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「出展企業 抄録集」の発刊にあたって

　この度は、日本歯科保存学会 2015 年度春季学術大会（第 142 回）の開催
に多大なる御理解を賜りますとともに本学術大会に御参加いただき、厚く御
礼申し上げます。

　本学術大会は歯科保存学の更なる発展に繋がる学術大会にしたいと考え
テーマを「Next Step」といたしました。大学研究者と企業が出会うことに
よる「産学連携」への展開、さらに企業同士が出会うことによる「産産連
携」への展開は歯科保存学のNext Step にとって必要不可欠です。

　「企業展示抄録集」は、本学術大会に御出展いただいた企業の特徴やア
ピールポイントをまとめた冊子です。参加者の皆様（大学研究者、企業）に
おかれましては、本抄録集を御活用いただき、Next Step へのきっかけにし
ていただけると幸いに存じます。

　　　　　　　　　　日本歯科保存学会 2015 年度春季学術大会（第 142 回）
　　　　　　　　　　大会長
　　　　　　　　　　九州歯科大学 口腔機能学講座 口腔保存治療学分野
　　　　　　　　　　教授　北村 知昭
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ブース№ 6

日本アイ・エス・ケイ株式会社（旧：キング工業株式会社）
▪　所在地：茨城県つくば市寺具 1395-1
▪　代表者：代表取締役社長　曽根　栄二	
▪　担当者：桜井　洋志
▪　URL：http://www.king-ind.co.jp
▪　ＭＡＩL：info@dental-king.com
▪　ＴＥL：029-869-2001
▪　ＦＡＸ：029-869-1083

弊社は感染症対策に対応し易い「フ
ライング式テーブル」を特徴とし、歯
科衛生士専門学校を併設するユニッ
トメーカーです。今回は、訪問診療
の必要性が増大している背景を受け、
機能と付属品が完全オールインワン、
片手で運び易く準備や片付けが簡単
な「かれんＥS」を出展します。他にも、
口腔ケアから歯科診療まで用途に合
わせて選定できる「かれんシリーズ」
を展示し、医院様の訪問診療のスタ
イルに合う商品をご提案いたします。

▪　会社紹介

ブース№ 3

長田電機工業株式会社
▪　所在地：東京都品川区西五反田
　　　　　　5－1７－9
▪　代表者：代表取締役　長田　康司	
▪　担当者：特需販売部第４課　川瀬　博
▪　URL：http://osada-group.co.jp/
▪　ＭＡＩL：tokujyu@osada-electoric.co.jp
▪　ＴＥL：03－3４92－７651
▪　ＦＡＸ：03－3４92－７506

１９３５ 年（昭和 １０年）の創業以来 ８０年、
私たちは国内歯科医療機器のトップ
クラスメーカーとして走り続けてき
ました。現在はオサダの技術を医科・
獣医科分野にも展開しております。
これからも、みなさまの笑顔と健康
を守る企業グループであるために、
お客様のベストパートナーとして共
に歩み、支え、お客様の理想の実現
のために、ものづくりの会社として、
１台１台心をこめて造り続けます。

▪　会社紹介▪　会社紹介

ドイツ生まれのリラクゼーションツ
ール“ｂｒａｉｎＬｉｇｈt”が日本初上陸。世
界 ６７ ヶ国、年間 ５００ 台以上の販売実
績を誇る、この“究極のリラクゼ―
ションシステム”は、ＢＭＷ やユニ
リーバ、ルフトハンザ航空などの有
名企業をはじめ、ドイツ国内の ２５０
以上の病院、そしてスポーツジム、
ホテルで利用されております。今回
実機を展示しておりますので、是非
ともリラクゼーションを堪能して下
さい。

▪　所在地：福岡県北九州市八幡西区
　　　　　　黒崎城石 3-5
▪　代表者：小野　裕和	
▪　担当者：藤田　研二
▪　URL：http://www.dhowa-technos.co.jp/
▪　ＭＡＩL：fujita_kenji@dhowa-technos.co.jp
▪　ＴＥL：093-621-４131
▪　ＦＡＸ：093-6４1-４130

ブース№ 1,2

株式会社ドーワテクノス

▪　会社紹介

30 年以上の実績と経験をもとに開発
した自社オリジナル製品の卸、販売
を日本全国で展開しています。

▪　所在地：〒631-0823　
　　　　　　奈良県奈良市西大寺国見町
　　　　　　1-6-3
▪　代表者：八幡　圭作	
▪　担当者：豊泉　友紀
▪　URL：www.k-yamato.co.jp
▪　ＭＡＩL：info@k-yamato.co.jp
▪　ＴＥL：0７４2-４8-0266
▪　ＦＡＸ：0７４2-４8-220７

ブース№ 4,5

株式会社ヤマト

ブース№ 8,9

株式会社モリタ
▪　所在地：大阪府吹田市垂水町
　　　　　　　　　　　3-33-18
▪　代表者：代表取締役社長　森田　晴夫	
▪　担当者：学校開発部　吉田　明
▪　URL：www.dental-plaza.com
▪　ＴＥL：06-6380-2525
▪　ＦＡＸ：06-6380-155７

先進技術に基づく高品質な製品を展
示致します。
豊富な商品力が先生方の明日からの
診療をサポートします。

▪　会社紹介

ブース№ 7

ULTRADENT JAPAN 株式会社
▪　所在地：東京都渋谷区本町 1―７―5
　　　　　　初台村上ビル ４F
▪　代表者：代表取締役社長　鍜地　裕司	
▪　担当者：営業部　溝口　雄也
▪　URL：http://www.ultradentjapan.com
▪　ＭＡＩL：info@ultradentjapan.com
▪　ＴＥL：03-5365-1７60
▪　ＦＡＸ：03-5365-1７59

ウルトラデント社 は ＭI（Ｍｉｎｉmａlly 
Iｎvａsｉve）の概念の元、CＥOであり、
現役臨床家であるDｒ. Dａｎ Fｉscｈeｒ が

“こんな材料があったら”と歯科医師目線
で開発し、世界の歯科医療向上を目指
し製品を製造・販売しています。正確な
印象採得に欠かせないティッシュマネージ
メント製品や、ホワイトニング材オパールエ
ッセンス10％は今ではワールドスタンダード
となりました。他、最新技術からなる
ＬＥD 光照射器 VAＬOなど多数製品を
ご用意しております。

▪　会社紹介
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ブース№ 18

株式会社東鋼
▪　所在地：〒113-0033
　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷 5-2７-10
▪　代表者：寺島　誠人	
▪　担当者：吉田　衣里
▪　URL：http://www.toko-tool.co.jp
▪　ＭＡＩL：toko-kikaku@toko-tool.co.jp
▪　ＴＥL：03-3815-5811
▪　ＦＡＸ：03-3815-5911

工業用特殊精密切削工具、医療用術
具、医療機器、完成バイトの製造。
F1レース用工具を 30年以上供給し続
け、自動車、航空機等をはじめとし
た工業製品はもちろん、食品や鉛筆
等の幅広い分野にも製品、技術を提
供しております。難削材の加工も可
能です。当社は一貫生産する事にこ
だわり、熱処理設備を有し、高い品質、
短納期を実現します。創業より ８０余
年の培った技術で皆様の「ものづく
り」のお困りにお応えいたします。

▪　会社紹介

ブース№ 16,17

株式会社 YDM
▪　所在地：東京都北区田端 6－5－20
▪　代表者：山浦　元裕	
▪　担当者：佐野　秀一
▪　URL：http://www.ydm.co.jp/
▪　ＭＡＩL：ydm@ydm.co.jp
▪　ＴＥL：03－3828－3161
▪　ＦＡＸ：03－382７－8991

弊社は「先生の良きパートナー」を
スローガンに、歯科用器械器具メー
カーとして愛されてきました。その
間、歯科医療の進歩を確実にサポー
トするため、市場を見極めた開発力
と完璧な技術力、そして安定供給で
きる品質管理力の３つの力で医療用
鋼製小物といえば ＹDＭ という代名
詞までいただくことができ、大変光
栄なことと思っております。今後も
皆様からのご支援にさらに応えられ
るよう貢献してまいります。

