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プロセンサ HD／ジーシー
＜歯科用デジタル X 線撮影センサー＞

カルジオライフ AED-3100
／セキムラ

クラプロックス
歯間ブラシ ペリオ／ヨシダ

＜自動体外式除細動器＞

＜歯間ブラシ＞

-

￥

ジーシーから発売のデンタルX 線撮影セン
サー「プロセンサ」の優れた特長を継承し、
更なる高画質を図った“プロセンサ HD”
が 4 月 21 日に発売されます。高解像度
（HD）モードを搭載し、ダイナミックレ
ンジが広くなり、ローノイズ、高コントラ
スト化を図り、鮮明で高画質・高精細な画
像が得られるので、より的確な診断が可能
になります。
-

【特徴】
●撮影範囲や患者体格に応じた3 つのサイ
ズ（S0・S1・S2）のセンサを用意。セ
ンサは薄く、よりエッジを丸くしてある
ため患者さんへの負担を軽減します。
●センサー照射面が白くなったため、照射
面に描かれた撮像エリアが口腔内でもよ
りわかりやすくなり、撮影ミスを軽減で
きます。
●センサ本体は薬液での浸漬消毒が可能で
す。ディスポーザブルの衛生カバーと合
わせて高い衛生性を実現します。
●センサーケーブルのコネクタは、マグネ
ットコネクタを採用。
標準価格＝センサ一式
1,580,000 円～1,980,000 円
※画像解析ソフトと PC は別売

『 アジャストカーバ HP
プレミアムブラック 』

【特徴】
●-5℃の環境でも操作が可能で、また、高
い防水性および防塵性を備えており、幅
広い、そして過酷な状況下でも使用が可
能です。
●内部メモリに保存された救助データや毎
日のセルフテストの結果をパソコンに保
存し管理が可能。データの取り出しは
Bluetooth 通信で取り込みが可能です。
●毎日／毎月のセルフテストで、電極パッ
ドの断線など、様々な項目を確認し、ア
ラームでお知らせします。
●2 分間の心肺蘇生終了後、最短 8 秒で解
析・充電を完了します。心肺蘇生の中断
が短く、より早期の電気ショックが可能
です。
●パッドは、救急車搭載型除細動器やマニ
ュアル型除細動器へ引き続き接続でき、
経皮ペーシングも可能。迅速な救急搬送
をサポートします。

ヨシダから発売中のスイス・Curadent 社
のオーラルケア製品「クラプロックスシリ
ーズ」に、
“歯間ブラシペリオ”が新たに
追加発売されました。歯周病によって歯間
スペースが広くなった部位に適した歯間
ブラシです。ブラシ毛が柔らかいため、歯
間歯頸部のプラーク除去の際にも歯肉を
傷つけにくく、患者さんに安心して使用い
ただけます。
【特徴】
●毛足の長い、コシのある素材を使用して
いるので、1 往復で歯間部のプラークを
除去うることができます。
●効率的に歯間部清掃が行えることで、短
時間でスッキリとした感覚が得られま
す。
●根面が露出している歯間部や、クラウン
等がセットされている部位・ブリッジの
ポンティック下部など、プラーク除去が
難しい箇所にも適しています。
●ペリオリフィルタイプ（写真右）は、チ
ェアサイドでの TBＩ時に便利なコンパ
クトタイプの歯間ブラシです。
●ブラシサイズは 4 種類。
患者参考価格＝オープン価格

標準価格＝本体一式 398,000 円

なめらかさと耐久性を実現！
今回、ご紹介させて頂きますのは、㈱松風より発売されております『アジャストカー
バ HP プレミアムブラック』です。特徴と致しましては、①なめらかな表面性状、②窒
化チタンコーティングで耐久性アップという２種類の特徴があります。エッジが滑らか
な為、コバルトクロム等の切削時の食い込みが少なく滑らかに仕上がり、切削時のカー
バイドバーの減量が少なく耐久性もあります。
自分が担当している技工所様からは、
「コバルトなどサクサク削れるし耐久性が良く
長持ちするので重宝しています。
」とのお言葉も頂いております。包装内容と致しまし
ては１本入で全６形態(内４種が S クラス)、価格は S クラスが 2,900 円で残りの 2 種
が 3,500 円となっております。是非この機会に一度お試しください。商品の詳細につ
きましては弊社担当者までお尋ねください。

