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ハニガムプロ／ヨシダ
＜付加重合型シリコン印象材＞

ヨシダから 4 月 21 日に発売される“ハニ
ガムプロ”は、親水性が高く、湿潤下にお
いてもより精密な印象採得が可能な付加
重合型シリコン印象材です。口腔内からの
撤去時や作業用模型に起こしてもマージ
ン部がちぎれにくいため、より精度の高い
補綴物の作成が可能です。
【特徴】
●ハニガムプロライトは、高い流動性があ
り歯肉溝内深くまで入り込み、印象採得
で重要なマージン部の再現性が高くよ
り精度の高い補綴物の作成が可能です。
●印象採得までの作業時間に余裕があり
ます。また、口腔内にセットして圧をか
けるとシャープに硬化するため、術者・
患者にとってもストレスのない優しい
シリコン印象材です。
●ライト、モノ、ヘビーは 50mL カート
リッジ×2 本入、パテソフトはベース/
キャタリスト各 450mL 入。
標準価格＝
ハニガムプロ
ハニガムプロ
ハニガムプロ
ハニガムプロ

ライトボディ
モノボディ
ヘビーボディ
パテソフト

12,800 円
8,800 円
8,190 円
21,000 円

『 メスホルダー セーフティタイプⅡ 』
＜ タスク ＞

すみずみクリーンキッズ プレミアム
プロフェッショナル／松風

プログラミル PM DRY
／イボクラールビバデント

＜電動歯ブラシ＞

＜歯科用ミリングマシン＞

松風から発売された Oral-B 電動歯ブラシ
“すみずみクリーンキッズプレミアムプ
ロフェッショナル”は、お子様用の小さい
ヘッドとやわらかいブラシにより、歯にフ
ィットして左右に反転するため、優しく、
簡単に、短時間で歯磨きができます。
【特徴】
●通常の回転モードに加えて、お子様の歯
に優しいやわらか回転モードを搭載。乳
歯にも安心して使用できます。
●かわいいポケモンと楽しく歯磨きがで
きます。
●専用ウェブコンテンツにより、歯磨きす
るたびに新しいポケモンが出現。進んで
正しい歯磨き習慣を身につけることが
できます。
●子供のために特別に設計された電動歯
ブラシなので、3 才からでも安全に使用
できます。子どもの口の大きさに合わせ
ているので、届きにくい歯の裏側も磨き
やすいです。
患者参考価格＝本体一式 5,940 円（税込）

イボクラールビバデントから発売された
“プログラミル PM DRY”は、乾式加工
用 5 軸ミリングマシンで、酸化ジルコニウ
ムのクラウンやブリッジ、およびデジタル
デンチャーを正確かつ迅速に製造できま
す。さらに、Ivoclar Digital ワークフロー
に統合されており、歯科修復物を経済的に
作成するための快適で信頼性の高い方法
を提供します。
【特徴】
●材料のディスクは工具を必要とせず、片
手で簡単に交換することができます。
●簡単、スピーディー、信頼性の高い製造
が可能で、Ivoclar Digital CAM ソフト
によりプロセスの信頼性と時間の節約
が可能です。
●加工可能な材料は、酸化ジルコニウム、
PMMA、ワックス。
●コンパクトなシステムソリューション
により、歯科技工所内での設置場所に困
らないコンパクトサイズ （D545 ×
W450×H630mm）です。
標準価格＝本体一式 3,980,000 円

ワンタッチで簡単取り外し！ 感染防止に Good！
今回ご紹介させていただきます商品は、㈱タスクより発売されております『メスホルダ
ーセーフティータイプⅡ』です。メスに触れず取外しができるため、ケガや感染を防ぎま
す。ハンドル後部にあるプッシュトリガーを押すことによって、ワンタッチでメス刃を取
り外す事ができます。また、分解して清掃ができるため、院内感染のリスクを軽減いたし
ます。従来品と比べ、ハンドル径やプッシュトリガーの位置を変更し、操作性が向上して
おります。
実際にご使用いただいている歯科医院様からは、
「メスに触れず誰でも簡単に外せるの
で、スタッフから喜ばれています。
」との声を頂いております。デモ品のご用意もできます
ので、詳しくは弊社営業担当者までお気軽にお問い合わせ下さい。
※取付け可能な刃：#10、11、12、12d、14、15、15c、15s
※パーツの別売りはありません。

