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ゎ滲6′出来ろ″超音波スケーラーの上達法

長期メインテナンスを定着させるための超音波デブライ ドメント
歯周インスツルメントの中から、ハンドスケーラーと超音波スケーラーを上手に使いこなす時代となつてきました。

残念なことに、優れた超音波機器があつても歯科衛生士の知識や技術はまだまだ追い付いていないのが現実のようです。

特に「超音波デブライドメントJの手技は歯周基本治療からメインテナンスまで幅広く活用できます。基本を理解し使い

こなすことができれば来院の定着や受診の増力0にもつながります。

そこで、20年以上「超音波スケーラー」を使用し経過した症例をもとに、“痛くない !ま たメインテナンスを受けたい !"

と患者さんに実感していただくための知識や技術をお伝えいたします。是非ご参力0く ださい。
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白水貿易(株)東京支店

八重洲博多 ビル

白水貿易(株 )本社

白水貿易(株 )東京支店

田島菜穂子 先生
1973年  学習院女子短期大学卒業
1979年  アポロ歯科衛生士専F峰
1983年  ナグモ歯科赤坂クリニック勤務
1990年  マイアミバンキーインスティテュート伽蓼

1992年 ～ 0島莱穂子の予防歯;渫カアップセミナー開催

日本劇司病学会日定歯科衝生士

日本国料審美学会認定士

日本歯,衝生士会会員

日本国科書美学会 理事

日本アンチエイジング歯科学会 常任理事

主催 :白 水貿易株式会社

後援 :―世出版株式会社、

10:00-16:00

10:00-16:00

10:00-16:00

10:00～ 16:00

10:00～ 16:00 仙台市内会場未定

11:00～ 17100今池セン トラル ビル

セミナー内容

午前 /講義

・超音波スケーラーの基礎と上達法

・症例から知るコツとみどころ

・誰でもできる。痛みがなく効率 UPのテクニック

午後 /実習

・歯石を取り残さないための診査

～超音波スケーラーを用いた～

歯肉縁下歯石除去とバイオフィルム除去(自歯含む)

シャープニング(※弊社●ll衛生士が担当)

対 象 歯科医師・歯科衛生士

定員各16名

参加費 各¥30,000o肖観 υ 農僣霞9鋤醒 諄)が
昼食、書籍、LMダルスケーラー、テスター付

書籍をお持ちの方は参カロ費 ¥25,000(盪 )

書籍は●10者 1名 につき1冊使用します。

当日必ずお持ちください

(申込方法)1駐車鐸蒙興壺塑異塾摯準馨美璧零菫壁記入ユ」玉郵送またはFAXでお申し込みください。次に、参加費を指定口座にこ入金ください。~ 
参加申込書の受取後に参加費の入金を確認し、先着順に受付とさせていただきます。※恐れ入りますが振込議 料は各自こ負担願います尚参加費の返金はこ容赦願います。

〒田 ∞ 17さいたま市南図葡浦和3ン 2白水貿易("関東研修サービスセンター (担当 清水)

TEL 048‐884‐ 3951 FAX 048‐ 884‐ 3950
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三井住友銀行 東京第一支店 普通預金 5880151
口座名義 白水貿易(株)東京支店 学術セミナー係
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日本アイ エス ケイ株式会社

〒8]よD]3福岡市博多区博多駅東21830′ 重ヽ洲博多ビル5F白水貿易(力福岡営業所

TEL 092‐432‐4618 FAX 092‐ 432‐4617
三菱U同銀行 梅田新道支店 普通預金 0]93770
口座名義 白水貿易(株)福 岡営業所 学術セミナー係

〒

“

過o■o大阪市淀川区新高 ]卜 ]5自水貿易い 研修会係

TEL 06‐6396‐441l FAX 06‐6396‐4468
三井住友銀行 大阪第一支店 普通預金 488]093
口座名義 白水貿易株式会社

〒4X∞ る 名古屋市千種区内山3,01フ 今池セントラル Llレ2F白 水貿易 株)名古屋営業所

TEL 052-733‐ 1877 FAX 052‐733‐ 1890
三菱UFJ銀行 梅日新道支店 普通預金 0208]65
口座名義 白水貿易(株)名古屋営業所学術セミナー係

