リニューアル感謝フェア 併設セミナー

ヨシダ 横浜営業所

3D・CAD/CAM セミナー

3D画像による診査診断と、日常臨床に役立つ
CAD/CAMシステムの活用ポイント
講師:

関 千俊 先生 (さいたま市開業)

■日

時 ： 平成27年9月13日（日） 10：00〜12：30

■会

場 ：（株）ヨシダ 横浜営業所 3階セミナールーム

■定

員 ： 20名（定員になり次第締め切らせていただきます）

横 浜ショー ル ー ム

リニューアル 感謝フェア

■受講料 ： 無 料

■お申込先 ：（株）ヨシダ 横浜営業所（担当：浅羽）
横浜市南区花之木町2-35

TEL.045-712-9411

水

CAD/CAM無料お試し
キャンペーン

残留塩素を補正し、

トライア
ル
レポート
つき！

院内により衛生的な給水環境をご提供致します。

ブロック・トレー 代が無 料となります。

ウォーターライン除菌装置
ポセイドン

1
2
3

咬合印象または上下の石膏模型をご用意
いただき、貴医院担当のヨシダ営業マンに
お渡しください。

○

ラウンデッドショルダー

ポセイドン

平成27年 9月13日
（日）

9：30〜17：00

横浜営業所

（最終受付：16：00）

鋭利な部分

●会場（株）
ヨシダ

横浜営業所

3F 新ショールーム

横浜市南区花之木町2-35 TEL.045-712-9411

！ ブロック、納期の指定はできかねます。

●主催
完成した修復物をトライアルレポートと
伴わせて貴医院に納品いたします。
修復物は見本であり、患者使用は不可となり

横浜営業所 横浜ショールーム リニューアル感謝フェア「来場ご予約」お申込書

！ ます。原則として、石膏模型上でご検証いた
だきますようお願いいたします。

申込FAX：045-712-5811
（ご希望の日程をご記入の上、弊社へFAXまたはお電話でお申し込みください）

（トロフィー トライアル ラボ） 住所：〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
●ご希望の日程 ※ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
年

月

日
（

□ご自宅

TEL：03-3845-2925

●ご芳名

※個人情報の取り扱いに関する詳細は弊社ホームページをご覧ください。

□参加しない

●貴医院名

●貴医院名

TEL
●ご来 場 のお 時 間をご記 入下さい 。

FAX.

□参加する

●ご住所

）

□ご勤務地

FAX：03-3845-2926

●3D・CAD/CAMセミナー

●ご芳名

〒
TEL.

ディープシャンファー

弊社（トロフィー トライアル ラボ）に
て デザイン・ミリングの作業をいたしま

CAD/CAM 無料お試しキャンペーン申込書

●ご住所

●開催日時

○
NG

オールセラミッククラウンの支台歯形成に
！ 準拠いただけますよう、お願いいたします。

商談会開催

『ポセイドン』
は、

●お取引商店様名

9月13日(日）

FA X
● お 取 引歯 科ディーラー 名

時頃

●担当者名

※弊社では申込書にご記入いただいた情報は、
社内で適切な安全対策のもとに管理し漏洩等の防止に努めております。
お客様の同意なく第三者への開示・提供はいたしません。
弊社からのセミナー、
サービス、
新商品のご案内等に利用させていただく場合がございます。

日頃の感謝を込めまして
体感・実演コーナーを数多くご用意しました！

ついにMTAがシーラーになりました！
！

露出した非感染生活歯髄に対し、

石膏模型スキャン

ジ ル コ ニ ア 含 有レジンコ ア 。天 然 象 牙 資
質と近 似した 切 削 感を体 感してください 。

外来刺激による障害から

トロフィー
3Dスキャナ

保護する覆髄材です。
根管充填シーラー材
一般的名称：歯科用根管充填シーラ

トロフィーパン スマート
オシリス 3D

歯科用覆罩材料

MTAアンジェラス

MTAフィラペックス
認証番号：226ACBZX00043000（管理）

Metal free for patients ！
！

ルクサコアZ デュアル

一般的名称：歯科用覆髄材料 販売名：MTAアンジェラス
認証番号：226ACBZX00015000（管理）

トロフィーカム

保険
適用

販売名：
トロフィーパン スマート オシリス2D/3D
一般的名称：デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置（アーム型X線CT診断装置）
認証番号：226ACBZX00017000（管理 特管 設置）

オペレーザーLite
オプチカ

一般的名称：歯科用支台築造材料
認証番号：222AKBZX00026000（管理）

EN13060
クラスB準拠

是非、体感してください！！

デントクレーブ
STERI-B

●一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
●認証番号：13B2X00114000011（管理 特管 設管）
●製造販売元：
（株）エム・ディ・インスツルメンツ

より使いやすく、より安全に、

さらにスピーディに。

各種3D
画像デモ
実施

R相ロータリー
ニッケルチタンファイル

TFアダプティブ

オペレーザー
PRO

●一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器
●認証番号：227AFBZX00002000（管理 特管）
●製造販売元：ヒルソン・デック
（株）

一般的名称：電動式歯科用ファイル
販売名：TF アダプティブ ファイル
認証番号：225ADBZX00130000（管理）
一般的名称：デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置、
アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置、アーム型X線CT診断装置
販売名：パノーラ18 認証番号：218ACBZX00010000（管理 特管）

保

CURAPROX

清

一般的名称：炭酸ガスレーザ
オペレーザーPRO
承認番号：21600BZZ00246000
オペレーザーLite
承認番号：21400BZZ00009000
（高度管理 特管 設置）
製造販売元：
（株）吉田製作所

優れたデザインと充実した機能
コストパフォーマンスに優れたユニット

湿
口臭を防ぐ

浄

天然由来原料100％の
口腔ケア製品です。

今お使いのX線装置で、
デジタルX線画像化が実現。

ビスタスキャン ミニ ビュー

オーラルピース

ソニッケアー
ヘルシーホワイト
プロフェッショナル

一般的名称：コンピューテッドラジオグラフ
販売名：ビスタスキャン ミニ
認証番号：222AGBZX00147000
（管理 特管 設置）

クレストネオ
一般的名称：歯科用ユニット
認証番号：226AKBZX00058000（管理 特管 設置）

ソニッケアー
エアーフロス8000

体感コーナー

ＰＭＴＣを効率よくサポート

するブラシ専用ハンドピースです！
サブソニックブラシシステム

マイクロスコープ

アレグラ

●一般的名称：可搬型手術用顕微鏡
●届出番号：13B1X00049MWA030（一般 特管）
●製造販売元：ジャパンフォーカス
（株）

マイクロスコープ

ユリー（ＹＵＬＬＹ）

垂直に近いヘッド角度により、
最後臼歯遠心部や隅角部など、
さまざまな部位にアクセス

プリマDNT
Nuvar

しやすくなりました。

11

一般的名称：可搬型手術用顕微鏡
届出番号:13B3X10131000300（一般 特管）

一般的名称：歯科用エアスケーラ
認証番号：226ＡＫＢＺＸ00111000（管理 特管）

0°

細めで軽く
使い易いので、
この機会に是非
ご体験ください！
！
一般的名称：歯科用オプション追加型ユニット 認証番号：220AKBZX00108000（管理 特管 設管）
TB30チェア 届出番号：13B1X00133000026（一般）

一般的名称：歯科用ユニット
認証番号：220AKBZX00104000（管理 特管 設置）

