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　DHPro.セミナーでは、毎回セミナー開始前に
「プレゼンスマネジメントチェック」を実施して
おります。

 全国の歯科医院数は約７万件で、開設数が1,720件、廃止数が
1,739件(2018年時点)となっており、開設数と廃止数の逆転現
象が起きています。まさに歯科医院は「選ばれる時代」と言っ
ても過言ではないのです。

では、どんな歯科医院が、どんなスタッフ、歯
科衛生士が選ばれるのでしょうか?

　医療従事者なので知識・技術は勿論大切で
すし、新しい情報を取り入れアップデートし
ていくことで知識・技術を磨き続けていくこ
とも重要です。しかし、それと同様に外見を
磨くことも必要不可欠です。初対面で、第一
印象を決める最も大きな情報は、視覚から得
る“見た目”だからです。付き合いが長く、
お互いに深く知っている相手とならば気にし
なくても理解してもらえるかもしれません
が、初対面の人やよく知らない人は、身だし
なみや態度など、見た目から様々なことを想
像し判断します。 
 外見を磨いていくと、自ずと内面も磨かれま
す。そのための「プレゼンスマネジメント」
です。

山﨑瑞穂先生による
コラムのコーナー

DH Pro.セミナー講師 外見を磨けば内面も磨かれる

自己チェック

①口は、口角が上がり
上の歯が見える笑顔を

意識している。

②自分から先に挨拶を
するように心がけてい

る。

③相手の目をみて、挨
拶を行っている。

④返事は、いつも「は
い！」と気持ちよく意

識している。

⑤気分や感情が返事や
声のトーンに左右され

ないように意識してい
る。

⑥返事の際、相手の方
向に顔と体を向けるよ

うに意識している。

⑦「はい」「ありがと
う」と言えている。

⑧声のトーンを意識し
て、話をしている。

⑨相手の話すペース、
間を意識して話してい

る。

⑩患者さんの様子に合
わせて、声の大きさを

意識して話している。

⑪相手に聞こえる声の
大きさを意識している

。

⑫猫背、うつむき、視
線が下を向かないよう

に姿勢を意識している
。

⑬顎を上げ、横柄に偉
そうに見えないように

、顔の方向を意識して
いる。

⑭表情に意識をしなが
ら、お辞儀を行ってい

る。

⑮いつも敬意や感謝の
気持を添えながら、お

辞儀を意識している。

⑯品のある髪の色（カ
ラー８番以下）を意識

している。

⑰作業時、髪の毛が落
ちないようにまとめて

いる。

⑱健康的な、ナチュラ
ルメイクを意識して行

っている。

⑲スッピンでの出勤は
行っていない。

⑳清潔・安心・安全を
考え、いつも爪は短く

綺麗に切っている。

㉑ユニホームのしわや
汚れを意識している。

㉒ユニホームに合わせ
た靴下の色を選択して

いる。

㉓いつもシューズの汚
れを意識し、清潔感を

保つように心がけてい
る。

シューズを踏まないよ
うに心がけている。

項目
笑顔

あいさつ

お返事

話し方と声

所作（姿勢）

顔の方向

制服

爪

お化粧

髪型と色

お辞儀
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おすすめ歯科関連商品 TOPTOP

1010
2020年
よく売れた
いつも協同組合のCiメディカル３％割引提携をご利用下さり、ありがとうございます。
今年、皆さまにご購入頂いた品目の中から人気の10品目をご紹介します。マスクの品
不足はだいぶ解消されましたが、グローブはサイズによって欠品がございます。裏面
にてサイズの揃っているグローブをご案内しています。

商品のご注文は医薬品を除く全商品３％割引の岡山県保険医協同組合へ　くわしくは裏面をご覧ください。

（裏面もご覧下さい）

商品コード 26364

（税込）

通常価格698円
数量割引あり

１箱100枚

１箱100枚

New DFラッテクスグローブFT（SS）
（ポリマー加工パウダーフリー）

商品コード 35993

（税込）

通常価格1,210円
数量割引あり

１箱100枚

除菌ウエットティッシュ
Ag+（詰替用）

アルコール除菌
ウエットタオル
（詰替用）

商品コード 20222

（税込）

通常価格150円

Ci ニトリルグローブFT
(パウダーフリー）（SS）

粉無

商品コード 13355数量割引あり粉無 粉無

商品コード 15338

（税込）

通常価格  53円
数量割引あり

Good Choice
不織布ガーゼ(５×５cm ４枚重ね)

商品コード 13293

（税込）

通常価格189円
（税込）

通常価格1,210円

さらに
３%OFF

さらに
３%OFF

圧迫感少なめ

薄手でフィット感が良い 毛羽立ちにくく吸水性が良い
Ciオリジナルでコストパフォーマンス向上！ さらに

３%OFF

１パック100枚

１パック100枚

１パック200枚

Ci ラテックスグローブ
（ポリマー加工パウダーフリー）(SS)

