
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
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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 10月06日(日)

歯科医院成功へのステップアップ
セミナー 「ミナミ歯科クリニック」

30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　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 10月10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〉
GC研究員

Dr
DH
DA
DT

26名 無料 東京

GC 10月13日(日)
臨床に生きる咬合

～基本から臨床実践へ～
本多 正明 先生
高井 基普 先生

Ｄｒ 50名

友の会歯科医師会員　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 10月20日(日)
歯科医師と歯科衛生士の

コラボレーションによる
改めて学ぶ歯周治療セミナー

金子 至 先生
伊藤 美穂 先生

Ｄｒ
DH

50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 10月20日(日)
これですっきり!！

ブリッジの形成から装着まで
藤関 雅嗣 先生 Dr 26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 10月22日（火・祝）
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
Dr
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

GC 10月27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　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 10月27日（日）

歯科医師・歯科衛生士のための
1day集中ホワイトニングセミナー

～ティオン オフィス・ ティオン ホーム
プラチナを使いこなす勘所～

須崎 明 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　33,300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 10月30日(水)
炭酸ガスレーザー導入・活用

イブニングセミナー
『これから始まる炭酸ガスレーザー』

櫻井 善明 先生
林 智恵子 先生

12名
友の会会員　2,000円

友の会会員以外　12,000円
東京

GC 11月07日（木）
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 11月10日(日)
歯内療法実践セミナー

～根管形成・根管充填コース～
石井 宏 先生

尾上 正治 先生
Dr 12名

友の会会員　99,000円
友の会歯科医師会員のスタッフ

102,300円
友の会会員以外　110,000円

東京

GC 11月14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 26名 無料 東京

GC 11月17日(日)
顎関節症セミナー

～オクルーザルスプリントを
用いた対応～

佐々木 啓一 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
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GC 11月17日(日)
東京講演会 ～患者さんの

心をつかむ病院のイノベーション～
秋山 勝彦 先生 70名

GC友の会会員
GC友の会勤務歯科医師会員

33,000円
友の会会員以外　44,000円

GC 11月21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 11月21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〈午前〉

ジーシー研究員 Dr 10名 無料 東京

GC 11月21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!〈午後〉

ジーシー研究員 Dr 10名 無料 東京

GC
11月23日(土・祝)

11月24日(日)
やっぱりできる下顎総義歯の吸着

藤 勝史 先生
本多 孝史 先生
野澤 康二 先生

Dr 20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 11月28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 12月1日（日）
聴く・見る・触る!

かかりつけ歯科医院となるために
知っておきたい臨床機能解剖

阿部 伸一 先生 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 1
9,800円

友の会会員以外 27,500円

東京

GC 12月04日（水） 再根管治療のポイント 古澤 成博 先生 Dr 30名

友の会会員　11,000円
友の会歯科医師会員のスタッフ　14,300

円
友の会会員以外　22,000円

GC 12月05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 DH 20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 12月11日(水)
はじめてのマイクロスコープ ～マイクロ

スコープの有用性と活用方法～
櫻井 善明 先生
林 智恵子 先生

Dr 10名
友の会会員 2,000円

友の会会員以外 12,000円
東京

GC 12月12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

Dr
DH
DA
DT

26名 無料 東京

GC
12月14日(土)
12月15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

東京

GC 12月15日(日)
患者さんが“みえる”歯科衛生士になる

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　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 12月19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 12月19日(木)
医院で取り組みたくなる

スタッフ教育講座
杉元 信代 先生 24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 10月03日(木)
医院力アップ！満足度の高い

歯科医院へ後輩指導にも役立つ！
リ－ダ－スタッフ育成セミナ－

伊藤　純子 先生
DH
DA

15名

友の会本人 19,800円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

23,100円
未入会 34,100円

東京

ﾓﾘﾀ 10月20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 10月20日(日)

ライフステージ別の筋機能から
アプローチするお口の健康づくり

～MFT、顎関節症指導、マッサージ、
口腔リハをされる方々に～

姫野　かつよ 先生
Dr
DH

20名

友の会本人 8,800円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

12,100円
未入会 23,100円

東京

ﾓﾘﾀ
10月26日(土)
10月27日(日)

