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インプランターNeo Plus2
／京セラ

Osseo 100＋／京セラ
＜ＩSQ 値測定器＞

＜電動式骨手術器械＞

京セラから発売された“インプランター
Neo Plus2”は、革新したハンドピースと
フットコントロールのワイヤレス化、
Bluetooth による周辺機器の拡張性など、
術中のストレス軽減と快適な操作性を追
求したインプラント用モーターです。
【特徴】
●ハンドピースのコンパクト化により、開
口量に制限のある臼歯部やサージカル
ガイドへのアプローチが有利です。ま
た、高演色 LED によりより鮮明な視野
が確保できます。
●モーターコードのサイズダウンにより、
重心をハンドピース側に移動すること
で、ハンドリングがしやすく治療時の操
作性が向上します。
●Bluetooth 接続により、ケーブルを気に
せず最適な位置で使用できます。
●京セラの「バリオサージ 3」と Link す
ることで 2 つのシステムを切り替えて
使用が可能です。
●ｉPad へのリンクにより、オペデータを
閲覧・記録することが可能です。
標準価格＝ライト付一式 695,000 円
ライト無一式 545,000 円

京セラから発売された
“Osseo100＋”
は、
ＩSQ 値（インプラント安定指数）を非接
触で測定することができるＩSQ 値測定器
です。インプラント体の安定性を、1～99
の数値で表わすことで、インプラント埋入
時と荷重の前のベースライン値を取得す
ることにより、インプラント治療の施術計
画の判断材料に有効です。
【特徴】
●非接触で測定することができるので、イ
ンプラント体に余分な衝撃を与えず測
定することができます。
●Osseo100＋の先端より、磁気パルスを
発振し、マルチペグとの共振周波数を測
定し、安定性を数値で表示します。表示
されたＩSQ 値が高いほどインプラント
の安定性が高いということになります。
●マルチペグは、生体にやさしい耐久性の
あるチタン製を採用。オートクレーブ可
能（約 20 回）で、再利用が可能です。
●様々なインプラントメーカーに対応可
能なマルチペグをラインナップ。
●インプランターNeo Plus2 とｉPad と
のリンクにより、測定されたＩSQ 値を
ｉPad に表示し、データの共有や管理、
保管することができます。
標準価格＝本体一式
320,000 円
プローブカバー（20 枚入）7,500 円
マルチペグ
1 本5,000 円

エラックハミガキ
エラックハブラシ 620
／ライオン歯科材

ライオン歯科材から歯科用歯磨剤“エラッ
クハミガキ”と介護用歯ブラシ“エラック
ハブラシ 620”が「エラックシリーズ」
に新たにラインナップされました。
【エラックハミガキの特徴】
●泡立ちが少なく、やさしい香味の、研磨
剤無配合のジェルです。薬用成分以外は
食品と同様の成分を配合。口臭を予防す
る殺菌剤を配合し、むし歯を予防するフ
ッ化物を高濃度配合（1450ppmF）
。
患者参考価格＝1 本（90g 入）
638 円（税込）
【エラックハブラシ 620 の特徴】
●介護者の指を守るロングネックを採用
し、介護グリップがしやすい立体型ハン
ドルです。奥歯も磨きやすいスリム&カ
ーブネックで、小さな開口でも無理なく
磨けます。薄型ヘッド・短い毛丈で歯肉
にやさしいやわらか植毛です。
患者参考価格＝1 本

275 円（税込）

『 プロテクト X2 』
＜ 吉野石膏 ＞

手荒れ防止は感染管理の第一歩！
今回ご紹介させて頂きます商品は、吉野石膏販売㈱から発売されております『プロテクト
X2』です。コロナ禍以降、手洗いや手指消毒の頻度が上がり、手荒れに悩まされている方
も多いかと思います。1 日に手洗いや消毒を何十回と繰り返すことから起きる手荒れは、保
湿成分を補うだけのハンドクリームやハンドローションだけでは解消が困難ですが、このプ
ロテクト X2 をお仕事前に塗ることで角質層に保護膜を形成し、頻回な水・湯・洗剤・消毒
剤の刺激をブロックして手荒れを強力に防止します。また、保湿・抗炎症作用がありハンド
クリームとしての役割も果たします。
ご採用いただきました医院様からは、
「毎年手荒れに悩まされていましたが、冬場はこれ
無しでは過ごせません！ベタつきの少ない爽やかな使用感も良いですね。
」とのお言葉をい
ただいております。現在、ウインターキャンペーン中ですので、この機会にぜひお試し下さ
い！詳細につきましては営業担当者までお尋ねください。

