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『 ダイネックス 』 
 
 

＜ レンフェルト社 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

標準価格＝2 枚入 500 円～1,200 円 

   20 枚入 4,700 円～11,000 円 

 

スプルーカットや掘り出し等の切削の時間短縮に最適！ 
 

今回、御紹介させて頂く商品は、レンフェルト社から発売されておりますセパレーティングディス

ク『ダイネックス』です。この商品は、格子状に編み込まれた強化ファイバーグラス（二重繊維）を

採用し、切削性・耐摩耗性に優れたカッティングディスクです。ダイネックスシリーズは熱を持ちに

くく力を込めずに切削することができるので、作業の時間短縮に最適な商品となっております。直

径・厚さの異なる１７種類のディスクから用途に合わせてお選び頂くことができるので様々なケース

に対応することができます。また、ダイヤモンド粒子を配合し切削性・耐摩耗性に優れセラミック、

プレスセラミック、ジルコニアの切削、スプルーカットに適したダイネックスブリリアント（３種類）

やファイバーグラスを更に強化し耐久性を向上させたダイネックスチタン（２種類）などもありバリ

エーションも豊富となっております。実際使用して頂いているお客様からも「なくてはならない商品

です。」とお喜び頂いております。ぜひ一度お試しください。詳細につきましては、弊社営業担当者

までお尋ねください。 

鹿児島店 営業二課 池浪 卓 

 

リステリン トータルケア 

／松風 

＜薬用マウスウォッシュ＞ 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬用マウスウォッシュ「リステリン」に、

お口の 6 つ（口臭・ネバつき・着色汚れ・

歯垢・歯肉炎・歯石）のトラブルをしっか

りケアする“リステリントータルケア”が

ラインナップされました。リステリンシリ

ーズの中で最も多くの効果を持ち、健康的

なお口の 6 つの基準をトータルにケアで

きる、進化したマウスウォッシュです。 

 

【特徴】 

●歯石の沈着予防に、自然な白い歯へ、口

中の浄化に、歯垢の沈着予防に、歯肉炎

の予防に、口臭の予防に、リステリン独

自の処方で有効成分がバイオフィルム

に浸透・殺菌し、お口をしっかりケアし

ます。 

●有効成分のチモール、L-メントール、

1,8-シネオール、サリチル酸メチルが

「歯垢の沈着」「歯肉炎」「口臭」を予防

し、また、ジンククロライドが「歯石」

を予防します。 

 

標準価格＝1.5L    1,380 円 

      500ml     560 円 

患者参考価格＝1.5L  1,660 円（税抜）

500ml 700 円（税抜）

オペレーザー ネオス &フィリオ

／ヨシダ 

＜炭酸ガスレーザー & 半導体レーザー＞ 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ヨシダからオペレーザーの新型機種として

炭酸ガスレーザー“オペレーザーネオス”

と半導体レーザー“オペレーザーフィリオ”

が同時発売されました。ふたつのハイエン

ドレーザーをドッキングさせることが可能

で、炭酸ガスレーザーと半導体レーザーの

特性を活かしながら、症例に応じて使い分

けができます。 

 

【オペレーザーネオスの特徴】 

●新型ハンドピースは 3mm・5mm の自

動円形スキャニングが簡単に行え、ムラ

なく均一の蒸散が可能です。 

●最大 25W の高出力発振管を搭載し、安

定した出力を確保します。高出力化と発

振モードと照射モードを組み合わせるこ

とで、短時間での処置を可能にします。 

●噴霧冷却法を初めて搭載し、高出力時の

冷却能力が大幅に向上しました。 

 

【オペレーザーフィリオの特徴】 

●内蔵バッテリーによるコードレス仕様な

ので、チェアサイドでも使用できます。 

●ファイバーチップはコア型 200、300、

400μm と細かいファイバーなので、細

部への照射も可能です。 

 

標準価格＝ネオス    6,200,000 円 

     フィリオ   2,400,000 円 

クロルアンカー・スムースメーカー

／サンエス石膏 

＜歯科印象用除菌固定剤・滑沢剤＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

サンエス石膏から、印象体の寸法変化を安

定させる歯科印象用除菌固定剤“クロルア

ンカー”と、歯科印象用滑沢剤“スムース

メーカー”が発売されました。クロルアン

カーは、錠剤タイプなので取り扱いがとて

も簡単で、高い除菌力を発揮します。また、

スムースメーカーは、印象採得後の印象体

にスプレーすることで、石膏模型の表面性

状を良好にします。両製品の使用により、

院内衛生管理と印象体の寸法安定性、ま

た、模型の精度が向上します。 

 

【クロルアンカーの特徴】 

●取り扱いが簡単なタブレット（錠剤）タ

イプで、水に入れると発泡して溶けだし

ます。 

●１ℓの水に溶かすと塩素濃度が 1300 

ppm になり、高い除菌力を発揮します。

●印象体の固定効果は、3 時間程度の浸漬

でも寸法は安定しています。 

 

【スムースメーカーの特徴】 

●連合印象にも適しており、硬質石膏はも

ちろん、面荒れしやすい超硬質石膏にも

効果を発揮し、滑沢な印象面を再現しま

す。 

 

標準価格＝ 

クロルアンカー12g×30 包   2,550 円

スムースメーカー200g ボトル 1,500 円
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開催地 