▪　会社紹介

ブース№ 15

株式会社野口製作所
▪　所在地：〒3７0-2４62
　　　　　　群馬県富岡市下丹生 1４9４-3
▪　代表者：野口　十九一	
▪　担当者：小林　裕幸
▪　URL：http://www.noguchi-ss.co.jp/
▪　ＭＡＩL：h-kobayashi@noguchi-ss.co.jp
▪　ＴＥL：02７４-63-７131
▪　ＦＡＸ：02７４-6７-5511

ステンレス微細深絞り加工技術によ
り、今までにない微細医療部品を実
現可能です。
切削加工やパイプ加工等の加工方法
では製造が困難とされている薄肉の
テーパー、多段形状の製品を、弊社
の微細深絞り加工技術により実現し
ました。これまでにも留置針、眼科
用医療器具、等に採用されてきた実
績があります。まずご相談を頂けれ
ば、開発・試作段階から量産化への
最善の方法をご提案致します。

▪　会社紹介

ブース№ 13,14

カボデンタルシステムズジャパン株式会社
▪　所在地：東京都品川区北品川 ４-７-35
　　　　　　　　　　　御殿山トラストタワー 15F
▪　代表者：代表取締役社長　坂野　弘太郎
▪　担当者：マーケティング部　佐々木　務
▪　URL：http://www.kavo.co.jp/
▪　ＭＡＩL：info.kavo-japan@kavo.com
▪　ＴＥL：03-6866-７４80
▪　ＦＡＸ：03-6866-７４81

世界中の人々の美しく健康な歯を支
える歯科診療の発展に寄与するため、
弊社は努力を惜しみません。
これまで、革新的な技術開発と優れ
た歯科製品をお届けして参りました。
今後は、KａVo 及び Keｒｒ、Oｒmco な
らではの技術力と実績をもとに、全
世界の社員が一丸となって皆さまの
診療に役立つ製品とサービスをお届
けいたします。

▪　会社紹介

ブース№ 11,12

株式会社ヨシダ
▪　所在地：東京都台東区上野 ７－6－9
▪　代表者：代表取締役　山中　一剛	
▪　担当者：営業本部　大学部　近藤　秀明
▪　URL：http://www.yoshida-dental.co.jp/
▪　ＭＡＩL：info-gakkai@yoshida-dental.co.jp
▪　ＴＥL：03－38４5－29７1　
▪　ＦＡＸ：03－38４5―289４

適度な流動性と操作性を兼ね備えた、
ＭTA 成分配合の根管充填用フィー
ラー「ＭTA フィラペックス」や、
天然由来の口腔ケア製剤「ネオナイ
シン」を配合した、水と植物原料の
みでつくられたオーラルケア製品「オ
ーラルピース」などを出展します。
ご来場をお待ちしております。

▪　会社紹介

ブース№ 10

ヒューフレディ・ジャパン株式会社
▪　所在地：東京都台東区台東 ４-2４-７
　　　　　　　　　　　須田ビル ４F
▪　代表者：ロバート・バウマン	
▪　担当者：石毛　薫
▪　URL：www.hu-friedy.com
▪　ＭＡＩL：hfj@hu-friedy.com
▪　ＴＥL：03-580７-150７
▪　ＦＡＸ：03-580７-1508

1908 年に米国シカゴに設立され、
107 年以上の歴史を誇る老舗インス
ツルメントメーカー。
幅広いラインナップと高い品質は、
世界中の臨床現場や教育現場でも高
く評価・採用されています。
日々、熟練した職人の手によってス
ケーラー群をはじめ診査・外科・保存・
歯内療法・矯正など約 １０,０００ 品目以
上の製品が製造されています。

▪　会社紹介
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ブース№ 23

パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部
▪　所在地：東京都品川区東品川 1-39-9
▪　代表者：中島　幸男	
▪　担当者：西帯野　なぎさ
▪　URL：panasonic.jp/dolts
▪　ＭＡＩL：nishiobino.nagisa@jp.panasonic.com
▪　ＴＥL：03-5７81-４169

パナソニックの音波振動ハブラシ
Doltｚ（ドルツ）は、毛先約 ０.０２mm
の極細毛と１分間に約 ３１,０００ ブラシ
ストロークする独自のリニア音波振
動でヨコ磨きをし、歯周ポケットに
しっかり入り込みます。
また、歯の形に合わせて動かしやす
い小さなヘッドなので奥歯の歯周ポ
ケットまで汚れを除去。歯周ポケッ
トにひそむ歯周病の病原菌を除去し
ます。ぜひ展示ブースにてお手にと
ってご覧下さい。

▪　会社紹介

ブース№ 24

サンデンタル株式会社
▪　所在地：大阪市中央区南船場 ４－8－9
▪　代表者：入江　正彦	
▪　担当者：綿谷　美和子
▪　URL：www.sundental.jp
▪　ＭＡＩL：miwako-w@sundental.jp
▪　ＴＥL：06-62４5-0950
▪　ＦＡＸ：06-62４5-７690

１９７２ 年、大阪にて創業。東京・福岡
に営業所あり。歯科医療機器および
歯科材料の輸入、製造販売や医薬品・
医薬部外品の販売等を業とする。主
な取扱商品は、サムフレンド歯ブラ
シ、ラバラックD等の予防歯科商品
や、ローレンスエリートデントQ-4（可
視光線照射器）、キュレットPRO、ユ
ニバット双眼ルーペ、ミジィP.I.P. ペ
ースト等の治療用器械器具、レイフ
ォスタートリーマー、ＥVＥ製品、ハ
トー製品等の技工用器械材料など。

▪　会社紹介

ブース№ 22

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
▪　所在地：〒151-8566
　　　　　　　　　　　東京都渋谷区千駄ヶ谷
																	４-6-15
▪　代表者：代表取締役社長　宮原　伸生	
▪　担当者：本多
▪　URL：http://glaxosmithkline.co.jp
▪　ＭＡＩL：yoshitake.honda@gsk.com
▪　ＴＥL：03-5７86-5012
▪　ＦＡＸ：03-5７86-6４７４

2015 年 3 月、グラクソ・スミスクラ
イン株式会社のコンシューマーヘル
スケア事業本部と、ノバルティスフ
ァーマ株式会社の OTC 事業部が統
合し合弁事業会社、グラクソ・スミ
スクライン・コンシューマー・ヘル
スケア・ジャパン株式会社を設立し
ましました。
「生きる喜びを、もっと」の使命のも
と、優れたコンシューマーヘルスケ
ア製品を多くの人々に届けることを
目標としています。

▪　会社紹介

ブース№ 20

株式会社ナカニシ
▪　所在地：東京都台東区東上野 ４-8-1
　　　　　　　　　　　TIXTOWER	UENO	9F
▪　代表者：代表取締役社長　中西　英一	
▪　担当者：歯科国内営業本部　川﨑　聡
▪　URL：www.nsk-nakanishi.co.jp
▪　ＭＡＩL：s-kawasaki@nsk-nakanishi.co.jp
▪　ＴＥL：03-5828-４180
▪　ＦＡＸ：03-5828-006４

弊社ブースでは新製品や主力製品を展
示しております。是非ナカニシブースに
お立ち寄りください。
・新製品
　 パウダーメインテナンス「ペリオメイト」、
コードレスPＭTCモータ「アイプロフィー」

・ 主力製品
　 5倍増速コントラ「Zシリーズ」、エアータ
ービン「Zシリーズ」、超音波スケ－ラ「バ
リオス」、エアースケーラ「S970」＆形成チ
ップ、自動注油機「アイケア」、根菅拡大
用モータ「TC2」

▪　会社紹介

ブース№ 19

株式会社キクタニ
▪　所在地：和歌山県和歌山市中之島
　　　　　　　　　　　1４26
▪　代表者：菊谷　壽夫	
▪　担当者：菊谷　壽夫
▪　URL：http://www.kikutani.com
▪　ＭＡＩL：kikutani@gold.ocn.ne.jp
▪　ＴＥL：0７3-４32-７135
▪　ＦＡＸ：0７3-４2４-3902