標準価格＝480ml 入 6,200 円
240ml 入 3,700 円
75ml 入 1,380 円

大分店 営業課 渡辺 稔之
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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 3 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、第三弾の企画とい
たしまして、2022 年 1 月 20 日までの期間、下記の 2 製品
につき、お買い得限定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 3 弾トライアルキェンペーン製品】
●食器用洗剤『キュキュット クリア除菌 業務用 4.5L』
手ごわい油汚れも落としづらい着色汚れもこれ 1 本で一気に落とします！
※キュキュットクリア除菌業務用 4.5L を 1 本ご購入いただくと、
専用つめかえ計量容器
（400ml）
と除菌漂白剤『キッチン泡ハイター業務用 1000ml』を添付いたします。
●衣類・布製品・空間用消臭剤『リセッシュ除菌 EX 業務用 2L』
ニオッてから消臭する従来の事後消臭に加え、ニオう前に予防する先回り消臭で、汗・皮脂臭を
24 時間ニオわせません。
※リセッシュ除菌 EX 業務用 2L を 1 本ご購入いただくと、詰め替え用空スプレーボトルをプレゼ
ントいたします。

★今週の新刊

『 新版 SRP の Art & Science
長谷ますみ流クリニカルメソッド 』

『 まずはここから
歯科アシスタントのためのファーストブック 』

本書は、シャープニングやスケーラーの挿入・
ストローク、施術ポジションなどの基本をまと
めた“Basic”、深い歯周ポケットや難易度の
高い部位へのアプローチなどを提示する
“Middle”、そして根分岐部などアクセスが最
高難度への対応を解説する“Advance”とい
う 3 つのクラスで構成。確かな理論に裏つけさ
れた SRP の技術が身につく唯一無二の一冊。

歯科医院の勤務経験がない新人スタッフを前に
して、
「はて、何から教えようか」と考え込んで
しまった経験はありませんか？臨床現場で数々
の初心者マークのスタッフと接してきた著者
が、歯科医療の職種・資格からアシスト業務や
在庫管理まで、
“歯科医院の仕事のいろは”を丁
寧にわかりやすく解説。必要最低限の知識が身
につく、新人オリエンテーションに最適な一冊。

●著 ＝長谷 ますみ
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝6,000 円＋税

●著 ＝杉元 信代
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,600 円＋税

『 ユニバーサルシェードを使いこなす 』
～シェード選択で迷わないコンポジットレジン修復～

単色で幅広い色調に適合する「ユニバーサルシ
ェード」のコンポジットレジン。本書では、ユ
ニバーサルシェードを理解するための光の特
性、色彩学の基本を概説し、また製品の特長を
メーカーが解説するとともの、基本的な使用法
について宮崎先生が解説。そして著名な臨床家
が臨床実感をもとに、製品ごとの最適な使用法
を実際の症例で伝授した一冊。
●編著＝宮崎 真至
●著 ＝田代 浩史／保坂 啓一
秋本 尚武
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,400 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

『 事例に学ぶ 歯科法律トラブルの傾向と対策
2021 改訂 』
～歯科医師で弁護士が指南～

歯科医師として 15 年の一般臨床経験を持つ弁
護士が、スタッフや患者さんとの法的なトラブ
ル予防策を指南した書。改訂版では、新型コロ
ナの出現を踏まえた災害時の対応について、12
の Q&A を追加。歯科法律トラブルの傾向と対
策に役立つ一冊。
●編著＝小畑 真
●出版＝日本歯科新聞社
●価格＝6,000 円＋税
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