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シンクビジョン io1
／マイクロテック

NEW セーフティグラス
SN-770／サンデンタル

キャリアボックス OA
／日本歯科商社

＜オーバーグラス＞

＜輸送ボックス＞

コンパクト設計でフィット性能が高いオー
バーグラス“NEW セーフティグラス
SN-770”
（製造：山本光学）がサンデン
タルから発売されました。トリプルファン
クションフレーム機能により、フィット感
も思い通りで、女性から一般男性までメガ
ネの上から装着しやすいオーバーグラスで
す。

日本歯科商社から発売された“キャリアボ
ックス OA”は、歯科医院と歯科技工所間
において大切な模型の運搬を安全に行え
る、緩衝ウレタンスポンジ入りの輸送ボッ
クスです。1 セット（2 段）に上下顎 6 症
例の模型が格納できます。

＜コードレス口腔内撮影用カメラ＞
-

￥

マイクロテックから発売された“シンクビ
ジョン io1”は、自由自在のフレキシブル
プローブを採用したコードレス口腔内撮
影用カメラです。2.5 インチフルカラー
TFT-LCD モニターにより、あらゆる角度
から口腔内を観察することが可能です。

-

【特徴】
●瞬時に高品質画像撮影が可能なため、歯
科医師と患者間の迅速なコミュニケーシ
ョンを実現します。
●プローブ先端に高輝度ホワイト LED を
採用し、口腔内をより明るく照らします。
また、環境に合わせて光量の調整が可能
です。
●マイクロ SD カードに 20,000 枚以上
の画像を保存することができ、付属の
USB ケーブルでコンピュータにデータ
転送が可能です。
●充電式リチウムイオンバッテリーを内
蔵し、フル充電で約 2 時間の稼働が行え
ます。また、バッテリーの残量状態を
LCD モニターに表示します。
●付属の RCA ケーブルで外部モニターと
接続が可能です。
標準価格＝本体一式 168,000 円

『 フジⅨGP エクストラカプセル
& カプセルミキサーCM-Ⅱ 』

【特徴】
●緩衝材の波型（凹凸）のウレタンスポン
ジが上下に入っているので大切な模型を
安全に守ります。
●技工所への模型依頼やスタディーモデル
等、破損しやすい物も安全に保存・運搬
が可能です。
●開閉ジョイント部（つなぎ部分）の交換
ができるので長持ちします。また、ジョ
イント部は緑・黄・赤の全 3 色が付属し
ているため、色を変えることで中身の識
別が可能です。
●2 段の総計 60cm 以内（1 段：縦 16×
横 32×高さ 6cm）なので、配送料が最
安値サイズで送れます。
●発送の際は伝票をボックスに直接貼り付
けできます。
●われもの注意・取扱注意のシール（防水・
再剥離素材）を各 2 枚付属。

標準価格＝4,500 円

標準価格＝本体一式 2,800 円

硬化時間が 2 分と非常に短いグラスアイオノマー充填材 ！
今回ご紹介させていただく商品は、㈱ジーシーより発売されております『フジⅨGP エクスト
ラカプセル』と『カプセルミキサーCM-Ⅱ』です。フジⅨの粉・液タイプは世界で 1 番売れ
ている単体製品で、主に充填用として使って頂くセメントです。そのフジⅨＧＰエクストラの
粉・液タイプをカプセル状にしたものが、フジⅨGP エクストラカプセルです。フジⅨGP エ
クストラの粉・液タイプは、臼歯部に耐えられる強度があり、高いフッ素徐放性があり、色調
も綺麗ですが、硬化時間が６分間と長いというのが先生方のネックとなっていました。それを
カバーするのがフジⅨGP エクストラカプセルです。カプセルミキサーCM-Ⅱと連動で使用し
ていただくと、硬化時間が 2 分と非常に短くなり、アイオノマーセメントの弱点である硬化時
間の長さをカバーすることができます。またカプセルミキサーCM-Ⅱを使用することによりテ
クニカルエラーを減らすことができます。お使いの先生からは、
「ボンディングを使用せず素
早く充填でき、時間短縮につながるよ。
」というお声を頂いております。是非この機会にご検
討下さい。詳しい内容につきましては、弊社営業担当者までお尋ね下さい。

＜ ジーシー ＞

標準価格＝フジⅨカプセル
カプセルミキサー

【特徴】
●フレックスフレームシステムの採用で、
フレーム部のみが動き、高い防護性能を
キープし、ジャストフィットします。
●傷のつきにくいハードコートと、くもり
止め機能を両立した PET-AF レンズを
採用しています。
●フレームの幅調整が3 段階に調整が可能
です。
●テンプル角度調整が 5 段階可能です。
●耳に当たる部分は、肌に優しいノンスリ
ップラバーを採用。
●ソフトノーズクッション&ソフトフレー
ムクッションを採用。
●サイズ：W157×H57×D159mm
●重量：54g