・ 株式会社モリタを経て平成元年会
社設立

・ 自社商品 65％、OＥＭ 商品、他社
取扱い商品 35％

・ アイデイアと工夫を重ねて世界に
通用するオリジナル商品の開発で
勝負    

： 理念として歯科業界の発展と社員
の幸福のために貢献します。

▪　会社紹介

ブース№ 21

株式会社モリムラ
▪　所在地：東京都台東区上野 3－1７－10
▪　代表者：森村　豪	
▪　担当者：井手　智幸
▪　URL：http://www.morimura-jpn.co.jp/
▪　ＭＡＩL：tomoyuki-i@morimura-jpn.co.jp
▪　ＴＥL：03-3836-18７1
▪　ＦＡＸ：03-3832-3810

口腔内の健康プロデューサーを目標に
常に先進的な姿勢で歯科界の発展に寄
与できるよう邁進してまいります。

▪　会社紹介
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ブース№ 30

佳秀工業株式会社
▪　所在地：福岡県北九州市若松区
　　　　　　南二島 2-2４-10
▪　代表者：寺本　久	
▪　担当者：寺本　充寛
▪　URL：www.kasyu-kogyo.com
▪　ＭＡＩL：teramoto_mitsuhiro@kasyu.co.jp
▪　ＴＥL：093-７01-1021
▪　ＦＡＸ：093-７01-1022

【ヘルスケア事業】
①化粧品原料（プラセンタエキス）
②基礎化粧品ブランド（GＥNPRＥSS）
③サプリメントブランド（麓人堂）
【エンジニアリング事業】
①開発支援　②機械装置設計・製作
③設備再生
【部品加工事業】
①レーザー加工
②ウォータジェット加工
③精密板金加工　④切削加工
⑤板金塗装

▪　会社紹介

ブース№ 29

オリンパステルモバイオマテリアル株式会社
▪　所在地：〒163-091４
　　　　　　　　　　　東京都新宿区西新宿 2－3－1
　　　　　　　　　　　新宿モノリス
▪　代表者：小川　哲朗	
▪　担当者：松井　理佐子
▪　URL：http://www.biomaterial.co.jp
▪　ＭＡＩL：OTB_Dental@ot.olympus.co.jp
▪　ＴＥL：03-6901-４156
▪　ＦＡＸ：03-6901-４005

オリンパステルモバイオマテリアル株式
会社はオリンパス㈱とテルモ㈱の共同
出資会社であり、整形外科領域では骨
補填材「オスフェリオン」と「ボーンセ
ラム」の製造販売を行なっております。
熱傷、外傷、潰瘍、腫瘍切除などによ
る重度の皮膚・粘膜欠損の修復にご使
用いただける「テルダーミス真皮欠損
用グラフト」の製造販売、また、歯科
領域では抜歯創用補填材「テルプラグ」
の製造販売も行っている日本の医療機
器メーカーです。

▪　会社紹介

ブース№ 28

有限会社近藤研究所
▪　所在地：〒４66-0033
　　　　　　愛知県名古屋市昭和区台町
　　　　　　　　　　　3-10-5
▪　代表者：近藤　健人	
▪　担当者：山保　敬介
▪　URL：http://www.kondo-labo.co.jp/
▪　ＭＡＩL：k.yamaho@kondo-labo.co.jp
▪　ＴＥL：052-859-0505
▪　ＦＡＸ：052-859-0552

弊社にて研究開発した ＬＥD ヘッドラ
イトは軽量、高輝度で装着が簡単に
でき耳鼻咽喉科、歯科を中心に幅広
い領域で使用いただいています。お
使いのメガネやゴーグルにクリップ
で留めるだけの簡単装着ですので、
重いヘッドリングが必要なく長時間
の使用でも苦になりません。是非こ
の機会に展示ブースへお立ち寄りい
ただきお試しください。

▪　会社紹介

ブース№ 26

有限会社イポナコロジー
▪　所在地：〒253-0006　
　　　　　　神奈川県茅ヶ崎市堤 55７
▪　代表者：石崎　英夫
▪　担当者：石崎　英夫
▪　URL：http://ipona.biz
▪　ＭＡＩL：info@ipona.biz
▪　ＴＥL：0４6７-53-７912
▪　ＦＡＸ：0４6７-53-７919

位相差顕微鏡で口腔内の歯周病菌等
の観察。２画面ソフトによる治療の
経過の比較。約 ５０ 種の動画、静止画、
デンタルプラーク微生物画像集の展
示をします。

▪　会社紹介

ブース№ 25

ティーアンドケー株式会社
▪　所在地：〒103-0012　
　　　　　　　　　　　東京都中央区日本橋堀留町
　　　　　　　　　　　1-5-７
▪　代表者：神林　照光	
▪　担当者：加藤　航
▪　URL：http://www.comfort-tk.co.jp/
▪　ＭＡＩL：info@comfort-tk.co.jp
▪　ＴＥL：03-56４0-0233
▪　ＦＡＸ：03-56４0-0232

当社は、２００２ 年より全国の医療関連
施設のスタッフの皆様とともに、メーカ
ーとして有病者口腔ケアに携わってき
ました。今までの経験とノウハウをもと
に、昨年 １２月にオーラルケア製品の
新ブランド「Peptｉ-Sａl（ペプチサル）」
を発売しました。ペプチサルとは、唾
液のチカラに着目して開発された低刺
激性のオーラルケア製品です。発泡洗
浄剤、アルコール、パラベンは配合し
ていません。無料サンプルをご用意し
ておりますのでぜひお試しください。

▪　会社紹介

ブース№ 27

㈱島津製作所（代理店：安武科学器械㈱）

▪　所在地：本　　社：京都市中京区西ノ京桑原町 1
　　　　　　九州支店 ：福岡県福岡市博多区冷泉町 ４-20
▪　代表者：中本　晃	
▪　担当者：大草　真治
▪　URL：http://www.shimadzu.co.jp
▪　ＭＡＩL：okusa@shimadzu.co.jp
▪　ＴＥL：092-283-3332
▪　ＦＡＸ：092-283-33４2

島津製作所は、１８７５ 年の創業以来今
年で １４０ 周年を迎え、創業者のパイ
オニア精神を継承し「科学技術で社
会に貢献する」を社是として事業を
展開してきました。最先端の分析技
術で、さまざまな分野での研究や技
術開発・品質管理に貢献してまいり
ます。

▪　会社紹介
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ブース№ 32

ウエルテック株式会社
▪　所在地：大阪府大阪市北区豊崎
　　　　　　　　　　　3-19-3
▪　代表者：事業部長　玉利　秀生
▪　担当者：安藤　雅子
　　　　　　（メディカルサポートセンター）
▪　URL：www.weltecnet.co.jp
▪　ＴＥL：0120-1７-80４9
▪　ＦＡＸ：06-63７6-5622

予防歯科に着目し、コンクールＦを
はじめとした「コンクールブランド」
を展開しております。
予防効果の高い歯磨剤・口腔乾燥の
方にお使いいただける口腔用保湿剤
などを幅広く取り扱っております。
それぞれの製品を患者さんの口腔内
の状態に合わせ、目的別に組み合わ
せてご使用いただくことができます。
サンプル等をご用意しておりますの
で、ぜひウエルテックブースまでお
越しくださいませ。

▪　会社紹介

ブース№ 31

株式会社ヤマノ
▪　所在地：福岡県北九州市小倉北区
　　　　　　金鶏町 13-2４
▪　代表者：山本　九州男	
▪　担当者：山口　将典
▪　URL：http://www.yamano-life.jp/
▪　ＭＡＩL：yamaguchi@yamano-life.jp
▪　ＴＥL：093-652-52７1
▪　ＦＡＸ：093-652-5890

