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コントラアングル NOVA
／ビエン・エア・アジア

スリムライト／ジーシー
＜歯科重合用光照射器＞

＜5 倍速・等速コントラ＞

ビエン・エア・アジアから 10 月 21 日に
発売される“コントラアングル NOVA”
は、コンパクトなヘッド、スリムなネック、
静音性、そして耐久性を極めた新たな 5 倍
速・等速コントラアングルです。スモール
ヘッドとスリムネックにより、最後臼歯へ
のアクセスと視認性がより向上されます。
【特徴】
●同社製最小のヘッドサイズ（8.8 Φ ×
13.7mm）とネックサイズ（7.8mm）
を実現。視認性がさらに向上しました。
●逆流防止機構により、サックバックを内
部に留めモーターへの侵入を抑止し、患
者から患者への二次感染のリスクに対
応します。
●独自の機械加工技術により、バーの軸ブ
レや振動を低減します。
●5 倍速のヘッドは過度の発熱を防ぐ特殊
構造を採用。発熱を 37 度以下に抑え、
発熱によるリスクを低減します。
●5 倍速コントラは左右非対称の 4 点（八
の字型）注水方式を採用し、異なる長さ
のバーに的確に当たり、切削部位の均一
な冷却が可能です。等速コントラは 1 点
注水。ライト付き仕様。
標準価格＝オープン価格

『 インストリニュー 』
＜ ヨシダ ＞

GR タックピン
／帝人メディカルテクノロジー
＜吸収性歯科用骨再建インプラント材＞

ジーシーから 10 月 21 日に発売される
“スリムライト”は、同社製「G ライトプ
リマ」と同等の最大 2,000mW/cm2 のハ
イパワーLED で、スピーディな診療をサポ
ートします。また、390～480nm の青と
紫の波長域を出力可能でボンディング材
やコンポジットレジンはもちろんのこと、
コーティング材などの様々な光重合製品
に使用が可能です。
【特徴】
●9.5mm の薄型ヘッドはストレート形態
で 300 度の回転が可能です。ストレス
なく臼歯部咬合面にアプローチができ
ます。
●本体わずか 140ｇのスリムでコンパク
トなハンドピース形状により、ブレるこ
となく口腔内に挿入できます。
●充電コネクタを直接接続できるので、急
な充電切れも安心です。

標準価格＝本体一式
98,000 円
衛生カバー（50 枚入）1,260 円

帝人メディカルテクノロジーから発売さ
れた“GR タックピン”は、メンブレン固
定用のピンタイプの吸収性材料です。L-乳
酸グリコール酸共重合体（PLGA）共重合
比率（LA/GA＝88/12）吸収性材料とし
て臨床実績のある材料を採用し、抜釘が不
要な吸収性タックピンです。
【特徴】
●吸収性材料のため抜釘が不要で、分解吸
収期間は 2 年～2.5 年程度の設計です。
●紫色に着色されているため視認が可能
です。
●専用器械を用いて骨孔を開け、挿入器で
押し込んでタックピンを骨孔に埋入し
ます。
●専用器械セットは、専用ドリル 2 本、把
持具ハンドル、把持具先端部、メンブレ
ンパンチ、滅菌ケースを付属。

標準価格＝1 本入
5,000 円
2 本入
10,000 円
4 本入
20,000 円
専用器械キット 50,000 円

チェアサイドでのシャープニングのお時間を短縮しませんか？
今回ご紹介させて頂く商品は、㈱ヨシダから発売されております電動シャープナー『インス
トリニュー』です。これまでのシャープニングは、角度調整が難しく、時間がかかったり、手
研ぎは技術が必要などの問題点があったかと思います。しかし、インストリニューは、インス
ツルメントのデザインや形状に関係なく、自動でシャープニングの正しい角度に調整してくれ
ます。さらに、シャープニングコーンにはダイヤモンドがコーティングされている為、刃の切
れ味の回復、長持ちになることで、コスト削減にも繋がり、今まで煩わしかった問題点を解決
してくれるような商品となっております。
ご導入して頂きました先生方からは、
「誰がやっても均一なシャープニングができるし、今
までかかっていた時間や手間も省けて、とてもいいよ！」との喜びのお声を頂いております。
是非とも、この機会にご検討の程、宜しくお願い致します。詳細につきましては弊社営業担当
者にお申し付けください。
宮崎店 営業一課 坂田 知也

