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P・CS ポイント／モリタ
＜歯面清掃・研磨用
カップ／コーン／ブラシ＞

クラウンリムービング
プライヤーPRO／YDM

セラビアン ZR FC ペーストステイン

＜クラウン撤去プライヤー＞

＜歯科用陶材・表面ステイン＞

-

モリタから発売された“P・CS ポイント”
は、7 種類のカップ・コーン・ブラシをラ
インナップし、口腔内の状態や使用部位に
応じて選択して使う歯面清掃・研磨用補助
ポイントです。診療ごとに清潔なポイント
を、低コストで使用することが可能な衛生
的なディスポーザブルタイプのカップ・コ
ーン・ブラシです。

-

【特徴】
●カップは6 枚の羽で効率よくペーストを
なじませて、全歯面に使用できるハード
タイプと、4 枚の羽でペーストの広がり
をよくし、歯面に適合するソフトタイプ
の 2 種類。
●コーンはブリッジのポンティック及び矯
正装置や支台歯周辺部、インプラントの
周辺に適しています。
●ブラシはストレートタイプとテーパータ
イプの 2 種類に、各々レギュラーとソフ
トをラインナップ。
標準価格＝
カップ（36 入）
800 円
コーン（36 入）
1,200 円
ブラシ・レギュラー（36 入）1,200 円
ブラシ・ソフト（36 入）
1,500 円
専用マンドレール（36 入） 1,500 円

『 アポデント 』

YDM から発売された“クラウンリムービ
ングプライヤーPRO”は、試適クラウンを
傷つけずに撤去が可能なクラウン専用の
撤去プライヤーです。破折やキズに細心の
注意が必要なセラミッククラウンやハイ
ブリッドセラミッククラウン等において
も有効なリムービングプライヤーです。
【特徴】
●先端部のホール（穴）が豊隆部を包み込
み、縁のグリップ効果で安定してクラウ
ンを把持します。
●先端部にシリコンキャップを装着する
ことで、金属部接触によるキズを防止す
ることが可能です。
●左右の先端部がクラウンをパラレル（平
行）に挟み込み把持します。先端全面で
クラウンをつかむため、高い保持力が得
られます。
●ハンドル部のバネの反発力により、適度
なハンドルの握り込みを防ぎます。また、
力のコントロールがしやすく、クラウン
の破折を防ぎます。
●120mm のロングハンドルで、臼歯部ま
で容易に届きます。分銅式リムーバーで
の操作が難しい大臼歯部のクラウン撤去
に有効です。
標準価格＝プライヤー一式 24,000 円
チップ（10 入） 2,000 円

／クラレノリタケデンタル

クラレノリタケデンタルから発売の歯科
用陶材「セラビアン ZR」に、フルジルコ
ニア修復物のキャラクタライズに適した
ペーストタイプの“セラビアン ZR FC ペ
ーストステイン”がラインナップされまし
た。表面ステイン材として、全 27 色を取
りそろえ、多彩な色調表現が可能です。
【特徴】
●全 27 色の色調構成で、ブルー・グレー
系 の 色 調 「 LightGlay 」「 DarkGlay 」
「GrayishBlue」
「Blue」の充実により
切端の表現、2 種類のグレーズ「Glaze」
「ClearGlaze」
により歯冠全体の透明感
のコントロールが容易になりました。
●マルチレイヤードジルコニアである「ノ
リタケカタナ® ジルコニア」UTML、
STML、ML と組み合わせることで、効
率的に審美的なフルジルコニア修復物を
製作することができます。
●フルジルコニア修復物製作では、従来の
エクスターナルステインよりも低温の
750℃で焼成できます。
標準価格＝FC ペーストステイン
フルキット 98,000 円
単品 5g(Glaze、ClearGlaze) 6,000 円
単品 3g(その他色調)
3,600 円