1999 年より創業し、現在北九州市小
倉に本社。
マカを中心としてカムカム・キャッ
ツクローなどの健康食品を扱ってい
ます。 
南米ペルーに現地法人を持ち、自社
スタッフにより栽培・品質管理を徹
底。 天然素材の研究開発と製造販売
までをワンストップで提供。 健康食
品の SPA を行っており、 日本一女性
にやさしいサプリメント会社を目指
しています。 

▪　会社紹介

ブース№ 36

サンメディカル株式会社
▪　所在地：〒52４－00４４
　　　　　　　　　　　滋賀県守山市古高町 5７1-2　
▪　代表者：鈴木　秀彦	
▪　担当者：学術部
▪　URL：http://www.sunmedical.co.jp
▪　ＴＥL：0７７－582－9981（代表）
▪　ＦＡＸ：0７７－582－998４

サンメディカルは今年で創立 ３４年！
接着性レジンセメントのパイオニア
「スーパーボンド」を主力製品に、ＭS
ポリマーを配合した知覚過敏抑制材
「ＭSコート　シリーズ」、独自のファ
イバーポスト・コアシステムの支台築
造材料「ｉ－TFCシステム」、低重合収
縮をコンセプトとした裏層材「バルク
ベース」など、ユニークな製品をご提
案してきました。これからも歯科材料
の理想を求め、先生方のお役に立つ製
品の開発に努力して参ります。

▪　会社紹介

ブース№ 35

ライオン歯科材株式会社
▪　所在地：東京都墨田区横網 1－2－22
▪　代表者：代表取締役社長　川端　康嗣
▪　担当者：営業部
▪　URL：http://www.lion-dent.com/
▪　ＴＥL：03-3621-6183
▪　ＦＡＸ：03-3621-6159

ライオン歯科材株式会社は、歯科疾
患の予防と再発防止に有用な予防用
品の提供に併せて、患者さんの状態
に合わせて先生方が「適材適処」で
予防用品を処方するための情報を提
供することで、予防歯科を推進し、
お口から始まる全身健康の実現に貢
献してまいります。皆様のご来場を
お待ちしております。

▪　会社紹介

ブース№ 34

サンスター株式会社
▪　所在地：大阪府高槻市川西町
　　　　　　　　　　　1－35－10
▪　代表者：吉岡　貴司
▪　担当者：丸山　博之
▪　ＴＥL：0７2-682-４７33
▪　ＦＡＸ：0７2-68４-5669

バトラーシリーズから、インプラン
トやブリッジ、矯正をしている方向
けの４製品を新発売致しました。
① 「バトラー イージースレッドフロス」
②「 バトラー インターデンタルブラシ 

デュアルアングル」
③「バトラー シングルタフト #01F」
④「バトラー デンタルリンス」　　

▪　会社紹介

ブース№ 33

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
▪　所在地：大阪市東淀川区西淡路
　　　　　　5－20－19
▪　代表者：堀　信弘
▪　担当者：岩垣　和貴
▪　URL：https://www.bee.co.jp/
▪　ＭＡＩL：iwagaki@bee.co.jp
▪　ＴＥL：06-63７0-４182
▪　ＦＡＸ：06-63７0-４18４

う蝕の進行抑制剤「サホライド」や
NａFを有効成分とする歯面塗布剤・洗
口剤などの、う蝕関連の医薬品を開発
するとともに、歯磨剤や歯ブラシを製
品化し、すべての年代層のう蝕予防に
対応できるよう、各種フッ化物製剤と
う蝕予防製品を提供しています。また
高齢化社会を迎えた現在、歯科口腔領
域全般の健康維持のため、治療と予防、
医療の現場と家庭、個人と集団など、
最も効果的な組み合わせを考えた製品
開発に取り組んでおります。

▪　会社紹介
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ブース№ 40,41,42

株式会社茂久田商会
▪　所在地：兵庫県神戸市中央区
　　　　　　港島南町 ４-７-5
▪　代表者：茂久田　篤
▪　担当者：福島　泰史
▪　URL：www.mokuda.co.jp
▪　ＭＡＩL：t_fukushima@mokuda.co.jp
▪　ＴＥL：0７8-303-82４1
▪　ＦＡＸ：0７8-303-82４6

茂久田商会は、ジッペラーを始めとし
たＥNDO商品に力を入れております。
１本で根管形成・根管充填ができるレ
シプロックシステム。自由自在に吸引
先が変えられるエンドバキューム。
裂けないラバーダムなどなど、「かゆ
いところに手が届く」商品を多くそろ
えております。
是非、一度、ブースに立ち寄っていた
だき、「かゆいところ」を相談してく
ださい。

▪　会社紹介

ブース№ 39

マニー株式会社
▪　所在地：栃木県宇都宮市
　　　　　　清原工業団地 8－3
▪　代表者：高井　壽秀	
▪　担当者：森山　秀樹
▪　URL：http://www.mani.co.jp
▪　ＭＡＩL：moriyama@ms.mani.co.jp
▪　ＴＥL：028-66７-8591　
▪　ＦＡＸ：028-66７-8593

弊社では、エンド関連製品はもちろ
んのこと歯科全般に関わる製品を取
り揃えております。　　　　　　　
現在、衛生面からも錆びにくく、滅
菌可能なステンレスバーは種類も充
実し、多くの先生方にご採用頂けて
おります。また、再根管治療をより
早く、患者様及び先生方の負担軽減
にも役立つ製品も取り揃え展示して
おりますので、ぜひ弊社ブースへ足
をお運び頂きご確認頂けますようお
願い致します。

▪　会社紹介

ブース№ 44

株式会社トクヤマデンタル
▪　所在地：東京都台東区台東 1－38－9
▪　代表者：島本　敏次	
▪　担当者：原田　健一郎
▪　URL：http://www.tokuyama-dental.co.jp
▪　ＭＡＩL：k-harada@tokuyama.co.jp
▪　ＴＥL：03-3835-７202
▪　ＦＡＸ：03-5812-1098

独創的な技術と製品で、世界への飛
躍と「健康で豊かな社会」の実現を
目指す、それがトクヤマデンタルで
す。
トクヤマデンタルは、海外の優れた
技術・サービスは柔軟に吸収し､ 国
内市場に取り入れつつ、当社の得意
とする分野は世界に向かって積極的
に発信し続けて参ります。

▪　会社紹介

ブース№ 43

クラレノリタケデンタル株式会社
▪　所在地：〒100-000４
　　　　　　　　　　　東京都千代田区大手町
　　　　　　　　　　　1-1-3　大手センタービル
▪　代表者：有川　清之	
▪　担当者：安澤　彰紹
▪　URL：http://www.kuraraynoritake.jp/
▪　ＴＥL：03-6７01-1７00
▪　ＦＡＸ：03-6７01-1805

クラレノリタケデンタル株式会社は、
これまで、歯科用接着材、セメント、
コンポジットレジン、硬質レジン、
およびセラミックスを中心とした各
分野において、治療の予後を高める
独創的な製品を開発、製造、販売し、
多くの方々からご好評を頂いて参り
ました。今後も、歯科材料の高度化
を目指し、歯科保存治療の発展に少
しでも貢献できるよう、より画期的、
より革新的な製品とシステムを創造
して行きます。

▪　会社紹介

ブース№ 38

白水貿易株式会社
▪　所在地：大阪府大阪市淀川区新高
																	1-1-15
▪　代表者：中山　茂男
▪　担当者：広報課
▪　URL：http://www.hakusui-trading.co.jp/
▪　ＭＡＩL：toiawase@hakusui-trading.co.jp
▪　ＴＥL：06-6396-４４55
▪　ＦＡＸ：06-6396-４４5７

白水貿易は、創業以来世界のトップ
クラスの歯科治療技術を他に先がけ
て国内に紹介し、多くの実習会、研
修会を通じてわが国歯科治療の向上
に努めてきました。弊社の販売する
器材は、絶えず欧米の最先端の歯学
理論やテクノロジーに基づく高品質
のものであり、よりよい商品を世界
に求め、「世界の選び抜かれた器材」
を紹介することを社是として、今後
も更なる歯学の発展と国民福祉の向
上に努力を続けて参ります。

