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アドプレップ／モリタ
＜歯科用研削器材＞

モリタから発売された“アドプレップ”は、
チェアサイドで使用可能な圧力調整機能
付きの歯科用ブラスターです。圧力計が内
蔵されており、補綴物の材質に適したブラ
スト圧に調整が可能です。CAD/CAM 冠、
ジルコニア冠、金属冠、インレー等の内面
処理及び接着阻害因子を除去し、接着強度
を向上させます。
【特徴】
●圧力計にマテリアルごとに色分けされ
ているため、ダイヤル式の圧力調整弁で
それぞれ適した圧に調整が可能です。
●本体ノズル部は術野を妨げず噴射ポイ
ントをコントロールしやすい角度です。
●チェアユニットのエアージョイントよ
り接続することができるため、移動する
手間がなくサンドブラスト処理が可能
です。
●チェアサイドのブラスト処理に有効な
パウダーの飛び散りを防ぐブラストボ
ックスも同時発売。

標準価格＝本体一式
76,000 円
アルミナパウダー
50μm（200g 入）2,000 円
ブラストボックス
9,200 円

『 アクアセップ 』
＜ 松風 ＞

フジルーティング EX Plus
／ジーシー

LNC プラセンタコスメティック
シリーズ／日本歯科工業社

＜接着性グラスアイオノマー系レジンセメント＞

＜基礎化粧品＞

ジーシーから発売された“フジルーティン
グ EX Plus”は、従来のフジルーティング
EX の性能を更に進化させたグラスアイオ
ノマー系レジンセメントです。改良点は光
照射（タックキュア）3 秒で余剰セメント
をボロッと一塊で除去が可能で、これによ
り、化学重合（セット後 1 分～1 分半）で
の余剰セメント除去とあわせて、診療スタ
イルに応じた余剰セメント除去方法を選
択できます。
【特徴】
●口腔内セット後 2 分 45 秒で最終硬化
し、余剰セメントはタュクキュアで術者
のタイミングで除去できるため、空いた
時間を有効活用できます。
●高い接着力と物性で、メタルはもちろん
ジルコニアにも使用が可能です。
●練和しやすいペースト性状と、練和状態
が分かりやすいペースト色です。
●専用カートリッジで正確な計量が行え、
別売の CD ディスペンサーⅢエコストッ
パーの装着でさらに少量採取が可能で
す。
●従来品「フジルーティング EX」と同様
の操作感・使用感です。
●色調はライトイエローの 1 色。
標準価格＝
カートリッジ 13.3g×2 本入 11,800 円

日本歯科工業社から発売された“LNC プ
ラセンタコスメティックシリーズ”は、プ
ラセンタ専門の製薬会社から生まれたス
キンケア化粧品で、プラセンタの持つ美肌
効果を可能な限り引き出せるよう処方設
計した基礎化粧品です。全アイテムに国産
最高濃度の北海道産ウマプラセンタエキ
スを使用し、さらにプラセンタエキスとと
もに働く整肌成分として、4 種類の機能性
ビタミンC誘導体、
3 種類のヒアルロン酸、
2 種類のセラミド、水溶性プロテオグリカ
ン、ギガホワイト、アルジルリンなどを各
アイテムの目的別に厳選配合。メイク落と
し、洗顔石けん、化粧水、美容液、化粧ク
リーム、日焼け止めの 7 つのアイテムで構
成され、くすみを防ぎ透明感のある明るい
印象の美肌に効果的なスキンケア化粧品
です。
※注釈（2020 年 8 月日本生物製剤調べ）
標準価格＝
LNCUV プロテクター
3,000 円
LNC クレンジングパーム
3,600 円
LNC ディアセラム
10,000 円
LNC トーニングローション
4,000 円
LNC ブライトニングソープ
2,500 円
LNC モイスチャーローション 4,000 円
LVC リベアリイングクリーム 10,000 円
お勧め 3 点セット
24,000 円
※7 月 29 日迄、西日本エリア限定キャン
ペーン実施中！

セメント除去を楽に！
今回ご紹介させていただく商品は、㈱松風より販売されております口腔内用水溶性分離材『ア
クアセップ』です。こちらの商品の特徴は、主成分に水溶性ポリマーとエタノールを用いている
ため口腔内での使用が可能です。適度な粘性のある液体なので後垂れがなく、塗布後にエアー乾
燥するとエタノールが揮発するため被膜の形成が容易です。重ね塗りで被膜を厚くして、分離効
果を向上させることができ、高い分離効果を発揮します。また、水溶性成分の採用で、使用後は
水洗で被膜を除去できるので、接着阻害が起きにくくなります。
ご使用いただいております医院様からは、
「余剰セメントの除去がしやすくなった。
」
「アクアセ
ップは色がついているので被膜除去したのかがすぐに確認できて良い。
」といったお声をいただい
ております。裏層用コンポジットレジンやレジン系仮封材と歯質の分離など、さまざまなシーン
で活用いただける製品です。是非ともこの機会にご使用いただきたい製品です。詳細につきまし
ては弊社営業担当者までお問い合わせください。
熊本店 営業三課 石坂 高大

