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2014年ワールドデンタルショーin横浜 
 
４年に一度の開催で、今年で第７回目となるワールドデンタルショーが、2014 年 10
月 10 日（金）〜12 日（日）にパシフィコ横浜にて開催されました。展示企業は 300
社超と盛大なデンタルショーでしたが、訪問してまいりましたので、以下、ワールドデ

ンタルショー概要を紹介させて頂きます。 

 

 
 
今回のワールドデンタルショーで全体的に多かったのはやはり CAD/CAM。シロナで

は、オムニカム撮影によるスキャナー情報も保険適用可となり、初日は金曜と客が少な

い日にも関わらず、ブース内セミナーでは人だかりが出来ており、また朝日レントゲン

もセラミルのCAD/CAMも最大 15ブロックまで同時に加工指示を出せる新型アダプタ

ーを発表、パナソニックデンタルなどでも独 imes-icore社の湿/乾両用 CAD/CAMを発
表するなど多くの企業が CAD/CAMを発表していました。 

 
また、各社色々な新製品を用意しておりましたが、特に今迄になかった面白みを持つ商

品として下記がありましたので紹介させて頂きます。 
①	 ヨシダ Dental Cabin	 歯科用ユニット 

・先生がお気に入りデザインの内装設備の内部に、歯科医療機器を備え付けが可能

なユニット。先生の「想い」を込めた「理想の診療空間」を自由に設計できます。 
②	 GC	 ジーセムセラスマート	 接着性レジンセメント 

・CAD/CAMハイブリッドレジン冠の接着には必須となる強力な「接着性レジンセ
メント」。「保険価格」に見合う、手練りでリーズナブルな新製品。 
（手練りですが、物性はリンクエースとほぼ変わらず、保険治療に見合った価格） 
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③	 オサダ	 オパルコンフォート	 歯科用ユニット 
・ご高齢の方にもやさしいオパルが更に快適に。通常モーション・スローモーショ

ンを選べ、手すりが標準装備、膝折れ部分も優しい設計となりました。 

④	 ウルトラデント	 EndoREZ	 レジン系根管充填シーラー 
・	 今迄になかった「親水性の高い」レジン系根管充填シーラー。極細のナビチッ

プもあり、より密封性の高い根管充填が可能になります。 

⑤	 NSK	 ペリオメイト 
・	 スケーラー等の接触機器ではチップが届かない歯肉縁下の箇所も、パウダー噴

射により非接触でバイオフィルム・プラークの清掃が可能になりました。 

⑥	 デンツプライ三金	 ミヤビ	 硬質レジン 
・１〜５番の保険歯冠修復に、保険のレジンジャケット冠が作成可能な、新しい硬

質レジンです。曲げ強度 222Mpaと強く、変色も少ない物性です。 

⑦	 インプラテックス	 インプラントダイレクト	 レガシーシステム 
・ダナハグループが出資をし、米国で急成長して注目を浴びるインプラントダイレ

クト社のインプラントが日本上陸。 

⑧	 白水貿易	 スプラソン P−MAX2	 超音波治療器 
・歯垢染色液と、それを鮮明にするブルーライト LED ライト付ハンドピースを内
装。確実にプラーク除去し、患者の動機付けにも役立つ新しい超音波治療器。 

 
他にも多数のメーカー・製品があるため、以下、各メーカーブース紹介を致します。気

になる製品がございましたら、株式会社シラネ営業マンへお問い合わせください。 

P３    	 ①ヨシダ	 	  
P４	 	 	 ②GC 
P５	 	 	 ③モリタ 

P６	 	 	 ④オサダ 
P７	 	 	 ⑤タカラ 
P８	 	 	 ⑥シロナ 

P９	 	 	 ⑦カボ 
P１０	 	 ⑧デンツプライ三金 
P１１	 	 ⑨ナカニシ、⑩朝日レントゲン 

P１２	 	 ⑪３M、⑫松風、⑬トクヤマデンタル 
P１３	 	 ⑭白水貿易、⑮茂久田商会 
P１４	 	 ⑯ウルトラデント、⑰インプラテックス 
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①	 ヨシダ	 会場入口近くに大きなブースを構え多くの新製品を展示 

ヨシダブース外観 

 
お気に入りデザインの内装内部に、歯科医療機器を備え付けが可能な Dental Cabin。 

 
 
背板と座面を一定の角度に保ったままユニットを傾けることのできる「単独チルティン

グ機能」を搭載した新型ユニット「GRASYS」（左）。 

 
全て「黒」とスタイリッシュな特別カラーの efX PREMIUM（右） 
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②	 GC	 	 展示スペースがコンパクトでお洒落な GCブース 