▪　会社紹介

ブース№ 37

デンツプライ三金株式会社
▪　所在地：東京都港区麻布台 1-8-10
▪　代表者：向　英俊	
▪　担当者：小川　貴子
▪　URL：www.dentsply-sankin.com
▪　ＴＥL：03-511４-101７
▪　ＦＡＸ：03-511４-1038

2015 年度春季学術大会では、１本の
ファイルでの根管拡大形成「ウェーブ・
ワン」などのNｉTｉファイル。ベストセラ
ー「アルジエースZ」、「アクアジル ウル
トラ」などの印象材。４mmの深さまで
一括充填が可能なフロアブルレジン
「SDR」、Ⅱ級窩洞修復用マトリックスシ
ステムなどの直接修復関連品。コードレ
ス歯面研磨システム「RDHフリーダム」、
ホワイトニング材「ナイトホワイト」の展
示をいたします。皆様のご来場をスタッ
フ一同心よりお待ちいたしております。

▪　会社紹介
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ブース№ 47,48

株式会社ジーシー
▪　所在地：〒113-0033
　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷 3-2-1４
▪　代表者：代表取締役社長　中尾　潔貴	
▪　担当者：安喰　裕二
▪　URL：http://www.gcdental.co.jp/
▪　ＴＥL：03-3815-1511
▪　ＦＡＸ：03-3815-3４21

口や歯の健康にかかわる歯科医療は、
人々の QOＬ（Quａlｉty Of Ｌｉfe）の向
上に直結するもので、「生きる力を支
える医療」として一層の役割を果た
すことが求められています。弊社は
歯科材料及び関連機械・器具の製造
販売を行なっている歯科医療総合メ
ーカーで、世界的な高齢化・健康志
向などの世の中の変化に対応し、健
康と笑顔を世界の人々へお届けする
企業として努力してまいります。

▪　会社紹介

ブース№ 45,46

株式会社松風
▪　所在地：〒605-0983
　　　　　　　　　　　京都市東山区福稲
　　　　　　　　　　　上高松町 11
▪　代表者：取締役社長　根來　紀行	
▪　担当者：学術課　岡田　浩
▪　URL：http://www.shofu.co.jp
▪　ＭＡＩL：hi-okada@shofu.co.jp
▪　ＴＥL：0７5-561-1112
▪　ＦＡＸ：0７5-561-1７４７

「白い歯が輝く、世界中の笑顔のため
に」―　松風は歯科器材メーカーと
して、世界中の人々が追い求める
「健康」と「美」に貢献しています。
国内外の学会で報告されている抗プ
ラーク付着性などを発現するコンポ
ジ ッ ト レ ジ ン を は じ め と す る
「Gｉomeｒ 製品」を中心に、大好評の
歯科用デジタルカメラ「アイスペシ
ャルC-Ⅱ」も展示しています。ぜひ、
松風ブースへお立ち寄りください。

▪　会社紹介

ブース№ 52

ネオ製薬工業株式会社
▪　所在地：〒150-0012
　　　　　　　　　　　東京都渋谷区広尾 3－1－3
▪　代表者：矢野　秀史	
▪　担当者：梅津　香織
▪　URL：http://www.neo-dental.com/
▪　ＭＡＩL：umezu@neo-dental.com
▪　ＴＥL：03-3４00-3７68
▪　ＦＡＸ：03-3４99-0613

創業以来、各大学及び多くの研究者の
方々の研究成果、あるいは共同研究に
よって多くの製品を発表してまいりました。
その中には、“Neodyｎe" や“Vｉtａpex"
といった歯科医療には欠かせないと評
価いただいた製品も数多く含まれ、その
評価は世界各国に広く紹介されていま
す。私たちの歴史は製品開発を通して
世界の人々の健康に貢献している、そう
自負するとともに大きな責任を持ってその
歴史に新たなぺージを刻みつづけてまい
ります。

▪　会社紹介

ブース№ 51

昭和薬品化工株式会社
▪　所在地：〒10４-0061
　　　　　　　　　　　東京都中央区銀座 ４-12-15
　　　　　　歌舞伎座タワー 19F
▪　代表者：大内　光
▪　担当者：小野　弘樹
▪　URL：http://www.showayakuhinkako.co.jp
▪　ＴＥL：03-626４-3538
▪　ＦＡＸ：03-626４-35４9

昭和薬品化工は「ニッチ」「独自」「高
付加価値」を経営方針としております。
今後の展開としては①解熱領域が主用
途である「カロナール」の鎮痛領域へ
の拡大②在宅歯科分野の市場育成③海
外歯科市場への進出の三つの成長戦略
を推進し、自社の強みを生かせるニッ
チ市場を積極的に開拓していき、売り
上げ拡大を図ってまいります。今後も
当社は企業価値の向上に邁進し、皆さ
まのご期待にお応えできますよう努力
してまいります。

▪　会社紹介

ブース№ 50

小林製薬株式会社
▪　所在地：大阪市中央区道修町 ４-４-10
▪　代表者：小林　章浩
▪　担当者：薬粧品事業部　オーラルケア開発G
　　　　　　早坂　奈美
▪　URL：http://www.kobayashi.co.jp/
▪　ＭＡＩL：n.hayasaka@kobayashi.co.jp
▪　ＴＥL：0７2-6４0-0131
▪　ＦＡＸ：0７2-6４0-0118

小林製薬グループは「“あったらいい
な”をカタチにする」というブランド
スローガンのもと、世の中にない新し
い製品を作り続けてきました。弊社の
オーラルケア製品は古くは昭和 45年
から発売をしており、代表製品には糸
ようじ、やわらか歯間ブラシ、生葉、
トマリナ、タフデント、パーシャルデ
ントなどがあります。本学会ではハミ
ガキを中心にご紹介しておりますが、
どの製品に関しても質問などありまし
たらぜひお立ち寄り下さい。

▪　会社紹介

ブース№ 49

Ivoclar Vivadent 株式会社
▪　所在地：〒113-0033
　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷
　　　　　　　　　　　1-28-2４-４F
▪　代表者：熊澤　英明	
▪　担当者：鈴木　道子
▪　URL：www.ivoclarvivadent.jp
▪　ＭＡＩL：info.japan@ivoclarvivadent.com
▪　ＴＥL：03-6801-1303
▪　ＦＡＸ：03-58４４-４8４8

Ivoclａｒ Vｉvａdeｎt 本社は、ヨーロッ
パ中部のリヒテンシュタイン公国と
いう人口３万5千人ほどの小さな国
にあります。世界の 24 カ国に拠点を
置き、120 カ国以上へ製品をお届け
しています。100名を超える研究者が、
アルプスの山々に囲まれた落ち着い
た環境の中で、より優れた製品を生
み出すため日々研究を続けています。
世界に誇れる製品を多く持つ、歴史
ある総合歯科材料メーカーです。今
回は新発売の製品を紹介します。

▪　会社紹介



― 10 ―

ブース№ 55

株式会社メニコン
▪　所在地：〒４52－0805
　　　　　　　　　　　名古屋市西区市場木町 390
　　　　　　　　　　　ミユキビジネスパーク四号館
▪　代表者：田中　英成
▪　担当者：笹井　康臣
▪　URL：www.menicon-lifescience.com
▪　ＭＡＩL：y-sasai@menicon-net.co.jp
▪　ＴＥL：052－325－７385
▪　ＦＡＸ：052－325－７386

私たち、メニコン・ライフサイエンス事業
部は長年に亘り、コンタクトレンズで学んだ
「モノづくり」をライフサイエンス分野で活
かそうと新規事業を始めました。今回の
日本歯科保存学会では、二つの商品を
ご紹介させて頂きます。
① 自己集合性ペプチドゲルを活用した
研究用試薬、三次元細胞培養用スキャ
フォールド　「PanaceaGel」
② 細胞にメカニカルストレス（伸展刺激）
を負荷する研究用機器、培養細胞伸展
システム　「ShellPa」

