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アースミラージュⅡ／ヨシダ
＜空気清浄機＞

ヨシダから発売された“アースミラージュ
Ⅱ”は、効率 99.97%（0.3μm 粒子）の
アースプラス HEPA フィルターを搭載し
た空気清浄機です。独自のアースプラス加
工によりフィルターに捕獲された細菌ウ
イルスを吸着分解します。また、浮遊微粒
子集塵性能があり、室内に浮遊する花粉や
PM2.5、粉塵を除去します。
【特徴】
●アースプラスは信州セラミックスが開
発したセラミックス複合材料です。医療
施設で実証されたアースプラステクノロ
ジー（抗ウイルス・除菌技術）で室内を
除菌・脱臭します。
●アースプラス加工されたフィルターが
何層にもなっており、このフィルター群
が浮遊物質をキャッチし短時間で清浄し
ます。
●置き型と壁掛け型の 2 種類の方法で使
用が可能です。壁掛けの場合は別途壁面
取付金具が必要です。
●本体寸法：W370×D156×H370mm
標準価格＝本体一式
148,000 円
交換フィルター 34,000 円
壁面取付金具
5,000 円

『 ユニコム PT 』
＜ YAMAKIN ＞

モデルリペアーピンク &
モデルリペアーⅡブルー／モリタ

ビフィズス菌末 BB536・おなか
活き活きビフィズス／ヨシダ

＜中粘度・高粘度硬化型模型修復材＞

＜ビフィズス菌食品＞

モリタから発売された“モデルリペアー”
は、必要な時に瞬時に模型修復等の作業が
できる瞬間硬化型の模型修復材です。ペー
ス材に硬化液をスプレーすると数秒で硬
化します。ベース材の粘度が異なる 2 種類
をラインナップし、用途に応じて使い分け
が可能です。
【特徴】
●モデルリペアーピンクのベース材は適
度な粘度（中粘度）を備えています。
●モデルリペアーⅡブルーのベース材は
高粘度（ペーストタイプ）のため、盛り
上げても垂れや流れがありません。
●それぞれのベース材にピンク色、ブルー
色を付与しているため、修正箇所の見分
けがつきやすくなっています。
●ベース材はチューブ入りのため、取り扱
いが簡単です。
●セットは、5g チューブ×4 本と硬化液
（70ml）スプレーがセット内容です。
標準価格＝
モデルリペアーピンク
4,420 円
モデルリペアーⅡブルー 4,700 円
モデルリペアー硬化液
1,720 円

ヨシダから発売された“ビフィズス菌末
BB536”と“おなか活き活きビフィズス
菌”は、森永乳業独自の培養技術を用いた
高菌数プロバイオティクス食品です。健康
な乳児から発見された“ヒト由来”のビフ
ィズス菌を配合した健康食品です。
【ビフィズス菌末 BB536 の特徴】
●ビフィズス菌末 BB536 は、他の“人に
棲む”ビフィズス菌に比べて、酸や酸素
に強く、製品の中の生菌数が高く、生き
たまま大腸に到達することができる菌
です。スティック 1 本（2g）当たり 500
億個を配合。より多くのビフィズス菌を
摂りたい方にお勧めです。
患者参考価格＝2g×30 本入
4,620 円（税込）
【おなか活き活きビフィズス菌の特徴】
●4 つの成分で腸内フローラバランスをサ
ポートします。さっと溶けて飲みやすい
顆粒タイプのシンバイオティクス食品
です。スティック 1 本（1.5g）当たり
100 億個のビフィズス菌を配合。
標準価格＝1.5g×30 本入
2,970 円（税込）

PT（プラチナ）による銀合金イノベーション！
今回ご紹介させていただきます商品は、YAMAKIN㈱より発売されております歯科鋳
造用銀合金第 2 種『ユニコム PT』です。この商品の特長としましては、プラチナを含
有することで、①靭性と強度を両立し、薄板、細線に曲げの力を加えても破折しにくい
特徴があります。辺縁が薄いインレーや根管深く差すキャストコアーなどの症例で活躍
が期待できます。②強度が高いため、クラウンや 3 本ブリッジにも使用できます。③パ
ラジウム代替としてプラチナを用いているため、コストパフォーマンスがよい、などが
挙げられます。
現在、ご使用頂いているユーザー様からは、
「パラジウムを含有している銀合金より安
価で、流動性が良く、キャストがとてもしやすい！」とのお声をいただいております。
是非一度お試しいただきたい商品です。詳細は弊社営業担当者へお問い合わせください。
熊本店 営業一課 西 俊彦

標準価格＝100g 入 20,000 円
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★京セラ ファインセラミックナイフ のご案内！