 
ジーセムリンクエースに匹敵する物性を備えながら、手練りでリーズナブルな新発売の

接着性レジンセメント「ジーセムセラスマート」説明には人だかりが出来る。 

 
Opt-Dent on Eom-Regalo	  
マイクロスコープ初心者にコンパクトでリーズナブルなマイクロ付ユニット登場 
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③	 モリタ	 会場奥に大きく構えるモリタブース 

 
 
ファイルに付加が加わると反転させる機能付の根管形成拡大用エンジンを新発売 

 
技工用に新しいバキュームミキサーや加熱加圧成型器も新発売予定。 
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④	 オサダ 青を基調とした爽やかな印象のオサダブース 

 
オパル	 コンフォート	  
スロー動作モードを搭載、膝折れ部分のカーブなども滑らかに優しくし、手すりも標準

装備となり、ご高齢の方にも優しいオパルが更に進化しました。 

 

スマイリー	 イニシオ	 プラス 
入門機種イニシオにオプション選択肢も増えたプラスが登場。 
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⑤	 タカラ	 会場奥に大きなスペースを確保。 

 
 
患者さんとのコミュニケーションを大事にするスタイリッシュなユニット「プレシア」 

 
 
小児用のチェアも展示。 
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⑥	 シロナ 会場入口向かって左側に大きなブースを構えるシロナブース 

 

 
オムニカムスキャンによる CADCAM ハイブリッドレジン冠製作も保険に新たに適用

となり、注目が集まる。 

 
 
ブース内セレックミニセミナーは、会場に人が少ない時間帯に関わらず人だかり。 
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⑦	 カボ	 会場入口から一番手前の右手にカボブース。 

 

リンゴを多数載せた籠を吊るしてもびくともしないカボインスツルメントのチャック。

ハイトルクで安定感のあるインスツルメントをアピール。 

 

新しく足折れタイプも選択可能となったエステチカ E50。 

 

他にもインプラントモーター、CTなどの新型を展示。 
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⑧	 デンツプライ三金	 会場入口の一番手前の左側には D三金ブース 

 

高性能硬質レジンの「ミヤビ」。保険適用で、曲げ強度 222Mpa、着色にも強い高物性

で、１〜５番のハイブリッドレジン冠が作成可能な製品です。 

 
剥がれにくい特殊ホワイトコーティングの歯列矯正 NiTiワイヤー「ナノホワイト」 
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⑨	 ナカニシ	 各種インスツルメントをお洒落に展示 

 
今回発表のペリオメイト。アミノ酸由来パウダー噴射により、歯肉縁下や縁上の歯間・

辺縁など今迄取りにくかった部分のバイオフィルムもスムーズに除去できます。 

 
 
⑩	 朝日レントゲン 

CADCAM のセラミルを大きく展示。15 個のブロックが同時加工できるようになる付
属アダプターも新規発表し注目を集めていました。 
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⑪	 ３M 
リライエックスアルティメットレジンセメントやダイレクトクラウンなど中心に展示。 

 

 
⑫	 松風 
新製品のレジン支台築造システム「ビューティーコアシステム」等を展示。 

 
⑬	 トクヤマデンタル 
桃の香りで重合熱も少なく患者に優しい即時重合レジン「キュアグレース」等を展示。 
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⑭	 白水貿易 
多目的超音波治療器のスプラソン P-MAX2。 
歯垢染色液と、それを鮮明にするブルーライト LEDライト付ハンドピースを内装しま

した。確実にプラーク除去し、患者の動機付けにも役立つ新しい超音波治療器です。 

  
AIR N GO	 	 パウダー噴射型の歯面清掃器 AIR N GOに新しく歯肉緑下用のペリオ
キットも登場しました。今後市場への認知が広まりそうです。 

 
⑮	 茂久田商会 

 
ハイブリッドレジン専用の研磨キット	 SSK for HYBRIDを新発売。 
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⑯	 ウルトラデント 

 

今迄になかった「親水性の高い」レジン系根管充填シーラー「EndoREZ」を発表しま
した。極細のナビチップもあり、より密封性の高い根管充填が可能になります。 

 
⑰	 インプラテックス 

 
ダナハグループが出資し米国で急成長して注目を浴びるインプラントダイレクト社の

インプラントを新規取扱開始しました。 

 
他にも数多くの展示、セミナーがあり非常に盛況なワールドデンタルショーでした。 
気になる製品等ございましたら、是非、株式会社シラネの営業マンへお問い合わせくだ

さい。 

 
以	 上 