自水ホームベージからも

お申し込みいただけます
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白水貿易株式会社行 長期メインテナンスを定着させるための超音波デブライドメント参加申込書    p哩 雪|

教本書籍を持つている、もしくは当日までに購入しお持ちいただく場合、参加費はY25′∞0(税込)になります。該当する方は右の□にν終入れてください。 □ 該当します(議は罰暗1名につきlm鯛 )

お名前(フ リガナ)[________…
………………… □ 歯科医師

□ 歯科衛生士

医院名 参力]されるセミナーに′印を
入れてください

□201e12/2名 古屋
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3/ 3 東 京
4/14福 岡
6/16 大 阪
9/1東 京
10/27仙 台
12/1名古屋

TEL I FAX

Ma" | お取引店
|

ご記入いただいたお申し込み情報は個人情報保護法に準じ厳密に取り扱いいたします.

□

国

r=ム



ACCESS MAP

東京

大阪

自水貿易 (株 )東京支店

東京都千代田区神田月り1町 111千代田」り1町クロスタ12階
八重洲博多ビル

福岡市博多区博多駅東21830八重洲博多Dレ

福岡

名古屋

自 東京メトロ丸の内線
淡路町駅 徒歩 1分

都営新宿線

JI‖ 町駅 A4出□より徒歩 1分

東京メトロ銀座線

神田駅 由□ 4よ り徒歩 6分

」R(山手線 /中央線 /京浜東北線)

神日駅 (北□)徒歩 8分

今池セン トラル出 レ

名古屋市千種区内山31017

自  」R博多駅   徒歩 5分
地下鉄 博多駅 徒歩 5分

会場に駐車場はございませんlnで ぉ車での

ご来場はご遠慮くださしヽ

Ⅲ 時の有卜● 百場をiJI用 ください )

lL下鉄今池駅 1番 出□ 徒歩 1分
JR中央線 千種駅 徒歩 5分

自水貿易 (株 )大阪本社

大阪市淀川区新高 1115

仙台 1山台市内予定

o新 大阪駅から 5分
大阪駅から新御堂筋を経て 12分

自 阪急宝塚線三国駅から徒歩 8分

ハ
f擢 収 認 糖 狽 4魏 m
からのご乗車が便利です
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自水貿易株式会社 セミナー参加申込規定 セミナーキャンセル規定

1 お申込の方法

弊社主催セ ミナーヘの申込は 繁社サイ トか らの申込 苦 しくは弊社ヘ

の FAXによる申込にてお願いいた します。その後 弊t指定による受講

料の人金の確認をもって成立とさせていただきます

2セ ミナー受講費のお支払いについて

弊社主催セ ミナーの受設 は全て前払いとさせていただいてお ります.

セ ミナー焉催 日の lヶ 月前 までに弊社指定の方法にて受講費をお支払い

ください

ヽお申込日が開催日より換算し lヶ 月以内の場合は速やかにお支払いを
お願いいたします 指定期日までにご入金の健2が 出来なtヽ 場合 お申
込 ま自動的にキャンセルとさせていただきますのでご了承ください
K振込手数料などご入金に必要な費用は受講者棒負担となります
お支払しヽただいた受講科はセミナーに欠席された場合でもご返金は致し
かねますのでご了承ください.

3ご予約のキャンセルについて
キャンセ′以よ 電話 FAX メーJ峰 どの手段を用いてお申し出ください

弊社担当者舟 ャンセルのお申し出をお受けしたに点で確定となります。
すでに受講料をお支払いいただいている場合はキャンセル料を差し号い

た金額をお振込にて返全いたします (キ ヤンセル料は 別途セミナーキャ
ンセル規定にて定めます )

米受講費の返金は 銀行猥込にて,い ます
来受講贅の退全の際は 銀行振込に必要な手数料などを差し引いた金額
をお振込みいたしますので 予めご了承ください

半返金のお振込にはお日にちを頂裁いたします
無断でご欠席された場合 当日のキャンセサ0といたします.