▪　会社紹介

ブース№ 56

福岡デンタル販売株式会社
▪　所在地：福岡県福岡市東区多の津
																	４-７-5　KNセンタービル 1F
▪　代表者：西川　淳
▪　担当者：重冨　智寛
▪　URL：http://fdental.co.jp
▪　ＭＡＩL：info@fdental.co.jp
▪　ＴＥL：092-629-1４91
▪　ＦＡＸ：092-629-1４9４

福岡県を中心とした北部九州にて、
歯科ディーラーとして活動していま
す。この度、米国 ＥPA・FDA 認可

「Ｍｉｎｎcａｒe®」「ａctｒｉl®」の取り扱いを
開始し、歯科医院から再生医療研究
室までの消毒域に高まる感染防止の
ニーズにお応え致します。患者様は
もちろんのこと医療、研究従事者ま
で、環境に優しく安心・安全な世界
標準の感染制御をご紹介し共に歩ん
で行きたいと思っています。是非ブ
ースにお立ち寄りください。

▪　会社紹介

ブース№ 54

新田ゼラチン株式会社
▪　所在地：〒581-002４
　　　　　　　　　　　大阪府八尾市二俣 2-22
▪　代表者：尾形　浩一	
▪　担当者：塚本　啓司、平岡　陽介
▪　URL：http://www.nitta-gelatin.co.jp/
▪　ＭＡＩL：info-bematrix@nitta-gelatin.co.jp
▪　ＴＥL：0７2-9４9-8７02
▪　ＦＡＸ：0７2-9４9-26７７

新田ゼラチンは今年で創業 97 年を迎え
るゼラチンメーカーです。ライフサイエン
ス分野では、細胞培養用コラーゲン
『Cellmａtｒｉx』、生体組織工学用ゼラチ
ン/コラーゲン『ｂeＭａtｒｉx』が、研究
試薬としてまた生体吸収性材料としてた
くさんの方々にご使用していただいており
ます。また、コラーゲン・ゼラチンは古く
から医療機器の原材料として使用され、
人の治療に貢献してまいりました。コラ
ーゲン・ゼラチンにご興味ございましたら、
ご連絡いただければと思います。

▪　会社紹介

ブース№ 53

日本歯科薬品株式会社
▪　所在地：〒７50-0015
　　　　　　　　　　　山口県下関市西入江町 2-5
▪　代表者：粟生　悟	
▪　URL：http://www.nishika.co.jp/
▪　ＴＥL：083-222-2221
▪　ＦＡＸ：083-222-2220

当社は歯科用医薬品専門メーカーで、
医療機器、医薬部外品等も製造販売
しています。主な製品として含嗽剤
「ネオステリングリーンうがい液 ０.２
％」、歯周炎治療薬「テトラサイクリ
ン・プレステロン歯科用軟膏」、また
「カルシペックスⅡ」、「ニシカキャナ
ルシーラー」等の歯内療法関連製品、
う蝕検知液「ニシカカリエスチェッ
ク」、塗布のみで知覚過敏を抑制する
「ナノシール」等を供給しています。

▪　会社紹介

ブース№ 58

スリーエムジャパン株式会社ヘルスケアカンパニー
▪　所在地：東京都品川区北品川 6－７－29
▪　代表者：石川　憲一
▪　担当者：清水　一慶
▪　URL：http://www.mmm.co.jp/hc/dental/index.html
▪　ＭＡＩL：dental.jp@mmm.com
▪　ＴＥL：0120-332-329
▪　ＦＡＸ：03-6４09-5805

お客様に最もふさわしい技術と製品、
そしてソリューションを提供する、
「選ばれるサプライヤー」であるため
に、3Ｍ は製品開発から生産、供給
のあらゆる工程でグローバルなネッ
トワークを活用し、アイデアやノウ
ハウ、多彩な技術を融合。お客様の
課題に応えるイノベーティブな製品
やソリューションを提供しています。

▪　会社紹介

ブース№ 57

タカラベルモント株式会社
▪　所在地：大阪市中央区東心斎橋
　　　　　　　　　　　2－1－1
▪　代表者：吉川　秀隆
▪　担当者：デンタル事業部マーケティング部　中島
▪　URL：http://www.takara-dental.jp/
▪　ＭＡＩL：hajime.nakajima@takara-net.com
▪　ＴＥL：06-6212-3619
▪　ＦＡＸ：06-6212-369７

緊密な根管充填は良好な予後に深く
関わっていると考えられます。米ハ
イジニック社の熱可塑性根管充填シ
ステム「ウルトラフィル3Dシステム」
は流動性の高いガッタパーチャが分
岐部・側枝・フィン・イスムス及び
湾曲した根管にも高い追随性を示し、
緊密な根管充填を可能にします。ま
た、１根管数秒と迅速な充填が可能。
３種類の粘度の選択可能なガッタパ
ーチャにより、幅広い症例に適応し
た根管充填材料です。

▪　会社紹介
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ブース№ 63

株式会社アイキャスト
▪　所在地：〒60４-08４７
　　　　　　　　　　　京都市中京区秋野々町 513
　　　　　　　　　　　京都第一生命泉屋ビル 8F
▪　代表者：宮本　浩	
▪　担当者：早川　雄一郎
▪　URL：http://www.i-cast.jp
▪　ＭＡＩL：info@i-cast.jp
▪　ＴＥL：0７5-25７-７2７0
▪　ＦＡＸ：0７5-25７-７2７1

熱可塑性樹脂「エステショットブラ
イト」、ＢＥGO 製品及び CAD/CAＭ
材料・機器「ＢＥＬＬＥZZA（ベレッツァ）
CAD/CAＭ システム」など、ワンラ
ンク上の歯科技工製品及びサービス
をご提供します。今回は、これまで
ジルコニアでは実現が難しかった約
50％という高い透過性を実現した「ベ
レッツァ ハイトランス ジルコニア」
を始め、審美性・機能性を重視した
歯科技工材料を中心に展示しており
ます。是非お立ち寄りください。

▪　会社紹介

ブース№ 61

フォーク株式会社
▪　所在地：埼玉県加須市土手
　　　　　　1-6-22（本社）
▪　代表者：小谷野　淳	
▪　担当者：田中　和也（大阪支店）
▪　URL：http://www.folk.co.jp
▪　ＭＡＩL：k-tanaka@folk.co.jp
▪　ＴＥL：06-69７2-0４50
▪　ＦＡＸ：06-69７2-0４60

女子オフィースユニフォーム、メデ
ィカルウェア、ワーキングウェアユ
ニフォームの企画、製造、販売を通
じて“たえず新しい価値をひとりで
も 多 く の お 客 様 と 共 に Cｒeａtｉｎｇ 
Vａlue Foｒ Customeｒs”をビジョン
に掲げ１人でも多くのお客さまと喜
びと感動を分かち合い、いい関係を
創っていく企業をめざします。

▪　会社紹介

ブース№ 60

フィード株式会社
▪　所在地：神奈川県横浜市西区
　　　　　　みなとみらい 2-3-3
　　　　　　クイーンズタワーＢ 19F
▪　代表者：小間井　俊輔	
▪　担当者：柴田　雅弘
▪　URL：www.feedcorp.co.jp
▪　ＭＡＩL：m-shibata@feedcorp.co.jp
▪　ＴＥL：0４5-662-４5４４
▪　ＦＡＸ：0４5-662-４506

フィード株式会社は ３５ 年の実績をも
つ歯科通販会社です。
必要なモノをいち早くお届けする安
心で便利なサービスをご提供いたし
ます
午後４時までにご注文いただいた商
品は、当日に発送
午後４時以降にご注文いただいた商
品は翌営業日の発送となります。商
品のお届けは地域により異なります

▪　会社紹介

ブース№ 64

ペントロン　ジャパン株式会社
▪　所在地：東京都品川区大井 ４-13-1７
　　　　　　　　　　　レ・ジュ大井町 5F・6F
▪　代表者：薄井　邦昭	
▪　担当者：池永　繁
▪　URL：http://www.j-pentron.com/
▪　ＭＡＩL：customer_desk@j-pentron.com
▪　ＴＥL：03-5７４6-0316
▪　ＦＡＸ：03-5７４6-0320

