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プリマMu フロアスタンド型
／ヨシダ
＜マイクロスコープ＞

ジーセム リンクフォース
／ジーシー

ピカティース／ピカッシュ
＜歯磨き剤＞

＜歯科接着用レジンセメント＞

-

￥

ジーシーから発売された“ジーセムリンク
フォース”は、同社「MＩフィル」や「セ
ラスマート」などで培われたナノフィラー
テクノロジーをレジンセメントに応用した
デュアルキュア型の歯科接着用レジンセメ
ントで、1 液性プライマー”G-マルチプラ
イマー“とデュアルキュアアクチベーター”
Ｇ－プレミオボンド DCA“も同時発売し、
ジーシー独自の接着技術と高分子技術を結
集したセメンティングシステムです。

-

ヨシダから発売された“プリマ Mu フロア
スタンド型”は、歯周外科や SRP、メイン
テナンス等に活用できる3 変倍のマイクロ
スコープです。拡大倍率を制限することで
低価格を実現。ルーペからマイクロスコー
プへステップアップをお考えの歯科医師・
歯科衛生士様にお勧めのエントリーモデル
で、さらなる治療精度の向上と患者さんの
満足度アップにつながります。
【特徴】
●最大照度 60,000Lux の LED 光源が術
野を明るく保つため、上顎大臼歯頬側遠
心などの見えにくい部位まで鮮明に視認
が可能です。
●5 倍・8 倍・16 倍の 3 変倍率で設定が
可能です。
●ベースサイズ 550mm×550mm、ス
タンド高 1,400mm、
総重量 81kg とコ
ンパクトなため、狭いアシスタント側で
も設置が可能です。また、ベースアーム
が短いため扱いやすく、ユニット間の移
動もスムーズに行えます。
標準価格＝本体一式 1,490,000 円

【特徴】
●ジーセムリンクフォースは、強固なレジ
ンセメント層を形成するために反応性の
高い 2 種類の重合開始剤を採用すること
で、高い強度と今までにない優れた耐摩
耗性を発揮します。
●G-マルチプライマーは、全てのマテリア
ルに対応する接着性モノマーを配合した
国産初の 1 液性プライマーです。歯質以
外の全ての修復物への前処理に使用でき
ます。
●G-プレミオボンド DCA と G-プレミオ
ボンドを 1:1 で混和することで、光重合
型からデュアルキュア（光・化学重合）
型プライミングボンドになります。この
混和液がリンクフォースと接触すると、
タッチキュア効果によりセメントの硬化
が促進され、光を通さないメタルセラミ
ックスや、光の通りづらいジルコニアの
症例でも高い接着性能を発揮します。
標準価格＝ジーセムリンクフォース
スターターキット 29,800 円
システムキット 49,800 円

歯科業界初 Ag＋銀イオンパワーの歯磨き
材“ピカティース”がピカッシュより４月
１日発売されます。銀含有の歯磨き材は銀
による抗菌性が最大の特長であり、特に就
寝時前に使うことで口臭を防ぎます。お口
の中には約 300～700 種類の細菌が生息
されていると言われています。
（日本訪問
歯科協会資料より）その中でも虫歯の原因
であるミュータンス菌やカンジダ菌など
が、お口の中の環境を悪くしています。ピ
カティースは虫歯予防・歯垢除去・歯石付
着抑制・白い歯を白く、そして口臭を防ぐ
効果があります。
【特徴】
●歯の表面に付着した汚れやヤニなどを
取り除いて、本来の歯の白さに戻します。
●夜にしっかり磨くことで、お口の中の細
菌の活動を抑制し、朝起きた後でもお口
の中がスッキリします。
●お口の中の菌を抑制することで口臭を
予防します。
●小量でも泡立ちがよく、磨いた後の爽や
か感が持続します。
●フッ素は配合されていません。
患者参考価格＝
1 本 50g 入 2,160 円（税込）

『 キャリアボックス OA 』

信頼と責任をキャリアボックスＯＡにつめて！

＜ 日本歯科商社 ＞

今回ご紹介させて頂きます商品は、㈱日本歯科商社より発売されております輸送ボックス『キャ
リアボックス OA』です。特徴や便利な点と致しましては、
●１セット（２段）に上下顎６症例の模型が入ります。
●緩衝材の波型（凸凹）のウレタンスポンジが上下に入っているので、お得意様への大切な模型
のズレや破損を守るので、安全に運搬・保存が出来ます。
●2 段の総計 160cm 以内（1 段タテ 16×ヨコ 32×高さ 6cm）なので、配送料が最安値サ
イズで送れます。
●開閉ジョイント部（つなぎ部分）の交換ができ、緑・黄・赤の全３色が付属している為、ジョ
イントの色を変える事で中身の識別が可能になります。
御採用頂きました歯科技工所様からは、
「段ボールでの発送より安心でき、気になっていた模型
のズレや破損の心配がいらない。
」とのお声を頂いております。
“信頼”と“責任”を込めて運べる
このキャリアボックス OA をこの機会にご検討頂ければと思います。詳細につきましては、弊社営
業担当者までお尋ね下さい。
熊本店 営業二課 中山 健太

