
ブース
No.

出展企業名 ブランド 主な出展品目 一般的名称 商品説明・特徴

モリタ製作所 ベラビューX800 X線診断装置 高画質を実現する新技術と高いデザイン性
モリタ製作所 ソアリック 歯科用ユニット 人を大切にしたデザインとテクノロジー
モリタ製作所 アーウィン　アドベールEVO レーザー装置 歯周治療はじめ基本治療から外科まで幅広く応用出来るレーザー装置
マニー ライカ　M320　フルHD 手術用顕微鏡 新世代顕微鏡システム

モリタ製作所 トライオートＺＸ2
歯科用多目的治療用モー
ター

穿通、グライドパス、形成を行えるコードレス根管拡大モーター

吉田製作所 エクシード　Ｃｓ 歯科用ユニット エクシードが進化、ずっとフィットシート、テーブルもまるごときれい
吉田製作所 オシリス　３Ｄ X線診断装置 ＣＡＤ、ＣＡＭ連動でインプラントシュミレーションも簡単操作
吉田製作所 オペレーザー　ネオス 炭酸＋半導体レーザー 高出力炭酸ガスレーザー、切れ味が違います
トロフィー ３ＤＩ　プロⅡα 口腔内スキャナー 高画質、ハイスピード光学スキャナー、インプラントシュミレーションへも簡単操作

プリマ　ＤＮＴ　Ｎｕｖａｒ 手術用顕微鏡 深度１００ｍｍの高コストパフォーマンスマイクロスコープ

ジーシー EOM-REGALO（イオムレガロ） 歯科用ユニット
Ergonomic(人間工学的な）Organic(有機的な）Multiform(多様な）をコンセプトに人間工学
に基づいたやさしい有機的なデザインと、診療形態の多様性を追求したユニット。

ジーシー セラスマート270 歯科切削加工用レジン材料
ジーシー独自のナノフィラーテクノロジーという最先端技術をCAD/ＣＡＭ用に高温・高圧化
でブロック化に成功しました。

ジーシー ジーセムリンク　ＯＮＥ 歯科接着用レジンセメント 強い接着力でオールマイティーに使えるレジンセメント。

ジーシー アメリカンイーグルXP ハンドインスツルメント
ブレードへの特殊加工によってダイヤモンドのような硬い表面を持ち、ブレードの耐久性を
アップ。シャープニングフリーのスケーラーを実現しました。

ジーシー ルシェロ歯みがきペーストホワイト 薬用歯ミガキ
4つの力で歯を白く！弱アルカリ性のペーストがステインを浮かし、歯にやさしいＬｉｍｅ粒
子がステインを落とします。

KaVo エステチカE70Vision 歯科用ユニット 高い快適性と実用性　自動衛生管理機能搭載
KaVo インスツルメント各種 歯科用ハンドピース 緻密で痛みを感じにくい治療を約束する高精度と静寂性

Kerr ジルカット 切削用ポイント
6月21日新発売。均一なダイヤモンド粒子による高い研削性能と放熱性を持ったダイヤモンド
バーと、２ステップにより時間とコストを削減したポリッシャー

Kerr ハーモナイズ コンポジットレジン
8月21日新発売。臼歯に対応できる強度、前歯に対応できるカメレオン効果の高さ・審美性を
もちあわせ、質の高い治療をご提供する真のユニバーサルレジンである。保険診療でも使い
やすい色調と抜群の操作性、器具離れの良さが際立つ製品である。

Kerr マックスセムエリートクロマ 歯科用レジンセメント
ゲル化を知らせるカラーインジケーター採用により、余剰セメント除去のタイミングが視覚
的に目で見てわかる。高い接着力と安いコストにも注目。

オサダ SMILY　NP3L 歯科用ユニット スタイリッシュに進化した実績のあるユニット
オサダ ｵｻﾀﾞﾗｲﾄｻｰｼﾞｾﾙﾋﾞｰ 半導体ﾚｰｻﾞｰ 安心と実績のある半導体レーザ
オサダ ｵｻﾀﾞﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾕﾆｯﾄﾃﾞｲｼﾞｰ2 訪問歯科器材 訪問歯科のパートナー
オサダ ｵｻﾀﾞﾘﾘｰ 訪問歯科器材 訪問歯科（口腔ケア）に新しいご提案
オサダ ｵｻﾀﾞﾌﾟﾁｸﾚｰﾌﾞ8 ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾄ専用滅菌器 インスツルメント専用滅菌器
松風 ﾄﾘｵｽ3 口腔内スキャナー オーラルスキャナ。口腔内を迅速かつ容易にスキャニングできます。

松風 ｱｲｽﾍﾟｼｬﾙ C-3 口腔内カメラ
歯科専用設計の口腔内撮影装置です。歯科診療での使いやすさを追求したデザイン。被写体
に集中して撮影できる便利機能を多数搭載しています。

松風 ｴｱﾌﾛｰﾏｽﾀｰﾋﾟｴｿﾞﾝ/ｴｱﾌﾛｰﾏｽﾀｰ 超音波スケーラー
超音波スケーラーと、歯面清掃用装置の2つの機能を1台に搭載した多目的にお使いいただけ
る超音波治療器です。

松風 りっぷるくん 口唇閉鎖力測定器
「おくちポカ～ン」口唇閉鎖不全症は予防する時代。りっぷるくんは測定時の「引っ張る方
向の不一致」と「測定開始位置」のバラつきを少なくした口唇閉鎖力測定器です。

松風 ﾌﾞﾛｯｸHCｾﾑ ﾊﾝﾄﾞﾐｷｼﾝｸﾞ 歯科用レジンセメント
CAD/CAM用レジンブロックの接着用に開発したレジンセメントで、レジンブロックにすぐれた
接着性を発現します。

タカラ シェルト 歯科用ユニット 機能性とデザインを重視したスタンダードユニットです。
タカラ ラポールｉ 歯科用ユニット ４つのポジションで様々なシーンに対応します。
タカラ ベルレーザープラス 炭酸ガスレーザー カラータッチパネルで簡単操作が可能です。

8 デンタルシステム
ズ(株)

ﾃﾞﾝﾀﾙｼｽﾃﾑｽﾞ POWER４G レセプト・カルテシステム
ご導入後、ローコストで「ずっと」使う事ができる買い換え不要のレセコンです。さらに、
処置データ移行実績No1！多くの他社製レセコンから、処置のデータを移行する事ができま
す。レセコンメーカーのお乗り換えは、お任せください。

カールツァイス
社

カールツァイス マイクロスコープ 光学系最高峰のマイクロスコープです

カールツァイス
社

EyeMag　シリーズ 拡大鏡 光学系最高峰の拡大鏡です

ミーレ社 ミーレジェットウォッシャー 医療器材洗浄器 洗浄から滅菌まで出来る医療用洗浄器です
W&H社 Lisa　22 クラスBオートクレーブ 22L大容量のクラスBオートクレーブです
サテレック社 スプラソンP-MAX２ 超音波スケーラー 歯内療法には欠かせない超音波スケーラーです

1 (株)モリタ

2 (株)ヨシダ

3 (株)ジーシー

4
カボデンタルシス
テムズジャパン
(株)

5 長田電機工業(株)

6 (株)松風

7 タカラベルモント
(株)

9 白水貿易(株)
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ブース
No.

