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株式会社アイキャスト
株式会社アイディエス
株式会社アイデンス
アグサジャパン株式会社
株式会社アサカ理研
石福金属興業株式会社
医歯薬出版株式会社
Ivoclar　Vivadent株式会社
株式会社インプラテックス
ウルトラデントジャパン株式会社
株式会社オーラルプラス
オカモト株式会社
株式会社オンワードクリエイティブセンター
カボデンタルシステムズジャパン株式会社
亀水化学工業株式会社
京セラ株式会社
クインテッセンス出版株式会社
株式会社クエスト
クラレノリタケデンタル株式会社
クルツァージャパン株式会社
財団法人　口腔保健協会
佐藤歯材株式会社
サンデンタル株式会社
サンメディカル株式会社
株式会社ジーシー
株式会社JBA
株式会社ジェージーエス

株式会社ジオメディ
芝田薬品株式会社
株式会社松風
昭和薬品化工株式会社
株式会社セキムラ
株式会社ソフトテックス
大榮歯科産業株式会社
太平化学産業株式会社
SDNIコスモ株式会社
デンケン・ハイデンタル株式会社
有限会社デンタルウェーブ
デンタルエイド株式会社
株式会社デンタルダイヤモンド社
デンツプライシロナ株式会社
株式会社デントロニクス
東海歯科器材株式会社
株式会社東京技研
東京歯科産業株式会社
内外歯材株式会社
中川セラミックス株式会社
株式会社ナカニシ
株式会社ニッシン
日本アイ・エス・ケイ株式会社
株式会社日本歯科商社
日本歯科薬品株式会社
ネオ製薬工業株式会社
株式会社ノーザ

白水貿易株式会社
株式会社メディ・パノラミック
株式会社ビー エス エー サクライ
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
ビエン・エア・アジア株式会社
株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ
株式会社フラット
株式会社ブレーンベース
株式会社プローデント
ペントロンジャパン株式会社
マニー株式会社
株式会社ミック
睦化学工業株式会社
有限会社ムラカミ プロダクツ
メディア株式会社
A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド
株式会社モモセ歯科商会
株式会社モリタ
株式会社ユヤマ
株式会社横山商会
吉野石膏販売株式会社
ライオン歯科材株式会社
有限会社ライテック
株式会社YDM
　　　　　　　　　　 （五十音順）

株式会社　佐　波
http://www.sanami-dental.co.jp/

金沢本店：金沢市尾張町2丁目９番5号
TEL：（076）232-3733　FAX：（076）222-0929
富山支店：富山市古沢206-1
TEL：（076）436-3733　FAX：（076）436-3730

佐波詳細はWEBで 検 索

出展会社  ご芳名 会場案内

テーブル
クリニック
各社展示ブースにて

随時開催 !

各社受講、購入特典あります！ ぜひ、ご体感下さい！

SANAMI 2018
DENTAL FAIR

お口の健康と素敵な笑顔作りのお手伝い

日時 ●

金沢流通会館金沢市問屋町2-61
TEL 076-237-0514 ［当日のみ 会場直通］

14：00～19：00 9：00～16：00

会場

3月10日 3月11日土 日

90th
Anniversary
Since 1927

謹啓　向春の候、ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別なるご愛顧を賜り、厚く御礼
申し上げます。
　さて、弊社では本年お陰様で創業90周年を迎えることになりました。これも偏に地元のお得意先様
のご愛顧とご支援の賜物と心より御礼を申し上げます。そこで、今回の『サナミ・デンタルフェア』は、周
年記念事業の一環として位置づけ開催させて頂きます。記念企画等もご提供できるように準備を進め
ておりますのでご期待下さい。
　今回のフェアも「お口の健康と素敵な笑顔作りのお手伝い」をメインコンセプトとし、昨年開催され
ました東京デンタルショーで出展された最新歯科医療器材の展示とご紹介、また日々のご臨床にお役
立て頂ける最新情報の発信など見応えのある内容にすべく準備を進めております。また、ご覧頂くだけ
ではなく実際に体感して頂けるテーブルクリニックや充実した内容の書籍コーナーなど企画展示を会
場内の随所にご用意致しております。併催のセミナーにつきましても先生方の関心の高いジャンルを厳
選し、スキルアップを図って頂ける内容となっております。また、特価販売コーナーでは規模ならびに企
画内容を共に拡充をいたし、お買求め頂きやすい内容で準備致しております。
ご来場を頂ければ、必ずやご満足頂けるものと確信を致しております。
　春先のお忙しい中とは存じますが、お誘いあわせの上ご来場賜りますことを社員一同心よりお待ち
申し上げております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白
　平成30年2月吉日

