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フロー・サイナスケア／モリタ

舌ケアプレミアム／松風

スノーホワイト 3D／松風

＜鼻うがい＞

＜舌ブラシ＞

＜歯科高温鋳造用りん酸塩系埋没材＞

モリタから発売された“フロー・サイナス
ケア”
（ウィルデント製造）は、温かな洗浄
液が鼻腔内を優しく洗浄する鼻うがい液で
す。洗浄液は、人体にとても近い成分（等
張電解質液）なので、刺激は少なく、鼻腔
内がすっきりします。防腐剤・香料などは
入っていません。
【特徴】
●ボトルを軽く押すだけで洗浄液が鼻腔内
を優しくしっかり流れます。吸う動作は
必要なく、広い開口部は洗浄剤（粉）を
入れやすく、使用後のボトル洗浄、乾燥
がしやすい構造です。
●使いやすいボトル形状で、大人から子供
まで容易に使用できます。
●1 回使い切りタイプです。ひと肌程度に
温めた安全なお水をボトルに入れ、洗浄
剤（小袋）1 包の粉をボトルに入れ、洗
浄剤が溶けるまでボトルを振って混ぜる
だけなので準備が簡単です。
-

患者参考価格＝
スターターキット
1,000 円（税別）
洗浄剤（粉）50 包
1,700 円（税別）
洗浄剤（粉）100 包 3,000 円（税別）

松風から 7 月 1 日に発売される“舌ケア
プレミアム”は、舌に付着した「舌苔」を
除去する舌みがき専用のブラシです。極細
のソフトナイロン繊維は舌にやさしく、汚
れをしっかり絡め取ります。また、ヘッド
は適度な大きさで効率よくブラッシング
できます。
【特徴】
●ブラシ部は、片面約 8,000 本の極細ナ
イロン繊維から成り、繊細な舌乳頭を傷
つけずに、デリケートな舌をケアするこ
とができます。
●極細ナイロン繊維をフック形状に編み
込んでいるため、舌乳頭の間に入り込ん
だ舌苔にも届き、しっかり汚れを絡め取
ります。
●ブラシは凸面、凹面がある両面仕様で、
それぞれの面が舌の表面、側面に密着し
舌苔を除去します。凹面にはハンドル部
に触知可能な（∴）マークを印字し、凸
面凹面の識別が簡単です。
●ヘッド部は舌の形状に合わせ、凸面で舌
の表面用、凹面で舌の側面用として使用
できます。
●カラーバリエーションは、アクア、ミン
ト、キャメル、ローズの 4 色。
患者参考価格＝1 本 680 円（税別）

『 マリモセメント LC 』
＜ YAMAKIN ＞

標準価格＝1 本（2.0ml/2.7g）2,800 円
2 本パック
4,000 円

松風から発売された“スノーホワイト 3D”
は、高い流動性によりパターンの変形を防
止するとともに、すぐれた適合性と良好な
面性状を実現することが可能な高温鋳造
用りん酸塩系埋没材です。ワックスパター
ンや光重合型レジンパターンに加え、3D
プリンターパターンにも対応したオール
マイティのリン酸塩系埋没材です。
【特徴】
●高い流動性でパターンの変形を防止し
ます。
●総合膨張（硬化膨張＋熱による寸法変化
＜熱膨張＞）を 2.2%と抜き取り法に適
した高い設計にすることで、コバルトク
ロム合金の鋳造収縮を補い、良好な適合
性を実現します。
●独自の粒度調整により、鋳造体の面性状
を良好に仕上げます。
●ノーマル加熱の焼却スケジュールによ
り、バリを抑制し、すぐれた面性状を実
現します。
標準価格＝粉（2.5kg） 4,300 円
粉（20kg）23,400 円
液（300ml）1,500 円
液（2L）
3,300 円
※液はスノーホワイトと共用です。

気持ちにゆとりを持てる CAD/CAM 冠専用レジンセメント！
今回ご紹介させていただきます商品は、YAMAKIN㈱より発売されております練和不要
の CADCAM 冠専用光重合型レジンセメント『マリモセメント LC』です。
この商品の特長としましては、①1 ペーストで練和不要なためシリンジから直接塗布で
き、気泡が入りにくく、ミキシングチップ残留等のロスがない。②光重合のみで硬化し、
化学重合しないため、術者のタイミングで硬化できる。③初期の接着強さに加えて接着耐
久性にも優れ、硬化後も適度な柔軟性があるため、CAD/CAM 冠の脱離リスクが低減でき
る。④練和不要で、化学重合の待ち時間がないため、チェアタイムを短縮でき、患者さん
の負担軽減につながる。などが挙げられます。
練和が不要かつ、重合のタイミングが選べて余剰セメント除去なども容易なので、ご紹
介させていただいた先生からは、
「タイミングを選べるのはいいね。
」
「光照射がしっかりで
きればテクニカルエラーも少なくなりそうだね！」とのお声をいただきました。発売して
間もない新製品ではございますが、是非弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。
熊本店 営業四課 髙木 良典
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★UK オリジナルキャンペーン“GC グレースフィルシリーズ”のご案内！

