


歯科医療のサポートを通じて、誰もが笑顔になれる未来を
人は、支え合って生きています。誰もが笑顔で暮らすために、大切なのは、お互いを思いやる心。

歯科医療で重視されるクオリティ・オブ・ライフの向上にも、必要とされるのは「ケア」の心、患者さんへの思いやりです。

そして、そのためには、相手を知る「コミュニケーション」が大切です。

ササキは“Care & Communication”の精神のもと、最良の歯科医療器材や情報のご提供に努めています。

私たちは、患者さんと直接に接することはありません。しかし、歯科医療への最大限のサポートを通じて、

すべての人の健康と笑顔のために貢献していきたいと願っています。

Care & Communication
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経験豊富なスペシャリストが、
サポート

歯科医院の開業・経営には、医療技術
だけでなく、経営や人事など、さまざまな
ノウハウが必要となります。新規開業・移転
リニューアルの際には、ぜひ、ササキに
ご相談ください。立地の選定や資金計画、
経営・税務問題など、開業から経営までを、
経験豊富なスペシャリストがトータルで
サポートいたします。

歯科用システム機器・歯科材料を
全国に広がるネットワークで

最新のデジタル機器から歯科材料、医薬品
まで、歯科医療に必要な機器材をトータル
でラインアップ。常に最先端の技術情報や
商品情報を収集し、厳選したクオリティの
高い商品をお届けします。全国ネットの
サービス網により、アフターフォローも万全。
きめ細やかなサービスで、スムーズな診療を
強力にバックアップいたします。

医療や経営のレベルアップに役立つ
さまざまな情報を収集し、ご提供

歯科医院が急増している現在、患者さん
から信頼され、愛される医院であり続ける
ためには、治療技術の確かさだけでなく、
患者さんとの積極的なコミュニケーションや、
リラックスできる診療スペースの演出など、
プラスアルファの魅力づくりが必要です。
ササキは、メーカーなどさまざまなネット
ワークから収集した情報を皆さまにご提
供し、医療や経営に役立てていただける
よう努めています。

歯科医療へのさまざまな取り組みをご紹介し、
皆さまとササキを結ぶ情報誌「C & C」

商品センターから迅速かつ確実に
商品を皆様へお届けします。
東京、中部の2カ所の商品センターが、迅速
かつ確実に皆様へ充実した流通体制で商品を
お届けします。

東京
商品センター

中部
商品センター

Management support 開業&経営サポート

Equipment support 販売&アフターサービス

Information support 各種情報の提供

ササキは、歯科医療業界が求めるさまざまなニーズに応え

歯科医療機器・歯科材料の販売とアフターサービス、情報提供など、

多面的なサポートをトータルにご提供しています。

日々の業務のみならず、新規開業・移転開業、リフォームなど、

歯科医療の現場を知るからこそ、お手伝いできることがたくさんあります。

歯科医療に関わるすべての方にパートナーシップを持って接すること。

この創業以来のササキのモットーは

歯科医療業界で働く皆さまはもちろん、患者さんをも含めた

すべての人々の健康を大切にする気持ちから生まれました。

歯科医療のさらなる充実と発展を目指し、

皆さま方とのパートナーシップをより強固にしていきたい。

その熱意を胸に皆さま方を支えていきます。

パートナーシップを大切に

歯科医療の現場をトータルで支えます

Partnership
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ササキの取扱商品は、

最先端の歯科用デジタル機器から医薬品まで数万点。

スウェーデンのアストラテックインプラントシステムや

アメリカで開発された歯科用レーザー装置など

最新鋭の医療機器を真っ先に日本へご紹介してきました。

歯科医院用コンピュータシステムの開発や導入など

ササキが先鞭をつけた例は少なくありません。

オリジナルユニットの「meluco」シリーズも

大変、ご好評をいただいております。

これからも高水準で安全・安心な商品を厳選し、

歯科医療の現場を積極的にサポートしていきます。

商品のご提供を通じてお届けしたいもの。

それは、“笑顔”です

Lineup
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Lineup

アストラテックインプラントは、純チタンを使用し厳格な管理の元で
製造され、世界各国で高い信頼を得ています。化学的に処理された
「オッセオスピードEV」の導入で長期的に辺縁骨を維持し、審美的に
優れた結果をもたらすことが実証されています。そのデザイン理念は、
直観的な外科術式とシンプルな補綴ワークフローに裏付けられた、

クラウンダウン・アプローチを利用した天然歯列に基づいています。
また多彩なインプラントのラインアップにより、個々の部位のニーズ
を満たします。まさに生物学だけではなく生体力学的アプローチなど
の相互作用を確立するアストラテックインプラントシステムの先進
コンポーネントです。

アストラテックインプラントシステム独自の
バイオマネジメントコンプレックスに基づき、
長期的な辺縁骨の維持と審美性に優れた結果を実現

アストラテック インプラント システム

治療に伴う痛みを軽減して、患者さん本位の治療を実現。
歯科用パルス発振型 Nd：YAGレーザー

インパルス デンタルレーザー
波長（1064nm）の照射を瞬間的に繰り返す「パルス発振」の照射方法を採用。
Nd:YAGレーザーの水分に吸収されにくい性質はそのままに、
照射による組織への熱の深達度を制御することが可能になりました。
硬組織と軟組織が複雑に絡み合う口腔内の
止血、凝固、蒸散、切開など、幅広い臨床治療に対応が可能です。