Xキ ャンセルに関する詳細ほ 別途 iセ ミナーキャンセル規通 にて定
めます

4中止 中断及び変更について
最低実施人数に達しない場合はF■

■議を中止する場合があります
運営上や●を得ない場合 参加者に事前通知無く セミナーを中止 中
断できるものとします
前項に該当する場合 可能な限りすみやかに当該セミナーの受講料を退
金しヽたします
ただし弊社の責任は支llい済みの参力!料金の返金に限られます
開催日程 内容等に変更のある場合は 別途ご連絡申し上げます

5受講資格の中断 取消について

受講者 が以下の項 目に該当す る場合 弊社 よ事前 に適知す ることな く当

該受講者の受講棄格 を停止又は将来に向かつて取 り消すことがで きるも
のとします

また 以下の a及び0に該当する場合は 受講料の退金はおこないませヽ
a受講申込において虚策の申告を行つたことが判明した場合
b弊社がセミナー 講座の受講生として ,さ わしくないと判断した場合
o営千1又 はその準銹を目的とした行も その他弊社が別途禁止する行為
を行った場合

6発贅事項
天変地異や伝染病の流行 輸送機関のダイヤの乱れ セミナー会場から
の申出 官公庁の指示等の為 セミナーの内容を一部変更及び中止にせ
ぎる得ない場合
これにより生した損害については弊社でよその資lIを負いかねます

7その他
セミナーの内容によっては 同業他社からのご参カロよお断りする場合が
あります
弊社主催セミナーでは録音 録画 撮影等の行為はご違はいただいてお
,ますが 講師の指示に従ってください

参力[者 まセミナー 講座の内容を自己の学習の目的にのみ使用するもの
とし 第二きに対して頒● U・.護渡 貸与 修正 翻訳 嚇 等をrrつ

てはならないものとします
セミナーの参力0に銀因 又は関連 して参加者同士で紛争が生した場合
参lll者 は自己の■任において当該粉争を解決するとともにその損害を補
償するものとします
受講者lFtミ ナー 講座の進行の妨げになると判断した場合や他の受講
者の迷惑になると判断した場合は退席を命することがあります
セミナールームは禁煙となっております 喫煙は所定の場所でお願いい

たします
お荷物のお預かりは 保管上の トラブルを逮けるためお受けいたしてお
りません.

他のご,月普様のご迷惑となるような大きな音を出す行為等はご遠慮く
ださせヽ

上記以外に弊社が必要と認め FFり の者が注意又は指示する事項は必ず
連守ください

ll上

白本貿易株式会社 (以下 弊社)主催 のセ ミナーについて お申込み さ

れたお客様が [キ ャンセル告知」 した場合 当キャンセル規定によリキャ
ンセル料を計算 し 入金 未入金 に関わ らず 下記のキャンセル料 を頂

餃いた します 既にご入金済みで返金額があ る場合は 銀行送金手数料

を除いて返金 します 「キャンセル欝 ljとは お客様が禁社に対 し 「普

業 日 (平 日 ,かつ営業時 |・I内 (午前 9時～午後 5時 30分 )∫ に 電話

FAX メールなどの―.ヨを用いてキヤンセルを伝えることと定義します
[開 催日Jと は 複数日のセミナーの場合は「開催初日,の 日付となります

■ キャンセル料率―覧
0開催曰当日の 1カ 月前同日付までは キャンセl lIな し (全額返金)

(Vそ の口が土日祭日の場合はその 嘔 前営業日]ま で)

0上記の翌日～開催日の 11営業日前までは 20%(8割返金)

0開催自の10営業日前～6営業自前までは 50%(半 額返登,

0開催日の5営業口前からは 100%(返全なし,

日 重要な注意事項

複数 日のセミナーは 開催初 日をもつて 明 催 日3と します

キャンセルの告知は直接当該社の営業時間内 (午前 9時～午後 5時SO分
'

に電話 FAX メールなどの手段を用いて承 ります

キャンセル料率 を導 く日数計算は [営 業 日Jで数 えるため 土 日祝葉 日

は含み ません 祝祭 日がその蜀に入 ります と fキ ャンセル可銅 付が II

倒 しにな ります」ので 充分 ご注意 ください.

退金時の銀行振込に必要な手数料は受講者稼のご負担 とな ります

税抜 き本体価格で 5000円未満の講座 ならびに当日払いの講座につい

ては 当キャンセル規定は適用 されません (キ ャンセル返全はあ りません)

以上

発効
'平

成 2,年 6月 :日


