
セミナー情報は、開催地区が　東北　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19日(日)
ハイジニスト スケーリング

ルートプレーニングセミナー
鍵和田 優佳里 先

生
DH 26名

友の会会員の方 24,200円
 友の会歯科医師会員のスタッフ

27,500円
 友の会会員以外 35,200円

東京

GC 1月19日(日)
パーシャルデンチャーを“ものにする”

～残存歯を守る設計のポイント～
藤関 雅嗣 先生 Dr 40名

友の会会員 25,300円
 友の会歯科医師会員のスタッフ

28,600円
 友の会会員以外 36,300円

東京

GC
1月25日（土）
1月26日（日）

MI修復セミナー 2Daysコース
～MIコンセプトに基づく

審美修復テクニックのご提案
宮崎 真至 先生 Ｄｒ 26名

友の会会員 82,500円
 友の会歯科医師会員のスタッフ

85,800円
 友の会会員以外 93,500円

東京

GC 1月26日（日）
セルフケアをサポートする

歯科衛生士のための
 ライブで学ぶTBIセミナー

今村 智之 先生
今村 幸恵 先生

平井 由紀子 先生
DH 36名

友の会会員 19,800円
 友の会歯科医師会員のスタッフ

23,100円
 友の会会員以外 30,800円

東京

GC 2月2日(日)
デンティスト スケーリング

ルートプレーニングセミナー
若林 健史 先生 Dr 26名

友の会会員 49,500円
 友の会歯科医師会員のスタッフ

 52,800円
 友の会会員以外 60,500円

東京

GC 2月9日(日)
形成セミナー(歯肉縁下)

前歯&臼歯コース
行田 克則 先生 Dr 26名

友の会会員 44,000円
 友の会歯科医師会員のスタッフ

47,300円
 友の会会員以外 55,000円

東京

GC 2月9日（日）
歯周治療が楽しくなる 戦略的

歯周治療アプローチ
川崎 律子 先生 DH 30名

友の会会員 19,800円
 友の会歯科医師会員のスタッフ

23,100円
 友の会会員以外 30,800円

東京

GC 2月13日（木）
ＧＣプ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〉
ジーシー研究員 DH 26名 無料 東京

GC 2月16日(日)
～より深く審美を追求する～

拡大鏡(ルーペ&マイクロスコープ)
を使った審美修復セミナー

南 昌宏 先生 Dr 12名

友の会会員 55,000円
友の会歯科医師会員のスタッフ

58,300円
友の会会員以外 66,000円

東京

GC 2月16日（日）
歯内療法実践セミナー

～診断・治療計画の基本的な
コンセプトと治療手順～

石井 宏 先生
尾上 正治 先生

Dr 40名

友の会会員 22,000円
 友の会歯科医師会員のスタッフ

25,300円
 友の会会員以外 33,000円

東京

GC 2月20日(木)

ＧＣプレミアムフォーラム
クリニカル&マテリアル　材料学講座

 ～レジン編～化学的特性を理解して
使いこなす！〈午前〉

ジーシー研究員 Dr 10名 無料 東京

GC 2月20日(木)

GCプ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〉

ジーシー研究員 Dr 10名 無料 東京

GC
2月22日(土)
2月23日(日)

ダイレクトボンディングセミナー
～天然歯再現法を実習で
マスターする:前歯コース～

青島 徹児 先生 Dr 24名

友の会会員 82,500円
 友の会歯科医師会員のスタッフ

85,800円
 友の会会員以外 93,500円

仙台

GC 3月1日（日） 【GC友の会学術講演会】仙台講演会
佐々木 猛 先生
織地 捺稀 先生

200名

友の会歯科医師会員 4,400円
友の会会員の勤務歯科医師会員・歯科
技工士会員・歯科衛生士会員 1,100円
友の会歯科医師会員のスタッフ、歯科
技工士会員の技工所にお勤めの方

2,200円

 友の会未入会の歯科医師 13,200円
 友の会未入会の勤務歯科医師・歯科

技工士・歯科衛生士の方 4,400円

入会せず参加の方13,200円

東京

GC 3月1日（日）
口腔機能低下症を考えよう

事例で学ぶ 口腔衛生管理と
口腔機能管理

篠原 弓月 先生 DH 36名

友の会会員　16,500円
 友の会歯科医師会員のスタッフ

19,800円
 友の会会員以外　27,500円

東京
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GC 3月5日(木)
平日午前を有効活用!
手用インスツルメント
 トレーニングセミナー

小林 優子 先生 Dr 24名

友の会会員　16,500円
 友の会歯科医師会員のスタッフ

19,800円
 友の会会員以外　27,500円

東京

GC 3月5日（木）

GCプ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5日（木）
選ばれる歯科医院になる 患者接遇と

好感度アップ実践セミナー
明石 伸子 先生 30名

友の会会員　13,200円
友の会歯科医師会員のスタッフ、

友の会歯科技工士会員の技工所に
お勤めの方　13,200円

友の会会員以外　24,200円

東京

GC 3月8日(日)
歯周基本治療で結果を出す!