違いがわかるレジン修復材！
ジーシーとのタイアップ企画といたしまして、ジーシーから好評発売中のナノハイブリ
ッド充填用コンポジットレジン“グレースフィルシリーズ”のサンプリングキットなら
びに新規導入特別セットキャンペーンを 7 月 20 日までの期間実施いたしております。
サンプリングキットをご使用いただきました後に簡単なアンケートにお答えいただきま
すと、新規導入特別キットを特別価格にてご奉仕させていただきます。“違いがわかる
レジン修復材”を是非ともご体感いただき、この機会にご用命をいただきますようお願
い申し上げます。キャンペーン中の特別価格等、詳細につきましては当社営業担当者ま
でお気軽にお尋ねください。
【グレースフィルシリーズの特徴】
●FSC テクノロジーにより、さらに高い物性と面滑沢性を実現します。また、ナノサ
イズの多角フィラーにより、簡単にツヤが出せ滑沢なレジン面が持続します。
●異なる 5 種類のコンポジットレジンと豊富な色調、2 種類の容量をラインナップ。
●ゼロフローは、垂れずにとどまることで、盛り上げた形態をしっかり維持します。
●ローフローは、適度な流動性がありオールマイティに使用できます。
●フローは、優れた流動性で凹凸を滑らかにします。ここに流し込みたいという場合
に有効です。
●バルクフローは、光硬化深度が高く一括充填に最適です。
●パテは、ペーストレジンならではの思い通りの付形性を実現。
。
A コース グレースフィル 2ml×3 本＋スタンド 15 本仕様＋筆＋エピテックス
B コース グレースフィル 2ml×6 本＋スタンド 25 本仕様＋筆＋エピテックス
※各コースの本数につきましては、レジンの種類の組み合わせ及び色調は自由です。

★今週の新刊

『 新編 すぐわかるカード式
歯科治療に必須の全身リスク診断と対応 』

『 口腔インプラント学学術用語集 第 4 版 』

～カードダウンロードサービス付～

疾患別カードと解説書の二部構成で、
カードには
疾患別に必要な問診事項を質問形式で記載し、
ま
た歯科治療上の注意事項、使用できる薬品、禁忌
の薬品を商品名で記載。
疾患別カードを見ながら
問診すれば、歯科治療上の注意点、投薬の方法が
理解できる一冊。

日本口腔インプラント学会の編集による信頼の
「口腔インプラント学学術用語集」
。教育、研究、
論文執筆の際に第一選択となる１,202 語を収載
し、
第 4 版では急速に発展し臨床導入が進められ
ているデジタル歯科に関連する学術用語に適
切・簡明な解説を付与した一冊。

●監修＝依田 哲也
●編著＝佐藤 毅
●出版＝医歯薬出版
●価格＝9,000 円＋税

●編 ＝公益社団法人
日本口腔インプラント学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,600 円＋税

月刊「歯界展望」別冊

『 Ｑ&A 歯科のくすりがわかる本 2020 』
歯科の臨床現場において、術者が薬品を使用する
際に想定される疑問や注意点をQ&A方式にて解
説し、
「くすりに関連した診療ガイドライン」の
項を設け、日常の歯科診療のために有用な最新ガ
イドラインやステートメントを紹介（QR コード
付）
。くすりの基礎知識と使用上のポイントなど、
歯科における薬の使用にかかわる様々な情報を
網羅した実践ハンドブック。
●編 ＝一戸 達也
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,300 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

『 歯科衛生士のための歯科診療報酬入門

2020-2021 』
歯科衛生士が知っておきたい歯科診療報酬の仕
組みが理解でき、歯科衛生士業務と診療報酬体系
の結びつきを実務含め、事例豊富にわかりやすく
解説。また、診療報酬改定に伴う内容のアップデ
ートと最新情報が満載。歯科衛生士の業務にウエ
イトをおいて保険診療を解説した最新テキスト。
●監修＝公益社団法人 日本歯科衛生士会
●編 ＝鳥山 佳則／石井 拓男／武井 典子
金澤 紀子／吉田 直美
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,700 円＋税
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