出展企業名 ブランド 主な出展品目 一般的名称 商品説明・特徴

朝日レントゲン SOLIO XZ アーム型X線CT診断装置 コンパクトなボディとアーチファ低減機能、再撮を防ぐための3軸予備撮影が特徴です。
朝日レントゲン TRIOS 3 デジタル印象採得装置 高い精度と高速スキャンが特徴です。

クラレノリタケ
クリアフィル ユニバーサルボンド
Quick

象牙質接着材 塗布後の待ち時間なし、多用途ユースの1液ボンディング材です。

クラレノリタケ クリアフィル マジェスティ  ESフロー コンポジットレジン 研磨がラク、光沢性が続くフロアブルCRです。
クラレノリタケ SA ルーティング プラス 歯科用レジンセメント リン酸エステル系モノマー「MDP?」配合のセルフアドヒーシブセメントです。
クラレノリタケ カタナ アベンシア ブロック 歯科切削加工用レジン材料 研磨性と滑沢耐久性に優れたCAD/CAM冠用レジンブロックです。

クラレノリタケ ノリタケ カタナ ジルコニア
歯科切削加工用セラミック
ス

用途に合わせて様々なタイプをご用意しています。

12 デンツプライシロ
ナ(株)

デンツプライシ
ロナ

13 ナガイレーベン
(株)

ナガイレーベン 院内ウェア 着衣ユニフォーム ドクター・衛生士向け院内ウェア、エプロン、ドクターコート 各種

メディア 電子カルテシステムWith レセプト・カルテシステム
常に最新のバージョンにアップデートされていく進化型電子カルテシステム。業務を軽減す
る豊富なオプションも魅力。

メディア ビジュアルマックスⅢ レセプト・カルテシステム
大好評のビジュアルマックスが更に使いやすく。チェアサイドでの説明が楽しくなる機能が
満載。

メディア 訪問歯科ナビ Withyou
訪問歯科診療の業務負担を軽減しもっと効率化。既に訪問診療を行っている又はこれから訪
問診療を始める医院の強い味方です。

メディア Etak Oral care 24（義歯用） 防菌スプレー
義歯にスプレーするだけで、Etak（持続性防菌成分）により、24時間義歯の細菌繁殖を防
ぎ、1日気持ちよく義歯を使用できます。マウスピースや矯正装置にも使用できます

メディア Etak Oral care 24（歯ブラシ用） 防菌スプレー
歯を磨いた後、水洗いした歯ブラシにスプレーするだけで、Etak（持続型抗菌成分）によ
り、歯ブラシに増殖する菌を24時間防ぎます。電動歯ブラシ、舌ブラシなどにもご使用くだ
さい。

スリーエム トゥルーデフィニション　スキャナー 口腔内スキャナー 従来のスキャナーに比べ、より速いスピードでスキャンを行うことが可能です。
リンカイ ｶﾌﾟｽ ﾃﾞﾝﾀﾙﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ 1100 マイクロスコープ 使いやすさと本格感。両方を実感できるクオリティーの歯科用マイクロスコープ。
デントマスター ダブルパワー 義歯洗浄剤 優れた除菌力と洗浄力！ダブル効果の義歯洗浄剤。

コメット デンチャートリミングキット 歯科技工用切削器具
軟性樹脂、レジン、石膏、メタル、ポーセレン、CADCAM冠、硬質レジン等デンチャー製作の
為のキットです。

アース製薬 モンダミン　プロケア 液体歯磨き
歯科医院専売のノンアルコール処方の液体歯磨きです。CPC、GK2、TXA、3つの薬用成分で歯
茎を守る。医薬部外品

愛知製鋼 マグフィットＥＸ 磁性アタッチメント 天然歯用、吸着面楕円形状
愛知製鋼 マグフィットＤＸ 磁性アタッチメント 天然歯用、吸着面円形
愛知製鋼 マグフィットＲＫＲ 磁性アタッチメント 天然歯用、レジンコーピング用
アイデンス ProSeed-SV レセプト・カルテシステム 院内効率を高めるペーパーレス化が可能な電子カルテシステム
アイデンス リザーブマスター 予約管理システム 患者管理は医院経営に直結します。簡単に管理できる予約システム
アイデンス NOMAD　Pro2 ポータブルX線装置 安全設計に重点をおいたポータブル(コードレス）のデンタルレントゲン
アイデンス PMC 啓蒙ｺﾝﾃﾝﾂ 患者さんとのコミュニケーションツール
アイデンス スタッフ診断 人材 基礎的能力をネットで診断。求人や人材育成のための診断ツール

18 (有)アイデント化
学工業

アイデント化学

アグサジャパン アグサール 殺菌消毒剤 殺菌消毒剤（歯科用小器具消毒専用）医薬品
アグサジャパン アグサTBS錠 除菌剤 塩素系除菌剤（石膏模型の除菌、院内環境の除菌）(ﾌﾟﾗ製ﾋﾟﾝｾｯﾄ1本付)
アグサジャパン ﾌﾟﾛﾄﾚｰLCⅡ トレーレジン 光重合型個人トレー用レジン
アグサジャパン 桐箱乳歯列ﾎﾞｯｸｽﾊﾛｰｷﾃｨ 乳歯20本を収納、保管できます。桐箱。記録カード付。ハローキティデザイン。
アグサジャパン ステリライク　アクア 消毒剤 ノンアルコールでオレンジフラワーの香りのする化粧水のような手指消毒剤
アクロス ツインバックアルファ（T/V-α） バキューム 診療用バキュームモーター。安心の予備機能
アクロス エース・ベータ（Ace-β） バキューム 診療用バキュームモーター。小スペース型、軽量、消音
アサヒプリテッ
ク

貴金属リサイクル
この分野では圧倒的な信頼をいただき、ＮＯ.1のｼｪｱを実現。「信頼と安心のシステム」を確
立しています。

アサヒプリテッ
ク

産業廃棄物無害化処理 環境保全のパイオニアとしてお客様のあらゆるニーズにお応えしていきます。

アサヒプリテッ
ク

歯科用合金
「（社）日本金地金流通協会正会員」として、さらに「ＬＰＰＭ」・「ＬＢＭＡ」の認定登
録を受け、その品質の高さは、日本のみならず世界のマーケットで高い評価を頂いておりま
す。

10 朝日レントゲン工
業(株)

11 クラレノリタケデ
ンタル(株)

14 メディア(株)

15 (株)モモセ歯科商
会

16 愛知製鋼(株)

17 (株)アイデンス

19 アグサジャパン
(株)

20 (株)アクロス

21 アサヒプリテック
(株)
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ブース
No.

