テーブル
クリニック

お口の健康と素敵な笑顔作りのお手伝い

株式会社 モリタ

白水貿易 株式会社

トライオート ZX2

グレーシーチップ /
LMロンドプラスシャープナーシルバー

各社展示ブースにて
随時開催 !

2019

株式会社 松風

エアフロープロフィラキシスマスター

エアフロー、ペリオフロー、ピエゾン機能を備
え、ハイクラスなメインテナンスが可能です。

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。

シェードアップナビ

新しくチップのラインナップに加わりました、
スプラソンP-MA X 2専用の「グレーシーチッ
プ 」を 体 感して 頂 けま す 。電 動 シャープナー
「LMロンドプラスシャープナーシルバー」も体
感して頂けますので、今お使いの切れなくなっ
たキュレットをお持ちください。
（ おひとり様2
本まで）実機体験とシャープニングのコツなど
をお話させて頂きます。弊社ブースへのご来場
お待ちしております。

株式会社 日本歯科商社

SANAMI
DENTAL
FAIR

株式会社 ジーシー

オーラルクロマ（口臭測定器）

ルシェロ歯みがきペーストホワイト /
PTCペーストルシェロホワイト

口腔ガス中の主要な口臭成分とされる揮発性
硫黄化合物を硫化水素・メチルメルカプタン・ジ
メチルサルファイドに分離し、ガス濃度を測定
します。シリンジで採取した口腔ガスを本体に
注 入後、4分で 測 定 が 完了します。PCで 測 定
データを管理します。

清掃材「Lime粒子」を高濃度に配合した弱アル
カリ性のペースト。歯に沈着したステインを浮
かし、
効率よく優しくステインを除去します。
洗
口台を準備しておりますので、展示会にて体験
いただけます。

天然歯の色調を数値化するホワイトニング専
用測色器です。

ラボギア XL

トルクがあるのに手元がブレない低振動を実
現した技工用エンジンです。

各社テーブルクリニック体験、購入特典あります！ ぜひ、ご体感下さい！
出展会社 ご芳名

国道8号線

金沢駅港口↓

金沢駅港口↓

3月10日 日

会場

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］

9：00〜16：00

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、今年も春の訪れと共に「サナミ・デンタルフェア」開催のご案内をさせて頂きます。フェアでのメインコンセプトを「お口の健康と素敵
な笑顔作りのお手伝い」とし、昨年横浜で開催されましたワールドデンタルショーで発表された最新歯科医療器材の展示およびご紹介や、
→

至金沢東I.C

金沢駅↓

.C

諸江

浅野川

国道8号線

●浅野川中学校

割出
マンボウボウリング場●

金沢流通会館

●

ご挨拶

●
ファミリーマート

金沢問屋センター

3月9日 土
14：00〜19：00

●北國銀行

●
東芝

←至金沢西I

日時

問屋団地東口

問屋町中央

三口
問屋町

金沢信用金庫●

●北陸銀行
ホリカワ
●
●問屋町交番

↑至内灘

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 モリムラ
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）

問屋町西口 鞍月農協
●

株式会社ジオメディ
芝田薬品 株式会社
株式会社松風
アグサジャパン 株式会社
株式会社アサカ理研
昭和薬品化工株式会社
石福金属興業 株式会社
株式会社セキムラ
医歯薬出版 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
Ivoclar Vivadent 株式会社
株式会社インプラテックス
デンタルエイド株式会社
ウルトラデントジャパン 株式会社
株式会社デンタルダイヤモンド社
株式会社オーラルプラス
デンツプライシロナ 株式会社
株式会社デントロニクス
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 東海歯科器材 株式会社
株式会社 東京技研
カボデンタルシステムズジャパン ㈱
東京歯科産業 株式会社
亀水化学工業 株式会社
京セラ 株式会社
内外歯材 株式会社
クインテッセンス出版 株式会社
中川セラミックス株式会社
株式会社クエスト
株式会社ナカニシ
株式会社ニッシン
クルツァージャパン 株式会社
日本アイ・エス・ケイ株式会社
一般財団法人 口腔保健協会
株式会社日本歯科商社
佐藤歯材 株式会社
日本歯科薬品 株式会社
サンスター株式会社
サンデンタル 株式会社
ネオ製薬工業 株式会社
株式会社ノーザ
サンメディカル 株式会社
株式会社ジーシー
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JBA
株式会社アイデンス