標準価格＝本体一式 19,000 円

鹿児島店 営業一課 高城 正一
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★今週の新刊

『 ラミネートベニア
スマイルデザインのレシピ 20 』
フランスで刊行以来、各国で注目を集めてきた
ラミネートベニアの大著がついに日本語化！
「レシピ」と称した 20 の章で、基本的な前歯
のベニアの検査・診断・治療計画から、変色歯
への対応、不正咬合への対応、複数歯への対応、
そしてホワイトニングされた歯とのコンビネー
ションやベニアとクラウンのコンビネーション
などの状況に対応した一冊。
●著 ＝Stefen Koubi
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝45,000 円＋税

『 MRONJ のリスクがある患者の
歯科治療を行う時に読む本 』
～Q&A でわかる現在の臨床対応と患者説明、医科歯科連携～

本書では、歯科治療を行ううえで知っておくべ
き MRONJ（薬剤関連顎骨壊死）の症状やリス
ク因子、有病率と診断法などの基礎から、多く
のクリニカルクエスチョンに対して最新のエ
ビデンスに基づき解説。MRONJ を知るための
決定版の一冊。
●著＝黒嶋 伸一郎／澤瀬 隆／米田 俊之
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,000 円＋税

別冊ザ・クインテッセンス

別冊ザ・クインテッセンス

『 インプラント YEARBOOK 2022 』

『 マイクロデンティストリーYEARBOOK2022 』

～臨床医が知っておくベき
インプラント-アバットメントコネクションの知識～

歯科医師&歯科衛生士のためのマイクロスコープ活用法～患者説明、
ハイジーンワークからさまざまな分野での臨床応用まで～

巻頭には「臨床医が知っておくべきインプラン
ト-アバットメントコネクションの知識」と題し
た特集を掲載し、近年、複雑化しているインプ
ラント-アバットメントコネクションの特性や
利点・欠点の情報を整理し、インプラント補綴
のレベルアップを図ることができる一冊。
●監修＝公益社団法人
日本口腔インプラント学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,800 円＋税
デンタルダイヤモンド増刊号

マイクロスコープに特化した本邦唯一の別冊
の第 11 弾。5 名の歯科衛生士がマイクロスコ
ープ＋αの活用術を紹介し、
「ビデオプレゼン
テーション」ではスマホ動画でテクニックを解
説。他、ケースプレゼンテーション、学会誌
MICRO 翻訳論文、最新製品情報など、Dr と
DH のための臨床ヒントが満載の一冊。
●編 ＝日本顕微鏡歯科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,500 円＋税

『 エキスパートから学ぶ！CR 修復の超レベルアップ 30 』

『 なぜあの歯科医院は
歯科衛生士が長く働き続けているのか 』

コンポジットレジン修復において身につけるべ
き基礎知識およびテクニックと、ワンランク上
のレベルで患者満足度の高い治療を実現するた
めのポイントやオススメのアイテムなど、国内
外のエキスパートに解説。コンポジットレジン
修復の最先端を凝縮した一冊。

院内でのコミュニケーションに加え、歯科衛生
士として働くうえで必要なメンタルやモチベー
ションの保ち方からステップアップに悩んだと
きの考え方まで、誰しも 1 度は経験するであろ
う課題や問題を乗り越えるためのヒントが詰ま
った一冊。

●編集＝保坂 啓一／菅原 佳広／田代 浩史
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,400 円＋税

●著 ＝年名 淳
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,200 円＋税

『 歯科診療所のためのエビデンスのある
ハイパー感染管理 』

『 舌骨から紐解く顎機能の謎 』

～コストから投資への転換～

～丸茂義二のファイナルアンサー～

質の高いエビデンスがあるグローバル・スタンダ
ードな情報をもとに、
どの歯科医院でも取り入れ
られる感染管理のエッセンスを選りすぐって収
載。
効率的かつ効果的な感染管理を実践するうえ
で、なくてはならない一冊。

月刊デンタルダイヤモンドの人気連載が待望の
書籍化。大幅な加筆・修正し、書下ろし記事・
コラムを加え、さらに詳しく、さらに深く、顎
機能および顎関節症に関する多くの“謎”につ
いて解き明かした一冊。

●著 ＝佐藤 繭美／石原 宏一
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,400 円＋税

●著 ＝丸茂 義二
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝15,000 円＋税

※毎月、玉ヰニュースより転載しておりますコラム『歯科医院経営を考える』は、今月も都合によりお休みいたします。
ご承知の程お願い申し上げます。
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
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