歯周治療のすすめかた
牧野 明 先生

畔川 澄枝 先生
Dr
DH

40名

【歯科医師】
友の会会員 22,000円

友の会歯科医師会員のスタッフ 25,300
円

友の会会員以外 33,000円

【歯科衛生士】
友の会会員16,500円

友の会歯科医師会員のスタッフ19,800
円

友の会会員以外 27,500円

東京

GC 3月12日(木)
ダイレクトボンディングセミナー
～臼歯にターゲットを絞った

Class I ・ Class II マスターコース～
青島 徹児 先生 Dr 24名

友の会会員　44,000円
友の会歯科医師会員のスタッフ

47,300円
友の会会員以外　55,000円

東京

GC 3月15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22,000円
友の会歯科医師会員のスタッフ25,300

円
友の会会員以外　33,000円

東京

GC 3月22日(日) 歯周組織再生療法セミナー 片山 明彦 先生 Dr 14名

友の会会員77,000円
友の会歯科医師会員のスタッフ

80,300円
友の会会員以外　88,000円

東京

GC 3月25日(水)
GCプ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〉
ジーシー研究員 DH 26名 無料 東京

GC 3月29日(日)
インプラントベーシックコース

ジーシーインプラント
導入セミナー【外科】

梅津 清隆 先生
谷口 陽一 先生

Dr 12名

友の会会員　38,500円
友の会歯科医師会員のスタッフ

41,800円
友の会会員以外　49,500円

東京

GC 3月29日（日） 食事指導 はじめの一歩
磯崎 亜希子 先生
鵜池 香織 先生

30名

友の会会員13,200円
友の会歯科医師会員のスタッフ、

友の会歯科技工士会員の技工所にお
勤めの方　13,200円

友の会会員以外　24,200円

東京

ﾓﾘﾀ
1月12日(日)
1月13日(月)

pdマイクロスコープ診療システム
習得コース　２Daysコース

～ミラーテクニックとアシスタントとの
連携を学ぼう～

麻生　昌秀 先生
磯崎　裕騎 先生
谷口　敏雄 先生

Dr 8名

友の会本人 176,000円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

179,300円
未入会 190,300円

東京

ﾓﾘﾀ

1月18日(土)
1月19日(日)
2月16日(日)
3月15日(日)
3月16日(月)

あすなろ王国物語２０１９
女神たちとの出会い編

佐野　正之 先生
佐野　哲文 先生

Dr 10名

友の会本人 330,000円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

333,300円
未入会 341,000円

東京

ﾓﾘﾀ 1月19日(日)
必須ツールでアプローチ！

一つ上を目指す歯内療法セミナー
辻本　恭久 先生
伊澤　真人 先生

Dr 20名

友の会本人 44,000円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

47,300円
未入会 58,300円

東京

ﾓﾘﾀ 1月25日(土)

Dental Technicians Forum 2020 in
Osaka

（東京サテライト会場）
(仙台サテライト会場)

デジタルの「今」を知る、
デジタルの「これから」を考える

増田　長次郎 先生
吉澤　琢真 先生
伊藤　竜馬 先生
柴田　真琴 先生
南澤　英樹 先生

Dr
DH
DT

東京
40名
仙台
30名

友の会本人 2,750円
未入会 3,300円

東京
仙台

ﾓﾘﾀ 1月26日(日)
さあ始めよう　Ｅｒ：ＹＡＧレーザー

～導入の波及効果～
篠木　毅 先生 Dr 16名 お申込み 3,300円 東京

ﾓﾘﾀ 1月26日(日)
Ｅｒ：ＹＡＧレーザーを極める

臨床ポイント
篠木　毅 先生 Dr 16名

友の会本人 11,000円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

11,000円
未入会 25,300円

アーウィンユーザー 11,000円

東京



ﾓﾘﾀ 2月2日(日)

マイクロスコープで激変！
歯内療法の成功率を
アップするセミナー

＜アドバンス＞

辻本　恭久 先生 Dr 10名

友の会本人 71,500円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

74,800円
未入会 85,800円

東京

ﾓﾘﾀ 2月2日(日) Ｅｒ：ＹＡＧレーザーの可能性 篠木　毅 先生 Dr 10名

友の会本人（一般会員） 11,000円
アーウィンユーザー 11,000円

友の会スタッフ（院長が一般会員)
11,000円

未入会 25,300円

東京

ﾓﾘﾀ 2月9日(日)
速く、確実な

‟根管の拡大と充填”を目指す
五味　博之 先生
松島　潔 先生

Dｒ 18名

友の会本人 44,000円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

47,300円
未入会 58,300円

東京

ﾓﾘﾀ 2月11日(火)
カタナジルコニアを用いた

フルジルコニアステイニングテクニック
冨田　佳照 先生 Dｒ 10名

友の会本人 39,600円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

42,900円
未入会 53,900円

東京

ﾓﾘﾀ 2月11日(火)