第 7 回熊本歯牙移植研究会 

テーマ：矯正歯科専門医から依頼された 

            自家歯牙移植 8 症例 

（全て 5 年以上経過、失敗症例も提示します。） 

2016 年 12 月 10 日(土) 19:00～ 

熊本 

●講師：池上 富雄 先生 

（医療法人熊本歯列矯正センター所長） 

木村 浩幸 先生 

(医療法人社団木村歯科クリニック院長) 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 3F 会議室 

●定員 ：40 名 

●会費 ：歯科医師会費 3,000 円（当日会費） 

     勤務医会費  1,000 円（当日会費） 

※懇親会 21:00～ 会費 4,000 円 

●問合せ：佐藤歯科クリニック ℡0967-22-5131／Fax0967-22-5132

 

開催地 はり治療を併用したマウスピース型矯正 2016 年 12 月 11 日(日) 13:00～17:00 

長崎 
●講師 ：畦本 文人 先生（医）恵冨会理事長）

 

●会場 ：㈱UK デンタル長崎店 3F UK ホール 

●定員 ：各 12 名～20 名 

●受講料：歯科医師 8,000 円、スタッフ 4,000 円 

●問合せ：トライアングル ℡096-237-7151／Fax096-237-7590 

 

開催地 
UK セミナー n 大分 

オーダーメイドのプラークコントロールセミナー 
2016 年 12 月 15 日(木) 19:30～21:30 

大分 
●講師＝㈱ジーシー歯科衛生士 

●協賛＝㈱ジーシー 

●会場 ：ホルトホール大分 4F 404 会議室 

●定員 ：30 名 

●受講料：1,080 円（消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル大分店 ℡097-513-3988 

 

開催地 

2016 年度 第 10 期 

3S コンセプト（Simple・Ｓpeedy・Ｓafety）に 

  基づく必要最低限で十分な咬合診断と 

             治療の 6 日間コース 

2016 年 第 3 回：12 月 17 日(土)、18 日(日)  

※時間＝土曜日 15:00～18:30、日曜日 9:30～15:30 

熊本 

●講師：歯学博士 添島 正和 先生 

（日本顎咬合学会指導医・認定医 

 ／日本口腔インプラント学会指導医・専門医 

 ／日本歯周病学会認定医 

 ／日本臨床歯周病学会認定医 

 ／日本アンチエイジング歯科学会認定医 

 ／福岡歯科大学口腔インプラント学分野前臨床教授 

  （2010 年～2013 年）  

 ／SJCD インターナショナル常任理事 

 ／熊本 SJCD 最高顧問） 

※第 1、2 回目は終了いたしました。 

●会場 ：医療法人社団平和会 添島歯科クリニック研修室  

●定員 ：1０名 

●受講料：300,000 円（昼食費･消費税込） 

●問合せ：医療法人社団平和会 添島歯科クリニック ℡096-381-4118

 

開催地 

インプラントシミュレーションと 

       ガイドサージェリーが学べる 

ランドマークシステム ハンズオンセミナー 

2016 年 12 月 17 日(土) 18:00～20:30 

福岡 ●講師：i-CAT 専任担当 

●会場 ：博多バスターミナル 9F 

●会費 ：無料  

●問合せ：㈱アイキャット ℡0120-167-190 

 

開催地 

【子どもとママの健口を育む会 記念講演】 

糖尿病専門医が語る歯科衛生士の役割 

～闇を除いて未来を照らす～ 

2016 年 12 月 18 日(日) 9:00～12:30 

熊本 

●講師：西田 亙 先生 

（にしだわたる糖尿病内科院長） 

 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 4F 中ホール 

●定員 ：100 名 

●会費 ：会員歯科医師 2,000 円、会員スタッフ 1,000 円 

     一般歯科医師 5,000 円、一般スタッフ 2,000 円 

●問合せ：けやき通り歯科・矯正歯科 

℡096-379-9295／Fax096-285-5511 担当：田中宛 
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開催地 

デンツプライ三金エンドセミナー in 福岡 

GP の歯内療法 その質を高めるために 

～Perfect Solution！ 

進化した wave-one GOLD システムの魅力～ 

2016 年 12 月 18 日(日) 10:00～15:00 

福岡 ●講師：阿部 修 先生（平和歯科医院院長） 

●会場 ：JR 博多シティ 大会議室 A＋Ｂ 

●定員 ：15 名 

●受講料：33,000 円（実習材料費・昼食・消費税込） 

●問合せ：デンツプライ三金㈱ ℡03-5114-1008 
 

開催地 

UK セミナー n 宮崎 

～患者さんの笑顔・働くスタッフの笑顔～ 

「定期管理型医院システムで 

     今から変わる 今からでも変われる」 

2016 年 12 月 23 日(金／祝) 10:00～13:00 

宮崎 
●講師＝牧野 泰千 先生 

（スマイルケア西八王子デンタルクリニック）

●会場 ：㈱UK デンタル宮崎店 2F UK ホール 

●定員 ：30 名 

●受講料：3,000 円（消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル宮崎店 ℡0985-35-6533 
 

開催地 

長崎 PＩO 国際歯科センター主催 

第 6 期 Nagasaki Endo 塾 

Basic-Advance 3D Endo Master Course 

 第 1 回：1 月 8 日(土)・9 日(日)、 第 2 回：2 月 11 日(土)・12 日(日) 

 第 3 回：3 月 11 日(土)・12 日(日)、第 4 回：4 月 9 日(日) 