桜をイメージしたピンク色刃“SAKURA BLADE”！
「切れ味抜群のセラミック包丁！」
（京セラ㈱製造）でお馴染みの“京セラファインセラミック
ナイフ”を、今回『ピンクリボン活動』の一環として、桜をイメージしたピンク色刃「SAKURA
BLADE」を採用したギフト 4 点セットを特別価格にてご奉仕いたします。ピンクリボン商品
の収益の一部を(財)日本対がん協会「ほほえみ基金」に寄付することにより、多くの女性の健康
な生活を応援するという企画です。是非、ご自宅用に、また贈呈品としてこの機会にご用命く
ださいますようお願いいたします。併せてピンクリボンバッジと冊子を付属いたします。詳細
につきましては弊社営業担当者までお尋ね下さい。

京セラファインセラミックナイフギフト 4 点セット

【ファインセラミックナイフの特徴】

●セラミック三徳ナイフ（刃渡り 14cm）
●ファインセラミックは金気（金属イオン）を出さないので、刃物から食材へにおい移りがありま ●セラミックフルーツナイフ（刃渡り 11cm）
せん。新鮮な素材の風味を損なうことなく料理ができ、金気を嫌うレタスのカットもできます。 ●セラミックピーラー（皮剥き器）
●中身が柔らかいサンドウィッチや完熟トマト、巻き寿司、いかの刺身も軽いタッチできれいにカ ●クッキングボード（専用まな板）
標準価格＝10,000 円
ットできます。切れにくい鶏皮もセラミックナイフを使えばスムーズに切れます。
●ファインセラミックスは金属に比べとても硬度が高く、耐摩耗性に
も優れ、心地良い切れ味が長く持続します。
セラミックナイフも研げる電動ダイヤモンドシャープナー
●京セラの卓越した加工技術により、シャープな切先を実現します。
セラミックナイフも研げる電動ダイヤモンドシャ
また、均一化された平らな刃先が、納得の切れ味を生み出します。
ープナーは、ステンレス、銅はもちろんセラミッ
●ファインセラミックスは絶対に錆びないので、
クからチタンまで、いろんな材質の包丁が研げる
自然乾燥が可能です。酸やアルカリにも侵され
電動式のダイヤモンドシャープナーです。電動パ
ることなく、台所用漂白剤に浸けおきもできる
ワーとダイヤモンド砥石の採用で、素早く・鋭く・
ので、いつでも清潔です。耐熱温度は 110℃な
簡単に研ぐことができ、今まで研ぎがむずかしか
ので食器洗浄乾燥器にも対応可能です。
ったセラミックナイフも簡単に研げます。
●刃こぼれ等で切れ味が落ちた場合は、無料研ぎ
直しサービス券で対応。
（2 回目からは有料）
。

★今週の新刊

標準価格＝ 3,800 円

『 口にかかわるすべての人のための
誤嚥性肺炎予防 』

『 安心・安全・簡単！水を使わない口腔ケア 』

「口腔ケアと誤嚥性肺炎予防」の関係を世にし
らしめた著者による、誤嚥性肺炎への理解とそ
の予防のあり方について解説。予防のための誤
嚥と誤嚥性肺炎を理解することができ、口にか
かわるすべての人で取り組む誤嚥性肺炎予防に
ついてまとめた一冊。

口腔ケア時の水の使用をできるだけ低減させれ
ば、誤嚥リスクを格段に下げることができます。
本書では、著者らが確立した“水のいらない口
腔ケア”の手技、実施に関する Q&A、必要器
材といった実用的な内容を中心に解説した一
冊。手技がよくわかる動画つき！

●編著＝米山 武義
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,400 円＋税

●編著＝角 保徳
●著 ＝守谷 恵未／西田 泰大／中野 有生
羽田 穂香／三橋 あい子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,000 円＋税

『 歯科クリニックで見逃してはいけない
口腔粘膜疾患 』
～経過観察・院内検査・専門医への紹介その診断ポイント～

口腔粘膜疾患の 39 の症例を挙げ、それぞれの
初診時所見から歯科クリニックでみるべきポイ
ント、経過観察か院内検査かの判断、そして高
次医療機関での検査結果と患者さんへの説明へ
の仕方まで、歯科クリニックにとって必要な口
腔粘膜疾患への対応を詳しく解説した一冊。
●著 ＝田中 陽一
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝12,000 円＋税
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～動画付き～

『 歯科医院のための採用マニュアルツール集 』
～２０２２年改訂～

求人広告の作り方から、見学・面接のポイント、
定着のヒント、離職トラブル対応までを網羅。
また、Z 世代対応やハローワークの新サービ
ス・インスタグラムを活用した最新の採用テク
ニックを大幅にアップデート。
「超」求人難時代
の現在において、ローコストで採用できる秘策
が知れる一冊。
●著 ＝伊藤 祐子
●出版＝日本歯科新聞社
●価格＝5,000 円＋税
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