出展企業名 ブランド 主な出展品目 一般的名称 商品説明・特徴

医歯薬出版 「歯周病患者のインプラント治療」 専門書
歯周病学をリードしインプラントを開発したスウェーデンに学んだ，ペリオドンティストと
インプラントロジストによる初の臨床書．インプラント周囲病変を深く理解するためのエビ
デンスと臨床を解説．

医歯薬出版 「CBCTがエンドを変える」 専門書
CTを導入された歯科医院様必読書．基礎編ではCBCTで変わったエンドの臨床成績，CBCTから
想定されるエンドの治癒傾向などを整理．臨床編では豊富な症例を提示．

医歯薬出版
「・・良好な予後につながるラバーダ
ム法」

専門書
ラバーダム法を1～2分で行う術を解説！ Q&A形式でわかりやすく解説するとともに，基本手
技を7つの動画で学ぶことができる．

医歯薬出版
「・・オーラルフレイルの診か
た・・」

専門書
話題のオーラルフレイルや口腔機能低下症についての「診かた」と「対応」がわかる一冊．
地域の歯科医院でできるオーラルフレイルへの対応を，「知る」「評価する」「対応する」
の3章に分けて解説．実際の症状がわかる動画や，患者さんへの問診票も収載．

医歯薬出版
「・・歯科医院に知ってほしい糖尿病
のこと」

専門書
定期的に足を運んでくれる歯科医院だからこそできる，糖尿病の予防，糖尿病の正しい知識
について内科医がやさしく解説．糖尿病患者における歯周治療の重要性や口腔感染制御の必
要性について，わかりやすくまとめた歯科界初の話題の一冊！

ｳｨﾙｱﾝﾄﾞﾃﾞﾝﾀｰ FLEX　NEXT-Pro レセプトコンピューター 口腔管理から経営分析まで多種多様のソフトウェアです。
ｳｨﾙｱﾝﾄﾞﾃﾞﾝﾀｰ Dental介護 レセプトコンピューター 文書も豊富に取りそろえた安価な介護請求専用ソフトウェアです。
ウエルテック コンクールＦ 洗口液 う蝕・歯周病・口臭予防効果の高い、殺菌効果が持続する薬用マウスウォッシュ
ウエルテック ジェルコートＦ 歯みがき剤 フッ素コート歯みがきジェル
ウエルテック リペリオ 歯みがき剤 歯ぐきを活性化し、歯周組織の回復を助ける歯肉炎・歯周炎予防ペースト
ウエルテック クリーニングジェル＜ＰＭＴＣ＞ 歯面研磨材 院内でのＰＭＴＣ専用、歯面研磨材
ウエルテック マウスリンス 口腔保湿剤 浸透力の高い口腔保湿リンス
ウルトラデント オパールエッセンス10％ ホームホワイトニング材 滞留性に優れたジェルによる快適かつ効果的なホームホワイトニング材です。
ウルトラデント ビスコスタット 滲出液抑制材 硫酸鉄と独自のブラシ付きチップにより秒速で滲出液を抑制します。

ウルトラデント ウルトラエッチJ エッチング材
セルフコントロールにより過脱灰を防ぐ、リン酸35％のエッチング材。適度な流動性で狙っ
た部位に塗布出来ます。

ウルトラデント ウルトラカルXSJ 水酸化カルシウムペースト
根管貼薬用水酸化カルシウム。29G(0.35mm)の極細チップで湾曲根管でも根尖付近にしっかり
貼薬。

ウルトラデント VALOキュアリングライト/コードレス LED光照射器
アルミ1本削りで丈夫な本体、4つの異なる波長域を持つLEDパネル搭載によりあらゆる歯科材
料を硬化する頼れる照射器です。

亀水化学工業 ペリフィット 動的リライニング材 床の延長、封鎖ができるリライニング材
亀水化学工業 バイトロックⅡ 開口補助、保持具 口腔ケアを行う際に開口保持ができます
亀水化学工業 デントクリ－ン 超音波義歯洗浄剤 着色義歯の漂白、除菌
亀水化学工業 スト－ンメルト 超音波義歯洗浄剤 義歯に付着した歯石の除去
亀水化学工業 スト－ンメルトジェル 義歯洗浄剤 義歯に付着した歯石の除去
モンサラット ドクターシンボル柄スクラブ<3311> 医療用スクラブ 医療関係のシンボルマークをプリントしたスクラブ。ブルー色。綿100％
モンサラット 救命医療EMS柄スクラブ<3312> 医療用スクラブ 救命医療のシンボルマークをプリントしたスクラブ。ホワイト色。綿100％
モンサラット 犬柄スクラブ<3236> 医療用スクラブ 可愛い犬達をプリントしたスクラブ。ホワイト色。綿100％
モンサラット ハワイアロハ柄スクラブ<3293> 医療用スクラブ アロハ生地をスクラブに仕立てました。ポリエステル65％・綿35％
モンサラット Teeth&Candy柄スクラブ<5621> 医療用スクラブ 歯とキャンディー柄がいっぱいのスクラブ。ドクターやスタッフに大人気。綿100％

ｸﾙﾂｧｰｼﾞｬﾊﾟﾝ カーラ　DSスキャン 3Dスキャナー
スキャナーにWindows内蔵。OSを搭載したコンピューター一体型スキャナである為,別途PCの
購入は必要ありません。

ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾃﾞｨｰｼﾞｰ DWX-4 ミリングマシーン
コストを抑えながらも高精度なCAD/CAM冠作成等を始めたい方に適したシステムです。ワック
ス・Zr・PMMAも加工可能。

ｸﾙﾂｧｰｼﾞｬﾊﾟﾝ
シグナム　ハイブリッドレジン　ブラ
ンク　プラス

歯科切削加工用レジン材料
保険適用CAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック。耐摩耗性、強度を有しながらも研磨性が向
上しました。

コムネット デンタルサポートシステム
「情報」「ツール」「人」の３つの柱で、歯科医院のコミュニケーション活性化による経営
向上をサポートいたします。

コムネット 患者説明手渡しツール すぐにお使いいただけるお役立ち＆患者説明手渡しツールです。
コムネット 患者説明ipadツール すぐにお使いいただけるお役立ち＆患者説明ipadツールです。

コムネット 患者説明ツール共有サービス
患者説明ツールをコムネット会員間で分かち合い、 コムネット会員同士で共有財産を作る仕
組みです。

コムネット 院内新聞制作サービス
歯科専門のノウハウを持ったコムネットが、原稿の執筆からデザイン制作、印刷までをおこ
ない、医院にお届けするレディメイド新聞です。

22 医歯薬出版(株)

23 (株)ウィルアンド
デンターフェイス

24 ウエルテック(株)

25 ウルトラデント
ジャパン(株)

26 亀水化学工業(株)

27 (株)桐山エンター
プライズ

28 クルツァージャパ
ン(株)

29 (株)コムネット
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ブース
No.

