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セミナー情報は、開催地区が　仙台　東京　に該当する関連を抜粋しております
お申込み状況により　満席にて受付終了の場合がございますので
その際はご了承下さい

主催メーカー 開催日 タイトル 講師 対象 定員 受講料 開催地

GC 1月17日(木)
GCﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌｫｰﾗﾑｸﾘﾆｶﾙ ﾏﾃﾘｱﾙ"練
り"を極めよう!〈午前〉

GC研究員 DH 26名 無料 東京

GC 1月20日(日)
ﾊﾟｰｼｬﾙﾃﾞﾝﾁｬｰを“ものにする”
～残存歯を守る設計ﾎﾟｲﾝﾄ～

藤関 雅嗣 先生 Dr 40名
友の会会員 24840円

友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 28080円
会員以外 35640円

東京

GC 1月27日(日)
大人のう蝕予防と管理

～患者さんに伝えたい!知っておきた
い  最新ﾄﾋﾟｯｸｽ～

林 美加子 先生
加藤 正治 先生

Dr
DH
DT

150名

友の会会員 4320円
友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 2160円

友の会会員の勤務者 1080円
会員以外 12960円

仙台

GC 2月3日(日)
東京ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講演会

歯科医師ｾｯｼｮﾝ

奥野 幾久 先生
田中 浩祐 先生
佐氏 英介 先生
尾野  誠 先生

Dr 400名
友の会会員 2160円

友の会会員以外の開業医師 14040 円
会員以外 8640円

東京

GC 2月3日(日)
東京ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講演会
歯科衛生士ｾｯｯｼｮﾝ

柴原 由美子 先
生   濱田 智恵子

先生
DH 400名

友の会会員 2160円
友の会会員以外の開業医師 14040 円

会員以外 8640円
東京

GC 2月3日(日) ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞ2019

丹野 努 先生
佐藤 洋司 先生
片山 明彦 先生
雨宮 啓 先生

中澤 玲 先生  北
沢 伊 先生

Dr 150名
友の会会員 10800円
会員以外 21600円

東京

GC 2月17日(日) 患者さんにやさしいｸﾗｳﾝ作りの秘訣 遊亀 裕一 先生
Dr
DT

30名
友の会会員 8640円

友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 11880円
会員以外 19440円

東京

GC 2月21日(木)
GCﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌｫｰﾗﾑｸﾘﾆｶﾙ ﾏﾃﾘｱﾙ"練
り"を極めよう!〈午前〉

GC研究員 DH 26名 無料 東京

GC 2月24日(日)
歯科医院成功へのｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ
｢ﾐﾅﾐ歯科ｸﾘﾆｯｸ｣29年の取り組みから

みなさんにお伝えしたいこと
南 清和 先生 Dr 40名

友の会会員 21600円
友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 24840円

会員以外 32400円
東京

GC 2月28日(木)

GCﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌｫｰﾗﾑｸﾘﾆｶﾙ＆ﾏﾃﾘｱﾙ
材料学講座～ﾚｼﾞﾝ編～

科学的特性を理解して使いこなす!
〈午前〉

GC研究員 Dr 10名 無料 東京

GC 2月28日(木)
GCﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌｫｰﾗﾑｸﾘﾆｶﾙ＆ﾏﾃﾘｱﾙ

材料学講座～充填材料編～
使いこなそう!充填材料〈午後〉

GC研究員 Dr 10名 無料 東京

GC 3月3日(日)
ﾒﾀﾙﾌﾘｰ審美補綴ｾﾐﾅｰ

～ﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾟｽﾄからｵｰﾙｾﾗﾐｯｸｽまで
～

坪田 有史 先生 Dr 26名
友の会会員 43200円

友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 46440円
会員以外 54000円

東京

GC 3月7日(木)
GCﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌｫｰﾗﾑｸﾘﾆｶﾙ＆ﾏﾃﾘｱﾙ
整理してｽｯｷﾘ!器材の洗浄･消毒･滅

菌       〈午前〉

GC Corporate
Center ｽﾀｯﾌ

Dr､
DH

28名 無料 東京

GC 3月14日(木)
GCﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌｫｰﾗﾑｸﾘﾆｶﾙ ﾏﾃﾘｱﾙ"練
り"を極めよう!〈午前〉

GC研究員 DH 26名 無料 東京

GC 3月17日(日)
阿部二郎の総義歯治療:

みんなが知りたい吸着･難症例への対
応

阿部 二郎 先生 Dr 40名
友の会会員 21600円

友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 24840円
会員以外 32400円

東京

GC 3月21日(木)
患者さんが"みえる"歯科衛生士に
よる歯科衛生士のための歯周治療

ｾﾐﾅｰ
品田 和美 先生 DH 36名

友の会会員 16200円
友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 19440円

会員以外 27000円
東京

GC 3月24日(日) ｲﾆｼｬﾙLiSiｾﾐﾅｰ 三好 大介 先生 DT 10名
友の会会員 21600円

友の会歯科医師会員のｽﾀｯﾌ 24840円
会員以外 32400円

東京
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ﾓﾘﾀ 1月31日(木)
 小児歯科･矯正歯科のｲﾛﾊ

