Vol. 842 発行日 2020 年 11 月 23 日

プレシジョン Ultra X
／ヨシダ

ナクリア／ワシエスメディカル
＜環境除菌ワイプ＞

キャラクタライズ材＞

＜歯科用根管洗浄器＞

ヨシダから発売された歯科用根管洗浄器
“プレシジョン Ultra X”は、超音波振動
による根管洗浄を行うことで、スメア層を
除去し、根管内の細菌を減らすことができ
るので良好な予後が期待できます。軽量か
つコードレスなので操作が容易で、治療に
合わせた 3 種類のチップにより、根管洗浄
だけでなく、ガッタパーチャの除去、超音
波の振動を用いた充填が可能です。
【特徴】
●シルバーチップは柔軟性が高く根管の
形状に沿って洗浄が可能です。また、根
管充填前に使用することでより緊密な
根管充填が期待できます。
●ゴールドチップは根管内洗浄だけでな
く、破折ファイルやガッタパーチャ等の
根管内異物除去にも使用できます。
●ブルーチップは形状記憶が可能なチッ
プで、彎曲した根管内に挿入しやすく、
効率よく洗浄できます。
●ハイモード（出力 100%）とローモー
ド（出力 70%）の 2 段階出力モードの
設定が可能です。
●1,500mAh のリチウム電池を採用。フ
ル充電で約 4.5 時間の使用が可能です。
標準価格＝本体一式
75,000 円
シルバーチップ#20×2 本入 6,900 円
ゴールド、ブルーチップ
（#20・#30 各 1 本入） 各 6,900 円

『 ピュアメーカー 』
＜ 日本歯科工業社＞

標準価格＝本体一式 11,700 円
（カートリッジ 2 個・カップ・チェッカー）

セラスマートコート／ジーシー
＜光重合型レジン表面滑沢

ワシエスメディカルより発売された“ナク
リア”は、有機酸と金属イオンを主成分と
した人にやさしい環境除菌ワイプです。動
植物にとって必要な必須ミネラルで、細菌
からウイルス・芽胞菌まで強力に除菌しま
す。
【特徴】
●ナクリアは、金属イオンを有機酸水溶液
に効果的に分散、参加させることで安定
化させ、より安全に使用できます。この
酸化された金属イオンをナノ粒子化さ
せることで、ウイルス・細菌表面の接触
面積を増やし除菌効果を高めます。
●アルコールフリーで肌荒れの心配もな
く、薬品臭やベタつきもほとんどありま
せん。
●拭き取り面残留した有効成分により、乾
いた後でも長期間抗菌性が持続します。
●分子レベルの細菌はもちろん、臭いのも
とを化学的に分解します。
●パウチタイプ（120 枚入）と大容量の
バケツタイプ（300 枚入）
・バケツ詰替
（300 枚入）をラインナップ。
標準価格＝パウチタイプ
バケツタイプ
バケツ詰替

700 円
3,400 円
2,300 円

ジーシーから発売された“セラスマートコ
ート”は、CAD/CAM 冠をはじめ、保険診
療の補綴装置にも口腔内外で使用が可能な
光重合型レジン表面滑沢キャラクタライズ
材です。混合せずに単色で使えるシンプル
なカラーをラインナップしました。
【特徴】
●100nm 以下のナノフィラーの縫合によ
る優れたツヤ維持性と耐摩耗性を実現。
長期的に審美性を維持し、また補綴装置
の咬合面にも使用することが可能です。
●シンプルな 4 色（クリアコート、インテ
ンシブホワイト、インサイザルグレー、
サービカルブラウン）をラインナップ。
●色を混ぜなくてもすぐに使える色調で、
お好みに応じて重ね塗りができます。ま
た、クリアコートを用い希釈により表現
を調整できます。