株式会社ビー エス エー サクライ

↑至粟崎

株式会社アイディエス

株式会社ジェージーエス

↑至のと里山海道

株式会社アイキャスト

会場案内

至富山→

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。

株式会社

佐 波

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。
平成31年2月吉日

謹白

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

詳細はWEBで

佐波

検索

株式会社 佐 波
代表取締役社長 佐波
代表取締役専務 佐波

康久
秀康

SANAMI 2019 DENTAL FAIR イチオシ製品紹介
設備機器

株式会社 モリタ

シグノ T500

EXTARO 300

株式会社 モリタ

Er：YAGレーザー
アーウィンアドベール EVO

株式会社 ジーシー

株式会社 モモセ歯科商会

NEW！

コストパフォーマンスを
極めたデスクトップ型小型
3Dプリンター。

小 さく 、軽 くを 追
求し、操 作 性に配 慮
した、"歯 科用半 導体
レーザー「Sレーザー」
。レーザー出力（0,5
〜10 W）の 選 択の 幅
が広がり、生体 組 織
の「 切 開 」
「止 血」
「凝固」
「蒸散」を
サポート。

デジタル技工の優位性
〜CAD/CAM冠だけじゃない
CADソフトからの３Dプリンター活用法〜
モモセ歯科商会

山本 政治

海外で10年以 上の実績があり、デンタ
ルに最適化されたDLP方式、NextDent材料
に最適化された正確な造形が特徴です。液晶
パネルで使用材料を選択するだけで簡
単に使用できます。

小型軽量で手のひらサイズのルートZX
miniは、インスツルメントトレーの上な
ど、術 者の見やすい 場所におい
て使用できます。

NEW！

ライオン歯科材 株式会社

Brilliant more

歯周リスクに応じた

● 10：30〜12：00

明日から役立つ安全安心な歯科治療

● 13：00〜14：30

愛され、選ばれ続けるための
歯科医療接遇＆７つの秘訣

● 13：00〜15：00

株式会社 松風

NEW！

メルサージュプロソリッド
軽く、長時間操作でも疲
れにくいコードレスタイ
プ。超コンパクトヘッドで
口腔内の視野が広がり、
的確なPMTCをサポー
トします。

歯科医院で極上のリップケア！
白い歯の次は、豊潤唇に！

ウルトラデントジャパン 株式会社

次世代セルフケア処方
― 笑気吸入鎮静法を活用しよう！―

「根尖病変を治癒に導くポイント」
〜 一般開業医の視点から 〜

ライオン歯科材（株）歯科衛生士

小泉 マスミ

氏

日本歯科麻酔学会歯科麻酔専門医 日本大学歯学部歯科麻酔学講座兼任講師

見﨑

徹

先生

H.M ｓCOLLECTION 上級インストラクター・歯科衛生士

玉置

福岡県開業

倉富

まゆ
覚

氏

先生

特別
講演

Ivoclar Vivadent 株式会社

オパールエッセンス BOOST NEW！

デンタルエイド 株式会社

プログラマット EP5010

モデルトリミングディスク・ダイヤ
石膏模型が楽に削
れ 、刃が 長 持 ちしま
す。今ご使用中のモデ
ルトリーマーにご使用
できますダイヤモンド
替 刃を、取り揃 えて
おります。

違いを生む、プレス
ファーネス。

光照射不要の唯一のオフィス
ホワイトニングです。

今年もやります!