標準価格＝10ml 入 1,800 円
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★“美”と“健康”のヒロエアムール製品取り扱いのご案内！

歯科医が開発した健康から導かれる美を追求したケアシリーズ！
弊社は、Hiroe-amour㈱との業務提携により、歯科医師がメディカルな視点から研究・
開発したお口のケアシリーズ製品の取り扱いを開始いたしました。取り扱いの製品構成
は以下の 3 製品で、多くの皆様にヒロエアムール製品を知っていただきたく、キャン
ぺーン企画を実施いたします。是非ともこの機会にお試しいただきますようお願いいた
します。製品につきましての詳細や、キャンペーン期間中の特別価格など、当社営業担
当者までお気軽にお申し付けください。
【ヒロエアムールリップ美容液の特徴】
●唇を見つめ続けてきたドクターならではの、医療視点で素材を厳選し研究、開発し
た今までにないリップ美容液です。適度な清涼感でべたつかず、心地よいつけ心地。
これ 1 本で潤い・保湿、美白・くすみ改善を叶えるオールインワン唇用美容液です。
【口腔ケアスプレーKIBAYASHI（キバヤシ）の特徴】
●全成分オーガニック 100%の口腔ケアスプレー。手軽なスプレータイプで、口臭予
防、お口の健康、むし歯予防、歯周病からくる病気を予防します。
【クリスパタス菌乳酸菌タブレット
～母親から受け継がれたクリスパタス菌～（90 粒入／1 ヶ月分）の特徴】
●数ある乳酸菌の中で赤ちゃんの腸内から発見されたクリスパタス菌。手軽に摂取で
きる乳酸菌系サプリメントです。小粒なタブレットを直接嚙み砕くことにより、唾
液と混ざり合い歯周病菌にアプローチ。口腔内から腸内、全身の健康を叶える特許
取得の乳酸菌です。

★今週の新刊

『 1 からはじめる口腔機能低下症 』
口腔機能低下症の診断は歯科医師がつけるが、
検査や実際の対応は歯科衛生士が担うケースが
多く、歯科医院全体で正しく理解しておく必要
があります。本書では、口腔機能低下症の前知
識として欠かせないオーラルフレイルから検
査、管理の事例、そして支援まで、臨床現場に
必要な知識・ノウハウをやさしく解説した一冊。

『 臨床医のための小児歯科
Basic & Casebook 』
本書は、小児歯科の理論的な背景を整理した
Basic 編と、治療後の経過まで示した Case 編
で構成し、両者を相互に紐解ける GP 向けの小
児歯科書籍の決定版。学んだ理論を症例で確認
する、あるいは気になった症例の理論を確かめ
るなど、一般開業医が立体的に学べる一冊。
●編集＝田中 晃伸／仲野 和彦／権 暁成
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝12,000 円＋税

●著 ＝小原 由紀
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,500 円＋税

隔月刊「補綴臨床」別冊

『 よくわかる！口腔バイオフィルムと歯科治療 』
～感染制御のポイントと治療戦略～

口腔バイオフィルムに関する最新の知見、う
蝕・歯内疾患・歯周病との関係や治療・予防に
必要なバイオフィルムをコントロールするポイ
ントなどをわかりやすく解説。
2022 年 4 月の
診療報酬改定で保険収載された「口腔細菌定量
検査」についても解説した、口腔バイオフィル
ム感染症と日々向き合う歯科医師・歯科衛生士
必読の一冊。
●編著＝野杁 由一郎
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝5,800 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

『 文献と歯科材料学に基づいた
補綴装置と歯面の正しい前処理＆接着 』
歯科臨床で頻繁に行っている「前処理・接着」
に関する 10Question に対し、3 択ないし 4
択の選択肢を提示した上で、文献的考察に基づ
いた「正しい Answer」を提示。考察の基とな
った参考文献ではすべてを明記し、また各テー
マに関する臨床例も掲載した一冊。
●編著＝吉田 圭一
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,500 円＋税

ホームページアドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｋｄｅｎｔａｌ．ｃｏ．ｊｐ

