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ZUMAX SLH ルーペ
／ペントロンジャパン

ガリレアンルーペ UL シリーズ
／日本歯科商社

イニシャル LiSi ブロック
／ジーシー

＜医療用鏡双眼ルーペ＞

＜双眼ルーペ＞

＜歯科切削加工用セラミックス＞

ペントロンジャパンから発売された
“ZUMAX SLH ルーペ”は、ハイエンド
モデルに採用されるプリズマティック方
式でありながら、コストパフォーマンスに
優れたヘッドバンドタイプの双眼ルーペ
です。アクロマティックレンズとプリズム
を採用し、長時間の使用でも疲れにくいク
リアな視界を提供します。

日本歯科商社から発売された“ガリレアン
ルーペ UL シリーズ”は、術者のニーズに
応えるため、更なる軽量化と快適な装着
感、そして明るい視野を実現した双眼ルー
ペです。低価格で高機能、双眼ルーペのス
タンダードタイプ「マルチタイプ」と、プ
ロテクトアイグラスにレンズを直接装着
した「TTL タイプ」から選択できます。

【特徴】
●医療用レンズとして定評のあるドイツ
SCHOTT 社製レンズを採用し、その優
れた光学的特性と、透過率減衰を抑えた
平均反射率 0.3％の ZUMAX コーティ
ングレンズにより、クリアで明るい術野
を伝達します。
●ルーペ部は、下方へ 45 度以上の傾斜が
可能で、前傾姿勢になりにくく、長時間
にわたる施術でも腰への負担を軽減し
ます。
●最大照度 30,000lux の高輝度 LED ヘ
ッドライト（オレンジフィルター標準装
備）により、術野をより明るく鮮明にラ
イティングします。
●充電式バッテリーパックによるコード
レスライトシステムを採用。

【特徴】
●従来モデルより約 35%の軽量化を実現
した超軽量設計です。
●丈夫で軽量な眼鏡フレーム素材の
TR90 とマグネシウム合金のコンビネ
ーションフレームを採用し、ベストなア
ングルで柔軟にフィットします。軽量化
によりサポート力もアップし疲労を大
幅に軽減します。
●2.5 倍と 3.0 倍の倍率で選択ができ、裸
眼では見えづらい細部まで見えます。
●新しいバレル型のレンズは軽くて小さ
いだけでなく、光線透過率が高く、より
明るくはっきりと見えるようになりま
した。
●各種対応の専用 LED ライトも発売。

標準価格＝倍率 4 倍 230,000 円
倍率 5 倍 240,000 円
倍率 6 倍 250,000 円

標準価格＝マルチタイプ 29,800 円
TTL タイプ 39,800 円
LED ライト 各 28,000 円

『 ハンドケアローション 』
＜ ジーシー＞

ジーシーから発売された歯科切削加工用セ
ラミックス“イニシャル LiSi ブロック”は、
完全に結晶化したニケイ酸リチウムブロッ
クです。完全に結晶化されたブロックを機
械加工するため、熱処理時のトラブルや焼
成の待ち時間を回避することが可能とな
り、研磨仕上げでの補綴装置の製作を可能
にします。
【特徴】
●ジーシー独自の HDM テクノロジーを採
用し、リチウムシリケートを核とした次
世代のガラスセラミックシステムです。
●新製造技術の採用により、微細な LDS 結
晶の高密度化に成功。高い審美性と簡便
性、耐久性を兼ね備えています。
●加工後の熱処理が不要で最終仕上げを研
磨で行うことができるため、臨床のプロ
セスを大幅に短縮します。
●あらゆる症例に対応する 2 種類（HT・
LT）の透過性に各 4 色をラインナップ。
全 8 色から様々なケースに応じて最適な
色を選択することができます。
●Aadva CAD/CAM 用と UNIVERSAL
用の 2 種類をラインナップ。