弊社は 2001 年以来「すべては患者さ
んのことを第一に考え、より良い製品
をリーズナブルな価格で提供する」を
企業目標に掲げアメリカのPＥNTRON
社が生み出す高品質な歯科材料をはじ
め、世界各国の歯科器材メーカーから
国内ニーズにあった製品を厳選し、輸
入販売をおこなっています。2010 年
には、社内に研修センターを設置し、
実技研修や講演会を開催することで、
数多くの先生方への情報配信の場とし
てご利用ご活用いただいています。

▪　会社紹介

ブース№ 59

有限会社オルソネット
▪　所在地：東京都港区六本木 ７-21-6
▪　代表者：広瀬　真奈美	
▪　URL：http://www.braces.or.jp/orthonet/
▪　ＭＡＩL：hoo@braces.or.jp
▪　ＴＥL：03-335７-5590
▪　ＦＡＸ：03-5４13-5４７8

患者様とのコミュニケーションに役
立つ商品や、プレゼントなど喜んで
頂けるような品をセレクトし、楽し
い歯科雑貨や輸入雑貨、オルソネッ
トオリジナルのデンタルグッズ、
2015 年の新商品を始め、大好評のス
ター★トゥース、Hａpple など多数ご
用意しております。
学会のおみやげにも大人気 ！！ ぜひ、
お立ち寄り下さいませ。

▪　会社紹介

ブース№ 62

日本メディカルテクノロジー株式会社

日本メディカルテクノロジー株式会社
では、歯科医院や歯科技工工程から発
生する金属屑等（撤去冠・クラスプ・
キャス卜屑・研磨屑・キャストシート・
床屑・集塵機粉・るつぼ屑等）の貴金
属原料を回収し、再び高純度の貴金属
に精錬、精製するリサイクル事業を進
めております。

▪　会社紹介

▪　所在地：〒1７6-0011
　　　　　　　　　　　東京都練馬区豊玉上 2-2-5
　　　　　　　　　　　桜台ツーウッズビル 2F
▪　代表者：安藤　克巳	
▪　担当者：齋藤　壮雄
▪　URL：http://www.jmt-eco.co.jp/
▪　ＭＡＩL：jmt@jmt-eco.co.jp
▪　ＴＥL：03-3993-2211
▪　ＦＡＸ：03-3993-2212
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ブース№ 69

株式会社テムザック
▪　所在地：福岡県宗像市江口 ４65
▪　代表者：代表取締役　髙本　陽一	
▪　担当者：業務統括本部　須藤　理恵
▪　URL：http://www.tmsuk.co.jp/
▪　ＭＡＩL：pr@tmsuk.co.jp
▪　ＴＥL：09４0-38-７555
▪　ＦＡＸ：09４0-38-７556

株式会社テムザックは 2000 年 1 月に
創業した、サービスロボット専業メ
ーカーです。テムザックでは、これ
までに警備・監視ロボット、受付案
内ロボット、レスキューロボットな
ど、30 種類以上のロボットを開発し
てきました。最近では「新型車いす
ロボット」や「歯科患者ロボット」
を開発、海外の医療機関や福祉国か
らも非常に大きな関心を持たれ、世
界の市場に販売を広げています。

▪　会社紹介

ブース№ 68

株式会社ニッシン
▪　所在地：京都府亀岡市旭町宮林 22-1
▪　代表者：横江　浩司	
▪　担当者：谷岡　正行
▪　URL：http://www.nissin-dental.jp
▪　ＭＡＩL：m-tanioka@nissin-dental.co.jp
▪　ＴＥL：0７5-25７-７255
▪　ＦＡＸ：0７5-25７-７256

歯科医学教育分野で使用される実習
用顎模型やシミュレーターを半世紀
以上に渡って各教育機関と共に作り
続けている、国内トップメーカーで
す。歯科医療の進歩と共に開発を続
け、当学会にて発表される新型モ
デル INVICTＵS をはじめとした最
先端の医療技術を習得できる教材
をトータル的に提供し、DＥNTAＬ 
ＥDＵCATION COＭPANＹ としてこ
らからの歯科医療の発展を皆さまと
共にサポートして参ります。

▪　会社紹介

ブース№ 67

株式会社デジタル・ナレッジ
▪　所在地：	東京都台東区上野 5丁目 3-４	

e ラーニング・ラボ秋葉原
▪　代表者：はが　弘明
▪　担当者：プラットフォーム事業部長　中嶋　竜一
▪　URL：https://www.digital-knowledge.co.jp/
▪　ＭＡＩL：nakajima@digital-knowledge.co.jp
▪　ＴＥL：03-58４6-2131
▪　ＦＡＸ：03-58４6-2132

eラーニング専門ソリューションベンダ
ー、株式会社デジタル・ナレッジです。
このたび、診療参加型臨床実習・臨床
研修連携手帳をタブレット・スマートフ
ォン上にて実現した「e-loｇｂook（イー
ログブック）」を開発いたしました。会
場ではデモ環境を実際にお使い頂けま
す。
また、実習レポートのデジタル管理を
実現するポートフォリオシステム、最新
の歯科 eラーニング教材も展示いたし
ます。

▪　会社紹介

ブース№ 70

有限会社ビューティフルライフ
▪　所在地：〒8７0-0829
　　　　　　大分県大分市椎迫 ４-2
▪　代表者：田中　晃一	
▪　担当者：加嶋　忍
▪　URL：http://www.be-life.info/
▪　ＭＡＩL：info@be-life.info
▪　ＴＥL：09７-5４6-0666
▪　ＦＡＸ：09７-5４6-6999

介護・福祉・理美容機器の発売メー
カー。高齢化へ対応！歯科・口腔ケア、
医療、介護等サービスの QOＬの向上
を図る機器の展示。【多機能車いす】
ティルト＆リクライニング ･ ワンア
クション連動操作は、患者様がずれ
難い新リンク機構。開発チームは、
ものづくり日本大賞を受賞。【移動シ
ャンプー台】可動式洗面台としての
使用も可能。高さ ･ 角度を合わせ易
い形状 ･ 機能で、口腔ケアでの使用
を提案。佐賀大学との共同開発製品。

▪　会社紹介

ブース№ 66

株式会社ミッツ
▪　所在地：京都市西京区大枝中山町
　　　　　　　　　　　2－105
▪　代表者：磯野　聡	
▪　担当者：磯野　聡
▪　URL：http://www.mits-works.com
▪　ＭＡＩL：info@mits-works.com
▪　ＴＥL：0７5-335-3330
▪　ＦＡＸ：0７5-333-3382

主に歯科関連企業向けのグラフィッ
クデザイン全般（ロゴマーク、パン
フレット、広告など）の制作。
2015 年 2 月より日本歯科新聞社と共
に歯科関連セミナー情報検索サイト
「歯科プロ」を企画。
今回の展示ではセミナー参加者・主
催者の方々にとって大変魅力のある
サービスである「歯科プロ」をご紹
介させていただきます。ぜひブース
にお立ち寄りください。

▪　会社紹介

ブース№ 65

株式会社フォレスト・ワン
▪　所在地：〒2７４-0825
　　　　　　　　　　　千葉県船橋市前原西 2-32-5
▪　代表者：部屋本　圭一	
▪　担当者：岸本　憲和
▪　URL：www.forest-one.co.jp
▪　ＭＡＩL：info@forest-one.co.jp
▪　ＴＥL：0４７-４７４-8105
▪　ＦＡＸ：0４７-４７４-8106

いろいろな製品を取り揃えるのでは
なく、ユニークで、キラリと光る製
品をご提案させていただきます。
新タイプのクラウンリムーバー、特
許技術を持つ ＬＥD 光重合器、電動ス
トリッピングブレードを中心に展示
いたします。
是非とも弊社ブースへお立ち寄りく
ださい。

