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ブライトビジョン 3200
／ペントロンジャパン

メルサージュ エピック 2in1
／松風

TRS 3D プリンターXL
／YAMAKIN

＜歯科用マイクロスコープ＞

＜歯科用多目的超音波治療器＞

＜歯科技工用 3D プリンター＞

ペントロンジャパンから電動ズーム＆フォ
ーカスシステム、フリームーブ電磁ロック
システムを搭載した、シリーズのフラッグ
シップモデル“ブライトビジョン 3200”
が新たに発売されました。
【特徴】
●作動音を可能な限り低減し、静粛性を重
視したサイレント設計新開発のフリーム
ーブ電磁ロックシステムを搭載。また、
無段階に倍率調整可能な、電動ズーム式
レンズを搭載。
● 対 物 レ ン ズ の 焦 点 距 離 を 200 ～
450mm の範囲で調整可能で、術中のク
イックなフォーカシングが可能な電動バ
リオディストフォーカスを装備。
●照度 80,000 lux の LED 照明はブライ
プラス機能により、倍率に連動して照明
光が自動的に収束し、光量を増加します。
低倍率から高倍率まで、つねに最適な光
量での観察を可能にします。
●マルチファンクショナルハンドルは電磁
ロックシステム、倍率調整、フォーカス
調整、照明光量調整、記録（動画・静止
画）のコントロールスイッチを左右のハ
ンドグリップに集約しました。
標準価格＝
Full HD カメラ内蔵 6,170,000 円
カメラ設定なし
5,480,000 円

松風から発売された“メルサージュエピッ
ク 2in1”は、超音波スケーラーとパウダ
ーデバイスのプロフェッショナルケアに
必要な 2 つの機能を 1 台に集約した多目
的超音波治療器です。診療現場の省スペー
ス化と、よりスムーズな治療の実現を可能
にします。
【特徴】
●超音波スケーラーは、さまざまな状態の
歯石に対応する次世代超音波エンジン
「ｉPiezo engine」を搭載。自動的にチ
ップ先端にかかる負担を感知し、パワー
を落とすことなく常に安定したスケー
リングが行えます。
●パウダーデバイスは、チャンバーからハ
ンドピースまでが一体になった独立構
造のため、ペリオとプロフィー（オプシ
ョン）の個々のチャンバーを取り付ける
だけで、その機能を自動認識すること
で、煩わしい機能選択操作が不要です。
スピーディーなクリーニングから、イン
プラント周囲や歯周ポケット内への優
しく効率の良いバイオフィルム除去ま
で、誤作動を防止する設計で操作がスム
ーズに行えます。
標準価格＝2in1 本体一式 490,000 円
プロフィーチャンバー150,000 円

YAMAKIN から発売された“TRS 3D プ
リンターXL”は、スマートフォンやパソコ
ンなどに使われている液晶ディスプレイ
（LCD）を採用し、面照射のため、造形位
置による誤差がなく、造形スピードも早い
のが特徴です。はじめての 3D プリンター
に最適なエントリーモデルです。
【特徴】
●190×120×200mm の広い造形範囲
で、最大 70 個のシングルクラウンを一
度に造形することができます。
●航空機にも使われるアルミニウム合金
を CNC 加工した Z 軸に 2 本のリニアレ
ールを組み合わせています。剛性があ
り、振動による影響を受けにくいので、
ブレも少なく、安定した高精度の造形が
実現できます。
●操作パネル、または PC から Web ブラ
ウザを利用して操作します。作業環境に
合わせてWi－Fi またはLAN 接続が可能
です。
●ユーサビリティに優れたシステムを採
用。操作パネルは日本語表示のため迷う
ことなく操作できます。
標準価格＝本体一式

450,000 円

-

標準価格＝8 本キット

75,000 円

『 フォルテ 』
＜ オーディック ＞

今まで出来なかったことが出来る！魔法のサンドブラスター！
今回ご紹介させていただきます商品は、オーディック㈱から発売されておりますハイスペ
ックサンドブラスター『フォルテ』です。このフォルテにはエアー圧の調整機能の他に噴射
濃度調整器というユニークな装置がついており、ビーズの噴射濃度を調整することにより、
プレスセラミックの掘り出しから仕上げ作業まで、以前に比べ大幅な時間短縮ができます。
その他にもレジン床の石膏削除、金属の表面処理など用途も幅広く繊細な加工にも最適です。
更にビーズ循環方式となっておりコストパフォーマンスとしてもすぐれております。
ご採用いただいております技工所様からは、
「特にプレスセラミックの薄いマージン付近の
チッピングの心配がなくなり、安心してサンドブラスト作業ができ、ストレスを感じること
が無くなりました。時間短縮ができるので、働き方改革時代の救世主だね。
」とのお声を頂い
ております。口こみでも大人気のこのサンドブラスター！製品の詳細につきましては弊社営
業担当までお尋ね下さい。

