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顕微鏡歯科入円 砂書房 2005

顕微鏡歯科を始めよう 医歯薬出版 2006

近年、根管治療はより精度の高い治療へと大きく進歩しています。数ある変化の中でも手術用

顕微鏡が根管治療に与えたインパクトは非常に大きく、手探りの根管治療を見ながら治療する

ものへと変えたのです。根管治療は'Mに「oendodontに s・とその名を変えたと言っても過言では

ありません。もしご自身の根管治療システムが大学卒業以来同じだとしたら、そろそろRenew副

を考えてはいかがでしょうか。卒後問もない方でも最新のテクニックを身に着けることは大事

なことで、最新の根管治療への入リロは、手術用顕微鏡を臨床に導入することなのです。
手探りの根管治療にどんな新しい機械を使っても将来はあり得ません。今年で48年 日を迎える

本実習会は、顕微鏡下で行う根管治療を実習していただきますが、暗くて狭い根管内を高倍

率で、しかもミラーテクニックによる処置を要求されるためリト常に難しい反 ri、 顕微鏡歯科ヘ

の人門トレーニングとしても最適であると考えております。実習にはCaH ZeOs社製手術用顕微

鏡 EXTAR0 300を ひとリー台使用していただき、最新の周辺機器も合わせてご紹介いたします。

これから手術用顕微鏡の導入をお考えの先生方から、すでにお使いの先生方まで、幅広くご期待
にお答えできるものであります。手術用顕微鏡が拡大してくれるのは

″
歯
″
だけではありません。

我々歯科医の,子来をも拡大してくれるのです。
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●ニッケルチタンファイル「nace」

による根管拡大

。上顎大自由靭 管の発見

●根管内破折ファイルの除去

●バーフォレーションリペアー

●上顎前歯、大日歯の根尖
切除、逆根管治療
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消費税率の変更により受講f灌 更になることがあります.

…

必ず、参カロ申込書に必要事項をご記入の上、郵送またはFAてお申し込みくだれ 。ヽ

次に、参加費を指定口座にご入金ください。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。
X恐れ入

',ま
す 暴ヽ 込手数料は 各自ご負担願います。尚 参加費の返金は御容赦願います.

振込先

三菱東京UFU銀行 南浦和支店/普通預金 0423445
口座名義 自水貿易 (株)学術セミナー係

自水貿易 (株 )行

お名前 :

マ イ ク ロ エ ン ドセ ミ ナ … 実 習 会 参加申込書

3月 9日 010日 0
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こ記入頂いたお申し込み情幸剛よ個人情報保護法に準じ厳密に取り扱いいたします。
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会場付近図

白水貿易 (株 )関東研修サービスセンター
TEL 048‐ 8843951
さいたま市南EXI南 浦和334-2

●JR京浜東北緑または武蔵野線「南滞和J東□下車 徒歩約5分

自水貿易 (株 )大阪本社 TEL 06‐ 6396‐4400
大阪市淀川区新高1 1-15

車    新大阪駅から5分 大阪駅から新御堂線を経て 12分

電車   宝塚線梅田駅から三国駅まで8分一歩8分

タクシー 」R新大阪―――剌則(lF)0
地下鉄新大阪―北口0(4番出口)からのこ乗車が便利です。

白水貿易株式会社 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

彙社主催セミナーヘの中込 ま 弊社サイ かヽらの申込 若しくは弊社
べの FAXに よる申込にてお願い漱します その後 弊社指定による
受講料の入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講費は全て前払いとさせていただいておりま
す
セミナー開橿日の 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
栞お申込日●

・
t開催日より換算しlヶ 月以内の場合は速やが こお支払い

をお願 tヽ致します.指定期日までにご入金の確認が出来ない場合 お

申込は自動的にキヤンセルとさせて晨きますのでご了承ください
ヽ振込手数料などご入金に必要な贅月は受講者様ヽ担となります
お支払いただいた受講41はセミナーに欠席された場合てもご返金 ま致
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′口よ 電話 FAX メールなどの手段を用いてお申し出くだ