最新の生理的咬合を理解する
～経験による咬合から

根拠に基づいた咬合へ～

クレイトン.A　チャン
先生

Dr
DH
DT

35名

友の会本人 66,000円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

69,300円
ICCＭＯ-J会員 66,000円

未入会 80,300円
コ・デンタル 22,000円

東京

ﾓﾘﾀ 10月27日(日) すぐに身に付くミラーテクニックのコツ 麻生　昌秀 先生 Dｒ 10名

友の会本人 49,500円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

52,800円
未入会 63,800円

東京

ﾓﾘﾀ 10月27日(日)

そこが知りたい！
地元開業のポイント

One To One Club主催
全国Uターン開業セミナー

ﾈｯﾄﾜｰｸ
渡辺税理士法人
渡辺　貴之 先生

Dｒ 40名 無料 東京

ﾓﾘﾀ
10月31日(木)
11月28日(木)

SRPグレ－ドアップコ－ス
～プロフェッショナルの扉を開こう～

2日間実習コ－ス
石原　美樹 先生 ＤＨ 24名

友の会本人 59,400円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

62,700円
未入会 73,700円

東京

ﾓﾘﾀ 11月04日(月)
臨床例を使用した

セラビアンZRシェード
マッチングハンズオンコース

加藤　尚則 先生 DT 10名

友の会本人 26,400円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

29,700円
未入会 40,700円

東京

ﾓﾘﾀ 11月07日(木)
１日で身につく接遇マナ-基礎講座

～患者さん接遇対応の
プロを目指して～

西村　信代 先生
DH
DA

24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

モリタユーザー 16,500円

東京

ﾓﾘﾀ 11月17日(日)

訪問歯科診療を取り入れた
歯科医院のカタチ

～来院患者さんの将来の為に
今できること〜

吉岡　裕雄 先生
池田　裕子 先生
福井　智子 先生
加藤　真莉 先生

Dr
DH
DA

100名

友の会本人 3,300円
友の会スタッフ（院長が一般会員) 6,600

円
未入会 17,600円

東京

ﾓﾘﾀ 11月17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 11月17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 11月23日(土)
女性だからできる開業法
One To One Club主催
歯科医院開業セミナー

徳冨　順子 先生
戸田　賀世 先生

天川　由美子 先生
Dr 40名 無料 東京

ﾓﾘﾀ 12月01日(日)

【実習付き】
レジンセメントの取り扱いについて、
臨床家が知っておくべきエビデンス

データと臨床的テクニック

鷲野　崇 先生 Dr 30名

友の会本人 8,800円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

12,100円
未入会 23,100円

東京

ﾓﾘﾀ 12月05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 12月08日(日)
診療効率を大幅にＵｐ！

コンポジットレジンを用いた
レイヤリングテクニックの実際

宮崎　真至 先生 Ｄｒ 30名

友の会本人 8,800円
友の会スタッフ（院長が一般会員)

12,100円
未入会 23,100円

東京

ﾓﾘﾀ 12月08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 10月6日(日)
バイオフィックスインプラント実習コース

インプラント治療1Dayコース
大塚　隆　先生

藤川　謙次　先生
Ｄｒ 12名

45,000円
 松風歯科クラブ会員 40,000円

東京

松風 10月17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 35,200円 東京

松風 10月20日(日)

アナトミカル　ジンジバル
　シェーディングテクニックによる

歯肉再現法
Gingival Characterize　～Anatomical

Gingival shading Technique～

関 錦二郎　先生 DT 12名
歯科クラブ会員　35,000円
一　　　　　般　40,000円

東京

松風
10月23日(水)
10月24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 10月24日(木)
2019 TOKYO SHOFU Lab Seminar

CERAMAGE DUOコース
（ハイブリッド硬質レジン）

松風　東京支社
歯科技工士

DT 8名
15,000円

歯科クラブ会員 10,000円
東京

松風 11月14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
歯科クラブ会員 10,000円

東京

トクヤマ 11月10日（日）

超高齢時代におけるワンランク上の
リライニング･リベーステクニックに

ついて～全部床義歯／局部床義歯の
機能で重要な要素とは･･･～

松本勝利 先生
Dｒ
DT

トクヤマデンタル倶楽部会員　10,000円
倶楽部会員よりご紹介の技工士

7,000円
上記以外　20,000円

東京

トクヤマ 11月17日（日）
コンポジットレジン修復の発想転換

～ Good balance of "MI" and
"ESTHETIC" ～

田代浩史 先生 Dr
トクヤマデンタル倶楽部会員　10,000円

上記以外　20,000円
仙台


