
ヨシダ 検 索

http://www.yoshida-dental.co.jp

ヨシダブース
メインブース /予防ブース
器材実習ブース /レーザーブース

PHILIPSブース

出展者セミナーブース

11:00-11:30

13:00-13:3012:00-12:30
12:30-13:00

11:30-12:00

14:30-15:0014:00-14:3013:30-14:00

16:00-16:3015:30-16:0015:00-15:30

10:00-10:30 10:30-11:00

10月 7日（日） 10:30ー 16:30

マイクロ

マイクロ CAD/CAM

CAD/CAM

CAD/CAM

CAMBRA

予防

橋爪 英城 先生

寺西 邦彦 先生
渥美 克幸 先生

白鳥 清人 先生

関 千俊 先生椙岡 宣好 先生林 美穂 先生

関 千俊 先生前畑 香 先生橋爪 英城 先生

千葉 豊和 先生 安生 朝子 歯科衛生士

●●●

●●●●●●●●●

●●●

メインブース

12:00-13:0010:00-11:00 11:00-12:00

15:00-16:0013:00-14:00 14:00-15:00

予防ブース

ブースMAP

器材実習ブース

レーザーブース

MAP

12:00-12:45

土屋 和子 歯科衛生士

13:00-13:45

大浦 教一 先生

14:00-14:45

清水 藤太 先生

15:00-15:45

関 千俊 先生

千葉歯科クリニック　院長 藤橋歯科医院　勤務 橋爪エンドドンティクス デンタルオフィス 院長

白鳥歯科インプラントセンター　院長
デンタルクリニックK　院長

歯科・林美穂医院　院長

橋爪エンドドンティクス デンタルオフィス　院長

関歯科医院　院長

関歯科医院　院長

すぎおか歯科クリニック　院長

エムズ歯科クリニック 新百合ヶ丘歯科　勤務小池歯科医院　勤務　

むらおか歯科・矯正歯科クリニック　院長 南歯科医院　勤務フリーランス

恵比寿プライム歯科　副院長 青島デンタルオフィス

山下歯科医院　院長 船越歯科医院　院長なぎさ歯科クリニック　院長

つがわ歯科・矯正歯科　院長
デンタルクリニックK　院長麻布十番

ぺリオインプラントセンター　院長

ナカエ歯科クリニック　院長

寺西歯科医院　院長

フリーランス 大浦歯科クリニック　 院長 UCLA歯学部クリニカルインストラクター 関歯科医院　院長 

10月 6日（土） 　会場：出展者セミナーB会場

10月 7日（日） 10:00ー 16:30

10月 7日（日） 9:30ー 16:30

10月 7日（日） 10:00ー 16:00

船越 栄次 先生山下 素史 先生 船登 彰芳 先生

渥美 克幸 先生津川 順一 先生 青井 良太 先生

13:00-13:30

杉山 幸菜 歯科衛生士

10:00-10:30

高田 麻央 歯科衛生士 

11:30-12:00

吉久保 典子 歯科衛生士
14:30-15:00 16:00-16:30

CAD/CAMエンドレーザー予防定員： 8 名

会場：パシフィコ横浜 

World Dental Show
ヨシダセミナー案内

ワールド デンタル ショー 2018 

IN OUT

A-1

A-6

B

出展者セミナー

2018年 10月

パシフィコ横浜

開催日程

5金 土 日6 7・ ・

貴島 佐和子 先生松丸 悠一 先生村岡 秀明 先生

青島 徹児 先生辺見 浩一 先生

義歯 義歯 ●●●

エンド 審美

12:30-13:3011:00-12:0009:30-10:30

15:30-16:3014:00-15:00

器材実習ブースは、
事前にお申込みが必要になります。

ヨシダホームページからお申込みください。



メインブース

11:30-12:00

13:00-13:3012:30-13:0012:00-12:30

14:30-15:0014:00-14:3013:30-14:00

16:00-16:3015:30-16:0015:00-15:30

17:00-17:30 17:30-18:0016:30-17:00

10:30-11:00 11:00-11:30

予防ブース

15:00-15:3012:00-12:30 13:30-14:00
16:30-17:0018:00-18:30

器材実習ブース

12:00-13:0011:15-12:0010:30-11:00

16:00-17:00
17:30-18:30

14:30-15:3013:15-14:15

ヨシダ 検 索

http://www.yoshida-dental.co.jp

小宮山 彌太郎 先生関 千俊 先生

中村 社綱 先生弘岡 秀明 先生清水 藤太 先生

山﨑 長郎 先生坂本 紗有見 先生前畑 香 先生

土屋 和子 歯科衛生士伊藤 貴彦 先生筒井 照子 先生

17:30-18:00

椙岡 宣好 先生白石 和仁 先生安生 朝子 歯科衛生士

北原 信也 先生橋爪 英城 先生北原 文子 歯科衛生士

清水 藤太 先生
山田 國昌 先生村岡 秀明 先生

小川 洋一 先生
東京ステーション歯科クリニック 院長 関歯科医院　院長

ブローネマルク
オッセオインテグレーションセンター

夏堀歯科医院　院長 寺西歯科医院　院長 うえだ歯科　院長

タキノ歯科医院　院長 さかきデンタルクリニック　院長 土屋歯科クリニック　院長

三條歯科医院　院長 吉野デンタルクリニック　院長UCLA歯学部クリニカルインストラクター スウェーデン・デンタルセンター　院長 インプラントセンター・
九州歯科診療所　院長