標準価格＝1 箱（5 個入） 18,000 円

手肌をサラッと潤す！
今回ご紹介させていただく商品は㈱ジーシーより発売しております『ハンドケアローション』
です。こちらの商品は、保湿と保護成分が手指に留まりやすいため、手洗い後毎回塗布しなくて
も効果が持続する手指用保湿ローションです。手荒れは医院全体の感染対策に影響を及ぼしま
す。手荒れが及ぼす問題点としまして、①細菌の温床となる。②乾燥した皮膚がはがれ落ち、環
境を汚染する。③角層バリア機能が低下することで、血液媒介ウィルス等に感染する危険性が増
加します。
このハンドケアローションは、塗った後にべたつかず、グローブ装着時や手指消毒効果に影響
を与えにくい保湿ローションです。使用方法は石けんと流水による手洗い、手指消毒後にハンド
ケアローションを1プッシュ手に取り、すり込みます。1 本で約750回分の使用が可能で無香
料・無着色・パラベンフリーです。
ご購入頂きましたスタッフ様からは、「塗った後にべたつきがなく、グローブ装着もスムーズ
で快適です。」と大変好評です。是非この機会にお試しください。

標準価格＝300ml ポンプ容器 3,200 円

熊本店 営業四課 坂本 貴浩

Vol. 843 発行日 2020 年 11 月 30 日

★UK オリジナル歯ブラシ“ Fｉt ”クリスマスキャンペーン実施中！

ポップなカラー&デザインのオリジナルコップをプレゼント！
当社オリジナル製品として発売以来好評をいただいております“Fｉｔ”歯ブラシ！この度ク
リスマスキャンペーンといたしまして、
Fｉt 歯ブラシ 25 本入 1 袋をご購入いただきますと、
ポップなカラーとデザインで人気のオリジナルコップ 2 個セットをプレゼントいたします。
数量限定となりますので、この機会に是非ともご用命いただきますようお願い申し上げます。
【Fｉt 歯ブラシの特徴】
●お好みのかたさと色が選べて、お口にジャストフィットします！
●毛先は歯ぐきにやさしいテーパーラウンド加工を施し、ナイロン製に比べて毛先が約 4 倍
長持ちします。
●歯ブラシの種類は、大人向け歯ブラシがかたさ 6 種類×6 カラー、６～12 歳向けと 1～
7 歳向け歯ブラシはそれぞれかたさ 2 種類×4 カラーをラインナップしております。
●ハンドルカラーのアソートセット（色の組み合わせ）も各種ラインナップ。
標準価格＝各種 1 袋 25 本入（1 本ずつの個包装）オープン価格
【製造元】NPO 法人オーラルサポート（障がい福祉サービス事業所）
※この歯ブラシの購入費の一部は障がい者支援活動に役立たれています。

子ども歯ブラシの袋
にはくまモンが入っ
てるモン！

★今週の新刊

患者参考価格
1 本 100 円（税別）

『 GP のための
床矯正治療を成功させる床装置と設計 』
非抜歯による保存的アプローチで行われること
が多い床矯正治療について、床装置の構造や目
的、その使い方や活性化など、多くの症例を織
り交ぜて解説。また、歯科技工士が適切な床装
置を製作するうえで欠かせない、技工指示書の
書き方も収載した一冊。

『 10 年以上天然歯を守った
パーシャルデンチャーはここが違う 2 』
～治療戦略を具体化する臨床ステップとラボワーク～

「設計はわかった！では、どうやって作ればい
いの？」そんな前著読者の要望を踏まえ、パー
シャルデンチャー臨床の細かいトコロまで徹底
的に掘り下げた待望の第 2 弾。パーシャルデン
チャーの 5 つの製作ステップとその流れ、欠損
補綴におけるプロビジョナルとトリートメント
デンチャーの実践例を掲載した一冊。

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

高齢者歯科治療について、豊富な図表や会話で、
臨床をイメージしながら“根拠”が理解でき、
実践に活かせます。全身状態や生活機能をみる
観察力、対応力を養うためにビジュアルに解説
した高齢者歯科に役立つ一冊。
●編 ＝戸原 玄
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,300 円＋税

●編著＝大河内 淑子
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝9,000 円＋税

●監修＝寺西 邦彦／飯沼 学
●出版＝インターアクション
●価格＝8,200 円＋税

月刊「デンタルハイジーン」別冊

『 どうして？どうする？
診療室からはじまる高齢者歯科 』

『 386 歯科医院の統計データから見える
成功歯科のセオリー 』
データの読解力を上げる基礎知識から、データ
から見える歯科医院経営について、また今日の
コロナ感染を踏まえ「感染拡大時にも支持され
る歯科医院」についての座談会など、成功する
歯科院経営に役立つ一冊。
●編著＝日本医業経営コンサルタント協会
●出版＝日本歯科新聞社
●価格＝6,000 円＋税
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