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MyRay カム C-U2／ジーシー

ジーニアル アコード／ジーシー

＜歯科用口腔内カメラ＞

<ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン>

スーパーボンド EX
／サンメディカル
＜歯科接着用レジンセメント＞

シンプルに使えてキレイに撮れる！歯科
用口腔内カメラ“MyRay カム C-U2”が
ジーシーから発売されました 。厚さ
9.5mm の薄型ヘッドを採用し、口腔内で
の取り回しが容易です。また、被写界深度
が 5mm から 70mm と広く、細かい焦点
調整が不要で、さまざまな症例を幅広く撮
影できます。
【特徴】
●口腔内で取り回し良く動かせる厚さわ
ずか 9.5mm の薄型カメラヘッドを採
用。臼歯部咬合面や頬側からのアクセス
を容易にします。
●90 万画素の高い解像度で、患者さんと
の円滑なコミュニケーションをサポー
トします。
●オプションのマクロレンズキャップを
装着することで、接写&2 倍の拡大画像
での撮影が可能で、1mm～5mm の被
写界深度での接写撮影が可能です。
●コントロールボタンから指を離すと撮
影されるので、手ブレが起こりにくい設
計です。
●撮影用ソフトウェア「iCapture」が付属
しています。
●同社製の X 線画像管理システム
「Aadva
Station」と連携が可能です。
標準価格＝本体一式
188,000 円
マクロレンズキャップ
59,700 円
ノーマル衛生カバー（50 枚入）3,280 円
マクロ用衛生カバー（50 枚入）3,280 円

『 ファイバーカッタータイプⅡ 』
＜ YDM ＞

ジーシーから 11 月 22 日に発売される
“ジーニアルアコード”は、ジーシー独自
の表面処理「FSC テクノロジー」とフィラ
ー技術である「HPC フィラーテクノロジ
ー」の 2 つのテクノロジーにより、シンプ
ルな充填で歯質に調和し、自然な蛍光性を
実現したナノハイブリッド充填用コンポ
ジットレジンです。5 色のコアシェードで
VITA16 シェードに対応します。
【特徴】
●ジーシー独自のフィラー技術により、光
透過性・光拡散性のバランスを最適化
し、色調調和性を実現しました。
●高密度にナノフィラーを均一分散させ
ているため、簡単にツヤが出せます。ま
た、ツヤの維持性にも優れています。
●ベタつかない Bis-MEPP モノマーとジ
ーシー独自の「FSC テクノロジー」と
「HPC フィラーテクノロジー」の組み
合わせにより、配合するモノマーとフィ
ラーの相互作用を最適化し、ベタつか
ず、付形性の良い操作感を実現しまし
た。
●コアシェードの A1・A2・A3・A3.5・
A4 の 5 色に、サービカルシェードの
A5・A6、オペークシェードの AO1・
AO2・AO3、エナメルシェードの JE・
AE、ブリーチングシェードの BW・
BOW の計 14 色をラインナップ。
標準価格＝シリンジ（2.1ml）3,600 円

サンメディカルから発売のスーパーボン
ドシリーズに、筆積法でも混和法でもいず
れも常温で使用できる“スーパーボンド
EX”が新たにラインナップされました。ま
た、歯科金属用接着材料“M&C プライマ
ーも同時発売。さらなる操作性の向上と高
い接着性を実現します。
【特徴】
●スーパーボンド EX ポリマー粉末は、EX
クリア／EX ティースカラー／EX ラジ
オペークの 3 種類をラインナップ。
●液なじみの良いポリマー粉末で粉浮き
しにくく、ポリマー玉の採取が容易で
す。また、一度で大きなポリマー玉が採
取できるため、筆積回数を減らすことが
可能です。
●ダッペンの冷却が不要で混和法に使用
可能です。23℃の室温なら混和後約 30
秒で適度なとろみになり、冠に移送しや
すくなりました。
●とろみのある状態（ゆるい泥状）で使用
すると、余剰セメントが粘膜面へ垂れず
にとどまるため、除去が容易です。
●M&C プライマーは、金属・セラミック
ス・レジンなど修復物すべての素材に使
えるマルチプライマーです。
標準価格＝EX 期間限定セット 26,000 円
M&C プライマーセット 8,000 円