ナカエ歯科クリニック　院長 銀座並木通り坂本矯正歯科クリニック　院長 原宿デンタルオフィス　院長

筒井歯科医院　副院長 桜山デンタルクリニック　院長 フリーランス

藤橋歯科医院　勤務 

新百合ヶ丘歯科　勤務 藤橋歯科医院　勤務 

むらおか歯科・矯正歯科クリニック　院長 かおり歯科　院長 

エムズ歯科クリニック　勤務 

(有 )エイチ・エムズコレクション　副社長 橋爪エンドドンティクス デンタルオフィス 院長 ノブデンタルオフィス　院長 

UCLA歯学部クリニカルインストラクター 

白石歯科医院　院長 すぎおか歯科クリニック　院長

上田 秀朗 先生夏堀 礼二 先生 寺西 邦彦 先生

土屋 賢司 先生瀧野 裕行 先生 榊 恭範 先生

三條 直哉 先生 吉野 晃 先生

高田 麻央 歯科衛生士杉山 幸菜 歯科衛生士 安生 朝子 歯科衛生士

レーザーブース

タイムスケジュール

10月 6日（土） 10:30ー 18:00

10月 6日（土） 10:30ー 18:00

10月 6日（土） 12:00ー 18:30

10月 6日（土） 10:30ー 18:30 定員： 8 名

1030-1100 メインブース 小川洋一 形成・印象
1030-1100 器材実習ブース 北原文子 滅菌
1030-1100 レーザーブース 夏堀礼二 レーザー
1100-1130 メインブース 関　千俊 CADCAM
1100-1130 レーザーブース 寺西邦彦 レーザー
1115-1200 器材実習ブース 橋爪英城 エンド
1130-1200 メインブース 小宮山彌太郎 インプラント
1130-1200 レーザーブース 上田秀朗 レーザー
1200-1230 メインブース 清水藤太 マイクロ
1200-1230 予防ブース 杉山幸菜 予防
1200-1230 レーザーブース 瀧野裕行 レーザー
1200-1245 出展者セミナー 土屋和子 予防
1200-1300 器材実習ブース 北原信也 ●●
1230-1300 メインブース 弘岡秀明 ペリオ
1230-1300 レーザーブース 榊泰範 レーザー
1300-1330 メインブース 中村社綱 インプラント
1300-1345 出展者セミナー 大浦教一 レーザー
1315-1415 器材実習ブース 村岡秀明 義歯
1330-1400 メインブース 前畑　香 CADCAM
1330-1400 予防ブース 安生朝子 予防
1330-1430 レーザーブース 土屋賢司 レーザー
1400-1430 メインブース 坂本紗有見 予防
1400-1445 出展者セミナー 清水藤太 エンド
1430-1500 メインブース 山_長郎 審美
1430-1530 器材実習ブース 山田國昌 エンド
1500-1530 メインブース 筒井照子 包括歯科診療
1500-1530 予防ブース 高田麻央 予防
1500-1545 出展者セミナー 関　千俊 CADCAM
1500-1600 レーザーブース 三条直哉 レーザー
1530-1600 メインブース 伊藤貴彦 CADCAM
1600-1630 メインブース 土屋和子 予防
1600-1700 器材実習ブース 清水藤太 エンド
1630-1700 メインブース 安生朝子 予防
1630-1700 予防ブース 高田麻央 予防
1700-1730 メインブース 白石和仁 ペリオ
1700-1800 レーザーブース 吉野晃 レーザー
1730-1800 メインブース 椙岡宣好 CADCAM
1730-1830 器材実習ブース 清水藤太 エンド
1800-1830 予防ブース 杉山幸菜 予防

0930-1030 器材実習ブース 村岡秀明 義歯
1000-1030 メインブース 千葉豊和 ●●
1000-1030 予防ブース 高田麻央 予防
1000-1100 レーザーブース 山下素史 レーザー
1030-1100 メインブース 安生朝子 予防
1100-1130 メインブース 橋爪英城 マイクロ
1100-1200 器材実習ブース 松丸悠一 義歯
1100-1200 レーザーブース 船登彰芳 レーザー
1130-1200 メインブース 白鳥清人 ●●
1130-1200 予防ブース 吉久保典子 予防
1200-1230 メインブース 渥美克幸 ●●
1200-1300 レーザーブース 船越栄次 レーザー
1230-1300 メインブース 渥美克幸 ●●
1230-1330 器材実習ブース 貴島佐和子 ●●
1300-1330 メインブース 寺西邦彦 ●●
1300-1330 予防ブース 杉山幸菜 予防
1300-1400 レーザーブース 津川順一 レーザー
1330-1400 メインブース 林美穂 ●●
1400-1430 メインブース 椙岡宣好 CADCAM
1400-1500 器材実習ブース 辺見浩一 エンド
1400-1500 レーザーブース 青井良太 レーザー
1430-1500 メインブース 関　千俊 CADCAM
1430-1500 予防ブース 吉久保典子 予防
1500-1530 メインブース 橋爪英城 マイクロ
1500-1600 レーザーブース 渥美克幸 レーザー
1530-1600 メインブース 前畑香 CADCAM
1530-1630 器材実習ブース 青島徹児 審美
1600-1630 メインブース 関　千俊 CADCAM
1600-1630 予防ブース 杉山幸菜 予防

　
月
　   

日

10

7

日

　
月
　   

日

10

6

土

滅菌 エンド

エンド エンド

●●●

義歯

形成・印象 CAD/CAM

インプラント

インプラント

審美

包括歯科診療

ペリオ

ペリオ

マイクロ

CAD/CAM

CAD/CAM

CAMBRA

予防

予防

予防

11:30-12:0010:30-11:00 11:00-11:30

13:30-14:3012:00-12:30 12:30-13:00

17:00-18:0015:00-16:00

器材実習ブースは、事前にお申込みが必要になります。
ヨシダホームページからお申込みください。

ヨシダブースセミナー