日

● 10：00〜11：00

氏

株式会社 モリタ

ルート ZX mini

軽量・静音・安定した
バキューム専用器です。
訪問診療にイチオシの
一品です。

ラシャスリップス

3Dプリンター BIO3D

3月10日

●17：00〜18：00

NEW！

ベストリコメンド

デンケン・ハイデンタル 株式会社

セミナ ー 案 内
土

米 国トップ シェアの
「キャビトロン」は、国内唯
一の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 の 分 散 されるため、
チップのすべての面を仕様
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。

3Dプリンター フォーム2

歯科用半導体レーザー
Sレーザー

痛みと振動が
少なく人にやさしい
レーザーEr：YAG
レーザー装置。

3月9日

VIVA Q

4万Hzの超音波で根管内をパワフル洗浄し
ます。洗浄専用器なので、用途毎にチップ
やモードの変更不要です。短時間で効
果的な根管洗浄が行えます。

信頼と実績の笑
気吸 入 鎮 静 器。
熟 成された機
能と使 いやす
さ で 安 心・安
全な診療を
サポートし
ます。

豊富 な 観 察 / 記 録 機 能と、
細部まで鮮明なライカレン
ズ 。歯 科 医 療 を 幅 広くサ
ポートする、歯 科 専用・多
機能マイクロスコープ。

株式会社 ナカニシ

大人気のブリリアントシリーズに
新フレーバー追加！

最先端機器

キャビトロンタッチ

洗練されたデザイン
とエアフロ ー・ペリオ
フロー・ピエゾン機能を
備え、ハイクラスのプロ
フェッショナル ケアが
可能です。

NEW！

セデント サイコリッチＴ-70

ライカ M320キャスター仕様

歯科用手術顕微鏡は、歯内療法をは
じめとした診 療に優 位な視 覚をも
たらしています。EXTARO 300は
歯科の診療を研究し、歯科のた
めに開発されました。

NEX エンドソニック

株式会社 セキムラ

株式会社 モリタ

1台でパノラマ撮影、セファロ撮影、CT撮
影が可能です。CT撮影は簡単な位置付
けと操作により、局所領域の撮影から、
フルマウスまで先鋭な画像を提供し
ます。さらに洗 練された多彩な画
像処理を活用することで、多角
的 な 診 断に役 立つことが
期待できます。

株式会社 ジーシー

プロマックス 2D/3Dは、1台でパ
ノラマ、セファロ、そして3D撮影を
可能にするall-in-oneタイプのX線撮
影装置です。プランメカ社がもつ先進
技 術を 洗 練さ れ たボディに集 約。ス
ペースレス設計が従来のX線室への
設 置を可能にするとともに、先 進
のテクノロジーによる3Dイメー
ジングという新しい診断価
値を提供します。

株式会社 モリタ

デンツプライシロナ 株式会社

NEW！

プロマックス

ポルシェデザイン哲学とモリタDNAの融合。洗練された
色、素材、細部までこだわった仕上げは、テクノロジーと
家具の共生そのもの。最も複雑な人間工学の要求を満た
しています。

株式会社 松風
NEW！
エアフロー
プロフィラキシス マスター

NEW！

日々の診療に不可欠
なハンドピースのメン
テナンス（注油・洗浄）を
自動で行います。手差し
のように、人による作業
のバラつきが無く安定
した メン テ ナンスを
提供します。

Visionをかたちに
機能と快適性の融合。

株式会社 ジーシー

北陸
初展示

ルブリナ2

KaVo エステチカ E70 Vision

金沢
初展示

X700＋3D

株式会社 モリタ

カボデンタルシステムズジャパン 株式会社

設!

特
サナミ
大特価コーナー
2日間 会場限定!

特価アイテム
目白押し!!

サナミ
書籍コーナー
豊富なラインナップを
揃えています。
ぜひ、
お立ち寄り下さい!!

×

女性
限定

− H A N D T R E ATM EN T SERVI CE −
★春の新製品コスメでメークサービス
★ハンドトリートメント
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。