15,500 円
52,000 円

長崎店 営業一課 用皆 智広
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★デジタルテクノロジーフェア いよいよ開催！
いよいよ今週末の 2 月 13 日（土）～14 日（日）の両日に渡り、グランメッセ熊本
2Ｆコンベンションホールにおきまして、
『デジタルテクノロジーフェア』と題しまし
て展示会を開催いたします。協賛メーカー13 社による、デジタル機器を駆使したＣＴ
機器・パノラマ 3D 機器・デジタル関連機器・CAD/CAM システム、そして話題の
3D プリンターまで一挙展示いたします。是非ともこの機会に、最新のデジタル機器
の数々を見て、触れて、ご体感いただきますようお願い申し上げます。ご来場、心か
らお持ちいたしております。
●日時 ：2 月 13 日(土) 13:00～19:00、
2 月 14 日(日) 9:00～17:00
●会場 ：グランメッセ熊本 2F コンベンションホール
●入場料：無料 ※ご来場の皆様方に記念品をご用意いたしております！
【展示メーカー】㈱アイキャスト・㈱アイキャット・朝日レントゲン工業㈱・㈱インプラテックス・カボデンタルシステムズジャパン㈱・クラレノリタケデンタル㈱
㈱ジーシー・㈱松風・シロナデンタルシステムズ㈱・ヘレウスクルツァージャパン㈱・㈱モリタ・山本貴金属地金㈱・㈱ヨシダ
（アイウエオ順）

★今週の新刊

『 続 5 疾病の口腔ケア 』
～プロフェッショナルな実践のための Q&A55～

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 e ラーニング対応

『 第 1 分野 摂食嚥下リハビリテーションの
全体像 Ver.2』

5 疾病罹患者の口腔ケア実践のために医療現場
から寄せられた 55 の質問に対して、臨床例やエ
ビデンスを交えながら Q＆A スタイルで解説。各
疾患の病期や症状における患者個々の状態に即
した、一歩進んだ口腔ケアを実践するうえで必要
となるノウハウがぎっしり詰まった一冊。

インターネット学習システム（e ラーニング）の
カリキュラムによる学習をサポートするための
内容で、2015 年 4 月のコンテンツ刷新にとも
ない改版。リハビリテーション総論、摂食嚥下の
解剖・生理、摂食嚥下障害の原因と病態ついて簡
潔にわかりやすく解説した書。

●編著＝藤本 篤士／武井 典子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,000 円＋税

●編 ＝日本摂食嚥下リハビリテーション学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,000 円＋税

月刊「歯科技工」別冊

『 デジタル・デンタルフォトテクニック
マスターブックⅡ 』
Part1 では、コンパクトデジタルカメラでどこま
で撮影が可能なのか、具体的な設定を紹介しなが
ら Q&A 方式でやさしく、ビジュアルに解説。
Part2 では、デジタル一眼レフカメラでの光のコ
ントロールやフィルターワーク、被写体別の撮影
テクニックを“ワンランク上”を目指す方のた
めに詳述した一冊。
●編 ＝山本 尚吾／瓜坂 達也
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,800 円＋税
新装版 クイント はみがきえほん＜Ⅰ＞

『 ああ いそがしい 』
楽しいイラストで読み聞かせに最適な幼児向け
「クイントはみがきえほん」の新装版。本書はそ
のファーストステップ、0 歳から 3 歳（４歳）の
子どもが対象で、歯みがきの準備段階として、
「遊
びの感覚」で歯ブラシに慣れていく様子が、イラ
ストで楽しく表現されている。子どもの健やかな
成長と歯みがきの大切さが伝わる絵本。
●監修＝丸森 賢二
●絵・文＝北村 治
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝750 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

『 医療者の心を贈るコミュニケーション 』
～患者さんと一緒に歩きたい～

本書は、著者の長年の経験の中で出会った患者さ
んとのエピソードや大学や病院でのコミュニケ
ーション演習、臨床研修医との「教えることは学
ぶこと」から気づかされたコミュニケーションに
ついてまとめあげられた一冊。
●著 ＝日下 隼人
●出版＝医歯薬出版
●価格＝1,800 円＋税

『 飲食物で歯が溶ける？！
齲蝕から歯を守ろう！ 』
近年、売られている市販飲料の酸性度比較表の最
新版の掲載はもちろん、酸蝕、酸蝕＋う蝕、酸蝕
＋咬耗・摩耗、内因性酸蝕症など、合併症例も含
めた症例をズラリと紹介し、酸蝕歯の診断にすぐ
に役立つ内容。知覚過敏抑制処置や修復治療を行
う際の治療説明用ツールとしても最適な一冊。
●監修＝田上 順次
●著 ＝北迫 勇一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝1,600 円＋税
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