※時間：土曜日＝10:00～18:00、日曜日＝9:00～17:00 

長崎 

●講師：冨永 尚宏 先生 

    （冨永歯科クリニック・PIO 長崎ペリオ 

     ・インプラントセンター院長 

       ／長崎 PIO 国際歯科センター代表）

    石井 信之 先生 

    （神奈川歯科大学歯髄生物学講座教授 

       ／神奈川歯科大学理事長補佐 

         ／PIO エンドセンター代表） 

    佐藤 美香 先生 

   （冨永歯科クリニック・PIO 長崎ペリオ 

     ・インプラントセンター非常勤歯科医師）

●会場 ：第 1 回＝㈱UK デンタル長崎店 3F UK ホール 

     第 2～4 回＝長崎 PIO 国際歯科センター 

            （冨永歯科クリニック内 5F 研修室） 

●定員 ：6 名（歯科衛生士・歯科助手同伴可） 

●受講料：490,000 円（テキスト代・材料費・昼食費込） 

●問合せ：長崎 PIO 国際歯科センターNagasaki Endo 塾事務局 

        ℡095-827-8000／Fax095-827-5000 

     ㈱UK デンタル長崎店 ℡095-818-0102 担当＝植松 

 

開催地 

一般社団法人 日本先進インプラント医療学会 

平成 28 年第 5 回 AＩM 九州支部 総会・学術大会

「超高齢社会におけるインプラント治療の役割」 

2017 年 1 月 14 日(土) 14:30～19:00 

熊本 

●基調講演：津山 泰彦 先生 

    （三井記念病院歯科・歯科口腔外科部長 

／AＩM 常任理事） 

●一般口演：会員による発表 

●会場 ：熊本県歯科医師会館 3F 会議室 

●受講料：5,000 円 

●問合せ：日本先進インプラント医療学会中九州支部 

     ℡&Fax 096-346-0801 学術・学会担当＝谷口守昭先生 

     連絡先：浅沼 博 携帯℡070-5015-4819 

 

開催地 

一般社団法人 日本先進インプラント医療学会 

AＩM 学術研修セミナー 

「HA セミナー～基礎から臨床へ、 

      そして最善のメインテナンスへ～」 

2017 年 1 月 15 日(日) 10:00～16:00 

熊本 

●講師：堤 義親 先生 

    （外務省大臣官房診療所／AＩM 副理事長）

    黒山 祐士郎 先生 

 （黒山歯科口腔外科医院院長／AＩM 常任理事）

津山 泰彦 先生 

（三井記念病院歯科・歯科口腔外科部長 

／AＩM 常任理事）

●会場 ：熊本県歯科医師会館 会議室 

●定員 ：30 名（先着・会員以外の方も参加可能） 

●受講料：20,000 円（参加資格：日本先進インプラント医療学会会員） 

●問合せ：日本先進インプラント医療学会 

     ℡03-5839-2548／Fax03-3862-1265 

 

開催地 

第 41 回 北九州歯学研究会発表会 

歯科治療のパラダイムシフト 

～多様化する治療法に向けて～ 

平成 28 年熊本地震チャリティー発表会 

2017 年 1 月 15 日(日) 9:30～16:00 

福岡 

●新人発表：松木良介先生／筒井祐介先生 

●リレー発表 1： 

松延允資先生／倉富覚先生／立和名靖彦先生 

●リレー発表 2： 

 樋口惣先生／樋口克彦先生／木村英生先生 

●リレー発表 3： 

 白土徹先生／樋口琢善先生／上田秀朗先生 

●会場 ：ガスホール パピヨン 24 2F（福岡市博多区） 

●受講料：【2016 年 12 月 31 日迄前納】 

歯科医師 10,000 円、DH・DT・DA5,000 円、学生 2,000 円 

     【当日】 

          歯科医師 12,000 円、DH・DT・DA6,000 円、学生 3,000 円 

●問合せ：発表会事務局（福岡デンタル販売㈱）担当＝完田 

         ℡092-629-1491／Fax092-629-1494  
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開催地 

㈲東臨床歯周病研究所 

日本歯周病学会・歯周病認定医・専門医取得のため

の歯周治療実践コース（5 回コース）

2017 年 前期 

第 1 回：1 月 21 日(土)・22 日(日)、第 2 回：2 月 25 日(土)・26 日(日) 

第 3 回：3 月 18 日(土)・19 日(日)、第 4 回：4 月 22 日(土)・23 日(日) 

第 5 回：5 月 20 日(土)・21 日(日) 

※時間＝土曜日：15:00～20:00、日曜日：10:00～17:00 

熊本 

●講師：東 克章 先生 

（日本歯周病学会指導医／熊本市開業）

栃原 秀紀 先生（熊本市開業） 

林 康博 先生（熊本県菊池市開業） 

上田 幸子 先生 

（AFD 未来歯会インストラクター） 

●アシスタント：緒方克哉先生 

●会場 ：栃原歯科研究室 5F（熊本市中央区下通） 

●受講料：1 回（2 日間）歯科医師 100,000 円 

     ※5 回合計（10 日間）500,000 円 

          ※材料費・日曜日昼食費・消費税込 

●問合せ：㈲東臨床歯周病研究所 ℡&Fax096-343-3357 

 

開催地 
臨床ステップアップセミナー 

第 3 期 2days×6 回コース 

第 4 回：2017 年 1 月 21 日(土)・22 日(日) 

第 5 回：2 月 18 日(土)・19 日(日)、第 6 回：3 月 11 日(土)・12 日(日) 

※時間＝土曜日 15:00～19:00、日曜日 10:00～16:00 

熊本 

●講師：松永 久 先生 

   （松永歯科医院院長 

     ／ストローマンインプラント講師） 

    稲留 裕士 先生 

   （にしき歯科医院院長／ 

       サンホワイトデンタルケアクリニック院長）

※第 1、2、3 回目は終了いたしました。 

●会場 ：インプラントセンター・九州 2F 研修室（熊本市内） 

●定員 ：12 名 

●受講料：324,000 円（材料費・日曜昼食費･消費税込）※分割支払可 

●問合せ：臨床ステップアップセミナー事務局（UK デンタル内 担当＝福田）

              ℡096-377-2555 

将来に向けたベースづくりをするためのコースです。保険治療から自費治療まで幅広くカバーできるように、多くの実習をとり入れなが

ら、懇切丁寧にサポートする 6 回コースです。 

 