ご挨拶

株式会社　佐　波
代表取締役社長　佐波　康久
代表取締役専務　佐波　秀康

白水貿易 株式会社
P－MAX2

～URMチップの活用～

株式会社 モモセ歯科商会
バリオスコンビ Pro

スケーリング・ルートプレーニング
キュレットタイプ（H3、
H4R/L）のチップを用い
たスケーリングやデブラ
イドメントに使用する
（HY1メタルソフト）歯肉
縁下用のチップを用いた
ルートプレーニングなど
をご説明致します。

CAD/CAMシステムはもはや一部の先生のみが使う
特別な機械ではなく、臨床医の先生が通常診療で普
通に使用するツールとして急速に普及し、デジタル　
デンティストリーという言葉も定着してきておりま
す。セレックシステムは開発当初から口腔内カメラを
使用したワンデイトリートメントという独自のコンセ
プトを守り、新たな進化を遂げようとしています。こ
の機会にぜひご体感ください。

デンツプライシロナ 株式会社
X-スマート IQ

2017年11月に発売させて頂きましたX－スマートIQ
は、反復回転（レシプロケーション）と正回転の両方
が使用可能なコードレスの根管拡大装置です。
iPad miniと連動して
ご使用頂く事で各種
ファイルデータ、使用
手順をカスタマイズさ
せることが可能です。
またファイル使用時の
トルク値の可視化や、
患者様毎の使用記録
の保存が可能です。

株式会社 松風
エアフローマスターピエゾン

新しいメインテナンス
のアプローチ方法 GBT
（GUIIDED BOIFILM 
THERAPY）。ご使用い
ただきたい機種を、4種
類のパウダーで体感し
ていただきます。

アイスペシャルC－Ⅲ
どなたにでも、同じサ
イズの規格写真を撮影
していただける口腔内
撮影カメラを模型を使
用して体感していただ
きます。

キャビトロン

ウルトラデントジャパン 株式会社
VALO GRAND

株式会社 モリタ

セレック

多くの先生方よりご好評をいただいていますトライ
オートZX2は、拡大形成にEMR機能を連動、また今ま
で手用ハンドファイルで行っていた穿通・グライドパ
スをモーターで行えるOGP機能を搭載しています。
モリタブースでは、先生方にOGP機能、拡大形成を体
験いただけますので是非お立ち寄りください。

トライオート ZX2

この度、保険収載可能な
CAD/CAM、ノリタケカタ
ナシステムの体感会を企
画いたしましたので、ご案
内いたします。実際にス
キャン～ミリングまで当日
見ていただけるものと

なっています。従来のジルコニア・CAD/CAM冠専用
のCAD/CAMシステムをお考えの先生のみならず、
技工のシステム化・効率化をお考えの先生にも、是非
お奨めしたいシステムとなっております。

カタナ

VALOはカスタムメイドの多波長LEDを使用して、す
べての光重合型歯科材料の硬化を可能にする395～
480nmの波長域の可視光を出力します。この可視光

は、高品質のハロゲンライ
トと同様に、ポーセレンを
透過し、下層部のレジンセ
メントも硬化できます。ま
た航空機にも使用されるア
ルミニウムを削り出し、耐久
性、熱の放出性に優れてい
ます。
新製品のVALO GRAND
コ ードレス は 、従 来 の
VALOに比べ、150%拡大
されたレンズを搭載し、直
径約12ｍｍのレンズは、約
10ｍｍの臼歯部へもより
効率的に光照射可能となる
よう設計されました。

米国トップシェアの『キャ
ビトロン』は、国内唯一の
磁歪式（マグネット式）の超
音波スケーラーです。チッ
プ先端は楕円状の振動を
行い、この振動の運動エネ
ルギーは全方向に分散さ

れるため、チップのすべての面を使用することがで
き、効率的なスケーリングが可能になります。

バリオスコンビ Pro
は、超音波スケー
ラーと縁上・縁下に
使用するパウダーデ
バイスを1台に凝縮
しました。
超音波スケーラー

にはさまざまな歯石を除去する「iPiezo engine」を
搭載。パウダーシステム(プロフィー・ペリオ)では効率
の良いパウダー噴射でスピーディーに歯肉の縁上～
縁下をクリーニング。歯周治療からメインテナンスま
で、プロフェッショナルケアにとって効率的な連携を
サポートします。
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特別
講演

株式会社 ジーシー 大阪支店　歯科衛生士
山根  あずさ  氏

有限会社ハグクリエイション代表　口腔科学修士 歯科衛生士

柏井　伸子  先生
歯科医院の感染管理と経済効果
　　 その取り組みが成功へのカギ

日本大学歯学部保存学教室修復学講座

宮崎　真至  先生
株式会社 松風・EMS

小林　早紀  氏

株式会社 松風・EMS

小林　早紀  氏

これで解決！口腔内撮影
～5枚法で撮影してみませんか？～

患者様を笑顔に導く！
歯科予防の新しいアプローチ“GBT”の8ステップ

NEW！

NEW！

NEW！

初出展

初出展

ベストセラー イチオシ

特価アイテム目白押し!!