標準価格＝スターターセット 13,490 円
単色
各 3,390 円

「水道水」から簡単・経済的に「精製水」を作る！
今回ご紹介させていただく商品は、
日本歯科工業社より販売されております卓上型精製水器
『ピュアメーカー』です。こちらの商品は、オートクレーブ等に使用する精製水を水道水から
簡単に作ることのできる卓上型の精製水器となりまして、特徴としては、①簡単⇒水道水を付
属のカップに入れ（MAX1500ml）
、カップから本体タンクに水を注ぎ、カップを本体にセ
ットするだけで約４分で精製が完了。
②経済的⇒独自開発したイオン交換樹脂カートリッジに
より、純度の高い精製水を 1 つのカートリッジで約 350ℓ作り出すことが出来るため 1ℓ当
たり約￥13 と非常に経済的。③電源不要⇒電源が不要なので、置く場所を選ばず使用するこ
とが出来て、必要な時に必要な分だけ精製水を採水可能。また、小さくてスタイリッシュなデ
ザイン。
ご採用いただいているお客様からは、
「従来は 20ℓの精製水を購入しており、場所は取っ
ていたしコロナ禍による値上がりもあったが、
ピュアメーカーによりどちらも改善されたので
非常に良かった。
」とのお声を頂いております。詳しい詳細につきましては弊社営業担当者ま
でお問い合わせください。
鹿児島店 営業三課 大山 奈織
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★UK Boost 企画 トクヤマ CR 充填器のご案内！

当社営業マン厳選の“GDS”CR 充填器シリーズ！
当社オリジナル Boost 企画といたしまして、トクヤマデンタルから好評発売中の“トクヤマ
CR 充填器”を 12 月 18 日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたします。当社営業マン
セレクトによるオススメ製品で、製品説明用の動画もご用意いたしておりますので、この機
会にご用命いただきますようお願いいたします。詳細につきましては営業担当者までお申し
付けください。
【GDS フロアブルアート】
先端が球状のアプリケーターは窒化チタン（TｉN）コーティングされており、レジン離
れが良く、フロアブルレジンの細かい塗布やステインの塗布に適した充填器です。先端部
が針状のアプリケーターはレジン充填時のキャラクタリゼーションや更に細かい用途に使
用できます。
【GDS スイングアート】
先端部にダイヤモンドライクカーボン（DLC）コーティング加工が施してあり、表面が
とても滑らかで、表面硬度、耐摩耗性、表面滑沢性に優れた充填器です。先端部はマルク、
厚さ 0.12～0.15 と薄く、隣接面や歯肉縁下に容易に挿入することができ、先端のカー
ブが歯面の形態にフィットし、隣接部の充填や歯冠部の形態修正がスムーズに行えます。
【GDS ポステリア】
先端部にダイヤモンドライクカーボン（DLC）コーティング加工が施してあり、表面が
とても滑らかで、表面硬度、耐摩耗性、表面滑沢性に優れた充填器です。先端に 2 種類
の形態を持ち、コンポジットレジンの充填、小窩裂溝の形成がスムーズに行えます。

標準価格＝
・GDS フロアブルアート 4,700 円
・GDS スイングアート
6,000 円
・GDS ポステリア
6,000 円

月刊「歯界展望」別冊

★今週の新刊

『 開業歯科医のための小外科手術 Check Point 』
第一線の執筆陣により、外科の基本から具体的
な手術内容まで、日常臨床で必要となる小外科
手術のテーマを豊富な写真を用いて解説。また、
最新の考え方を踏まえ、小外科をブラッシュア
ップできる一冊。
●編著＝神部 芳則
●出版＝医歯薬出版
●価格＝9,000 円＋税

～エクストルージョン、アップライトから
インプラントの活用まで～

MTM の基本となる技術から、ハイレベルな矯
正治療を見据えた技術まで、7 つの実習と 57
の症例でわかりやすく解説。歯牙移動、歯牙移
植による生体の組織学的変化を基礎実験より検
証し、MTM の本質への理解を深める情報も収
載した一冊。
●編 ＝林 治幸／村松 敬
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,300 円＋税

『 世界標準のインプラントメインテナンス 』
～実装したい知識・手技・教育のすべて～

インプラントメインテナンスにかかわる世界と
日本の最新情報を整理し、標準化した医療を提
供するための一助として企画された書。多くの
施設で実践するうえで欠かせない教育システム
も重視し、看護師の教育に用いられる「クリニ
カルラダー」も盛り込んだ一冊。
●編著＝柏井 伸子
●著 ＝入江 悦子／篠原 こずえ
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝6,000 円＋税
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『 明日から使える MTM 』

『 最強の歯科ミーティングバイブル 』
～院長の不安解消、スタッフのモチベーション向上～

年間講演数 100 回を誇り、SNS でも話題の著
者の人気セミナーを書籍化。著者が編み出し 5
つのワークを院内ミーティングで実践すること
により、スタッフの個性を伸ばしたり、チーム
の結束力が強化されるなど、組織の活性化につ
ながります。歯科医院のチーム力を高めるステ
ップアップワーク集。
●著 ＝角 祥太郎
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,800 円＋税
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