開催地 

鹿児島歯科医師若手会主催学術講演 

午前「口腔感染症が医科歯科と社会を結ぶ 

         ～糖尿病から早産まで～」 

午後「チェアサイドで役立つ医療面接の知識 

～双方が倖せになるために～」

2017 年 1 月 22 日(日) 9:00～14:00 

鹿児島 

●講師：西田 亙 先生 

（にしだわたる糖尿病内科院長 

 ／日本糖尿病学会専門医／医学博士）

※日歯生涯研修認定講習会／日糖協認定講習会 

●会場 ：鹿児島県歯科医師会館 5F 大ホール 

●受講料：歯科医師 5,000 円、スタッフ 3,000 円（昼食無し） 

●問合せ：児玉歯科クリニック Fax099-222-9926 

 

開催地 

UK コース in 熊本 2017 

第 10 期 GDS デンチャー各論コース  

2day×6 回コース 

印象コース：第 1 回：1 月 28 日(土)・29 日(日) ※土曜日は 10:00 開始 

咬合コース：第 2 回：2 月 18 日(土)・19 日(日) ※土曜日は 10:00 開始 

      第 3 回：3 月 25 日(土)・26 日(日) 

スーパーストラクチャーコース： 

      第 4 回：4 月 22 日(土)・23 日(日) 

      第 5 回：5 月 13 日(土)・14 日(日) 

リベースコース：第 6 回：6 月 24 日(土)・25 日(日) 

※土曜日＝14:00～19:30、日曜日＝10:00～16:30 

熊本 

●講師：松本 勝利 先生 

    （GLOBAL DENTAL SYSTEM 主宰 

                     ／福島県開業）

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

         当日は IC カードをご持参ください。 

●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 2F UK ホール  

●定員 ：16 名限定（お申込先着順） ※ウエイティングにて満員御礼！  

      以降も、継続的にウェイティングとして受付中！ 

●受講料：歯科医師・歯科技工士 1 名    500,000 円 

     歯科医師・歯科技工士ペア参加 900,000 円（2 名様・消費税込） 

     ※分割支払い可 

     ※オブザーバー受講料 1 回あたり 10,800 円 

●問合せ：㈱UK デンタル企画室 ℡096-377-2555 

審美治療という付加価値的な治療を除くとその大半の治療は、“咬合させる事による機能回復”の為にあるといっても過言ではありませ

ん。そのような観点から総義歯治療は咬合回復治療に必要な基礎知識などを多く含んだ治療であります。各回の各論を通じて、義歯の印

象方法やそれらに関する事項、および、的確な水平的・垂直的顎位の決定方法や義歯が安定する人工歯の配列ポジション、無口蓋義歯の

設計概念などをお伝えします。●印象コース、●咬合コース、●スーパーストラクチャーコース、●リベースコースの 4 部構成。 
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開催地 

第 19 期 歯科基礎臨床講座（霧島会） 

6 回コース 

2016 年 12 月～2017 年 5 月 

第 2 回：2017 年  1 月 28 日(土)・29 日(日)＝（Dr・DH 合同） 

第 3 回：2017 年  2 月 18 日(土)・19 日(日)＝（Dr・DH 合同） 

第 4 回：2017 年  3 月 25 日(土)・26 日(日) ＝（Dr・DT 合同） 

第 5 回：2017 年  4 月 22 日(土)・23 日(日)＝（合同参加可） 

第 6 回：2017 年  5 月 28 日(日) ＝（合同参加可） 

※時間：土曜日＝15:00～18:30、日曜日＝9:30～16:30 

福岡 

●主宰：永井 省二 先生（宮崎県都城市開業） 

●講師：土持朝清先生／根井俊輔先生／陶山隆先生

    濱田眞人先生／林 聡先生／石橋貴樹先生 

        濱川悦郎先生／隈崎美穂先生 

※第 1 回目は終了いたしました。 

●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール 

     ※第 4 回のみ、東京歯科産業九州支店 

●受講料：380,000 円（材料費・消費税込）※分割可 

     オブザーバー20,000 円（5 回分通し）、DT・DH 各回 10,000 円

●問合せ：はまだ歯科医院 濱田眞人先生  

            ℡0985-30-1233／Fax0985-30-1235 

第 1 回：講義＝歯科医療の重要性と方向性・包括歯科医療の流れ、基礎資料収集と分析・治療計画、歯周に関する基礎講義と資料の 

        見方、患者さんへの説明、医療安全に関する基礎知識 

         実習＝基礎資料収集、模型分析、資料説明とカウンセリングの実際 

第 2 回：講義＝基礎治療（第 1 段階治療）、実習＝スプリント治療・歯内治療、SRP・シャープニング・TEK 調整 

第 3 回：講義＝確定的外科治療（第 2 段階治療）、歯周外科、小口腔外科、インプラント、実習＝歯周外科 

第 4 回：講義＝補綴・修復治療（第 3 段階治療）、咬合の基礎、補綴設計、形成、咬合採得等、実習＝支台形成・印象・最終咬合調整

第 5 回：講義＝メンテナンス治療（第 4 段階治療）、霧島会的治療の総括、講師症例発表とまとめ 

第 6 回：受講生の症例発表会 

 

