
5月21日（日）　　　　　時頃

●ご芳名 ●貴医院名

●ご来場のお時間をご記入下さい。

●ご住所 ●TEL

●FAX

※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。

●担当者名　

トミヤ・ヨシダ感謝フェア2017「来場ご予約」 お申込書

2017
トミヤ・ヨシダ感謝フェア

平成29年5月21日（日）
9：30～17：00
アパホテル 岡山駅東口

開催日時

会　場

主　催

協　賛

感謝フェア 記念セミナー 1

感謝フェア 記念セミナー ２
TKP岡山カンファレンスセンター

アクセス
MAP

是非、ご体験ください !
マイクロスコープ

アレグラ330

マイクロスコープ

プリマDNT
NuVar

より使いやすく、 よりスピーディに、 
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

販売名：プリマDNT
一般的名称：可搬式手術用顕微鏡
届出番号：13B3X10131000300（一般 特管）
製造販売元：（株）東京歯材社
東京都台東区谷中2-5-20

販売名：TFアダプティブ エレメントモーター
一般的名称：歯科用根管拡大装置　
認証番号：226ADBZX00012000（管理 特管）
製造販売元：カボデンタルシステムズジャパン（株）

一般的名称：可搬型手術用顕微鏡
届出番号：13B1X00049MWA030（一般 特管）
製造販売元：ジャパンフォーカス（株）
              東京都文京区本郷4-37-18

リース＆クレジット相談コーナー

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　
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（株）
大阪府八尾市神武町2-24

株式会社 トミヤ 岡山支店 

希望セミナー　□ マイクロエンドセミナー 　□ プロフェッショナルケアとホームケア

初めてのマイクロエンド

プロフェッショナルケアとホームケアを見直す

～覗いてみよう～

～サブソニック振動の活用～

講師：橋爪 英城 先生
専門歯科プロジェクト TEAM東京
　橋爪エンドドンティクス デンタルオフィス
　東京都中央区開業
日本歯科保存学会歯科保存治療専門医
エンドドンティックラボラトリー代表
所属学会：日本歯科保存学会
　　　　　日本歯内療法学会
　　　　　日本口腔インプラント学会
日本大学海外派遣研究員（平成8～10年）
日本大学松戸歯学部兼任講師

5月21日（日）
13：00～15：00

日時：

受講料：

会場：

定員：

❶歯種ごとに異なる根管形態を知る
　～把握しておくべき副根管について
❷マイクロエンドが高める根管治療の成功率
❸初めてマイクロエンドを行うために必要な器具・機材　
❹根管治療の技術革新

アパホテル 岡山駅東口
岡山市北下石井1-3-12
アパホテル2F TKP岡山カンファレンスセンター

24名

会場：

定員：

アパホテル 岡山駅東口
岡山市北下石井1-3-12
アパホテル2F TKP岡山カンファレンスセンター

24名

3,000円（税込）

5月21日（日）
11：00～12：00

日時：

講師： 川上菜穂子 

受講料： 無 料

岡山県岡山市中区清水1-6-16  
TEL.086-271-6868

岡山営業所

設備投資に関する相談コーナーを設けました。

お気軽にご利用ください。

トミヤオリジナル
特設コーナーを
設置いたします。

（株）ヨシダ 歯科衛生士

岡山市北下石井1-3-12
アパホテル2F TKP岡山カンファレンスセンター

ご期待ください！！
アパホテル
岡山駅東口

アパホテル



●●（株）城北営業所

IPスキャナー
ビスタスキャン
コンビビュー

今お使いのX線装置で、
デジタルX線画像化が実現。

MTAが
シーラーになりました！！

根管充填シーラー材
MTAフィラペックス

歯科用レセプトコンピューター
Profit QUATTRO

WAVE
fine FE

オペレーザー

PRO

サブソニックブラシシステム

ユリー（ＹＵＬＬＹ）

電子カルテ
画像リンク
簡単操作

おすすめ品 !

口腔ケア製品

入替のご提案 アナログからデジタルへ。デジタルから3Dへ。新型ユニット・インスツルメント

CAD/CAM

天然由来原料100％の
口腔ケア製品です。

予防
体験セミナーあります

機能性
集光性能
さらに追求

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

エクセラ MF/NF

石膏模型スキャナー

トロフィー３DIプロ

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
販売名 : トロフィー スリーディアイ プロ
届出番号 : 13B2X00114000013（一般）
製造販売元 : トロフィー・ラジオロジー・ジャパン（株） 東京都江東区冬木11-17

光学印象始めませんか？
滑らかな連続撮影によるスピーディなスキャン！トロフィーカム

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）
製造販売業者：トロフィー・ラジオロジー・ジャパン(株)  東京都江東区冬木11-17

クラプロックス 各種 歯間サイズ計測用プローブ

柔らかで長い毛が歯間で
パラソル状に広がる！

↑

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：株式会社吉田製作所　東京都墨田区江東橋1-3-6

CAD/CAM

+

炭酸ガス＆半導体レーザー

オペレーザー デュアルウェーブ

+ネオス

オペレーザー フィリオオペレーザー
ネオス

フィリオ

高出力
炭酸ガスレーザー

ポータブル
半導体レーザー

※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

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）

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）
オペレーザーフィリオの販売名は、オペレーザー25です.
製造販売元：（株）吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

販売名：MTA フィラペックス
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：（株）ヨシダ　東京都台東区上野7-6-9

ビスタスキャン
ミニ ビュー

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：（株）ヨシダ　東京都台東区上野7-6-9

Keep it Simple
“本当に欲しい”
をカタチにする。

ソニッケアー

一般的名称：炭酸ガスレーザ
販売名：オペレーザーPRO
承認番号：21600BZZ00246000（高度管理 特管 設置）
製造販売元：（株）吉田製作所

ウィンドロード

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
認証番号：224ACBZX00073000（管理　特管）
製造販売元：（株）吉田製作所　東京都墨田区江東橋1-3-6

クラプロックス

販売名：ビスタスキャン  コンビ  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：226AGBZX00006000（管理 特管 設置）
製造販売元：（株）ヨシダ　東京都台東区上野7-6-9

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：（株）ミクロン 東京都文京区本郷 4-37-18

ＰＭＴＣを効率よくサポート
するブラシ専用ハンドピースです！
垂直に近いヘッド角度により、 
最後臼歯遠心部や隅角部など、
 さまざまな部位にアクセス
    しやすくなりました。

1 1 0
°

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）
ノバ セリオplus の販売名は“U17 ユニット” です。

ノバセリオプラス

義歯床用硬質裏装材
リプロライナー

販売名：リプロライナー
一般的名称：義歯床用硬質裏装材
認証番号：219AFBZX00118A01（管理）
製造販売元：亀水化学工業（株）
大阪府寝屋川市豊里町17-16


