
2017東北ヨシダ決算フェア「来場ご予約」お申込書

　6月　日（　）

ご芳名

ご住所

ご来場のお時間をご記入下さい。

TEL （　　　　）
（　　　　）FAX

貴医院名

お取引歯科ディーラー名

担当者名

●3D・CAD/CAMユーザーミーティングセミナー　□参加する　□参加しない

FAX 申込FAX：022-272-6802

時頃

※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。

決算前の特別ご奉仕商談会
ヨシダ決算フェア
2017東北

6/3
14：00～20：00

土 6/4
9：00～16：00

日

会場 （株）ヨシダ 仙台営業所 ショールーム
仙台市青葉区木町通2-6-52  TEL.022-272-6353

主催

展示品処分市開催！！
［DNAヨシダ友の会 会員］ 1,000円
［グループ21登録の先生］ 1,000円 
［非会員］3,000円
※参加費は、昼食代・消費税込。

参 加  費 定　　員

お 願  い ●事前に空席状況をお電話にてご確認のうえ、お申し込みください。
●参加費の返金は致しかねますので、ご了承ください。
●当日、ビデオ撮影等はご遠慮ください。

問い合わせ

お申込方法

年 月 日（日）2017［日 時］

（株）ヨシダ 北日本支店 仙台営業所 4階会議室 ［会 場］

6 4
10：00～15：00

ヨシダ３D・CAD/CAMミーティング in 東北
—YOSHIDA 3D Meeting of Information Sharing —

（株）ヨシダ 北日本支店 仙台営業所（担当：宗像）
 仙台市青葉区木町通2-6-52　TEL.022-272-6353

弊社３Ｄパノラマ・ＣＡＤ/ＣＡＭシステム製品をご愛用の先生方を対象に、さらにご活用いただけるように
「ユーザーミーティング」を開催致します。ユーザーの先生方より、３Ｄ活用事例やさまざまな症例を交えた
最新情報・ノウハウについてのプレゼンテーションを行っていただきます。

表紙のお申込書に必要事項をご記入のうえ、
お申込ください。

20名

スケジュール

質疑応答　～ 閉会14:40～15:00

13:00～14:00

14:10～14:40

講　師 演　題

刀根 功 先生 あって良かったCBCT！　 ～ 日常診療 ～

3DIと３DI-Proの違い（口腔内スキャンデモ）冨塚 真一朗 先生

昼食

田岡 法一 先生 自費・保険のアプローチとオープンシステム

（株）ヨシダ 社員 撮影位置付けとソフトの活用方法及び
CAD/CAMラインナップと収支について

開会

時　間

10:10～11:10

10:00～10：10

11:20～12:20

12:20～13:00

ENEOS

北六番丁

北五番丁

地下鉄
北四番丁駅

北四番丁 （国道48号線）

●

●

東北大学
歯学部
●

東北大学
付属病院
●
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冨塚 真一朗 先生
福島県郡山市開業

刀根 功 先生
宮城県宮城郡開業

田岡 法一 先生
宮城県仙台市開業



今年のヨシダ決算フェアは、体感・実演コーナーを数多くご用意しました！今年のヨシダ決算フェアは、体感・実演コーナーを数多くご用意しました！

根管充填シーラー材
MTAフィラペックス

MTAがシーラーになりました！！

レジンコア材
ルクサコア Z-デュアル オーラルピース

より使いやすく、 より安全に、
さらにスピーディに。

天然由来原料100％の口腔ケア製品です。

口腔内清掃状態測定器
カリスクリーン

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

マイクロスコープ
アレグラ マイクロスコープ

プリマDNT
Nuvar

クラプロックス
ユリー（ＹＵＬＬＹ）
サブソニックブラシシステム

オペレーザー 
デュアルウェーブ

エクセラMF/NF
トロフィーパン スマート
オシリス3D トロフィーカム

Metal free for patients ！！

今お使いのX線装置で、デジタルX線画像化が実現

CAD/CAMに対応した印象・石膏スキャンモード搭載

炭酸ガス&半導体レーザー

各種3D画像デモ実施 優れたデザインと充実した機能のユニット

クレストネオ

ビスタスキャン
ミニ ビュー

優れたデザインと充実した機能のユニット

エクシード Cs

販売名：MTA フィラペックス　一般的名称：歯科用根管充填シーラ
認証番号：226ACBZX00043000（管理）
製造販売元：㈱ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

