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全力祭

完全個別

大塚眼科

セブンイレブン

ヨシダ
北16条内科循環
器クリニック

札幌市北区北16条西3丁目1-15
TEL.011-756-7722

※駐車場あります。
主 催
【ご来場の皆様へ】

ワンアクションで高画質高倍率の拡大映 像

臨 床の幅が広 がる４Ｋ 8 0 倍画質

デジタルビジョンシステム

最大80倍でも鮮明さを損なわない高画質によって、
感覚だけに頼らない高精度の治療をサポートします。

保険適用機器

手術用顕微鏡として保険適用可能です。

※新型コロナウイルス及び感染症対策として、完全個別・予約制を取らせて頂きます。
※ご予約は時間帯ごとに1組限定となります。
※入り口にアルコール消毒液を設置いたします。
※ご来場の皆さまにおかれましては、
「手洗い」や「マスクの着用」
「うがいの励行」など
の感染症予防対策へのご協力をお願い致します。

※施設基準の届出が必要です。

お申し込みは

ヨシダ全力祭 来場ご予約 申込書

500mm

300~500 mm

FAX：011-756-3080

300mm

●ご来場予定時間（時間のご記入をお願いします）

2021年

月

●ご芳名

高 精 細 診 療 をサポート

術者の姿勢をラクにするマルチアングル

広いワーキングディスタンスがつくりだす
スムーズな診療が可能なゆとりある空間

SRP・形成・修復・インプラント・根管治
療等、幅広い臨床をサポートします。拡
大鏡との併用も可能です。

術 者の姿 勢を崩すことなく、見たい部 位
を的確に捉えることができます。
３軸アー
ムによる自由な位置付けが可能です。

300〜500mmのフォーカスレンジで術者の術者の身長や座
高による影響がなく、ゆとりある診療スペースが確保できま
す。

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）

日（

※完全個別・予約制となっております

時頃

）

●同伴者

□開業医

□勤務医

●お取引歯科ディーラー

□あり

□なし

●貴医院名

TE L .

担当者：

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。
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各機種 期間限定特価 あります！！
ネクストビジョン
ユニットマウント型 登場！

シンプルで直感的な操作性

シ

フェイススキャン(オプション)

コンパクトな設置サイズ
3Dレントゲン

パノーラ A1
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、

気道容積の算出と気道形態をカラー表示

アーム型X線CT診断装置
認証番号：218ACBZX00010000（管理 特管 設置）

3Dレントゲン

パノーラA1の販売名はパノーラ18です。

トロフィーパン
スープリーム 3D

ユニット

セリオ キール

ユニット

エクシードＣｓ プレミアム

乗降しやすく立位診療も可能。
患者さんにもドクターにも、
やさしく快適なポジショニングを実現。

新型LED無影灯や液晶タッチパネルを搭載し、

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：231ACBZX00008000（管理 特管 設置）

一般的名称 ： 歯科用ユニット 販売名：U22 ユニット 認証番号：301AKBZX00061000（管理 特管 設置）

スムーズな診療をサポート。
一般的名称 ： 歯科用ユニット 販売名：エクシード Cs

ing

nn
Sca

※セリオ キールの販売名は「U22 ユニット」です。

認証番号：228AKBZX00083000（管理 特管 設置）

特

訳ア

価

軽量で、高画質・高精度・
高速スキャンを実現

リ

展 示品

※エクシードCs PREMIUMの販売名は「エクシードCs」です。

1台

1台

光学スキャナー

コエックス i500

鮮明な画像、シェードマッチングにも対応

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 ： 30100BZX00079000（管理 特管）

※現物はシート色が異なります。

ノバセリオ G
マイクロスコープ

ミリングマシン

光学スキャナー

トロフィー 3DI ビヨンド

コエックス400

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：22900BZX00139000（管理 特管）
トロフィー 3DI BEYOND の販売名はトロフィー スリーディーアイプロです。

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 ： 13B1X00005000232（一般）

診療の幅をさらに広げるさまざまな機能を搭載

PRIMA MAGNA

一般的名称：歯科用ユニット
認証番号：227ABBZX00073000（管理 特管 設置）

アングルローテーション機能で術者の負担を軽減。

+
フィリオ

+

ネオス

一般的名称：可搬型手術用顕微鏡 届出番号：13B2X10261000800（一般 特管）

フィリオ

優れた柔軟性による
高い根管追従性

NiTiファイル

デントクラフト
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）

歯科用電動式ハンドピース

10セット

プレシジョン
E-Connect Pro
スリムヘッド、コントラアングルは 340℃回転可能なので、

さまざまな部位へのアクセスが容易

ボディピース プレミアム
ハンドケアクリーム （40g入）

洗浄可能

パナソニック
自動ジェット式器具洗浄機
一般的名称：器具除染用洗浄器
届出番号：13B1X10134001001（一般）

音 波 式 電 動 歯ブラシ

炭酸ガスレーザー＆半導体レーザー
除菌消臭電解水生成器

ハイドロソニック プロ

バイオ シー シーラー

ドミソール

水と塩

プレミックスペーストで
操作時間を削減

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）

器具除染用洗浄器

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）

水酸化カルシウム系歯科根管充填材料

pH11 - 13 と強いアルカリ性を維持し
根管内の細菌に対して抗菌性あり

ネオス

最大

パワー

センシティブ

シングル

あらゆる口腔環境への対応が可能な、
クーレン 繊維・CURACURVE 搭載の
3つのブラシヘッド。

だけで作る

次亜塩素酸水 生成器

炭酸ガスレーザー

オペレーザー
デュアルウェーブ

オペレーザー PRO プラス
オペレーザー Lite プラス

炭酸ガスレーザー（ネオス）に半導体レーザー（フィリオ）

円形スキャニングハンドピース（オプション）を

を搭載。特徴の違う２つの波長を様々な処置に合わせて

搭載し、更に使いやすさを追求
一般的名称：炭酸ガスレーザ 承認番号：21600BZZ00246000（高度管理 特管 設置）
※オペレーザー PRO PLUS の販売名は「オペレーザー 28」です
一般的名称：炭酸ガスレーザ 承認番号：21400BZZ00009000（高度管理 特管 設置）
※オペレーザー Lite PLUS の販売名は「オペレーザー 29」です

使い分けが可能
一般的名称：炭酸ガスレーザ 承認番号：22800ＢＺＸ00361000（高度 特管 設置）
一般的名称：ダイオードレーザ 承認番号：22800BZX00029000（高度 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
オペレーザー デュアルウェーブはオペレーザー ネオスとオペレーザー フィリオの組み合わせの総称です。