出展企業名 ブランド 主な出展品目 一般的名称 商品説明・特徴

Oro Clean
Chemi

オロシドマルチセプトプラス 器具用除菌洗浄剤 予備洗浄が不要な除菌洗浄剤で従事者の作業工程の簡素化と感染事故を防止します。

Oro Clean
Chemi

イソラピッド スプレー 表面用除菌剤 幅広い抗菌スペクトルと即効性のある急速除菌スプレーです。

Oro Clean
Chemi

アセプトプリントスプレー 印象用除菌剤 寸法精度や面荒れの影響なく、すべての印象材に適合します。

BANDELIN ソノレックス DT102H 超音波洗浄器 強力なスピード洗浄と優れた機能が搭載された高性能超音波洗浄器です。
佐藤歯材 クローバー歯垢染色液 ライト 歯垢染色剤 種類豊富な風味とスピットンや歯肉、唇に付着した染色液が除去しやすいライトタイプで

サンエス石膏 クロルアンカー 歯科印象用除菌固定材
クロルアンカーを使ったスタンダードプリコーションの実践により院内衛生管理に役立ちま
す。

サンエス石膏 スムースメーカー 歯科印象用滑沢剤 採得後の印象体に使用することで石膏模型の表面を滑沢にします。
サンエス石膏 ＮＥＷアルジスター アルジネート印象材 口腔内でだれにくく硬化後外しやすい患者さんにやさしい印象材
サンエス石膏 ALリムーバー トレークリーナー 縮めてはがすタイプのトレークリーナー素早く処理できます。
サンエス石膏 貼り付け模型台だいちゃんシリーズ 貼り付け模型台 作業時間の短縮、効率アップに
サンスター ﾍﾟﾘｵｸﾘﾝ歯科用軟膏 歯周病治療薬 歯周ポケット内の細菌を量的かつ質的に改善する歯科用薬剤
サンスター ﾊﾞﾄﾗｰ ﾌﾛｰﾃﾞﾝﾌｫｰﾑＮ，Ａ酸性２％ フッ素歯面塗布剤 う蝕予防に泡タイプのフッ素歯面塗布剤(中性タイプ、酸性タイプ)

サンスター
ｶﾞﾑ・ﾌﾟﾛｽﾞ歯間ﾌﾞﾗｼL字型アソートＢＯ
Ｘ　50P

歯間ﾌﾞﾗｼ エッジでかきとる抗菌三角毛のL字歯間ブラシの指導用アソートＢＯＸ

サンスター ｶﾞﾑﾃﾞﾝﾀﾙﾘﾝｽ500Mﾚｷﾞｭﾗｰ、Lﾉﾝｱﾙｺｰﾙﾀｲﾌﾟ 液体ﾊﾐｶﾞｷ
治療中から治療後の患者様用の歯周病予防用デンタルリンス。インプラントの方にもおすす
めです。

サンスター ﾊﾞﾄﾗｰ ﾊﾌﾞﾗｼ#025M、Ｓ 大人用ﾊﾌﾞﾗｼ 業界最薄　超薄型ヘッドのハブラシ。小さく薄いハブラシで妊婦さんにもおすすめです。

UNIVET UNIVET双眼ルーペ 拡大鏡
ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞで製造するTTL式双眼ﾙｰﾍﾟ、　診療に応じて下方角度が調整可能なFLIP-UPﾀｲﾌﾟを販
売しております。

ビュートリック ハリケインゲル歯科用20% 歯科用局所麻酔剤 即効性で適度な持続性、苦味を緩和するﾐﾝﾄﾌﾚｰﾊﾞｰ、適度な粘稠性で塗布操作が容易です。

EVE EVE　ダイヤポルツイスト 歯科用ｺﾞﾑ製研磨材
ｼﾞﾙｺﾆｱ・二ｹｲ酸ﾘﾁｳﾑｶﾞﾗｽｾﾗﾐｯｸ・ﾎﾟｰｾﾚﾝ・ﾒﾀﾙ・そしてﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾚｼﾞﾝ等の中研磨から最終光沢
研磨をおこなえるﾌﾞﾗｼ状ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎﾟﾘｯｼｬｰです。

サンデンタル ポスチャースクリーン 姿勢評価スクリーン
歯の治療だけではなく、不正咬合や患者様の態壁(悪い生活習慣)からくる姿勢の変化を記録
し、評価するためのスクリーンです。患者様の口腔内だけでなく全身の「健口」を考える先
生方にお勧めします。

サンデンタル MINTスケーラー 歯科用ｷｭﾚｯﾄ
ｷｭﾚｯﾄを持つ時の指の位置にMINTﾏｰｸがあり、ｴｯｼﾞを的確に感じ、きちんとしたｴｯｼﾞﾜｰｸを行う
ためのｷｭﾚｯﾄｽｹｰﾗｰです。

サンメディカル スーパーボンド 接着性レジンセメント スーパーボンド超使いこなしガイドを進呈します。
サンメディカル バルクベース ハード 歯科裏層用高分子系材料 裏層から最表層まで一括充填が可能になりました。
サンメディカル ＭＳコート Ｈｙｓブロックジェル 知覚過敏抑制剤 ジェルタイプで簡単操作になりました。
昭和薬品化工 オーラ注歯科用カートリッジ 歯科用局所麻酔剤

昭和薬品化工 アジスロマイシン錠250㎎「ＣＨＭ」
マクロライド系抗生物質製
剤

昭和薬品化工 ヒノポロン口腔用軟膏 歯周疾患治療剤

昭和薬品化工 フロリードゲル経口用２％
口腔・食道カンジダ症治療
剤

昭和薬品化工 ペリオフィール歯科用軟膏 歯科用抗生物質製剤
3M スコッチボンドユニバーサル 接着材 プライマー不要の歯科用マルチ接着材
3M リライエックスユニセム2 レジンセメント 長期成績が良く、信頼のセルフアドヒーシブ
3M リライエックスアルティメット レジンセメント 処理剤が１つですべてに協力に接着するセメント

3M
フィルテックシュープリームウルトラ
フロー

ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾚｼﾞﾝ 1本で、ローフローからハイフローまで

3M クリンプロ予防ペースト 予防材料 フッ素リンカルシウム同時配合で、う蝕予防に最適
セデント サイコリッチＴ－７０ 混合ガス麻酔器 歯科恐怖症、小児、嘔吐反射、有病者、インプラント術時など…笑気吸入鎮静器
セデント バイタルセンサーＳ－ＤＶＢ 生体情報モニタ 診療中での全身管理、医管Ⅱなどに
セデント バイタルセンサーＳ－ＤＶ 生体情報モニタ 診療中の全身管理、心電図測定に
Scican ステイティム2000　Ｇ４ 滅菌器 器具に優しいハイスピード滅菌器
Scican オプティム33ＴＢ　WIPES 除菌ワイプ 洗浄力、除菌力抜群、チェアー・ユニット周りの清拭に最適

30 佐藤歯材(株)

31 サンエス石膏(株)

32 サンスター(株)

33 サンデンタル(株)

34 サンメディカル
(株)

35 昭和薬品化工(株)

36 スリーエムジャパ
ン(株)

37 (株)セキムラ
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ブース
No.

