
i-CAST POST
アイキャストが最新の情報をお届けする
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i-CAST POST（アイキャスト ポスト）は、ヨーロッパの情報や新商品のお知らせ、
商品の特徴、イベントなどをお知らせいたします。

アイキャストは、プレミアムな歯科
技工関連商品とサービスをお届け
します。「出会ってよかった」と
言ってもらえることが、私たちの
喜びです。

〒 604-0847 京都市中京区烏丸通り二条下る秋野々町 513　8F　
TEL. 075-257-7270 FAX. 075-257-7271
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ベレッツァ プレミアム ジルコニア
MHG シリーズ
ジルコニアグラデーションディスク
MHG- A2・MHG- A3 　厚さ 18mm 
透過率 46%、曲げ強度 1050MPa
5 層のグラデーション

販売名：ベレッツァ　プレミアム　ジルコニア
一般的名称：歯科切削加工用セラミックス
分類：管理医療機器
認証番号：225AFBZX00023000
製造販売元：株式会社ニッシン　
京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

東京デンタルショー 2019

CAD/CAM 体験会

日程：2019 年 11 月 9 日 ( 土 )   11:00 ~ 18:00
                             10 日 ( 日 )     9:00 ~ 17:00
場所：東京ビッグサイト 西 1.2 ホール
アイキャストブース No. 1-005

日時：11 月 9 日 ( 土 )16：30 〜 17：30
場所：東京デンタルショー 2019 セミナー会場 A
定員：180 名
講師：山本尚吾　先生　
３D プリンターの可能性を考察する

（BEGO　Varseo　S を応用して）

■生涯研修セミナー

歯科切削加工用セラミックス

CAD/CAM をはじめて使ってみたい方へ、実際に「スキャナー CAD」や「3D プリンター」
に触れてお試しいただける体験会を開催いたします。
場所：株式会社アイキャスト東日本営業所
　　　　東京都台東区台東 4-14-8　6F　　　　
日時：随時相談
TEL：03-5807-2660
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01. 【BISS2019】  i-CAST が BEGO 社より表彰されました
2019 年 BISS（BEGO 社主催・世界代理店会議・ドイツ・ブレーメン）にて弊社が世界の BEGO 代理店の中からウイ
ロベストなどの販売が特に優秀のため表彰されました。
2019 年 1 月にアクセル・クラルマイヤー氏が BEGO デンタル新 CEO に就任されました。

CAD/CAM システム「BELLEZZA｣や、BEGO社の歯科
技工用製品などを展示し、
みなさまのお越しをお待ちしております。
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バルセオ S・オートフラッシュ

BEGO社の新型３Dプリンターと専用光重合器
販売名：ベゴ バルセオ S 3D プリンター
分類：一般医療機器
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：26B1X10008001065
製造販売元：株式会社 ニッシン
京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

販売名：ベゴ オートフラッシュ
分類：一般医療機器
一般的名称：歯科技工用重合装置
届出番号：26B1X10008001067
製造販売元：株式会社 ニッシン
京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

レディーカム

販売名：レディーカム
一般的名称：歯科用口腔内カメラ　
分類：一般医療機器　
届出番号：26B1X10008000055
製造販売元：株式会社ニッシン　
京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

最新情報を facebook にて公開中。
ぜひ「いいね！」を押して下さい！

デンタルレコーダー

2019 年
5 月 7 日

発売

2019 年
4 月 22 日

発売

2019 年
5 月 21日

発売

歯科用の動画撮影に適したオーバーヘッドタイプのライト・ルーペ付カメラ

 標準価格 298,000 円（税別）

 バルセオ S 　　    標準価格 2,380,000 円（税別）
オートフラッシュ　標準価格 　498,000 円（税別）

標準価格 43,000 円（税別）

クリストフ・ヴァイズ会長 ユルゲン・シュルツ取締役横江浩司（アイキャスト代表取締役）

●価格は、2019 年 10 月現在のものです。●仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。



03. IDS2019 報告（ケルン国際デンタルショー 2019）
2019年3月12〜16日　ドイツ・ケルンメッセにて IDS2019( ケルン国
際デンタルショー 2019）が開催され、視察へ行って参りました。
BEGO と MEDIT ブースの様子をご紹介します。

MEDIT

サイズの違う新型の３D プリンターを展示しています。ノーチラスは溶解中の様子が液晶モニターで見え
るようになっています。

02. テクニックのご紹介

りん酸塩系埋没材の焼き付き防止材として埋没作業前にウイロペイントプラスを筆で塗布します。鋳造後の割り出しが
簡単でサンドブラスト処理も早く、表面も綺麗です。

再ショット後に形態修正と研磨を行う。 完成

アーム部を再ショットする準備を行う。 再ショット部をワックス形成し、スプルーは
フラスコ下部へ取るように一次埋没を行う。

ショット部の新鮮面を出し、洗浄後、再
ショットプライマーを塗布する。

再ショットプライマー塗布後５分以内
に融解した樹脂を成型する。

アミド ･デ ･ショット　再ショットプライマー
株式会社シンワ歯研　吉田馨太　先生

BEGO　ウイロペイントプラス
横浜歯科医療専門学校　学年主任　岡本健介　先生

BEGO

アミド ･ デ ･ ショット 
再ショットプライマーを
活用してアームを延長する

BEGO のウイロペイントプ
ラスを利用してサンドブラ
スト処理を簡便に行う

ウイロペイントプラス　標準価格3,700円（税別）
ウイロベスト　標準価格 15,900 円（税別）

アミド･デ･ショット　標準価格 30,000 円（税別）
アミド･デ･ショット再ショットプライマー 標準価格　4,900 円（税別）

販売名：アミド・デ・ショット　一般的名称：義歯床用熱可塑性レジン　分類：管理医療機器　
医療機器認証番号：228AFBZX00137000 　製造販売元：株式会社ニッシン　京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

販売名 ： ベゴ ウイロベスト
一般的名称 : 歯科高温鋳造用埋没材
分類 : 一般医療機器
届出番号 : 26B1X10008001001
製造販売元 : 株式会社 ニッシン（選任製造販売
業者）
京都府亀岡市旭町樋ノ口 88




