
ヨシダブース内では、商品のご要望をMy QRで受付けています。
スマートフォンでログイン・My QRが表示可能な状態で、ぜひご来場ください。

①
ヨシダHPの
ログインをタップ。

②
マイページ内の
MyQRコードを
タップ

③
ご自身のMyQRが
表示されます。
ヨシダブースで
ご提示下さい。

G-PLUS の 事前登録 と、 
ヨシダブースでは MyQR をご提示ください！！ 

札幌パークホテル B2 パークプラザ

1日目12:00～19：00  2日目9:00～15：00

2022年8月20日 21日
※開催時間は、新型コロナウイルス等の影響により変更する場合がございます。

➡MyQR

北海道デンタルショー
ヨシダのご案内
HOKKAIDO DENTAL SHOW 2022

（土）、 （日）

ヨシダの情報提供サービス

ヨシダブース
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歯科用ユニット給水系の
汚染対策を考える

渥美 克幸 先生
デンタルクリニックK

商品紹介

オンラインセミナー

歯科 DX の新展開　
ものづくりからメタバースへ

富樫 宏明 先生
とがし歯科医院

口腔内スキャナーとCBCT の臨床応用

山田 陽子 先生
デンタルサロン麹町

口腔内スキャナによる
義歯治療の到来！

前畑 香 先生
ナカエ歯科クリニック

デジタルワークフローの未来

関 千俊 先生
関歯科医院

半導体レーザーで変わる歯周治療
～レーザー新時代の到来～

山下 素史 先生
山下歯科医院

臼歯部CADCAM＆セラミクス治療時の注意点　
～コア築造・支台歯形成・プロビジョナル作成～

松本 勝利 先生
あらかい歯科医院

当院における歯周治療 夏堀 礼二 先生
夏堀デンタルクリック

松尾 瑠美子 歯科衛生士
夏堀デンタルクリック 勤務

安心してヨシダブースにご来場いただくために、徹底した感染症対策を行います！

配信期間：8月10日（水）～8月21日（日）

実施日：8月20日（土）、21日（日）

新商品やオススメ商品を現地会場とオンラインの両方でご紹介。
来場前の事前チェックにもぜひご利用ください。

デンタルショー会場展示

オンライン配信

セミナー
配信期間中、お好きな時間にすべてのセミナーをご視聴いただけるオンラインセミナーを実施します。
展示商品関連のセミナーもありますので、来場前の情報収集としてもご活用いただけます。

デンタルショー会場対面相談

相談会
デンタルショー期間中、ご開業、事業承継、補助金・交付金のお悩みに担当者がお答えする相談会を実施します。
ご希望の方はヨシダブースに直接お越しください。

開業の成功は準備で決まります。開業に向けて
どのような準備が必要なのか、最近のトレンド
も含めてご説明させて
いただきます。

開業相談
変化がめまぐるしい昨今、ご自身に合った適切
な情報収集は簡単ではありません。いますぐ使
える補助金・交付金情報を
お伝えします。

補助金・交付金相談
承継したい、継いでもらいたい。先生の状況を
お伺いし、多くの事例から先生に合った方法を
ご提案させていただきます。

承継相談

商品紹介ページは
コチラ

ダミー

セミナーお申込みページ
はコチラ

ネクストビジョンとActionGateを
中心とした日常臨床のBrakethrough

津川 順一 先生
つがわ歯科・矯正歯科

商品動画はコチラ

NEW

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：303ACBZX00001A01（管理 特管 設置）

一般的名称：可搬型手術用顕微鏡/ 手術用顕微鏡/ 
歯科用口腔内カメラ
届出番号：13B1X00133000079（一般 特管 設置）

コエックス
300Pro

コエックスT7プラス

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：13B1X00005000248（一般）

多くの材料に対応可能な
ミリングマシン

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：13B1X00005000245（一般）

様々な用途で仕様を選べる
コンパクトサイズの模型スキャナー

一般的名称 ： デジタル印象採得装置
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
承認番号：30300BZI00031000（管理 特管）

本体重量245ｇと軽量で、
高精度・高速スキャンを実現

コンパクトでハンドリングが
軽快な半導体レーザー
一般的名称：ダイオードレーザ　
承認番号：22800BZX00029000（管理 特管 設置）
※オペレーザーフィリオの販売名はオペレーザー25です。

NEW

一般的名称：歯科用ユニット
認証番号：303AKBZX00064000（管理 特管 設置）
※セリオMu の販売名はU23 ユニットです

すべてのひとに寄りそい、
気持ちいい診療空間へ

最大φ12×高さ10cmまで
CT撮影サイズの拡張が可能

口腔内カメラと顕微鏡の機能を
兼ね備えた「ネクストビジョン」

i700 オーラルスキャナ

一般的名称：炭酸ガスレーザ
承認番号：21600BZZ00246000（高度 特管 設置）
※オペレーザー PROプラスの販売名は、オペレーザー28 です

円形スキャニングハンドピース
搭載可能な炭酸ガスレーザー

1本で歯周病・虫歯・口臭の
予防ができる薬用歯磨きジェル

ヨシダの開業サービス
G21プレミアム。
期間限定で人気動画をご視聴
頂けます。

開業情報

パワー センシティブ シングル

3つのブラシヘッドが標準装備

IP挿入口を2つ設置し
スキャン時間短縮を実現
一般的名称：コンピューテッドラジオグラフ
認証番号： 303ALBZX00007000（管理 特管 設置）

歯科医院の業務効率化を
かなえるシステムをご提供【バイオシーシーラー】一般的名称：水酸化カルシウム系

歯科根管充填材料
承認番号：30200BZX00263000（高度）

エンドソリューション

【REファイル】一般的名称：電動式歯科用ファイル
認証番号：301ALBZX00015000（管理）

HaBon PG STOP 口腔内細菌カウンタ

口腔ケア指導の現場で
簡単に細菌数測定が可能

歯ブラシの理想を追求した
やわらかさと弾力性で
至福の磨き心地をお届けします

【プレシジョン Ultra X】
一般的名称：歯科用根管洗浄器/歯科用多目的超音波治療器
認証番号：302AGBZX00073000 (管理 特管）

【プレシジョン E-Connect Pro】
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース
認証番号：302AGBZX00095000（管理 特管）

プレシジョン
Ultra X

プレシジョン 
E-Connect Pro

ビスタスキャン ウルトラビュー

トロフィーパン エクセル 3D NEO

一般的名称：微生物定量分析装置　
届出番号：13B1X10134001003 ( 一般 特管 )

※ご視聴には G-PLUS 会員ログインが必要です。

※ご視聴には G-PLUS 会員ログインが必要です。
※本セミナーは、過去に実施しましたweb セミナーの再配信動画が含まれます。予めご了承ください。