さ0ヽ

弊社担当者がキャンセルのお申し出をお受けした時点で確定となりま

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う
いた機 をお振込にて返金いたします (キ ャンセル料 ま 別途セミ
ナーキャンセル規定にて定めます.,

ヽ受講資の退奎は 銀行振込にて行います
楽受講里の返金の際は 銀行編込に必要な手数料などを差し引いた金
額をお振込み致しますので 予めご了承ください

X返金のお建 にはお日にちをn聾致します
無断でご・ Fさ れた場合 当日のキャンセルといたします

'(キ

ャンセル こ関する詳細 ま ,I途 「セミナーキャンセリレ規定Jにて

定めます

4中止 中断及び変更について
最L●

‐
施人数に達しない場合は開誇を中止する場合があります

遷瞥上やむを得ない場合 参加者にヽ前通知嫁  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|をな限りすみやかに当該セミナーの受講料を
返金致します
ただし弊社の責任は支払い済みの参加料金の退金に限られます

開催日程 内容等に変更のある場合は 別途ご連絡■し■げます

5受講簗格の中断 取消について
受講者が以下の項目に該当する場合 弊社は事前に適知することなく
当該受講者の受講資格を停止又は将来に向かって取り消すことができ
るものとします.

また Il下 の ,及び。に該当する場合は 受講料の返奎はおこない

ません
a受講申込において虚偽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営利又 よその準備を目的とした行為 その他紫社が別送禁止する0
為を行つた場合.

6免責事項
大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―音

`変

更及び中止
にせざる得ない場合
これにより生した損害については弊社ではその貴●●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力J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,お よご遠慮いただいて
おりますが 講師の指示に従つてください

参lll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 第二者に対して娘布 販売 譲渡 貸与 修工 場訳 使用
計諾等を行つてはならないものとします.

セミナーの参力1に 起因 又は関連して蓼力]者同士で紛争が生した場合
参力?者は自己の責任において当該秒争を解決するとともにその授書を
補償するものとします
受講者がセミナー 講座の進行の妨げになると判断した場合や他の受
講者の迷悪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つております.喫煙は所定の動 でお願い
いたします
お荷物のお預かりま 保管上の トラブルを違けるためお受けヽヽたして
おりません。
他のご利用者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
ください

上記以外に繁llが必要と認め 係りの者が注意又 よ指示する事項は必
ず連守下さい

以上

白水貿易ll式会社 (以下 弊tt'主 催のセミナーについて お申込み
されたお客様が [キ ヤンセル告知」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 l● らず 下記のキャンセ
ルtlを頂戴いたします 既にご入金済みで返金額がある場合は 銀行
送金微 料を除いて返金します 「キャンセル告知Jと は お客様が

弊社 [対 し ∫営業日 (平 日)かつ営業時間内(午前 ,時～午後 5時
30分 力 に 電話 FAX メールなどの手,を用いてキャンセルを伝
えることと定義します 晴 騒日Jと は 複数日のセミナーの場合ま
呻 催初日Jの 日付となります

■ キャンセルll辛一覧
0開催日当日の 1カ月前同日付までは キャンセル料なし(奎額返金)

●
=そ

の日が土日祭日の場合はその 喧 前営業日Jまで)

●tlこ の翌日～開I.日 の 1(営業日前までは 20%(8割返金)

0開催日の iO営業日前～6営業口前までは 50%(半 額返金)

0開催日の 5営業日前からは 100%(返金なし)

B重要な注意事項
複数日のセミナーは 開催初日をもつて 鶴 催日]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

'時
～午後 5時

30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 ま「営業日Jでなえるため 土日祝集
日は含みません 祝業日がその間に入りますと iキ ャンセル可|:日 付
が前倒しになります」ので 充分ご注意ください

返全時の銀行振込に必要な手数料は受講者様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却調されません (キ ャンセル返全はあ
りません)

以上
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