出展企業名 ブランド 主な出展品目 一般的名称 商品説明・特徴

セルフメディカ
ル

Ｐｏｓｅｉｄｏｎ（セントラルタイ
プ）

中性電解水生成装置 ユニット給水ライン微生物汚染対策として中性電解水「ポセイドン」をご提案します。

セルフメディカ
ル

Ｐｏｓｅｉｄｏｎ（Ｓタイプ） 中性電解水生成装置 ユニット給水ライン微生物汚染対策として中性電解水「ポセイドン」をご提案します。

アクアメディカ
ル

ＥＯ－００５ 電解酸性機能水生成器 酸性とアルカリ性の２つの電解機能水を生成する機器をご提案します。

ソフトテックス 歯科総合システム V3（ブｨスリー） 訪問・介護にも対応の歯科総合システム
ソフトテックス 保険証自動読み取りシステム 新保険証くん 保険証を自動読み取り
ソフトテックス 歯周検査・管理システム D-Aec（ﾃﾞｨｰｴｰｽ） 検査結果を患者様に視覚的に説明できます
大榮歯科産業 サイクルJr サンドブラスター 研磨材の補充がいらない循環方式
大榮歯科産業 ロコモ スチームクリーナー コンパクト設計で省スペース、噴射力は抜群のｽﾁｰﾑｸﾘｰﾅｰ
大榮歯科産業 ｴﾝｾﾞﾙﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ 歯科用小型ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ 6段階の振動調整可能な卓上型バイブレーター
大榮歯科産業 S-sleep DENTAL 二次曲面流体まくら 上向き寝相をサポートし歯口の圧迫を減らすまくら
下村石膏 カタメナ デジタル混水計量器 定価￥15.000石膏、埋没剤の混水軽量が簡単操作
シオダ 治療用ﾋﾟﾝｾｯﾄ上顎用#SP ｾﾚｰｼｮﾝ付 歯科治療用ﾋﾟﾝｾｯﾄ 【新商品】繊細なﾀｯﾁで先端精度良好。先端ｷｻﾞ付。
シオダ  ﾗｳﾝﾄﾞｴｷｽｶﾍﾞｰﾀｰ 歯科用ｴｷｽｶﾍﾞｰﾀ ｽﾌﾟｰﾝｴｷｽｶ。先端直径1.2mmで狭い切削部に対応
シオダ ｸﾗｳﾝﾘﾑｰﾊﾞｰ 歯科用起子及び剥離子 ｸﾗｳﾝ撤去の大定番。支台歯への負担が少ない
シオダ ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(ｼﾘｺﾝﾊﾝﾄﾞﾙ) 歯科用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ﾊﾝﾄﾞﾙがｶﾗﾌﾙなｼﾘｺﾝ製。規格ごとに5種類色分け
シオダ ﾅﾉｸｲｯｸ（除菌・消臭・洗浄ｸﾘｰﾅｰ） 【新商品】芽胞を10秒で99.99%除去。B肝、C肝にも対応。
DOF FreedomHD 3Dスキャナー DOF社独自のSSS方式を採用し、模型を置くだけでスピーディーなスキャンが可能です。

ﾃﾞﾝｹﾝﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ なんちゃんミニ 咬合提軟化器
ワックス咬合提が、短時間・均一に軟化を行えます。訪問診療を考慮した、小型軽量設計で
す。

ﾃﾞﾝｹﾝﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ スウィーティー 吸引装置
静音性が高く、口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性に優
れます。

ﾃﾞﾝｹﾝﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ キャスコムS 高周波鋳造機
高周波出力が自由に設定が出来る事で鋳造タイミングがとり易く、オーバーヒートが少ない
品質の高い鋳造体が得られます。

ﾃﾞﾝｹﾝﾊｲﾃﾞﾝﾀﾙ アットブラスター サンドブラスター 幅30cmのコンパクト設計。約15分のサンドブラストで埋没材や酸化膜を綺麗に除去できま
デントレード ホワイトポスト ファイバーポスト 品質基準の明確な保険適用品の中で最も低価格なファイバーポスト
デントレード ボンディングテープ 歯牙固定用補強材 緊急対応の必要な外傷歯の固定処置に最適なグラスファイバー繊維の動揺歯固定用補強材

デントレード DPU lèger（レジェ） 歯科用ユニット
待望の低価格、軽量、コンパクトなマイクロモーター仕様の訪問診療用ユニットがスタイ
リッシュなデザインで！

デントロニクス デントロイド　各種 寒天印象材 フロー、粘度、弾力、強度特徴をもつ５種類の寒天印象材をご覧ください。
デントロニクス カートリーエース 電動注射筒 手の平全体にフィットする形態により、ブレにくい安定したホールドができます。

デントロニクス えがおライト 額帯灯
太陽光に迫る演色性Ra95と自然で正確な光を実現。歯科専用の散光セッティングにより最適
な光分散を実現

デントロニクス キチリ 電子混水比天びん 簡単な操作で正確な混水比に達します。
デントロニクス トゥルースミラー 歯鏡 短時間で快適に口腔内撮影ができるミラーです。
エメスコ ＥＭＣクラウンバスター メタルクラウンン除去専用バー。ヘッドが小さくネックが太いので折れにくい設計
エメスコ 技工用バー　スーパーカッター 独自の焼結製法により高い曲げ強度と鋭利で強靭なブレード
シグマ 滅菌バック各種 ロール・パウチタイプ　種類が豊富インジケーターインクには無公害水性インクを使用
タケトラ サージマスクＣＰ コストパフォーマンスに優れた高性能マスク
フェニックスデ
ント

ＡＰＴ－３ タッチバーナー 連続燃焼機能付きタッチバーナー

東京技研 アルテオF型 口腔外バキューム 歯牙切削時の飛沫粉塵を吸引します。
東京技研 アルテオS 口腔外バキューム 使用場所へ移動させて飛沫粉塵を吸引します。
東京技研 クリアマウスプラス 脱着式研磨BOX アルテオへ装着しBOX内で研磨します。
東京技研 メディカルライトエアー 空気清浄機 光触媒・へパフィルターで浮遊粉塵をキャッチします。
東京歯科産業 CMファイル NiTiファイル マルチプルユースの形状記憶製のNiTiファイル。

東京歯科産業 EDMファイル NiTiファイル
マルチプルユースの形状記憶製のNiTiファイル。放電加工による新しい特性ををもつワン
ファイルシステム。

東京歯科産業 口腔内バキューム　カルモ 口腔内バキューム 移動式の口腔内バキュームです。
東京歯科産業 シトラバスター 除菌・抗菌剤 ノンケミカルで安全性がすごく高く、さらに持続性のある除菌抗菌剤。
東京歯科産業 マルチピエゾ 超音波スケーラー 多目的に使える超音波スケーラーです。

38 (株)セルフメディ
カル

39 (株)ソフトテック
ス

40 大榮歯科産業(株)

41 (株)タスク

42 デンケンハイデン
タル(株)

43 (有)デントレード

44 (株)デントロニク
ス

45 東海歯科器材(株)

46 (株)東京技研

47 東京歯科産業(株)
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ブース
No.