特設!
今年もやります!
サナミ大特価コーナー

CAD/CAM機器

ベストレコメンド

設備機器

2日間 会場限定!

Visionをかたちに
機能と快適性の融合。

株式会社 ジーシー
イオム REGALO

カボデンタルシステムズジャパン 株式会社
KaVo エステチカE70 Vision

カボデンタルシステムズジャパン 株式会社
KaVo OP 3D Vision

株式会社 モリタ
スペースラインEX

株式会社 モリタ
トライオートZX2

株式会社 モリタ
エアフローハンディ3.0シリーズ

株式会社 YDM
estシリーズ

各社インスツルメント取り揃えております !!
この機会にぜひお手にとってご体感下さい !!

×

株式会社 GC
セラスマート300

ライオン歯科材 株式会社
チェックアップ
シリーズ

Ivoclar Vivadnt
株式会社

プログラマット
EP5010

株式会社 松風
アイスペシャルC－Ⅲ

株式会社 松風
ビューティフィル
フロープラスX

株式会社 松風

株式会社 松風

株式会社 ジオメディ

スパークSLT

デンタルエイド 株式会社
デムコ高速レーズ

株式会社 ナカニシ
バリオスコンビ Pro

株式会社 モリタ
ベラビュー X800

株式会社 モリタ

CEREC AC
オムニカム

CEREC MC

DWX-4

トリオス3

Identica T500

株式会社 モモセ歯科商会

3M™
トゥルー デフィニション
スキャナー

S-WAVE
スキャナーE3

～Human　Centered Design～「人が中心」

人間工学に基づいた人に
優しい有機的なデザイン
と、診療形態の多様性を
追求し、誕生しました。豊
富なオプションと幅広い
カスタマイズに対応して
います。

根管長測定機能付きモー
ター。穿通、グライドパ
ス、形成をモーターで行
い、根管長測定機能との
連動により目的の作業長
までの形成が可能になり
ました。

精密な高速研摩
と信頼性を提供
しコンパクトなサ
イズでよい品質
基準の高速グラ
インダーです。

歯科診療での使いやすさを
追求したデザインです。

“人が中心”という不変のテーマはそのままに、ユニバー
サルデザインを根幹とし、より一層の機能性、操作性、快
適性を追求した新たな「Spaceline」が誕生しました。

90th
Anniversary
Since 1927

「機能性材料が可能とする審美歯科治療」
～日常の臨床に生かせる製品選択のポイントとその実際～

歯科衛生士が選ぶ
トータルプロフェッショナルケアセミナー

有限会社 アートセラミック代表
杉山  雅和  氏

ジルコニアワーク最前線
　～ここまで出来る！色調再現テクニック～

CT撮影に加えパ
ノラマ／セファロ撮
影を1台で可能にした
All－in－oneタイプのX
線診断装置。チンレスト
の高さが865mmまで
下がるので、車椅子の
患者さんにも対応
できます。

快適にできる患者さ
んに優しいバウダーク
リーニングです。縁上の
歯面清掃はもちろん、歯
周ポケット内のバイオ
フィルムまで除去するこ
とを可能にした歯面
清掃用器具です。

高画質、低線量、広範囲撮影と三
拍子揃った機能を持ち、導入時の3D
撮影領域をV8・V10ならびにV17シ
リーズから選択することが可能となり
ました。3D撮影領域は臨床ニーズに応
じてアップグレードすることが可能で
す。最適な3D撮影領域の選択はより
確実な投資を支援し、アップグ
レード可能な3D撮影領域は
将来への拡張性をより
確実にします。

違いを生む、
プレスファーネス。

「すぐれた研磨性」「摩耗後に
おける艶の発現」を実現させ
たインジェクタブルハイブ
リッドレジンです。

超音波スケーラーとパウダーデバイス。
幅広いプロフェッショナルケアに対応
する2つの高機能ツールを、この1台
に凝縮しました。

チェックアップシリーズが従来
の950ppmから1450ppmと
高濃度フッ化物配に改良と
なり発売されました。

「特定医療保険材料 058　
CAD/CAM冠用材料（II）」の
定義を満たした大臼歯用
CAD/CAM冠ブロックと
して健保適用になりま
した。

従来品と比べ内刃では約1.5
倍、外面では約2倍の平滑度を
実現し、最初からシャープで
安定した切れ味を持続さ
せることができます。

ルーペおよびメガネに装着して使用する、
計量・小型のコ一ドレス額帯灯です。

－  HAND TREATMENT SERVICE －

女性
限定

ポーラ独自の美容理論に基づいた手法で、
丁寧にハンドケアを行います。
是非この機会に一度
ポーラのハンドトリートメントサービスを
お試しになりませんか？
リラックスいただきながら、
くつろぎの時間をお過ごしください。