～明日から実践できる臨床～
椎名 康雅 先生 Dr 30名 無料 東京

ﾓﾘﾀ 2月2日(土) 第17回 ﾓﾘﾀ歯科技工ﾌｫｰﾗﾑ

北道 敏行 先生
水野 和敏 先生
瓜生田 達也 先
生 中島 清史 先
生   崔 文植 先生

DT 300名 8640円 東京

ﾓﾘﾀ 2月21日(木)
天然歯らしいとは?

～AAAを用いての内部ｽﾃｲﾝ活用法
～

千葉 慎太郎 先
生

DT 10名
友の会本人25920円
友の会ｽﾀｯﾌ29160円

一般 39960円
東京

ﾓﾘﾀ 3月7日(木)
1日で身につく接遇ﾏﾅｰ基礎講座

～患者さん接遇対応のﾌﾟﾛを目指して
～

西村 信代 先生
DH
DA

24名
友の会本人16200円
友の会ｽﾀｯﾌ19440円

一般 30240円
仙台

ﾓﾘﾀ 3月17日(日)
ｶﾀﾅｼﾞﾙｺﾆｱを用いた

ﾌﾙｼﾞﾙｺﾆｱｽﾃｲﾆﾝｸﾞﾃｸﾆｯｸ
冨田 佳照 先生 DT 10名

友の会本人38880円
友の会ｽﾀｯﾌ42120円

一般 52920円
東京

ﾓﾘﾀ  3月21日(日)
診査から始まるﾒｲﾝﾃﾅﾝｽ

～ ﾁｰﾑ力を熟成させ選ばせる歯科医
院を目指す～

片山 章子 先生
Dr
DH

30名
友の会本人16200円
友の会ｽﾀｯﾌ19440円

一般 30240円
東京

ﾓﾘﾀ 3月28日(木)
これから歯周病治療を始めるあなたに
～ﾌﾟﾛｰﾋﾞﾝｸﾞもSRPもこんなに簡単～

豊田 恵   先生
松澤 澄枝 先生

DH 30名
友の会本人16200円
友の会ｽﾀｯﾌ19440円

一般 30240円
東京

松風 1月20日(日)
症例別にみる｢VINTAGE Art
Universal｣の効果的な活用法

瓜坂 達也 先生 DT 40名
歯科ｸﾗﾌﾞ会員  5000円

一般10000円
東京

松風 2月3日(日)
症例別にみる｢VINTAGE Art
Universal｣の効果的な活用法

瓜坂 達也 先生 DT 40名
歯科ｸﾗﾌﾞ会員  5000円

一般10000円
仙台

松風 2月7日(木) ｵｰﾙｾﾗﾐｯｸｽｺｰｽ VINTAGE ZR
松風 東京支店

歯科技工士
DT 8名

歯科ｸﾗﾌﾞ会員 10000円
一般15000円

東京

松風 2月21日(木)
CAD/CAMｺｰｽ

(S-WAVE CAD/CAMｼｽﾃﾑ)
松風 東京支店

歯科技工士
DT 8名

歯科ｸﾗﾌﾞ会員 10000円
一般15000円

東京

松風 2月28日(木)
AbsoAnchor Hands-on seminar
全顎矯正(ﾓｰﾒﾝﾄ･ﾒｶﾆｸｽ)編

高橋 正光 先生 Dr 24名 29000円 東京

松風 3月7日(木)

ｴｰｽｸﾗｯﾌﾟｱｶﾃﾞﾐｰ for Dental
Hygienist      基礎から徹底的に学び

たい!              歯周治療実習付
1DAYｾﾐﾅｰ

斉藤 恵子 先生 DH 16名 28000円 東京

松風 3月10日(日)
高透光性ｼﾞﾙｺﾆｱを用いたｽﾃｲﾝﾃｸﾆｯ

ｸ ～臨床応用と実際～
枝川 智之 先生 DT 12名

歯科ｸﾗﾌﾞ会員 35000円
一般40000円

東京

松風 3月14日(木)
CAD/CAMｺｰｽ

(S-WAVE CAD/CAMｼｽﾃﾑ)
松風 東京支店

歯科技工士
DT 8名

歯科ｸﾗﾌﾞ会員 10000円
一般15000円

東京

松風 3月28日(木)
ｴｰｽｸﾗｯﾌﾟｱｶﾃﾞﾐｰ for Dental

Hygienist      見直してみよう!ｸﾞﾚｰｼｰ
ｷｭﾚｯﾄの使い方

横山 朱夏 先生 DH 16名 25000円 東京
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