出展企業名 ブランド 主な出展品目 一般的名称 商品説明・特徴

トクヤマデンタ
ル

ボンドマーライトレス 接着材料
光照射不要の高速化学重合ボンディング材。歯質だけでなく、CAD/CAM冠・セラミック・金属
の前処理としても使用可能な万能接着材。

トクヤマデンタ
ル

エステライト ユニバーサルフロー コンポジットレジン
3種類の流動性バリエーションをラインナップしたカメレオン効果（色調適合性）に優れたフ
ロアブルレジン。

トクヤマデンタ
ル

エステコア 支台歯築造材料
象牙質に近似した切削強度をもつ支台築造用レジン。ボンドマーを使用することで光照射に
頼らない接着を実現。

トクヤマデンタ
ル

トクヤマ リベースⅢ 義歯床用硬質裏装材 低発熱・低刺激・低臭気を実現したトクヤマデンタルのロングセラー裏装材。

トクヤマデンタ
ル

APミキサーⅢ アルジネート練和器 固さ調節可能なアルジネート自動練和器で作業時間を大幅に短縮できます。

まがる歯ブラシＢａｂｙ
APT ＺＯＯ シリーズ
クロス クラウンリムーバー・ワムキー
フレア 歯科用放射線防護衣
ECBO 生体情報モニター
ナカニシ Z95L コントラ ・手に吸い付くようなグリップ感　・高い静音性と確かな耐久性　・２年保証付き
ナカニシ Z900L エアータービン ・高いトルクを実現　・各社カップリングに対応　・２年保証付き

ナカニシ バリオス970LUX 超音波スケーラー
・スリムで持ちやすいLED付きハンドピース　・豊富なラインナップのチップ　・歯面の状況
に応じた思い通りの操作が可能

ナカニシ VIVA ace 歯科用ユニット ・女性でも持てる軽さとコンパクトさ　・スピーディな準備・片付け　・楽々メンテナンス
ナカニシ ｉCare メンテナンスシステム ・全自動注油機　・誰でも確実な注油・洗浄　・低いオイルのランニングコスト
ニッシン フィジオクリーンキラリ錠剤 義歯洗浄剤 中性の家庭用義歯洗浄剤。汚れに強いです。
ニッシン フィジオクリーン歯石くりん 義歯洗浄剤 歯石を落とすことのできる唯一の義歯洗浄剤。
ニッシン フィジオクリーンプロ歯石用Ⅱ 義歯洗浄剤 強力に歯石を落とすことのできる院内用義歯洗浄剤。
ニッシン ポストフリーコア 歯科用支台築造材料 チェアタイム、コストパフォーマンスに優れたコア材。
ニッシン シンプルマネキンⅢ シミュレーター 院内での歯科模型を使用した練習に最適なマネキン。
オラスコ アイズーム　矯正なし 拡大鏡 ３倍・４倍・５倍と帰られるルーペです。
スパーク ＬＥＤライト 光照射器 コードレス・タッチスイッチのLEDライトです。
ピエラス プロポリンス　デンタル　各種 洗口剤 蛋白（ミュータンス菌）をカテキンで固めて口腔外に出します。
ｿﾝﾔﾝｲﾝﾀｰ ｶﾞﾘﾚｱﾝﾙｰﾍﾟﾏﾙﾁ ｾｯﾄⅡ(LEDﾍｯﾄﾗｲﾄ付) 双眼ﾙｰﾍﾟ 安価でありつつ高性能なﾙｰﾍﾟ。新色ﾌﾚｰﾑとしてﾋﾟﾝｸを追加ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ。

ﾚﾝﾌｪﾙﾄ ｻｲﾚﾝﾄｺﾝﾊﾟｸﾄCAM CAMﾕﾆｯﾄ専用 技工用集塵器
静音設計で小型CAMﾕﾆｯﾄ専用の集塵器です｡ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙを接続することにより、CAMﾕﾆｯﾄと
の連動が可能です。ﾀﾞｽﾄﾊﾟｯｸが不要で経済的！

ｴｰﾃｨｰﾃﾞｨｰｼﾞｬﾊﾟ
ﾝ

JDSｼﾞﾙｺﾆｱﾃﾞｨｽｸ ﾏﾙﾁﾚｲﾔｰ 歯科切削加工用ｾﾗﾐｯｸｽ
ｼﾞﾙｺﾆｱの5層ﾚｲﾔｰが強く、美しい修復を創り出します。前歯部ｸﾗｳﾝから臼歯部ﾌﾞﾘｯｼﾞまで、幅
広い用途に対応。

日本歯科商社 JDSﾌﾚｯｼｭ 歯科医院専売歯ﾌﾞﾗｼ
国産品でありながら患者さんがお求めやすい価格を実現した歯科医院専用歯ﾌﾞﾗｼです。ｿﾌﾄと
ﾐﾃﾞｨｱﾑの2種類をご用意いたしました。

ｸﾛﾀﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ｼﾞｭｴﾙ 歯科予防治療用ﾌﾞﾗｼ
3形態からなるｶﾗｰﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞﾌﾞﾗｼで、歯面清掃研磨時に硬さの違う4色の素材から口腔内状態に
合わせて使用できます。

ニシカ お口を洗うジェル 口腔ｹｱ用ｼﾞｪﾙ
お口の汚れを軟化させてからめとる、口腔ケア用ジェルです。誤嚥リスクを低減しつつ効果
的な汚染物除去が期待できます。

ニシカ プロネスパスタアロマ フレーバー各種 歯科用表面麻酔剤
4種の香りからお選びいただける表面麻酔剤で、適度な粘稠性を有する水溶性ペーストを基剤
としているので、液だれの心配がなく、麻酔部位を限局できます。

ニシカ
テトラサイクリン・プレステロン歯科
用軟膏

歯科用抗生物質製剤
抗生剤（テトラサイクリン）に加え、抗炎症剤（プレステロン）を配合。カートリッジタイ
プ（院内処置用）・チューブタイプ（投薬用）の2形態がございます。

ニシカ ニシカキャナルシーラー 歯科用根管充填ｼｰﾗ
誰が練っても、いつも同じ仕上がり。軽く練和するだけで根管充填に適したペーストが得ら
れます。またユージノールによる鎮痛効果や抗菌作用が期待できます。

ニシカ ニシカキャナルシーラーN 歯科用根管充填ｼｰﾗ
ユージノールによる組織刺激性やレジン重合阻害を気にせず使用できます。ほとんど臭いが
ありません。

ネオ製薬工業 ｶﾙﾋﾞﾀｰﾙ 水酸化カルシウム製剤 新たな文献『難治性根尖性歯周炎』をご一読頂き、見直してみませんか!?
ネオ製薬工業 ｴｳﾞｧﾀｯﾁｽｰﾊﾟｰ ｾｯﾄ EX 義歯床用長期弾性裏装材 シリコーン系長期弾性裏装材で唯一、補修が可能です。
ノーザ ＷｉｓｅＳｔａｆｆ９Ｐlus 電子カルテシステム いつもの治療入力操作で簡単に電子カルテが作成可能。

ノーザ 予約Premium 予約管理システム
業務効率化はもちろん集患、無断キャンセルの低下も実現する予約管理システムのプレミア
ムモデル。

ノーザ Ｈｉ－visual プレゼンテーションソフト 「伝える」から「伝わる」へ。　画像を取り込みその場で説明、その場で印刷。

48 (株)トクヤマデン
タル

49 内外歯材(株)

50 (株)ナカニシ

51 (株)ニッシン

52 (株)日本歯科工業
社

53 (株)日本歯科商社

54 日本歯科薬品(株)

55 ネオ製薬工業(株)

56 (株)ノーザ
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ブース
No.