開催地 

UK セミナー in 長崎 

実践マイクロスコープを用いた診療セミナー 

～マイクロスコープ活用のポイント～ 

2017 年 1 月 29 日(日) 9:00～17:00 

長崎 

●講師：辻本 真規 先生 

    （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 

齲蝕学分野）

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：㈱UK デンタル長崎店 3F UK ホール 

●定員 ：10 組（20 名様） 

●受講料：ドクター&スタッフペア料金 40,000 円（消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル長崎店 ℡095-818-0102 

マイクロスコープの基礎的知識、使用方法、アシスタントワークから歯内療法のポイントなど、実習を通して習得いただくセミナーです。

また、保険導入された樋状根、4 根管についてもポイントを解説していただき、マイクロスコープの導入～活用をより行っていただける

内容のセミナーです。 

 

開催地 

UK セミナー in 鹿児島 

予防率アップセミナー 

～中断患者をそのままにしない為に～ 

2017 年 1 月 29 日(日) 10:00～13:00 

鹿児島 

●講師：北原 文子 先生 

    （エイチエムズコレクション副社長） 

●協賛 ：㈱ナルコーム 

●会場 ：㈱UK デンタル鹿児島店 3F UK ホール  

●受講料：1 歯科医院（2 名様まで）6,480 円（消費税込） 

     追加の場合 1 名様 2,160 円（消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル鹿児島店 ℡099-254-0509 

「カウンセリングが苦手・・・」「スタッフに任せているから・・・」「先生から言われていないから・・・」中断患者をそのままにしな

い為に！先生とスタッフ様が一緒に聞いて楽しく学べ、マネジメントや患者さんの管理の仕組みについてヒントになるセミナーです。

 

開催地 
UK フェア in 長崎 

決算謝恩大商談会 

2017 年 2 月 4 日(土) 13:00～19:00 

2 月 5 日(日)  9:00～16:00 

長崎 

弊社特約店メーカー4 社により、歯科用チェアユニ

ットをはじめ、CT・3D 等のデジタル関連機器、マ

イクロスコープ、各社レーザー、その他話題の最新

機器の数々を一挙展示いたします。是非とも、お誘

い合わせの上、ご来場いただきますようお願い申し

上げます。 

※ご来場の皆様には粗品を進呈いたします。 

●会場 ：㈱UK デンタル長崎店 3F UK ホール 

●展示メーカー：カボデンタルシステムズジャパン㈱、㈱ジーシー 

㈱モリタ、㈱ヨシダ 計 4 社予定（アイウエオ順） 

●問合せ：㈱UK デンタル長崎店 ℡095-818-0102 

 

開催地 
UK セミナー in 熊本 

インハウス型 CAD/CAM マシンセミナー 
2017 年 2 月 4 日(日) 18:00～20:00 

熊本 

●講師：奥村 靖廣 氏 

（ヘレウスクルツァージャパン㈱ 

     CARA CAD/CAM センター）

●協賛：ヘレウスクルツァージャパン㈱ 

●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 2F UK ホール  

●定員 ：5 名 

●受講料：無料 

●問合せ：㈱UK デンタル熊本店 ℡096-377-2555 

ヘレウスクルツァージャパン取扱いの「高性能・コンパクト・低価格」の CAD/CAM マシンを用いて、CAD/CAM の基本的な知識か

ら、スキャンの仕方、技工物設計の基礎、設計データのミリングマシンによる削り出しまでの実演をご覧いただけるセミナーです。 
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開催地 

UK セミナー in 熊本 

すぐに日常臨床でお使いいただくための 

        レーザーハンズオンセミナー 

2017 年 2 月 5 日(日) 10:00～13:30 

熊本 

●講師：大浦 教一 先生 

（鹿児島市開業／日本レーザー歯学会指導医・理事）

●協賛：㈱ヨシダ 

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 2F UK ホール  

●定員 ：8 名 

●受講料：3,000 円（消費税込） 

●問合せ：㈱UK デンタル熊本店 ℡096-377-2555 

炭酸ガスレーザーを導入されておられない先生方対象の、少人数制ハンズオンセミナーです。実際に豚顎骨を使い、症例ごとの照射方法

を実習いただきます。実習項目は「先生方が日常臨床で最も多く直面する症例」を選んでおります。 

 

開催地 
㈱松風主催 歯内療法ハンズオンコース 

生物学的コンセプトに基づいた歯内療法 
2017 年 2 月 5 日(日) 10:00～17:00 

福岡 
●講師：松下 幸誠 先生 

（鹿児島県開業：高見馬場歯科院） 

●会場 ：㈱松風 福岡営業所 

●定員 ：6 名 

●受講料：松風歯科クラブ会員 30,000 円、一般 40,000 円 

             （実習材料費・昼食費・消費税込） 

●問合せ：㈱松風 営業部学術課 ℡0120-999-826 
 

開催地 

JDS Creation Course 

ジルコニア用陶材 クリエイション ZI-CT 

1Day トライアルコース 

2017 年 2 月 11 日(土／祝) 9:00～17:00 

福岡 ●講師：滝澤 崇 先生（oral design 彩雲勤務）

●会場 ：㈱日本歯科商社 九州営業所 

●定員 ：10 名 

●受講料：12,960 円（実習材料費・消費税込） 

     JDS クラブ会員 10,800 円 

●問合せ：㈱日本歯科商社 ℡03-3625-3111 担当＝木下 
 

開催地 
UK フェア in 熊本 

決算謝恩大商談会 

2017 年 2 月 25 日(土) 14:00～20:00 

2 月 26 日(日)  9:30～16:00 

熊本 

弊社特約店メーカー7 社により、歯科用チェアユニ

ットをはじめ、CT・3D 等のデジタル関連機器、マ

イクロスコープ、各社レーザー、その他話題の最新

機器の数々を一挙展示いたします。是非とも、お誘

い合わせの上、ご来場いただきますようお願い申し

上げます。 

※ご来場の皆様には粗品を進呈いたします。 

●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 2F UK ホール 

●展示メーカー：㈱アイキャット、カボデンタルシステムズジャパン㈱、

㈱ジーシー、タカラベルモント㈱、ナカニシ㈱、㈱モリタ、

㈱ヨシダ 計 7 社予定（アイウエオ順） 

●問合せ：㈱UK デンタル熊本店 ℡096-377-2555 

 