ファイバーポストを切りたい長さに簡単カット！
今回ご紹介させて頂く商品は、㈱YDM から発売されております『ファイバーカッタータイ
プⅡ』です。
前作のファイバーカッターは穴のサイズが３種類しかありませんでしたが、このファイバー
カッタータイプⅡは６種類に増えており、様な径のファイバーポストにご使用いただけます。
また、透明な「メモリ付ホルダー」により、任意の長さにカットでき、カットしたポストはホ
ルダーの中に入りますので切断時にポストが飛んでしまい、紛失する心配もございません。
ご導入して頂きました先生方からは、
「今まではバーやカッティングディスクで切断してい
てカットした切断面が毛羽立ちして使いにくかったが、この商品は切断面が綺麗で毛羽立たな
いので使いやすい。
」など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までお申し付けください。

標準価格＝11,000 円

長崎店 営業一課 植松 卓也
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★OEM 製品“バイオハンター100”キャンペーンのご案内！

血液・唾液等の汚れ・バイオフィルム（細菌の温床）を
強力に分解除去！！
弊社 OEM 製品として好評発売中のスピットン・バキューム用除菌洗浄剤
“バイオハンター100“（製造元：アムテック㈱）を 12 月 20 日までの
期間中、特別価格にてご奉仕いたします。特許成分の配合により、スピッ
トンやバキューム、排水パイプ、排唾管、バキュームチップ等の除菌洗浄
に効果的です。サンプル品をご提供させていただいておりますので、是非
この機会にご用命いただきますようお願い申し上げます。特別価格ならび
に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。
【バイオハンター100 の特徴】
●特許成分配合により、配管に付着した血液・唾液等の汚れ・バイオ
フィルム（細菌の温床）を強力に分解除去します。
●臭いの原因菌を徹底除菌します。
●防錆成分配合で金属部材にも安心して使用できます。
●廃棄しやすい減容ボトルを採用。
●50 倍希釈で 1 本（2 リットル）で 100 リットル分作れます。
●低発泡性。

★今週の新刊

※標準価格＝2L 入 10,000 円
↓
特別価格にてご奉仕いたします！

『 名著から学ぶ全部床義歯臨床 』

『 一からわかる睡眠時無呼吸の歯科臨床 』

～復古再生の治療コンセプト&アプローチ～

～歯科だからこそできる検査・診断・治療～

全部床義歯臨床の歴史を語るうえで欠かせない
洋邦の名著を読み解きながら、現在の総義歯臨
床に活かせる知識・技術を照らし出す。現代で
は語られることが少ない術式や仮説に触れて、
“なぜ、そうなるのか？”
“現在の考え方と何が
どう違うのか？”と考えることで、治療の本質
を見極める洞察力が身につく一冊。
●著 ＝松田 謙一
●監修＝前田 芳信
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,200 円＋税

睡眠時無呼吸を歯科で治療するには、口腔内装
置の製作だけでなく、口腔顎顔面の形態評価
（⇒局所要因を探索する）
、治療の予測（⇒予
知性のある口腔内装置）
、タイトレーション（⇒
治療効果を最大限に引き出す）など求める必要
があります。歯科だからこそできる睡眠歯科診
療を実践して、
“製作”から“臨床”へバージ
ョンアップができる一冊。
●著 ＝佐々生 康宏／奥野 健太郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,000 円＋税

『 歯科局所麻酔の基本と勘所 』

『 パーシャルデンチャーテクニック 第 6 版 』

局所麻酔の基本を、著者の臨床経験も踏まえて
解説。安心安全を心がけるためのポイントを列
挙し、笑気吸入鎮静法、リスク管理、麻酔の歴
史も網羅。歯科麻酔の基本と要点を簡略にまと
めた、わかりやすく役立つ一冊。

急速な時代の変革に対応するとともに、パーシ
ャルデンチャーの基礎知識・技術を習得するた
めのガイドブックとして役立つよう、製作の術
式をよりいっそうわかりやすく提示。また、急
速に進むデジタル技術についても詳説した書。

●著 ＝門前 弘美／杉村 光隆
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,800 円＋税

●編 ＝大久保力廣／岡崎 定司／馬場 一美
山下秀一郎／横山 敦郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝9,000 円＋税
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