販売名：ユリー　一般的名称：歯科用エアスケーラ
認証番号：226ＡＫＢＺＸ00111000（管理 特管）
製造販売元：㈱ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

+

+ネオス フィリオ

高画質な3Ｄ
多彩な撮影モード
360°フルスキャン
0.2mm焦点管球搭載

※オペレーザーデュアルウェーブ の販売名は

　オペレーザーNEOS とオペレーザー25 の

　組み合わせの総称です

ネオス フィリオ

患者さんの負担を軽減する
様々な機能を搭載し、
快適な診療を実現します

多様な体型をカバーする
「ずっとフィットシート」誕生

販売名：エクシード Cs　一般的名称：歯科用ユニット　認証番号：228AKBZX00083000（管理 特管 設置）
製造販売元：㈱吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

販売名：Ｕ１７ユニット　一般的名称：歯科用ユニット　認証番号：228AGBZX00084000（管理 特管 設置）
製造販売元：吉田精工㈱ 茨城県行方市八木蒔660　　※ノバ  セリオ2の販売名は「U17ユニット」です。

ノバ セリオ2

販売名：エクセラ　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：228ACBZX00003000 （管理 特管 設置） 　製造販売元：㈱吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

是非、体感して
ください！！

販売名：ルクサコア Z-デュアル
一般的名称：歯科用支台築造材料
認証番号：222AKBZX00026000（管理）
製造販売元：㈱ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

ジルコニア含有のレジンコア材

販売名：TF アダプティブ ファイル　
一般的名称：電動式歯科用ファイル、歯科用ファイル
認証番号：225ADBZX00130000（管理）
製造販売元：カボデンタルシステムズジャパン㈱
大阪府八尾市神武町2-24 日本通運㈱
天王寺支店メディカルセンター内

販売名：プリマ DNT　
一般的名称：可搬型手術用顕微鏡　
届出番号:13B2X10261000300（一般 特管）
製造販売元：㈱東京歯材社
東京都台東区谷中2-5-20

販売名：アレグラ330
一般的名称：可搬式型手術用顕微鏡
届出番号：13B1X00049MWA330（一般 特管）
製造販売元：ジャパンフォーカス㈱ 東京都文京区本郷4-37-18

販売名：ビスタスキャン ミニ ビュー
一般的名称：コンピューテッドラジオグラフ　
認証番号：226AGBZX00007000（管理 特管 設置）
製造販売元：㈱ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

販売名：オペレーザーNEOS　一般的名称：炭酸ガスレーザ 　承認番号：22800ＢＺＸ00361000（高度 特管 設置）
製造販売元：㈱吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6
販売名：オペレーザー25　一般的名称：ダイオードレーザ　承認番号：22800BZX00029000（高度 特管 設置）
製造販売元：㈱吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6　※オペレーザーフィリオの販売名は「オペレーザー25」です

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）
製造販売元：㈱エム・ディ・インスツルメンツ 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原字鎌田3262-3

セラミックの白い歯で
金属アレルギーの心配がありません。
患者さんの笑顔も輝きます。

販売名：トロフィー カム　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
届出番号：13B2X00114000011（一般）
製造販売元：トロフィー・ラジオロジー・ジャパン㈱ 東京都江東区冬木11-17 イシマビル

ドクターや患者さんが望む
スムーズでここちのよい診療を
実現するためのユニット

ソニッケアー
フレックスケアー
プラチナ
プロフェッショナル

販売名：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）
製造販売元：㈱吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6