＜ 松風 ＞

標準価格＝PB7・PB14
S クラス

セキムラから発売された“カルジオライフ
AED-3100”
（日本光電開発・国内製造）
は、従来型 AED-2100 の性能はそのまま
に、さらに新機能を追加し、より小型・軽
量化を実現した自動体外式除細動器です。

3,500 円
2,900 円

久留米店 営業二課 釣崎 光一
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★「はじめまして！精一杯頑張ります！」
平成 28 年度 UK デンタル入社式！
桜の花も五分咲きの 3 月 29 日火曜日に、弊社熊本店におきま
して、平成 28 年度新入社員の入社式を執り行いました。今年は
お陰さまで 9 名の新入社員を採用することができ、求人難とい
われるこの時期に、これだけの新入社員を受け入れられるのも偏
にお得意様の皆様方のご愛顧の賜物だと心より感謝申し上げま
す。新卒者は初々しいスーツ姿に身をまとい新社会人として、ま
た、中途採用者は心新たに社会人として、一歩を踏み出した 9
名です。今後は、社内研修と併せて、弊社営業担当者と同行し、
ご挨拶をさせていただくことになりますので、何卒よろしくお願
い申し上げます。

▲「皆さんは当社の基本理念（三原則）を体現できる“UK マン”
に早くなっていただきたい。これから始まる研修で何を学び、
その理念を行動に移せるかが重要です。
」と社長より挨拶。

★今週の新刊 『

The Basic Planes for
Tooth Preparation 支台歯形成の面基準 』

本書は客観的データを基に、数値表を駆使
して形成面の角度や長さを余すことなく
提示。形成歯のすべての面を図表に表して
ポイントを絞り込み、視覚的にも理解しや

▲弊社役員との合同写真。後列が新入社員。

▲前列左から、御手洗、大森、慶田、永田、中村
後列左から、城戸、坂本、塚本、坂井の計 9 名。
『これから宜しくお願いいたします。』

『 SAFE Troubleshooting Guide Volume1
機械・構造的合併症編 』
～他院からのインプラントトラブル患者レスキュー～

すく、どこをどう削るか迷わずにすむよう配慮。
歯種別注意点、CAD/CAM クラウン、短い歯、
再治療歯への対応にも言及した、誰でも巧みに
削れる支台歯形成の指南書。

合併症のトラブルシューティングシリーズ第一
弾！本書は、インプラント治療におけるトラブ
ルを機械・構造的合併症に絞り込み、インプラ
ント体、アバットメントスクリュー、アバット
メント、上部構造スクリューそれぞれの破折に
ついて解説。他院から来院した患者の“これだ
け見れば 100％判別可能！他院からのインプ
ラント難民に頭を悩ませている歯科医師必見！

●著 ＝西川 義昌／桑田 正博
大西 一男／茆原 かおり
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 円＋税

●監著＝寺本 昌司／山羽 徹
奥野 幾久／平山 富興
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,500 円＋税

『 パワーポイントで進める 楽しく学び
「生きる力」をはぐくむ歯・口の保健教育 』
歯・口の保健教育にお困りのすべての先生に贈
る指導書の決定版！付録の CD-ROM に収録さ
れているパワーポイントを表示して簡単に活用
でき、さらにワークシートも収録。歯・口の保
健講和や食育講和も収録され、あらゆるシーン
で活用できる一冊。
●著 ＝日本学校歯科保健・教育研究会
●出版＝東山書房
●価格＝2,300 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

ＩNDEXY シリーズ Vol.2

『 CLINIC DESIGN 130 』
有力設計会社が手がけた、秀逸な最新クリニッ
クデザイン集。130 に及ぶ圧倒的な事例数と詳
細な紙面構成で、デザインの参考はもちろん、
資料性、閲覧性、保全性に優れ、開業や移転、
リフォームなどに参考になる一冊。
●編集＝alpha books
●出版＝alpha books
●価格＝14,000 円＋税
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