開催地 

上田塾 25 周年記念講演会 

～これからの明るい歯科界を目指して～ 

平成 28 年熊本地震チャリティー講演会 

2017 年 2 月 25 日(土) 14:00～18:00 

2 月 26 日(日)  9:30～16:00 

福岡 

●講師陣： 

 河原英雄先生／下川公一先生／山﨑長郎先生 

 筒井照子先生／堀内克啓先生／榊恭範先生 

 大村祐進先生／水上哲也先生／山下恒彦先生 

 白石和仁先生／夏掘礼二先生／上田秀朗先生 

●会場 ：JR 九州ホール（福岡市博多区 JR 博多シティ 9F） 

●受講料：【2017 年 1 月 31 日迄前納】 

歯科医師 15,000 円、大学関係者 10,000 円、DH・DT8,000 円

パラ DS・学生 3,000 円 

     【2017 年 2 月 1 日以降】 

          歯科医師 20,000 円、大学関係者 15,000 円、 

DH・DT12,000 円、パラ DS・学生 5,000 円 

●問合せ：講演会事務局（福岡デンタル販売㈱）担当＝重富 

         ℡092-629-1491／Fax092-629-1494  
 

開催地 

モリタ友の会クリニカルチャー研修会 

「ニューロマスキュラー咬合セミナー」 

（福岡 1.5 日コース） 

2017 年 3 月 4 日(土)・5 日(日)  

7 月 29 日(土)・30 日(日) ※いずれかの 1.5 日（土日）のセミナー

※時間：土曜日＝13:00～17:30、日曜日＝ 9:00～16:00 

福岡 

●講師：池田 正人 先生 

（福岡市開業／国際顎頭蓋機能学会【ICCMO】 

 マスターシップ会員 ICCMO 日本支部会副会長）

    高松 尚史 先生 

（熊本市開業／国際顎頭蓋機能学会【ICCMO】 

             フェローシップ会員）

    三好 優輝 先生  

（熊本県宇城市開業／国際顎頭蓋機能学会 

【ICCMO】フェローシップ会員）

●会場 ：㈱モリタ福岡支店 2F 会議室 

●定員 ：各 10 名 

●受講料：モリタ友の会会員 64,800 円、友の会会員スタッフ 68,040 円 

     一般 78,840 円（消費税込） 

●問合せ：㈱モリタ福岡支店 セミナー係 ℡092-611-7011 
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開催地 

Kumamoto S.J.C.D. Inservice seminar 

補綴治療の Longevity 

～咬頭嵌合位の安定と咬合支持から考察～ 

2017 年 3 月 5 日(日) 9:30～16:00 

熊本 

●講師：本多 正明 先生 

   （東大阪市開業 

／S.J.C.D.インターナショナル副会長 

             ／大阪 S.J.C.D.顧問）

●会場 ：熊本県歯科医師会館 ホール 

●定員 ：100 名 

●受講料：歯科医師 8,000 円、その他 5,000 円  

     熊本及び各地 S.J.C.D.会員 5,000 円、会員スタッフ 3,000 円 

●問合せ：熊本 S.J.C.D.事務局 ℡096-331-0567 
 

開催地 

『川嵜塾』アドバンスコース 2017 

～基礎力を高め・応用力を磨き 

・確実で精度の高い診療を～

拡大視野における MＩ治療を習得する 

「マイクロデンティスト」・「リアルデンティスト」

育成講座 

第 1 回：3 月 11 日(土)・12 日(日)、第 2 回：4 月 8 日(土)・9 日(日) 

第 3 回：5 月 13 日(土)・14 日(日)、第 4 回：6 月 3 日(土)・4 日(日) 

第 5 回：7 月 8 日(土)・9 日(日)、第 6 回：8 月 5 日(土)・6 日(日) 

第 7 回：9 月 2 日(土)・3 日(日)、第 8 回：10 月 14 日(土)・15 日(日) 

※時間＝土曜日 15:00～19:00、日曜日 9:00～16:00 

熊本 

●講師：川嵜 俊明 先生（熊本市開業） 

●会場 ：川﨑歯科医院 研修室 3F（熊本市中央区安政町） 

●定員 ：12 名 

●受講料：新規実習あり 600,000 円、再受講実習あり 400,000 円 

再受講聴講のみ 1 回 10,000 円（消費税別） 

●問合せ：川嵜塾事務局（㈲マクロン内） ℡096-385-0811 担当＝古家

第 1 回：歯科医療の基礎と基礎資料収集、診査・診断、治療計画の立案、第 2 回：咬合診断、第 3 回：歯周外科、第 4 回：コンポジ

ットレジン、第 5 回：マイクロエンド、第 6 回：審美修復、第 7 回：ラミネートベニア・インプラント、第 8 回：まとめ・質疑応答・

ケースプレゼンテーション 

 