勤務医限定/『実習付』
開業準備セミナー

一般開業医に必要な
外科基手技を中心に

吉嶺　真一郎 先生 Dｒ 10名
友の会本人（勤務医会員） 5,500円
未入会（勤務歯科医師） 8,800円

東京

ﾓﾘﾀ 2月13日(木)
その道のプロ2019.Vol6

プロが教える！
使いやすさとデザインの融合

㈱建創
小島　浩 先生

Dr 10名 無料 東京

ﾓﾘﾀ 2月16日(日)
ｾﾗﾋﾞｱﾝＺＲを用いた初めてのジルコニ

アオールセラミッククラウンの製作
(基礎編)

原　啓祐 先生 DT 10名

友の会本人 22,000円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

25,300円
未入会 36,300円

東京

ﾓﾘﾀ 2月27日(木)
SRPプライマリ－コ－ス

～まずは基本の習得から
始めませんか？～

石原　美樹 先生 Dr 24名

友の会本人 22,000円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

25,300円
未入会 36,300円

東京

ﾓﾘﾀ 3月8日(日)
MORITA Digital Dentistry Forum

～デジタルデンティストリー
最前線から見える今できる事～

新井　嘉則 先生
北道　敏行 先生
加藤　正治 先生
千葉　豊和 先生

Dr
DT
DH

150名

友の会本人 6,600円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

9,900円
未入会 15,400円

コ・デンタル 4,400円

東京

ﾓﾘﾀ 3月12日(木)
これから歯周病治療を始めるあなたに
～プロ－ビングも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 16,500円 友の会スタッフ
（院長が一般会員) 19,800円未入会

30,800円
東京

ﾓﾘﾀ 3月12日(木)

その道のプロ2019.Vol6プロが教え
る！

内覧会の必要性・ホームページの重
要性

㈱Tooth Tooth
小柳　貴史 先生
㈱BE PROUD

鈴木　真彦 先生

Dr 10名 無料 東京

ﾓﾘﾀ 3月15日(日)
歯科臨床が変わるコンサルテーション

とミラーテクニックのチカラ実践！
臨床技術向上セミナー

麻生　昌秀 先生 Dr 10名

友の会本人 44,000円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

47,300円
未入会 58,300円

東京

松風
1月22日(水)
1月23日(木)

ストレートワイヤーエッジワイズシステム
<矯正実習(基礎)2日間コースⅠ>

渡辺　和也　先生 Dr 24名 66,000円 東京

松風 1月26日(日) S-WAVE CONGRESS 2020

高井　基普　先生
二宮　佑介　先生
岩田　淳　先生

瓜坂　達也　先生

Dr
DT
DH

250名
S-WAVEユーザー・松風歯科クラブ会

員　3,300円(1名様)
一般受付　7,700円(1名様)

東京

松風 2月6日(木)

エースクラップアカデミー
for Dental Hygienist

見直してみよう！
グレーシーキュレットの使い方

横山　朱夏　先生 DH 16名 28,000円 東京

松風 2月16日(日)

2019年度 松風技工セミナー
ステインテクニックによる

オールセラミックスの臨床的色調表現
～その実践～

中村　悠介　先生 ＤT 10名
松風歯科クラブ会員　25,000円

一般　　　　　　　　30,000円
仙台

松風 2月20日(木)
2019 TOKYO SHOFU Lab Seminar

S-WAVE System コース（CAD/CAM）
松風　東京支社

歯科技工士
DT 8名

15,000円
松風歯科クラブ会員 10,000円

東京

松風 3月1日(日)

2019年度 松風テクニカルセミナー
オールセラミックス作製の最前線
～前歯部及び臼歯部における

機能・色調・形態～

石三　晃一　先生 DT 12名
松風歯科クラブ会員　35,000円

一般　　　　　　　　40,000円
東京



松風 3月5日(木)

Tokyo SHOFU PREMIUM SEMINAR
近未来審美修復　成功への近道
支台歯形成→デザイニング→
Ｗスキャン→ステイニングまで

高井　基普　先生 Dr 8名
松風歯科クラブ会員　52,000円(税込)

一般　60,000円(税込)
東京

松風 3月26日(木)

エースクラップアカデミー
for Dental Hygienist

基礎から徹底的に学びたい!
歯周治療１DAYセミナー

渡辺　和也　先生 DH 20名 歯科衛生士　30,000円（税込） 東京
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