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ジーシーR 1000／ジーシー
＜デジタルＩP スキャナー＞

ジーシーから発売の“ジーシーR1000”
は、高画質な画像が取得できるコンパクト
なデンタル専用のＩP（イメージングプレ
ート）スキャナーです。ＩP を上部の挿入
口に入れるだけの簡単操作で、挿入後はゲ
ートセンサが感知し簡単にスキャンを開
始します。
【特徴】
●ＩP 挿入後はマグネット機能でＩP を保
持し、X 線照射面を装置内部に触れるこ
となく、スキャンデータの自動消去まで
を行い排出します。傷がつきにくい非接
触スキャン方式の採用により、ＩP への
ダメージを最小限に抑えます。
●スキャン後はすぐに撮影画像を前面の
タッチパネル LCD で確認できるため、
必要に応じて再撮影がスムーズに行えま
す。スキャンした画像は本体に 500 枚
まで保存が可能です。
●SR モードと HR モードの 2 種類のスキ
ャンモードを搭載。
●本体幅 141mm、奥行き 192mm のコ
ンパクトボディ。周辺機器の多い X 線サ
ーバーPC 周りでも難なく設置が可能で
す。
標準価格＝本体一式 1,290,000 円

『 エステセムⅡ
& ボンドマーライトレス 』
＜ トクヤマデンタル ＞

標準価格＝
エステセムⅡオートミックスセット
19,800 円

モバイル オー
／ビーエスエーサクライ

ラクレッシュ EX シリーズ
／モモセ歯科商会

＜移動式スピットン＞

＜薬用 液体ハミガキ・ハミガキジェル＞

ビーエスエーサクライから発売された“モ
バイルオー”は、うがいのしやすい大型移
動式スピットンカートです。100V のコン
セントがあれば、カップへの給水も可能
で、訪問診療や集団検診等にも有効なスピ
ットンカートです。

モモセ歯科商会から販売のL8020 乳酸菌
使用の新感覚オーラルケア「ラクレッシュ
シリーズ」
（ジェクス発売）に、
“EX 薬用
液体ハミガキ”と“EX 薬用ハミガキジャ
ル”が新たにラインナップされました。薬
用成分の働きにより歯周病を防ぎます。

【特徴】
●直径 320mm の大型スピットンで、陶
磁器製なので汚れにくく清掃性も抜群
です。
●ステンレス製の天板を採用しており、高
い耐久性と高級感があります。
●タッチボタンにより、設定した水量を自
動給水します。
●前面の扉内に便利なスライドテーブル
を採用し、収納スペースに便利です。
●3～7 オンスのカップに対応します。
●タンク容量は給水 4ℓ／排水 4ℓ。
●本体カラーは、ウオールナット、チーク、
ホワイトの 3 種類をラインナップ。

【特徴】
●グリチルリチン酸ジカリウムの抗炎症
作用により歯肉炎・歯周炎を予防。
●硝酸カリウムのカリウムイオンが歯髄
神経への刺激をブロック。
●ポリリン酸ナトリウムにより歯石の沈
着を科学的に分解し、浮かせて落としま
す。
●液体ハミガキは独自の「とろみ」処方で
すみずみまで有効成分が行き渡ります。
●ハミガキジェルは高濃度 1450ppm 配
合でむし歯の発生と進行を予防します。