開催地 

『西の端の小さな島のチーム医療』 

NT seminar 2 日間コース 

～歯科医師・歯科衛生生・TC が 

      一緒に参加する合宿型セミナー～ 

Vol.12＝2017 年 3 月 18 日(土)・19 日(日) ※満員御礼！ 

Vol.13＝2017 年 10 月 7 日(土)・8 日(日) ※満員御礼！キャンセル待ち 

※時間＝土曜日 13:45～18:00、日曜日 9:00～15:00 

長崎 

●講師：高﨑 智也 先生 

   （東北大学歯学部予防歯科学講座非常勤講師）

    NATURAL TEETH スタッフ 

    （TC&歯科衛生士） 

●会場 ：NATURAL TEETH（長崎県平戸市生月町） 

●定員 ：4 歯科医院 

●受講料：1 歯科医院 3 名まで 194,000 円 

         （宿泊費・懇親会費・二次会費・朝食費・昼食費・消費税込）  

●問合せ：NATURAL TEETH ℡0950-26-5555 

          E-mail : nteeth@gmail.com 

スタッフと共に一緒に参加して頂く半年に一回開催しているセミナーです。GP が直視で行なう picoMORA の実際、口腔内写真撮影の

基本実習、初診時カウンセリングの実際、予防プログラムの際としてデンタルエステ、エアフロー、超音波スケーラーの講義＆実習等、

当院でのチーム医療を 2 日間で持ち帰って頂きます。参加して頂いた翌日からクリニックの何かが変わるチーム医療セミナーです。 
 

開催地 

UK コース in 福岡 2017 

第 6 期 GDS デンチャー技工各論コース 

2Days×4 回コース 

第 1 回：3 月 18 日(土)・19 日(日)、第 2 回：4 月 15 日(土)・16 日(日) 

第 3 回：5 月 20 日(土)・21 日(日)、第 4 回：6 月 10 日(土)・11 日(日) 

※時間＝土曜日：14:00～19:00、日曜日 9:30～16:30 

但し第 1 回土曜日 10:00～開始 

福岡 

●講師：田中 昌弘 先生 

    （LAB QUALITY 代表／久留米市開業）

●協賛：イボクラールビバデント、ジーシー 

    松風、ニッシン 

●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール  

●定員 ：12 名（お申込先着順） 

●受講料：4 回合計 200,000 円（材料費・日曜昼食費・消費税込） 

     ※分割支払い可 ※実習に必要な実習器材はご準備いただきます。 

●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092－874－2811 

このコースでは、歯科医師と歯科技工士、それぞれの力が同じ方向を向くように歯科技工士として必要な「観察力」と「技術力」

を再認識していただける内容です。特に歯科技工士の腕の見せ所である「歯肉形成」にも力を入れ、高機能な総義歯に、さらに歯

科技工士そのものの付加価値を高める技術を習得していただきます。 
 

開催地 

公益社団法人日本口腔インプラント学会認定講習会

九州インプラント研究会 

第 23 期 KＩRG コース 2017 

第 1 回：4 月 15 日(土)・16 日(日)、第 2 回：5 月 20 日(土)・21 日(日) 

第 3 回：6 月 17 日(土)・18 日(日)、第 4 回：7 月 15 日(土)・16 日(日) 

第 5 回：8 月 19 日(土)・20 日(日)、第 6 回：9 月 16 日(土)・17 日(日)  

第 7 回：10 月 21 日(土)・22 日(日)、第 8 回：11 月 18 日(土)・19 日(日)

※時間：各回とも土曜日 9:00～17:00、日曜日 9:00～16:00 

熊本 

●九州インプラント研究会会長：伊東 隆利 先生

●日本口腔インプラント学会指定研修施設講師陣 

●招待特別講師陣 

●主催：九州インプラント研究会（KＩRG） 

●会場 ：九州インプラント研究会研修施設（熊本市桜町） 

●定員 ：24 名 

●受講料：800,000 円（申込金 100,000 円含） 

      （器材・材料費別途 150,000 円・消費税込） 

●問合せ：九州インプラント研究会 研修施設（熊本デンタルフォーラム内） 

       担当＝佐藤 ℡096-352-5976／Fax096-359-0261 

日本口腔インプラント学会認定認証医・専門医受験申請資格を得るためには学会が定めた研修施設において所定の講習を受講し、その後

継続して指導を受けなければなりません。九州インプラント研究会（KＩRG）では受講生の皆さんに一流の講師陣によるベーシックか

らアドバンスまでの広範な知識と技術の修得のお手伝いをさせていただいています。 
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開催地 
第 22 期 インプラントの実践コース 2017 

インプラントセンター・九州 主催 

第 1 回：4 月 22 日(土)・23 日(日)、第 2 回：5 月 27 日(土)・28 日(日) 

第 3 回：6 月 24 日(土)・25 日(日)、第 4 回：7 月 29 日(土)・30 日(日)  

第 5 回：8 月 19 日(土)・20 日(日)、第 6 回：9 月 23 日(土)・24 日(日) 