標準価格＝フルセット
450,000 円
ペンシル 1 基＋固定 395,000 円
固定のみ
340,000 円

熊本店 営業三課 東 龍達
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★磁気健康ギア“コラントッテ TAO”人気モデルのご案内！

アスリート愛用の人気の TAO ネックレスシリーズ！
当社では、医療認可取得品の磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）
」製品
を継続的に取り扱っておりますが、この度、コラントッテ製品の中でもアスリー
トに人気の TAO ネックレスシリーズのニューラインアップのご紹介です。
「研
ぎ出し七宝」や手仕上げによる鏡面加工を施した美しいコントラストと高級感に
より、胸元をお洒落に演出いたします。ご自身の健康ギアとして、または贈呈用
に、是非ともこの機会にご用命ください。その他にも数々のコラントッテ製品を
取り扱っておりますので、お気軽に弊社営業担当者にお尋ねください。
【コラントッテ TAO ネックレスの特徴】
●独自の N 極 S 極交互配列で、
ネックループ全体に 55mT の磁石が 10mm
間隔に内蔵されている磁気ネックレス（医療機器）です。
●磁気の広がりが立体的になり、広範囲に働きかけることができ、着けてい
るだけで首・肩の血行を改善し、首コリ、肩コリの解消のお手伝いをしま
す。
※ご案内パンフレットのネックレス製品以外にも、数々のネックレスをはじめ、
ブレスレット、ボディケア製品（枕・タンクトップ・サポーター・ウエストベ
ルト・シューズインソール）
、ネームカードストラップ等、多数の製品を取り扱
っております。総合カタログもご用意できますので、お気軽に弊社営業担当者
までお尋ねください。

★今週の新刊

『 接着を極めれば修復のレベルがあがる
歯髄を守る CR 修復のポイント 』

『 2020 年改定対応
歯科訪問診療・体制づくりから保険点数まで 』

「歯髄を守る」には、象牙質歯髄複合体の概念の
もと、象牙質を確実に保護し、また、う蝕除去、
窩洞形成あるいは歯肉退縮などで露出した象牙
質の確実な保護は、
ダイレクトボンボンディング
によって達成される。本書は「歯髄を守る」とい
う観点で CR 修復のベースの処置となるダイレ
クトボンディングにスポットをあてた一冊。

訪問診療における院内体制の整備から、他職種・
患者さんへのアプローチの仕方、文章・器具類の
準備、現場での配慮、トラブル防止と対応、保険
請求の知識、さらに個別指導の注意点も追記し、
2020 年の改定に対応。訪問診療をこれから始
める方、また長く訪問診療をしている方はさらな
る効率化やスキルアップの情報として役立つ一
冊。

●著 ＝新海 航一／鈴木 雅也／三枝 尚登
●出版＝インターアクション
●価格＝4,500 円＋税

『 徹底解説！ナイトガード 』
～エビデンスに基づいた睡眠時ブラキシズムの診断・治療～

ナイトガードの基礎知識（種類、効果・副作用、
用法）から、ナイトガード適用前にまず行うべき
睡眠時ブラキシズムの対処法や咬合理論に基づ
いたナイトガードの製作法をわかりやすく詳細。
“歯ぎしりのつらさをかみしめさせない”ための
ポイントを詳しく記載した一冊。
●著 ＝鈴木 善貴／松香 芳三／大倉 一夫
安陪 晋／鴨居 浩平
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,500 円＋税

発行：株式会社 UK デンタル
熊本・鹿児島・久留米・福岡・長崎・宮崎・大分

●著 ＝前田 実男
●出版＝日本歯科新聞社
●価格＝5,000 円＋税
『 顎口腔手術の麻酔科学 』
～手術の特性からみた全身管理法～

顎口腔手術に共通する全身麻酔の特徴から、顎口
腔手術の全身麻酔、日帰り全身麻酔、鎮静法、局
所麻酔など、顎口腔手術に関する麻酔科学全般を
網羅。手術の特性からみた全身管理法を理解でき
る一冊。
●著 ＝小谷 順一郎
●執筆協力＝中嶋 正博
●出版＝医歯薬出版
●価格＝15,000 円＋税
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