標準価格＝ 2,800 円
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★今週の新刊

『 史上最大の暗殺軍団デンタルプラーク 』
健康破綻は口から始まることについて解説した
うえで、健康ライフを送るためにデンタルプラー
ク細菌を暗躍させないためにはどうすべきか？
最新の知見をもとに、
「口腔感染症が全身疾患の
新しいバイオマーカーである」ことについて書き
下ろした最新書。

『 ブラキシズム 第 2 版 』
～歯ぎしり・咬みしめは危険 !!～

気づきにくい“ブラキシズム”をどのように発
見したらよいか、また歯科医院や家庭で正しく対
応することの大切さを、イラストレイテッドにわ
かりやすく説明した絵本タイプの患者さん向け
ビジュアルブックの第 2 版。
●著 ＝牛島 隆／栃原 秀紀
永田 省藏／山口 英司
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,400 円＋税

●著 ＝奥田 克爾
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,200 円＋税

『 歯科衛生士の仕事 』

『 究極の町医者経営術 』

～歯科衛生士は診療室の司令塔～

生涯賃金は職業を選択した段階でおよその収入
が決まります。歯科開業医がぶれることなく、患
者主導の治療を施すためには、ある程度の資産を
つくることが大切です。本書は資産を築いてゆと
りある治療を施すための「町医者コンセプト」に
ついて解説した書。

歯科衛生士の仕事とは？診療室での業務、歯科医
師・歯科衛生士・助手・受付、そして患者さんと
の関わり方、自分自身への教育、再就職時の教育
など、歯科衛生士としての役割や診療室の司令塔
としての役割を網羅した一冊。
●監修＝小森 朋栄／遠山 佳之／高橋 英登
●著 ＝筋野 真紀／高橋 裕美／高野 舞弥
●出版＝グレードル
●価格＝3,300 円＋税

●著 ＝久保田 智也
●出版＝グレードル
●価格＝5,000 円＋税

『 歯科五法コンメンタール【第 2 版】 』
～歯科関連法規の遂条解説～

平成 26 年 10 月発行の第 1 版に最新の法改正
を加え、さらに解説内容も充実した第 2 版。歯科
五法（歯科医師法・歯科衛生士法・歯科技工法・
医療法・歯科口腔保健法）の遂条解説のほか、各
法律の制定の経緯、歯科医療にかかわる関連法規
も掲載し幅広い利用が可能な一冊。
●編著＝社会歯科学会
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝3,500 円＋税

『 口腔診査法 第 5 版 』

歯を削らずきれいに治療するコンポジットレジ
ン直接修復の最先端技術とそれを支えるコンセ
プトを具体的に解説！8 つの特徴、8 つのステッ
プ、8 つの症例、8 つの器材から接着修復法の「い
ま」を立体的に描写した一冊。
●著 ＝田代 浩史／田上 順次
●出版＝医学評論社
●価格＝12,000 円＋税

『 しゃかしゃか はみがき 』

WHO の口腔診査法マニュアルは、国際比較が可
能となるよう、標準化された口腔保健調査ができ
るように作成されています。
第 5 版では新項目の
追加と従来の診査法の変更や、口腔保健に関する
自己評価についても追加され、リスクファクター
に関する検討まで行えるよう改版された一冊。
●監訳＝小川 祐司
●訳 ＝眞木 吉信／宮﨑 秀夫／山本 龍生
●出版＝口腔保健協会
●価格＝1,800 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

『 NEXT！コンポジットレジン修復
8 STEPS & 8 CASES 』

歯みがきしないとどうなるの？おく歯はどうや
ってみがくの？ぶくぶくうがいのやり方は？歯
ブラシの持ち方や、みがく順番、ぶくぶくうがい
の仕方まで、絵本をみながらマスターできる、楽
しいしかけがいっぱいの絵本。
●監修＝小椋 佳代子
●絵 ＝jinco
●出版＝ポプラ社
●価格＝,950 円＋税
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