出展企業名 ブランド 主な出展品目 一般的名称 商品説明・特徴

ビーブランド デントムース 義歯除菌洗浄剤
短時間で口腔内細菌から真菌までしっかり除菌。矯正装置・マウスガード・義歯の除菌洗浄
に。

ビーブランド サホライド液歯科用３８％ う蝕進行抑制
歯科用医薬品。平成２８年度から高齢者の根面う蝕・残根処理で保健請求できるようになり
ました。

ビーブランド 歯科用ＴＤゼット・ゼリー 口腔内局所止血剤 歯科用医薬品。口腔粘膜損傷の小出血全般に適応がある
ビーブランド オルテクサー口腔用軟膏０．１％ 口腔粘膜治療剤 歯科用医薬品。口腔粘膜に対する付着が良好。淡いレモン味。保健請求ができます。
ビーブランド ハイザック 口臭防止アイテム ニオイの原因「VSC」を抑制。
Bien Air EVO15 CA1:1L (等速ライト付） コントラ スイス製　4点注水等速コントラ、芯ブレの少ないハンドピース
Bien Air EVO15 CA1:5L (5倍速ライト付) コントラ スイス製　5倍速ヘッドの発熱防止、芯ブレの少ないハンドピース
Bien Air トルネード　タービン エアータービン スイス製　30Wハイパワータービン

ピカッシュ ピカッシュ装置 抗菌コーティング装置
義歯、マウスピース、矯正装置にナノ銀をコーティングし、3ヶ月菌が繁殖するのを抑制しま
す。

ピカッシュ ピカッシュ専用液 抗菌液
ピカッシュ ピカティース 歯磨剤 銀イオンパワーで口臭予防、口内浄化、菌を除去します

Hu-Friedy エバーエッジ2.0シリーズ スケーラー
コーティングなしでも、切れ味が長持ちし、シャープニングも可能なキュレット、スケー
ラーのシリーズです。

Hu-Friedy シックルスケーラーNEVI スケーラー
ベテラン職人と口腔解剖学を熟知した臨床家達の手によって開発されたシックルスケーラー
シリーズです。

Hu-Friedy サイドキック シャープナー 誰でも簡単にシャープニングができる自動シャープナーです。

Hu-Friedy ブラックラインシリーズ インスツルメント
歯周外科および口腔外科処置の効率性を高める外科用インスツルメントシリーズです。歯科
用切除メス、歯科用起子及び剥離子など

Hu-Friedy
マイクロサージェリー用インスツルメ
ント

インスツルメント マイクロ用ミラー、マイクロ用探針、マイクロ用エキスカベーターなど。

フラット レベルＤＸ－Ｄ 小型自動現像機 デンタルフィルム等現像用
フラット フラットバック ＩＰ専用保護カバー 特許　6038751号
フラット スマートグリップ Ｘ線撮影用デバイス 被爆軽減　衛生的　簡単操作
フラット スマートウィング 口内法撮影システム 新しい口内法撮影システム
保科製作所 デンタルエプロンＰＡＤ 防護衣 軽くて経済的
古澤工芸 モービルキャビネット キャビネット 必要最小限の大きさで、機能性・軽快さ・安全性を考慮し、デザインも優れたモービルで

古澤工芸 円柱モービルキャビネット キャビネット
天板にガラスを使用し、円柱形で柔らかな雰囲気を出し、光沢のある木目を使用し、高級感
あふれるようにしました。

古澤工芸 インプラント用モービルキャビネット キャビネット 天板の長さが2倍になり、使用範囲が広がります。片方づつ広げる事ができます。

Mytis Arrow Mytis Arrow Implant ﾏｲﾃｨｽｱﾛｰｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ
βーTCP共晶体でﾌﾞﾗｽﾄされた世界水準ﾚﾍﾞﾙの骨接触率を実現。感染症にも強く、安全かつ早
期な強固固定が可能

Mytis Arrow ツール&ドリル ｱﾛｰｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ用ｲﾝｽﾙﾂﾒﾝﾄ 歯科用ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ手術器具。操作し易く・滅菌可能で安全。
Mytis Arrow ArrowBone-βｰDental 骨再建ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ材 高純度β-TCPの骨補填材。多孔質顆粒構造により、早期の骨置換が可能

Mytis Arrow βパウダー 歯面研磨材
βーTCP100％の歯面研磨材。球状の粒子で歯面を傷つけず清掃可能。ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ周囲炎にも応用
されている

Mytis Arrow I・G・Pﾌﾗｯﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ 歯科用フラップホルダー 術者の視野を確保し、手術操作を容易にする

プロキシデント 指導用歯ブラシ（各種） 歯ブラシ
簡易包装の歯ブラシで安価。ブラッシング指導におすすめです。キャップを添付しています
ので、ご指導後装着してお渡しできます。

プロキシデント
フィックス・ワン（ワンタフト歯ブラ
シ）

歯ブラシ
ネック部分を曲げ戻し出来ますので、ご使用される方の使いやすい方向にその都度曲げられ
ます。

プロキシデント フロスちゃん デンタルフロス
大人用に比べ小さめのサイズ。隣接面のカリエスの予防や歯間清掃の動機付けに役立ててい
ただけます。柄の部分は危険の少ないようにキャラクターをつけています。

65 (株)ミック ミック MIC　WEB　SERVICE 歯科用ｶﾙﾃﾚｾｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
・◎MIC　WEB　SERVICE　・必要なサービスを自由に選択し買替不要なカルテソフト　（カル
テンジャー対応可能）　・◎他社UKEデーターコンバート対応可能　・他社からの乗り換えを
ご検討の方！！

66 睦化学工業(株) 睦化学工業

ウージョウ 位相差顕微鏡　ペリオビジョンⅡ 位相差顕微鏡
コストパフォーマンスの高い、位相差顕微鏡です。CCDカメラにＳＤカードスロットが搭載さ
れており、パソコンがなくても静止画、動画の記録が可能です。

ウージョウ ﾗﾎﾞﾕｰｽﾞﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟREACH（LED付） 技工用マイクロスコープ ロングアームですから自分のポジションですぐに使え、卓上の場所をとりません。
名南歯科貿易 ベネシル 技工用縮合型シリコン コストパフォーマンスの高い技工用縮合型シリコンです。

68 (株)メディアート メディアート

57
(株)ビーブランド
メディコーデンタ
ル

58 ビエンエアアジア
(株)

59 (株)ピカッシュ

60 ヒューフレディ
ジャパン(同)

61 (株)フラット

62 (株)古澤工芸

63 (株)ブレーンベー
ス

64 (株)プローデント

67 名南歯科貿易(株)
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ブース
No.