標準価格＝本体一式 125,000 円
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★KPS（花王プロフェッショナルサービス）製品取り扱いのご案内！

UK & KPS スマイルプロジェクト第 2 弾！
弊社では、花王（プロフェッショナルサービス）との企画協力
により、よりお客様の安全でより健康的な環境づくりに貢献す
るため、医院様のバックヤードでご使用いただける業務用製品
のお取扱いを開始いたしております。今回、第二弾の企画とい
たしまして、11 月 19 日までの期間、下記の 2 製品につき特
別なトライアルキットを特別価格にてご奉仕いたします。是非
ともこの機会にご用命の程宜しくお願いいたします。詳細につ
きましては弊社営業担当者までお申し付けください。
【第 2 弾トライアルキェンペーン製品】
●フロア用そうじシート『クイックルワイパー』
業務用タイプのワイドサイズ（500mm×110mm）
立体吸着ウエットシートにより、ホコリをからめ取り、ベタザラ汚れまですっきり！
※30 枚入（10 枚×3 袋）２パックご購入に、ワイパー本体（ワイドサイズ）をお付けします。
●便座除菌クリーナー『V-SAVE』
99.9%ウイルス除去・除菌効果で、便座はもちろん、ドアノブ、水洗レバー等トイレ周り
全般に使用できます。
※トライアルセット 4.5 リットルに、詰替えスプレー容器（300ml）ならびにトイレ用そうじ
シート業務用 20 枚入りをプレゼントいたします。

★今週の新刊

『 治癒の歯内療法 第 3 版 』

『 臨床に活かす！デンタルエックス線写真 』

～エンドのバイオロジーとイノベーション～

～撮る・読む・診るを極める～

エンドに「治癒」の概念を取り入れ、20 年以
上にわたって多くの臨床医の支持を得てきた名
著が、最新の知見を加えて大刷新！ 治癒の概念
は VPT（vital pulp therapy：歯髄温存療法）
として確立し、今やエンドの最初のゴールとし
て市民権を得た。本書でも多くのページが VPT
に費やされた。MTA に代表される次世代の根
管充填材：ハイドローリックカルシウムシリケ
ートセメントについても詳説した一冊。

質の高い「診断」
「治療」は質の高い「診査（デ
ンタル）
」から――なぜデンタルエックス線写真
の「撮る」
「読む」にこだわらなければならない
のか、適切な診断と治療、経過観察を導くため
の、歯科臨床の足元を固める必携書！デンタル
に他に類を見ないこだわりを持つ執筆陣による
臨床写真と読影例を豊富に掲載し、さらにエッ
クス線撮影時の流れなどを動画でわかりやすく
解説した一冊。

●編著＝月星 光博／福西 一浩／泉 英之
●著 ＝外賀 泰／安藤 彰啓
仲田 憲司／月星 太介
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝20,000 円＋税

●編著＝斎田 寛之
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税

『 どう診る？どう育てる？子どもたちの歯列と口腔機能 』
～小児歯科医と矯正歯科医が実践法を教えます～

小児歯科医と矯正歯科医の共同執筆による、子
どもたちの歯列と口腔機能の「診かた」
「育てか
た」がわかる本。不正咬合の芽を早期に発見し、
正常な機能や形態へと導いていくためのノウハ
ウが、症例や実践法とともに現場目線で解説。
子どもたち一人ひとりの発達段階や状態に適し
た歯列・口腔機能への予防的アプローチが学べ
るした一冊。
●著 ＝島津 貴咲／林 亮助
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,800 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

別冊ザ・クインテッセンス

『 薬 YEARBOOK’21／'22 』
～患者に聞かれても困らない！
歯科医師のための「薬」飲み合わせ完全マニュアル～

2019 年に初刊行し、好評を得た「薬 YEAR
BOOK 」 の 最 新 版 。 今 回 は 「 歯 科 医 院 は
COVID-19 感染症にどう備えるべきか」の特
集を設け、感染症の治療や対策の最前線で活躍
する著名な専門家が詳細を解説。また、薬の飲
み合わせにおいては、日常で遭遇頻度の高い服
用薬の見直しを図り、処方可／要慎重／減量・
体薬／併用禁忌・原則禁忌など方策が瞬時にわ
かる一覧を掲載した一冊。
●監修＝朝波 惣一郎／王 宝禮
矢郷 香
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,500 円＋税
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