
近畿
デンタルショー
2023
ヨシダブースのご案内

4/8- 4/9
2023/

12:00
19:00

09:00
16:00

KINKI DENTALSHOW 2023
外科処置、インプラント処置での、
より効果的なレーザーの活用法

17：40 ～18：00

岡田　修二 先生
岡田歯科医院 院長

岡田 修二 先生
岡田歯科医院 院長

歯科従事者のための会員サービス「G-PLUS」の登録方法は中面へ

テーブルクリニック

ヨシダブース内セミナー

SEMINAR INFOMATION

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
「G-PLUS」へログインし、My QRが表示可能な状態でご来場ください。

ご来場前に「G-PLUS」 の 事前登録 と、 
ヨシダブースでの MyQR のご提示をお願いします。

ヨシダHPの
ログインを
タップ。

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。

マイページ内の
MyQRコードを
タップ。
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ヨシダブースのご案内

4/8

4/9

4/9
※デンタルショー会場開催のセミナーです。
　ご来場をお待ちしております！！

➡

MyQRの表示手順

（日）

（土）

（日）

ニューノーマル時代の診療スタイル

　定員先着           名100B 会場10：00 ～11：00

藤林 晃一郎 先生
フジバヤシ歯科クリニック 院長

動画は静止画の 5000 倍の情報量があるという。拡大視野を高
画質な映像で共有でき、治療やコンサルテーション、医院教育に
も有用なネクストビジョンの活用法について解説する。

テーブルクリニックの受講には事前予約が必要です。
右記 QR コードまたは URL よりお申し込みください。
（予約開始：2023 年 3 月 25 日（土）14:00 ～）

開催日時

現代の根管形成と根管充填

11：05 ～11：25
13：25 ～13：45

横田 要 先生
横田デンタルオフィス 院長

日常臨床における、炭酸ガスレーザー
の基本的な使用例

11：40 ～12：00

12：50 ～13：10

冨田 菜摘 歯科衛生士
タキノ歯科医院 勤務

外科処置、インプラント処置での、
より効果的なレーザーの活用法

14：00 ～14：20

必見！！臨床でのクラプロックス活用法
～ハイドロソニックプロから高まるセルフケアの意識～

14：35 ～14：55

野沢 さやか 歯科衛生士
タキノ歯科医院 勤務
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➡MyQR

必見！！臨床でのクラプロックス活用法
～クラプロックス歯ブラシと歯間ブラシを使用した天然歯・
　インプラント周囲のセルフケア～

ネクストビジョンを活用したハイジーンワーク

12：15 ～12：35
14：10 ～14：30

岡田 修二 先生
岡田歯科医院 院長

塚田 智子 歯科衛生士
あおいデンタルクリニック 勤務

事前予約URL：https://kinki.dental-show.jp/seminar/

インテックス大阪会場： 号館4 ブース番号

E01
ブース番号

D22

ヨシダヨシダヨシダ

クラデン
ジャパン
クラデン
ジャパン



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。

商品紹介

PRODUCTS INFOMATION
商品紹介ページは

コチラ
商品動画はコチラ

一般的名称：歯科用ユニット　
認証番号：228AKBZX00083000（管理 特管 設置）

診療効率とおもてなしの質を
高めたプレミアムなユニット

一般的名称：歯科用ユニット 
認証番号：302AKBZX00086000（管理 特管 設置）

心地よい瞬間をつくる
やさしいユニット

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

自然な動線とコミュニケーションに
配慮したキャビネット仕様のユニット

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）

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」

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：218ACBZX00010000（管理 特菅 設置）
※パノーラＡ１の販売名は「パノーラ１８」です。       

メタルアーチファクト低減機能を
標準搭載した3Dレントゲン

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）

最大φ12×高さ10cmまで
CT撮影サイズの拡張が可能

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）

スキャン時間短縮を実現した
デジタル現像システム

一般的名称：歯科用咬合力計
届出番号：23B2X10022000004（一般　特管）

咬合力をその場で見える化

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：13B1X00005000242（一般）

多くの材料に対応可能な
ミリングマシン

クラデンジャパンブース クラデンジャパンブース
歯科医院の業務効率化を
かなえるシステムをご提供

部位入力時だけでなく待ち患者画面
でもパノラマ画像表示が可能

WAVE 
Profit-QUATTRO Ripi

【Fast Pack】
一般的名称：電熱式根管プラガ
認証番号：302AGBZX00074000 (管理 特管）
【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）

【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）
【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）

NEW

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・製造ユニット
承認番号： 22900BZX00139000（管理 特管)）

フル充電で最大１時間の連続稼働が
可能なバッテリー もっちりなのに落ちる

「カーボン」ブラシで輝く笑顔に

※ご視聴には G-PLUS 会員ログインが必要です。

開業、承継、学び、情報収集、インフラ整備など、お悩みや課題を多方面から解決するため
のグループサービスです。G-PLUS がすべての歯科従事者をトータルサポートします ! ！
サービス：開業情報/承継情報/学術情報・動画/セミナー/商品情報

歯科従事者のための会員サービス

仮登録メール 本登録画面 マイページ画面G-PLUS新規登録ページヨシダホームページ

3ステップで
カンタン登録！

登録
完了

開業の情報収集やセミナー参加など「プラスの価値」をご提供します。

規約の同意とメールアドレス登録STEP1 届いたURLから本登録STEP 2 会員情報を入力し、登録完了STEP 3

ヨシダホームページの
G-PLUS新規登録
をタップ。

左記のご登録用
QRコードから
アクセス。

または

※［g-plus@yoshida-dental-system.com］を受信できるよう、スマートフォンの設定をお願いします。

※メールのお届けから24時間以上経過した場合、
　URLは無効になります。

ご登録された
メールアドレス宛に届く
本登録用URLから
本登録に進みます。

会員情報を
入力すると
　本登録が完了
します。

G-PLUS
新規登録ページで
メールアドレスを入力後、
利用規約に同意の上、
　確認メールを送信
をクリック。

まずは無料で
ご登録を。

IS 3800 ワイヤレス

トロフィーパン エクセル
3D NEO

プレシジョン 
E-Connect
Pro

プレシジョン 
Fast Pack

コエックス
300Pro

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

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