出展企業名 ブランド 主な出展品目 一般的名称 商品説明・特徴

安永コンピュー
タ

CephaloMetrics AtoZ 画像診断装置
矯正歯科、口腔外科、小児歯科向け分析診断ソフト。側貌・正貌で矯正と外科のシミュレー
ションが行えます。

安永コンピュー
タ

3DスキャナーOrthoSystem 3Dスキャナー
歯列模型を3Dでスキャンするスキャナーです。自動でスキャンとデジタル化を行います。
セットアップを行うための矯正向けのソフトウェア・パッケージです。

安永コンピュー
タ

ラテックグローブピンクボックス 歯科用グローブ
内側・外側ともクロリネーション（塩素処理）がされているので、とてもはきやすく作業も
しやすいタイプです。

安永コンピュー
タ

OSASミニスクリューⅡ アンカースクリュー
上顎骨、下顎骨に植立し、歯の移動をしやすくするために歯科矯正装置の固定源として使用
します。

安永コンピュー
タ

ヤスナガダイヤモンドバー ダイヤモンドバー
ダイヤモンド粒子はシャンクのまわりに均等に散りばめられているので振動が少なく、患者
さまへの負担を軽減しています。

山八歯材工業 ヤマハチファイバーポスト ファイバーポスト 健保適用品。コストパフォーマンスに優れています。
山八歯材工業 アルテサーノ 歯科切削加工用レジン材料 ＣＡＤＣＡＭ冠材料ハイブリットブロック
山八歯材工業 クーゲルホックアタッチメント ボールアタッチメント 構造がシンプルで破損のトラブルも少ないアタッチメントです。
山八歯材工業 レジンディスク 歯科用切削加工用レジン 審美性が高く研磨、艶出しが容易です。＊CADCAM用材料

山八歯材工業 ワックスディスク　α
歯科用キャスティングワッ
クス

ヒートショックでの埋没が可能。CADCAM用材料

YAMAKIN アイゴス コンポジットレジン
当社初のチェアサイド用材料。フッ素徐放性と高強度そしてスピーディーな研磨性を実現。
保険材料ではありながら高い審美性を併せ持つ「アイゴス」をこの機会に是非お試しくださ
い。

YAMAKIN アイゴスボンド 象牙質接着材
「高い接着強さ」と「歯面の湿潤状態に左右されにくい接着性」を実現したCR専用のボン
ディング材。新規開発の接着性モノマー（M-TEG-P）により高い接着強さを発揮します。

YAMAKIN マルチエッチャント エッチング材
従来のリン酸タイプとは異なる弊社独自の「リン酸モノマー」からなる歯科用エッチング材
です。補綴内面のクリーナーとしても使用可能です。

YAMAKIN スマイルライトMDP 口腔内写真動画撮影キット
「スマイルライトMDP」に「お手持ちのスマートフォン」をセットして頂ければ、手軽に素早
く簡単に口腔内の画像を撮影可能です。

YAMAKIN KZR シンファー ポーセレン焼却炉
デンケン社製のジルコニア専用ファーネス。軽量（29kg）かつコンパクトなため設置や移動
が簡単に行えます。液晶ディスプレイを使った、最大100パターンのスケジュール設定が可能
です。

吉野石膏販売 メガストーン 硬質石こう 硬化膨張0.07％　寸法精度に優れ、強度も高いので、効率よく技工作業が行えます。
吉野石膏販売 フィットインプレス アルギン酸塩印象材 アルギン酸カリウムを配合し、石膏模型製作に適したアルジネート印象材です。
吉野石膏販売 サクラカーバイトカッター　各種 技工用カーバイトカッター 窒化チタンコーティングを施し耐久性と切削性を向上させたカーバイトバーです。
吉野石膏販売 サクラポリッシャー  各種 ゴム系研磨材 各種　金属、レジン、ポーセレン、義歯まで幅広くお使いいただけます。
デンタルテクニ
カ

ノブレス LED重合機 1秒照射で硬化可能なハイパワーのLED光重合機です。

ライオン Check-Up 歯磨剤 フッ化物高濃度（1,450ppm）配合で改良新発売。フッ化物配合歯磨剤のスタンダード。
ライオン Brilliant more 歯磨剤 ステインを浮かせて落とす美白用歯磨剤。
ライオン DENT.EX systema 歯ブラシ 細くしなやかなスーパーテーパード毛の歯周病ケア用歯ブラシ。
ライオン DENT.EX 歯間ブラシ 歯間清掃用具 高い耐久性と操作性、7サイズの豊富なラインナップの歯間ブラシ。
ライオン Systema SP-T 含漱剤 口腔内及びのどを殺菌・消毒・洗浄する殺菌力に優れた希釈タイプの含漱剤。
ライテック ライトパターンＲ　各種 パターンレジン 光重合型のパターンレジンでべた付が有りません。
ライテック クラウンワックス　各種 キャスティングワックス カービング性能に優れたクラウンワックスです。
ライテック ＭＧ－２１　　各種 スプリント用材材 吸水性が無く、無味無臭のマウスガード材でラミネートも簡単です。
ライテック デジタルシートカッターＤＸ・ST シート成型後に模型を傷めずシートをカット出来ます。

ライテック テクニカルハサミ
シート成形後の細部加工用でシャープなカットが可能でブリップ部が大きく指が疲れませ
ん。

Ｎｅｏｂｉｏｔ
ｅｃｈ

ＩＳ-Ⅱ　active インプラントシステム いかなる骨質においても良好な初期固定を得る為の工夫が特徴

和田精密歯研 ＢｉｏＮａ
インプラントシミュレー
ションソフト

メタルア－ティファクトの無い美しい合成画像が特徴的なソフト

和田精密歯研 ＮＣアライナー マウスピース矯正 ５ステップ分を１度にお届けする2017年に新登場したマウスピース矯正
和田精密歯研 デジタル技工 補綴物 ジルコニアクラウン、レーザークラウン等最新の補綴物をご案内
和田精密歯研 ノンクラスプデンチャー＆金属床 義歯 人気のノンクラスプデンチャーと金属床のご案内

76 (一社)福井県歯科
衛生士会

77 (株)宇野

69 安永コンピュータ
システム(株)

70 山八歯材工業(株)

71 ＹＡＭＡＫＩＮ
(株)

72 吉野石膏販売(株)

73 ライオン歯科材
(株)

74 (有)ライテック

75 和田精密歯研(株)
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ブース
No.

出展企業名 ブランド 主な出展品目 一般的名称 商品説明・特徴

福井キャノン キャノン モニタリングシステム 院内セキュリティ
院内のセキュリティ強化、駐車場や不在時のカメラモニタリングで安全対策をご提案いたし
ます。

日本トリム トリムイオン グレース「GRACE」 電解水素水整水器
３つ（電解水素水・酸性水・浄水）の水で健康をケアする。管理医療機器として認証されて
います。

79 (株)ＡＤＩ．Ｇ

80 第一デンタル(株)

81 寺本歯科商事

78 (株)別田
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