※時間：各回とも土曜日 10:00～18:00、日曜日9:00～16:00 

熊本 

●講師：中村 社綱 先生 

（インプラントセンター・九州代表 

／熊本大学医学部医学科臨床教授 

      ／デンタルコンセプト 21 最高顧問）

●第 3 回目ゲスト講師：古谷野 潔 先生 

（九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座 

インプラント・義歯補綴学分野 教授）

●会場 ：インプラントセンター・九州 研修室 

●定員 ：16 名 

●受講料：600,000 円（100,000 円×6 回） 

      （材料費・昼食費・消費税込） 

●問合せ：インプラントセンター・九州 

        ℡096-319-1010／Fax096-319-1011 

第 1 回＝「歯周治療とインプラント治療」、第 2 回＝「欠損歯列の診断とインプラント治療計画」、第 3 回＝「CT（ファインキューブ）

による診査・診断・治療計画」、第 4 回＝「インプラント治療と骨造成」、第 5 回＝「ブローネマルクインプラント・スピーディーイン

プラント・アクティブインプラント」、第 6 回＝「即時荷重と Flapless 手術／総括」 

※本コースは、ノーベルバイオケア社、ストローマン社、ジオメディ社の認定コースになっております。 
 

開催地 

UK セミナー in 福岡 

一般社団法人 国際歯周内科学研究会 認定セミナー

ツカモトセミナー「位相差顕微鏡を活用しよう！」

2017 年 5 月 14 日(日) 10:00～16:30 

福岡 

●講師：塚本 高久 先生 

    （国際歯周内科学研究会インストラクター）

※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：㈱UK デンタル福岡店 3F UK ホール  

●定員 ：18 名 

●受講料：43,200 円、追加 1 名 21,600 円、再受講 16,200 円（消費税込）

●問合せ：㈱UK デンタル福岡店 ℡092-874-2811 

「内科的歯周病治療ってなに？」「位相差顕微鏡を導入したが、なかなかうまく稼動していないなあ。」「患者さんへの説明はどうしたら

よいだろう。」という先生、位相差顕微鏡を使った内科的歯周病治療を１からお話します。また、内科的歯周病治療だけでなく、快適な

歯科医院をスタッフと一緒にどうやって作りあげていくか。明日から使える院内改革法をお伝えします。 
 

開催地 

UK コース in 熊本 

2017 第 11 期 歯牙移動セミナー 

～歯列矯正 Basic Course～ 

Stage1：5 月 20 日(土)・21 日(日)、Stage2：6 月 17 日(土)・18 日(日)  

Stage3：7 月 15 日(土)・16 日(日)、Stage4：8 月 19 日(土)・20 日(日) 

※時間： 土曜日＝15:30～19:30、日曜日＝ 9:30～16:30  

熊本 

●講師：犬童 寛治 先生 

     （熊本市／八代市／矯正専門開業）  

    田中 勝寛 先生（大川市矯正専門開業）

    久永 豊 先生（矯正専門医） 

※ホームページでも掲載中！ 

  http://www1.ocn.ne.jp/~course06/ 
※日歯生涯研修認定セミナー！ 

●会場 ：㈱UK デンタル熊本店 2F UK ホール 

     ※但し、Stage1 初日（土曜日）のみ写真撮影実習につき、 

           ㈱ヨシダ熊本営業所にて開催。（スタッフ同伴参加可）

●定員 ：10 名（申込先着順） 

●受講料：4 回合計 378,000 円（実習器材代込・消費税込） ※分割支払い可

     ※矯正に必要なインスツルメント等は別途必要です。 

●問合せ：㈱UK デンタル企画室 ℡096-377-2555 

本セミナーでは、診断および歯牙移動のリスク、また矯正技工操作（シミュレーション SET UP 模型製作、インダイレクトボンディン

グシステムなど）による治療目標の明確化はもとより、国内で初めて実習用マネキンとタイポドントオリジナル咬合器（実際に歯牙を動

かす実習）を併用し、臨床に則した環境で歯牙移動を体験しながら学べるような内容です.。加えて、矯正用ミニ・スクリューインプラ

ントアンカー等を用い、歯牙移動をより効果的に動かせる実践的なセミナーになっております。また、アフターフォローとしてセミナー

受講生で構成する矯正勉強会への参加や Remote Operate System（遠隔操作）による個別指導も行っております。 
 

開催地 

Fukuoka Clinical Dental Course 2017 

 

 歯科医院を成功させるために～ 

    GP としての総合力を身につけるコース 

第 1 回：6 月 24 日・25 日＝総論・資料採得 

第 2 回：7 月 22 日・23 日＝診断・治療計画 

第 3 回：8 月 26 日・27 日＝初期治療（咬合と炎症） 

第 4 回：9 月 30 日・10 月 1 日＝歯周外科 

第 5 回：10 月 28 日・29 日＝成人矯正 

第 6 回：11 月 25 日・26 日＝インプラント 

第 7 回：12 月 23 日・24 日＝補綴 1（エンド・形成） 

第 8 回：2018 年 1 月 27 日・28 日＝補綴 2（形成・プロビ） 

第 9 回：2018 年 2 月 24 日・25 日＝審美修復（ベニア） 

第 10 回：2018 年 3 月 24 日・25 日＝診断・治療計画・コンサルテーション 

※時間：各回とも土曜日 10:00～18:00、日曜日10:00～17:00 

福岡 

●講師：藤本 博 先生（熊本県荒尾市開業） 

    徳田 将典 先生（福岡県春日市開業） 

    飯田 啓介 先生（愛知県開業） 

●会場 ：シロナデンタルシステムズ福岡支店 

●定員 ：16 名 ●申込金：108,000 円 

●受講料：一括 1,080,000 円、分割 108,000 円×10 回（総額 1,188,000 円）

●問合せ：FCDC 事務局（ふじもと歯科医院内） 

 Fax0968-68-3859／fcdc@fujimoto-dental.jp 

大きく変革して行く歯科界、ある時はインプラント、またある時は審美修復と日々あふれる情報の中で私たちはそれらに振り回されるこ

となく確固としたコンセプトを持つ必要があります。このコースでは明確な「治療ゴール」を設定する上で最も大切な「診断力」を身に

付けることを目的とし、必要十分な資料採得の方法から、確実でより高度な治療が出来るようになることまでを目指します。それにより

歯科臨床のレベルアップが可能となり患者さん、スタッフ、さらに自分がストレスなく楽しく仕事が出来るようになることでしょう。 
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