標準価格＝本体一式 148,000 円

患者参考価格＝
液体ハミガキ 280ml 990 円（税込）
ハミガキジェル 80g 990 円（税込）

簡便な処理で確実な接着を！
今回ご紹介させて頂く製品は㈱トクヤマデンタル取扱の歯科接着用レジンセメントシステム
「エステセムⅡ＆ボンドマーライトレス」です。エステセムⅡは前処理材としてボンドマーライ
トレスを使用し幅広い補綴材料に対応できるセメントシステムです。特徴として、①セラミック
ス、CAD/CAM 冠に適したレジンセメントで幅広いシェードで使用が可能。②光照射 2 秒のタ
ックキュアで半硬化状態が 2 分 30 秒持続、焦ることなく余剰セメントを除去できます。③ボン
ドマー塗布後の待ち時間不要、光照射不要、エアーブローのみで前処理が完了。④歯質だけでは
なく、幅広い素材（セラミックス、ジルコニア、CAD/CＡＭ冠、パラジウム、コバルトクロム）
の前処理に使用が可能。⑤歯質側と補綴物内面の前処理をボンドマーライトレスで行えるため術
式が統一されシンプルになり迷わない。
実際にご使用頂いている医院様からは、
「幅広い材料に対し前処理を行なえる点、歯質側と補綴
物側で処理が同様なためテクニカルトラブルが発生しにくい点」で好評価を頂いております。ま
た余剰セメントに関しても除去時間に余裕があるためクラウン・ブリッジ・インレー問わず操作
性が良好とお声を頂いております。補綴材料の種類及び形態の多様化しておりますがシンプルな
システムとなっておりますので是非この機会にお試し頂きたい製品となっております。詳細につ
きましては弊社営業担当者にお問い合わせ下さい。
長崎店 営業二課 山口 逸平
宮崎店 営業一課 山中 幸平
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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 4 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 4 弾の企画といたしまして、
2022 年 5 月 20 日までの期間、下記の 3 製品につき、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 4 弾スマイルプロジェクトキャンペーン製品】
●『ソフティ ハンドクリーン手指消毒剤』
手指にやさしい保湿成分（セラミド機能成分）を配合し、しっとり感はあるのに、さらさらとし
た手触りですぐに作業ができます。
※対象製品：1L ポンプタイプと 4.5L 詰替ボトル
●『ソフティ ハンドクリーン手指消毒ジェル』
ジェルなのにサッパリ、ベトつきがありません。皮膚表面の動摩擦力を低下させ、感触を改善します。
※対象製品：250ml ポンプタイプと 400ml ポンプタイプ
●『セイフキープ 24 時間抗菌シート（ワイドサイズ）
』
2 つの抗菌成分（亜鉛と界面活性剤）が相乗的に働き、抗菌効果を発揮します。また洗浄成分（AG、
AAO）の働きと特殊なシート柄で、皮脂汚れから体液・血液汚れまでしっかり落とします。
※対象製品：抗菌シートワイドサイズ 300 枚入パック＋詰替用バケツ容器付

★今週の新刊

『 臨床機能咬合学 』

『 舌の診かた 』

～咬合の 7 要素によるオクルージョンの臨床～

～舌の状態から全身疾患や体の歪みに気づく～

隔月刊「補綴臨床」別冊として発刊された内容
に部分的な修正や索引の追加などを行い新たに
書籍化！“咬合の 7 要素”を軸に診査・診断か
ら咬合構成、補綴装置製作まで、咬合学の理論
と実践を一貫した基準のもとに体系的にまとめ
た一冊。補綴治療にかかわるすべての方におく
る、臨床を成功に導く咬合学の集大成！

月刊「歯界展望」の好評連載を基に記述を大幅
に加筆しバージョンアップ！舌を理解するため
に必要な解剖学、組織学、生理学も網羅されて
おり、本書を読めば“舌の診かた”を深く理解
することができます。患者のライフステージや
身体の状況に応じた、きめ細かい歯科医療のた
めに役立つ一冊。

●編 ＝小出 馨
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,000 円＋税

●著 ＝小山 浩一郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,000 円＋税

『 手に取るようにわかる
コンポジットレジン修復のメソッド 』
本書では、
“なぜその器材を選ぶのか”
“臨床で
何を用いてどう使うのか”を多くの写真や図を
用いてわかりやすく解説。コンポジットレジン
修復の初学者から改めて学び直したいという方
におすすめの一冊。
●著 ＝保坂 啓一／畑山 貴志／米倉 和秀
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,000 円＋税

デンタルハイジーン別冊傑作選

『 歯科衛生士のためのカリオロジー 』
～知っておきたい 40 のポイント～

齲蝕の原因や成り立ちといった基礎知識から、
初期齲蝕病変の検出・評価方法、カリエスリス
クの考え方、予防プランの立案の仕方まで、最
新のカリオロジーの知識とカリエスマネジメン
トを行うために必要なポイントを体系的にまと
めた書。これからの時代に求められる「齲蝕予
防」
「カリエスマネジメント」の実践のために必
読の一冊。
●著 ＝伊藤 中
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,200 円＋税
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