予約業務を効率化し、円滑な歯科医院経営につながる予約管理システム！

＜ ナルコーム ＞
今回ご紹介させていただく商品は、ナルコームより発売されている“クラウド型予約管理シス
テム『アポデント』です。
特徴としましては、①シンプルな操作方法でスタッフの業務改善、②予約情報の共有化、③イ
ンターネットからの初診予約、④予約確認メールによる無断キャンセル防止、⑤統計データで現
状把握と改善、⑥クラウドシステムが予約データを守る、等々です。
他社製品と比べ、安価で導入ができ、多彩なオプションがあるので、歯科医院に合わせたオリ
ジナルシステムを選択でき、円滑な歯科医院経営をお手伝いできるシステムになっています。
弊社では、10 月 30 日（日）に熊本店におきまして、ナルコーム協賛のもとエイチエムズコ
レクション副社長の北原文子先生をお招きし、
『中断患者をそのままにしない為に～予防率アップ
セミナー～』を開催いたします。その際に、このアポデントシステムの有効活用についても一部
織り交ぜてご講演をいただきます。是非ともこの機会にご検討いただきますようお願い致します。
詳細につきましては、弊社営業担当者までお尋ねください。
標準価格＝初期費用 59,800 円
月額使用料 5,000 円

熊本店 営業一課 脇上 健一
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★デンツプライ三金『キャビトロン』 出張デモのご案内！
痛みの少ない超音波スケーラーをこの機会にご体感ください！
ただいま弊社では、デンツプライ三金㈱より発売されています超音波スケーラー【キャビトロン】
の出張デモを募集しております。キャビトロンは北米で約 60%のシェアを誇り、独自のマグネット
式と呼ばれる振動方式が最大の特徴で、従来のピエゾ式の直線的な振動ではなく、チップを楕円に振
動させることで多くのメリットを持つ超音波スケーラーです。
①振動がやさしく患者様にやさしい。
②先端 4.2mm が作用面となり、さらにチップの 360 度全面が使用できるため、非常に効率
の良いスケーリングが可能になります。
③根分岐部・叢生部・最後臼歯部など、従来では苦手意識の高い部位などに、非常に有効にご
使用することができます。
④超音波特有のキーンという金切音が軽減されます。
また、
「シンサート」と呼ばれる、直径 0.33mm の非常に細いチップのラインナップがあり、深
い歯周ポケットへのアクセスを可能にするのも魅力の一つです。導入された医院様、スタッフの皆様
方の満足度も高く、また患者様からの評判も高い【キャビトロン】を、是非この機会に手に取ってお
試しください。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。

▲キャビトロン ジェットプラスタップオン

★今週の新刊

▲キャビトロン プラス MP タップオン

▲キャビトロン セレクト SPS

DH Style 増刊号

『 いまこそ知りたい そろそろ知りたい
デンチャーQ&A 』

標準価格＝
ジェットプラスタップオン
プラス MP タップオン
セレクト SPS

487,490 円
270,000 円
160,000 円

『 歯科医院ではたらくスタッフのための
“はじめて教える”講座 』

デンチャーの基本からメインテナンス方法まで、
「いまさら聞きにくいこと」や「そろそろ知りた
いこと」を、1 項目 2 頁を基本とした Q&A 形式
でやさしく、わかりやすく学べます。デンチャー
まるわかりのうれいい一冊。

ベストセラー『歯科医院ではたらくスタッフのた
めのお仕事マナー講座』の第二弾。本書では、不
安だらけの“はじめて教える”人のために、新人
教育の進め方のノウハウや周囲との協力態勢の
構築方法をやさしく解説。新人教育のバイブル！

●編集＝谷田部 優／前畑 香
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,200 円＋税

●著 ＝杉元 信代
●絵 ＝あらいぴよろ
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,000 円＋税

『 摂食嚥下リハビリテーション 第 3 版 』

前版刊行から今日に至るまでに確立されたエビ
デンス、知見、手技のすべてを盛り込んだ全面改
訂版。基礎では咀嚼嚥下をレビューしつつ、CT
による三次元的理解、Brain Mapping などの最
新の話題から基本的な解剖生理までを網羅。
●監修＝才藤 栄一／植田 耕一郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,600 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

『 新・磁性アタッチメント 』
～磁石を利用した最新の補綴治療～

磁性アタッチメントの第一人者がわかりやすく
解説した必携ガイドブック！旧来の機械的支台
装置とは異なる特性をもった磁石・磁性アタッチ
メントの基本的事項の記述はもちろん、今改訂で
は最新臨床術式や各種専用付属品の活用法を具
体的にまとめた一冊。
●編 ＝田中 貴信
●出版＝医歯薬出版
●価格＝16,000 円
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