●最大出力：6W
●パルスレート：5～100pps
●外形寸法：幅335×奥行356×高さ954mm
●重量：19.6kg

［承認番号］ 21700BZY00507000

【承認番号】 22800BZX00381000

ASTRA TECH Implant System™

EV

BioManagement 
Complex™

OsseoSpeedTM

化学的に処理された
チタン表面性状

MicroThreadTM

生体力学的骨刺激

Conical Seal DesignTM

強固かつ安定した適合性

Connective ContourTM

軟組織接触面積およびボリュームの増加
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Lineup

高品質を、より低価格でご提供

ササキオリジナル商品
ササキは、「meluco G」「meluco U plus」の2タイプがあるオリジナルユニット「meluco」シリーズを始め、

歯ブラシやミキシングペーパー、寒天印象材などのオリジナル商品も多数、取り揃えています。

よりリーズナブルな価格設定で高品質な商品をご活用ください。

認証番号：227ABBZX00073A01

マイクロモーターの回転表示パネルを装備。どの診療ポジションでも移動が容易で、精度の高い診療を実現。
術視野を明るく、自然に確保する光付インスツルメントも各種ご用意。
マイクロスコープによる治療も可能な洗練を極めたユニットです。

認証番号：228AGBZX00084000

シンプルで機能的なデザインのタッチパネルにより、
効率的なユニットコントロールを実現。
マイクロモーター回転表示やタイマーの設定状況などを表示する
VFDモニターを標準装備。
スムーズな治療と患者さんの快適性を考えた
機能が充実しています。
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ササキの福祉事業

誰もが笑顔で暮らせる未来。そのためには、バリアフリー

やユニバーサルデザインがさらに浸透し、からだに障害を

抱えた方やご高齢の方でも、のびのびと元気に暮らせる

環境を構築していかなければなりません。同時に、私たち

一人一人が、思いやりの心を持って、助け合える世の中に

する必要があります。

ササキの福祉事業部は、この問題に積極的に取り組む

ため、使う方にも見守る方にも使いやすく、やさしい製品の

提供に努めています。

すべての人がのびのびと
暮らせる社会のために

WelfareLineup

セクレタリーNext ／ セクレタリーPlusⅡ

多様化する診療データを確かな技術と優れたパフォーマンスで管理する

歯科用コンピュータシステム「Secretary」シリーズ。

専門的経営分析機能や自費・保険見積書発行機能、

オンライン・レセプト請求機能などを備えた「Secretary Plus Ⅱ」、

SOAP方式の予約・来院管理、

治療計画による診療入力なども標準装備した

オールインワンソフト「Secretary Next」を

ご用意しております。

＊画像は「セクレタリーNext」のものとなります。
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ササキ本社

健康と長寿への社会意識の高まりにより

口腔衛生が全身のヘルスケアと深く関わっていることが

多くの人に認識される時代になりました。

いつまでも健やかに暮らすには、歯を守ることがとても大切です。

そのために歯科医療業界は、ますます重要な役割を担うようになってきています。

ササキ株式会社は、大正７年の創業以来

歯科医療機器・歯科材料の販売を中心に、治療や商品の情報提供など

さまざまサービスで歯科医療業界をサポートしてきました。

人々の健康維持と向上に夢を抱き、真摯に取り組まれている皆さま方を

誠心誠意、お手伝いさせていただくことはササキの大切な使命です。

創業から100年を超えて

歯科医療業界の一端を担い、しっかりと支えていくこと

人と人の絆を大切に、豊かに広げていくことを目指す

ササキの精神はこれからも続いていきます。

今後もさらなるご満足をいただけるように努力を重ねてまいります。

皆様の変わらぬご支援、ご鞭撻をなにとぞよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長　佐々木 伸五

人々の健康を担う歯科医療を

全力で誠実に支えます
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ササキは、1918年（大正7年）5月に創業しました。

日本には100年を超える企業が3万社以上あると言われています。

そして、2018年５月、創業の大正時代から昭和、平成、令和へと、

時代の荒波を乗り越え、ササキもその１社に加わることができました。

歯科医療業界の発展を支え、共に歩むために、

ササキが創業以来、大切にしてきたのは、

人と人を結びつける温かい絆と強い信頼感です。

その絆と信頼、そして創造する力が明日の未来を切り拓きます。

ササキはこれからも人々の健康と幸せを願いながら、

着実に、粘り強く、夢に向かって大きく羽ばたいていきます。

創業者 佐々木永太郎 昭和30年代の歯科医院 小栗昌平（前社長）

豊橋駅前の佐々木商店（昭和32年）

商品積み込み風景（昭和30年代後半）

100年の歴史を超え、さらに未来へ
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ジャパン
デンタルショー
2016

ワールド
デンタルショー
2018

ササキはISO9001：2015の認証を取得
お客さまの満足度を向上させ、システムの改善等
を推進するため、世界標準のマネジメントシステム
「ISO9001：2015」の認証をすべての事業所で
取得しています。

2020.09.2T

全国に広がるササキのネットワーク
ササキの事業所は、北海道から九州まで
全国に約50ヵ所。
全国ネットのサービス網で、きめ細やかな
サービスをお届けしています。

商 号

創 業

設 立

代 表 者

資 本 金

本 社

東京本部

事業内容

取引銀行

ササキ株式会社

大正7年5月5日

昭和35年5月31日

代表取締役社長　佐々木伸五

1億円

豊橋市八町通5丁目7番地

東京都文京区本郷3丁目26-4

歯科医療機械・器具・材料・薬品の販売

歯科医院・診療所の開設・移転等のサポート

福祉機器のレンタル・販売

愛知銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行

会社概要

東京本郷ササキビル セミナー

ジャパン
デンタルショー
2012

ワールド
デンタルショー
2014
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