▪　会社紹介
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ブース№ 71

株式会社コムネット
▪　所在地：〒160-0022　
　　　　　　東京都新宿区新宿 5-11-４
　　　　　　姫路ビル 2F
▪　代表者：代表取締役社長　菊池　恩恵	
▪　担当者：営業部　櫻井　紀恵
▪　URL：http://www.comnt.co.jp/
▪　ＭＡＩL：sakurai@comnt.co.jp
▪　ＴＥL：03-3350-06４8
▪　ＦＡＸ：03-3350-6４50

コムネットは歯科医院コミュニケー
ション支援の専門家です。患者さん
を医院のファンにする「６つのコト」
をベースに伝えたい情報をカタチに
し、「仕組みづくり」でコミュニケー
ション力を ＵP させ、患者さんと歯
科医院の信頼構築をサポートしてい
ます。治療説明・情報発信・患者啓
発が行き届かずに患者さんとのコミ
ュニケーションギャップにお悩みを
抱えている先生とスタッフをサポー
ト致します。

▪　会社紹介

ブース№ 74

医歯薬出版株式会社
▪　所在地：東京都文京区本駒込 1-７-10
▪　代表者：大畑　秀穂	
▪　担当者：新海　潤
▪　URL：http://www.ishiyaku.co.jp/
▪　ＭＡＩL：d-sales@ishiyaku.co.jp
▪　ＴＥL：03-5395-７630
▪　ＦＡＸ：03-5395-７633

当社は、医学・歯科医学の領域で出
版活動を行っている医学書総合出版
社です。歯科医学の領域では、雑誌『歯
界展望』、『歯科技工』、『デンタルハ
イジーン』、『補綴臨床』の４誌のほか、
ベストセラーである『全科実例によ
る社会保険歯科診療』をはじめ、『マ
イクロエンドをはじめよう 超！入門
テキスト』など、約 700 点の発行点
数を有しております。創業以来 90 有
余年にわたる意欲的な出版活動は、
各方面から高い評価を得ております。

▪　会社紹介

ブース№ 76

クインテッセンス出版株式会社
▪　所在地：〒113-0033
　　　　　　　　　　　東京都文京区本郷 3-2-6
▪　代表者：佐々木　一高	
▪　担当者：三縞　誠一郎
▪　URL：http://www.quint-j.co.jp/
▪　ＭＡＩL：mb@quint-j.co.jp
▪　ＴＥL：03-58４2-22７2
▪　ＦＡＸ：03-5800-７592

日々の診療にお役立ていただける臨
床書から、医院のご経営に有用な関
連書、待合室向け・患者様向け書籍、
月刊誌　「ザ・クインテッセンス」、
月刊誌　「QDT Aｒt & Pｒａctｉce」、月
刊誌　「歯科衛生士」、月刊誌「ｎｉco」、
など多数取り揃え出展いたします。 
ご来場の折 には、是非お立ち寄りく
ださい。

▪　会社紹介

ブース№ 75

株式会社永末書店
▪　所在地：京都市上京区五辻通大宮
　　　　　　西入五辻町 69-2
▪　代表者：永末　英樹	
▪　担当者：岡崎　智則
▪　URL：http://www.nagasueshoten.co.jp
▪　ＭＡＩL：kyoto@nagasueshoten.co.jp
▪　ＴＥL：0７5-４15-７280
▪　ＦＡＸ：0７5-４15-７290

弊社は歯学図書の出版社です。伝統
に裏打ちされた正統的な本づくりの
踏襲と、学問と実務の最高水準の情
報を正確に捉えた編集をモットーに、
歯科医学の発展に貢献していきたい
と考えています。『保存修復学 21』『う
蝕学』『う蝕治療ガイドライン』とい
った、学会様と関連のある書籍を多
数、刊行してまいりました。今回の
目玉として、『う蝕治療ガイドライン
 改訂版』が初披露となります。ぜひ
弊社ブースにお立ち寄りください。

▪　会社紹介

ブース№ 72

株式会社ノーザ
▪　所在地：東京都中野区中央 1-21-４
　　　　　　ノーザビル
▪　代表者：中澤　治	
▪　担当者：新垣　博幸
▪　URL：www.nhosa.com
▪　ＭＡＩL：shingaki@nhosa.co.jp
▪　ＴＥL：03-53４8-1881
▪　ＦＡＸ：03-53４8-1885

株式会社ノーザは、歯科用コンピュ
ータソフトでトップシェアを誇る、
ソフトウェアメーカーです。チェッ
ク に 定 評 の あ る ＬｉｎuxOS 搭 載 の
ＷｉseStａff-8 と、ＷｉｎdowsOS で動作
する wｉｎFoｒce の２つのラインナッ
プをご用意しております。ｉPａd での
歯周検査入力、カルテビューア・介
護請求・簡易 CTI・病院情報システ
ムとの連携等、常に新しい提案を行
ってまいります。

▪　会社紹介

ブース№ 73

株式会社 UＳEN
▪　所在地：東京都港区北青山 3-1-2
▪　代表者：田村　公正	
▪　担当者：大島　季也
▪　URL：http://www.usen.com/index.html
▪　ＭＡＩL：m-nagano@usen.co.jp
▪　ＴＥL：03-6823-1７88
▪　ＦＡＸ：03-6７４1-４655

有線放送でおなじみの ＵSＥN です。
今回、『デンタル・コンシェルジュ』
という歯科医院総合支援サービスを
開始いたしました。歯科医院様に向
けた「経営分析・患者管理」を実現
するクラウドサービスと一般消費者
に向けた、歯科関連の情報を発信し
ていく Ｗeｂ サイトになります。アポ
イント帳を電子化する事から始まる
「集患～院内業務効率化～コミュニケ
ーション」のサイクルが生み出す新
たな価値に是非ご期待ください。

▪　会社紹介
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ブース№ 77

歯学図書出版・販売バイネキスト
▪　所在地：千葉県野田市山崎 1509-5
▪　代表者：難波　貞	
▪　担当者：同上
▪　URL：なし
▪　ＭＡＩL：weiter.tnamba@koalanet.ne.jp
▪　ＴＥL：0４-７125-8595
　　　　　　　　　　　090-４02４-9808
▪　ＦＡＸ：0４-７125-8595

クインテッセンス出版の書籍雑誌を
中心に、歯科医学書全般の書籍を販
売しています。
ご要望があれば自社でも出版お引き
受けします。

▪　会社紹介

ブース№ 78

株式会社オーラルケア
▪　所在地：〒116-0013
　　　　　　　　　　　東京都荒川区西日暮里
　　　　　　　　　　　2－32－9
▪　代表者：大竹　喜一
▪　担当者：小川　雅弘
▪　URL：http://www.surgitel.jp/
▪　ＭＡＩL：ogawa@oralcare.co.jp
▪　ＴＥL：0120－1４9－386
▪　ＦＡＸ：0120－４４9－386

「健康の価値を伝え、人々の行動を導
き、予防を文化にする」
私たちオーラルケアは、生涯にわた
って患者さんを支えていきたいと願
う歯科医院のパートナーとして、人
生の幸福と健康に結びつく予防メイ
ンテナンスの価値を、患者さんの視
点から提供し続けます。

▪　会社紹介

ブース№ 79

株式会社テクノスルガ・ラボ
▪　所在地：〒４2４-0065
　　　　　　　　　　　静岡県静岡市清水区長崎
　　　　　　　　　　　330
▪　代表者：望月　淳
▪　担当者：下村　謙悟
▪　URL：http://www.tecsrg-lab.jp/
▪　ＭＡＩL：tsl-contact@tecsrg.co.jp
▪　ＴＥL：05４-3４9-6211　
▪　ＦＡＸ：05４-3４9-6121

口腔内細菌叢や腸内細菌叢の解析、
細菌・カビ・酵母の同定など、微生
物研究のための受託分析を専門とす
る企業です。次世代シーケンサーを
使った網羅的な菌叢解析、リアルタ
イム PCR による特定遺伝子の定量解
析、16S ｒDNA など塩基配列解析に
よる微生物同定、顕微鏡観察や生理・
生化学性状試験など、微生物に関す
る研究を多方面から支援します。す
でに多くの論文で、弊社の受託分析
結果がデータとして使われています。

▪　会社紹介
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