表面凹凸加工で適度なグリップ性
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ご利用には協同組合へのご加入と出資（１口5,000円・ご加入時のみ）が必要です

  086-274-8221TEL岡山県
保険医協同組合

 医療を守り、くらし、経営の安心をサポート

７ 8

109

リセラ
ペーパートレー

Den ラテックスグローブ
ポリマー加工（SS）

Good Choice
オールガーゼ(５×５cm ８枚重ね)

No.380ポリマー加工
パウダーフリーラテックスグローブ(SS)

数量割引あり粉無

さらに
３%OFF

商品コード 9149

さらに
３%OFF

商品コード 9181
W220×D130×H15mm

１パック100枚１袋 100枚 表面凹凸加工

さらに
３%OFF

商品コード 8694

（税込）

通常価格1,338円
（税込）

通常価格1,228円
（税込）

通常価格393円

さらに
３%OFF

数量割引あり 商品コード 1751 数量割引あり粉無

（税込）

通常価格198円

（表面からの続き）

おすすめ歯科関連商品2020年
よく売れた

表面防水コーティング
オートクレーブ不可
未滅菌

１パック200枚 １箱100枚
表面凹凸加工、 圧迫感少なめ

超立体マスク
ソフトーク

各サイズ、在庫ございます！

ディスポラテックスグローブ

ご注文、お問い合わせは協同組合
☎０８６−２７４−８２２１まで

送料無料送料無料

サイズ：SS、S、M、L

100枚×20箱

サージカルタイプ
国内生産品

パウダーフリー、ホワイト
滑り止め表面加工

ふつう（100枚×12箱）

大きめ（ 50 枚×12箱）

組合員特価

24,000円
（税別）

組合員特価

12,000円
（税別）組合員特価

36,000円
（税別）

食品衛生品適合商品

ここが
フィット！

商品のキャンセルや返品も協同組合（☎086-274-8221）へご連絡下さい。

①月～金の16時までの注文分は、当日発送
②月～金の16時以降の注文分は、翌日発送
③土、日、祝の注文分は組合の翌営業日に発送
・商品到着予定日が貴院の休診日の場合は翌診療日に到着するよう手配
致します。欠品商品等があった場合には、組合よりご連絡します。

・1回のご注文が4,800円（税込）未満の場合は、別途送料
496円（税込）が必要です。

注文受付時間と納期 ※貴院専用FAX注文書をご利用の場合 4,800円（税込）以上のご注文で送料無料送料

１ヶ月分を翌月26日にご指定口座より引き去り
お支払い 代引き不要・月末〆、翌月初旬に組合より請求

商品のご注文は協同組合へ

院長先生へ　保険医協同組合員のメリットを追求した特別提携のご案内
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数量 金額（❶×❷）

税込合計金額１回の注文合計金額が4,800円（税込）以上で送料無料

タイプ・色・サイズ カタログ価格
（税込）商 品 名 ❷❶

例 38756 NEW C iマスク  セール ブルー 20  168円 3,360円

商品コード

この貴院専用注文書をコピーしてご使用下さい。

専用注文書

岡山県保険医協同組合

医療を守り、くらし、経営の安心をサポート岡山県保険医協同組合お問い合わせ ☎（086）274−8221

注文書送付先｜岡山県保険医協同組合 FAX（086）274−8223

①Ciメディカル最新カタログ価格から３％割引で販売します。（セール品を除く）
　ただし、医薬品（商品コードがＹで始まる商品）は取扱いできません。Ciメディカルに直接ご注文下さい。
②Ciの期間限定セールやFAXセール商品は商品名欄に「セール」とご記入下さい。
　セール品は保険医協同組合の３％割引の対象外です。
③１回の注文合計金額が4,800円（税込）以上で送料無料　※4,800円未満の場合は別途送料＋496円
④ご利用代金は月末締めで、翌月初旬に当協同組合より請求書をお送りします。

（税込）

医院No.

電話番号 FAX番号

医院名 休診日

協同組合員専用FAX注文書＊1を当協同組合へお送り頂くだけで
Ciカタログ掲載の全商品＊2を３％割引にてご購入頂けます。
ご利用には協同組合へのご加入と出資（１口5,000円・ご加入時１回のみ）が必要です。

＊1 組合員の先生は貴院専用FAX注文書（右・お手元にない先生はご連絡下さい）をご利用下さい。
貴院専用FAX注文書以外でのご注文（電話注文も含む）は、納期が遅れる場合があります。

＊2 医薬品（商品コードがＹで始まる商品）は取り扱いできません。また、Ci独自のセール商品は３％
割引の対象外（Ciセール価格での販売）となります。歯科用金属等の時価商品も３％割引の対象
外です。商品の無料サンプルも承ります。


