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 「今月のひと ...」

本社 総務・経理部
部長   原　 謙　二

生年月日　
 昭和 49年 4月 16日（45歳）

抱　負
 臍を固める
 　 総務経理部長 兼 FDHダンス部長
総務経理を統括し、社内の様々な
問題を処理する大黒柱。
FDHダンス部は、趣味の領域を超
えたチームに成長しています。

卯月
うづき

新・連載
税理士から見た歯科医院経営！ 歯科医院の資金繰りについて

税理士法人アップパートナーズ
www.upp.or.jp
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FDHシリーズ 　

 匠な一品 好評発売中！

Contents of this month
 > ヨシダ新ショールーム
 > 新連載 業界人座談会  ヨシダ 山中一剛 社長
 > UPP 菅社長コラム「歯科医院の資金繰りについて」
 > FDH Infomation 「九州デンタルショー 2019]
 > 匠な一品 「オリジナル スワロフスキー盾」

 早いもので、もうすぐ九州デンタルショーの季節ですが、お買い物をするには先立つものが必要ですよね。
そんな時便利なのが、銀行の短期融資です。

この短期融資、通常「枠融資」と呼んでいます。多くの先生がクレジットカードを持っていると思いますが、
ほとんどのカードにはキャッシング機能がついていて、
・◯◯万円まではいつでも借りれる
・限度額内の借入に関しては、返せる時に返せば良い
となっています。枠融資も機能は全く同じです。

キャッシングの金利はとても高いですが、銀行の枠融資の金利は通常 0.7 ～２％で、借り
ている間だけ利息が発生します。また、売上の２ヶ月分くらいが借入枠の上限になること
が多いです。
賞与時期など、一時的にお金が必要な時、枠融資があれば資金繰りの不安が激減します。
もし設定していない場合は、銀行に「枠融資を設定して欲しい」と頼めば大丈夫です。
枠融資自体、あっても損は全くないので、是非ご検討下さい。

オリジナルロゴ、ネーム入れ無料
ご希望のロゴデータをお預かりいたします。

あなただけの... オリジナルのSWAROVSKI...

SWAROVSKI  Special Plate Shield   (No. NP32M)
Φ120mm× 1 0 mmスタンド式

定 価 　32,000 円（税別）

待合室、カウンセリングなどの大切なスペースに…

公式HP
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掲載内容につきましては、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
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　　　　九州支店ショールームリニューアルおめでと
うございます。近未来的で、最新機器が一度に見れる
九州最大のショールームですね。

山中社長 ありがとうございます。
ヨシダは、Dental Next Action をテーマに、
さいたま・名古屋・静岡、大阪、そして福
岡のリニューアルを実行しました。

歯科医療の未来を考える
業界トップランナー座談会  Vol.2

西川社長 最高のショールームが完成しましたね。
ユニットスペースが確認できるカラクリや
オペ室、Google Home Mini Chalk を利用し
た最新 IT 技術が近未来の歯科医療を体現さ
れていますね。

山中社長 そうですね。
九州支店は、ヨシダの言わばフラッグシッ
プであり、各ショールームの中でも最も広
いスペースを有していますので、この場で
先生方が思い描く理想の歯科医院を存分に
「体感」していただきたいという思いを詰め
込んでいます。

西川社長 本当にその通りですね。
まさに体感型のショールームですね。
我々にとってもこれだけのショールームが
福岡にあることは非常に有り難いですね。

　　　　上野本社に業界ワークラウンジ？

山中社長 この 4月より、上野本社 1Fにワークラウンジをオープン
しました。社員や取引先のみなさんが自由に利用でき、そ
れぞれに合った自由な使い方で利用できる空間です。
昨今の “働き方改革” が求められる中、「生産性＝働きたい
環境」を整える事で、その中で、社員が社員自身の「人生
をどう生きるか」と考えています。そこでこのワークラウ
ンジを利用する人が自由な発想で利用し、自由な働き方を
共有できるのではと考えています。

西川社長 そうですね。
我々の世代は、時間の制約なく、楽しめる企画を立てたり、
“深夜まで働く美学” みたいなものがありましたが。。。今は、
時代が大きく変化しましたよね。止むを得ず離職する方々
の中の多くは、相談相手がいなかったりするものです。
弊社も旧態依然としたオフィスから、フリーアドレス化を
新筑豊営業所にて実行し、各拠点でも逐次実施する予定で
す。御社のワークラウンジとも通づる取り組みが、今後の
働き方改革を推し進めると思います。

九州支店 ショールームが完全リニューアル
体感型ショールーム、理想のクリニックを実現 !

住所：東京都台東区上野 7-6-9 TEL  : 03-3845-2905

Dental Next Action
歯科医療の次の時代へ。

　　　　御社のビジョン「Dental Next Action」も
第２章 ~ 歯科と身体 ~へと進化していますね。

山中社長 最近の取り組みの中で、次の時代を業界内
外の方々との縁で創っていく活動をスター
トしています。特に、フレンチシェフの松
嶋啓介氏と元東北大学大学院歯学研究科教
授 笹野高嗣氏とのご縁をいただき、「味覚」
や「うま味」といったテーマで様々な歯科
医師の先生方とのコラボレーションを実現
しています。

西川社長 うま味ですか。。。
機械のヨシダとしてはあまり結びつかない
イメージですね。

山中社長 おっしゃる通りです。
ヨシダとしては、時代と共に変化する口腔
環境の中で、我々も歯科医療人として、患
者の現在と未来を支える歯科のグループ↗

山中社長 企業として、進化していきたいと考えています。
特に、昨年行った松嶋氏と笹野教授との対談ではドライマ
ウスなどに代表される “味覚障害” には、「だし汁」の効果
が高い事など様々な研究がなされ、先日のDNA講演会にお
いても最先端を行く先生方との共にご講演いただきました。
［噛む、も、味わう、も歯科 対談：松嶋啓介×笹野高嗣］を読まれたい方は、
弊社営業までお尋ねください。

西川社長 そうなんですね。
だし汁のうま味を、味覚障害にですか。異業種からの新し
いアプローチですね。常に新しい事にチャレンジするまさ
に山中社長らしい取り組みですね。新しい事を考えチャレ
ンジする仕事は、高いモチベーション維持にも有効ですね。

山中社長 ぜひ東京に来られた際は、弊社ワークラウンジをご利用く
ださい。また、九州の販売特約店として今後も強固なパー
トナーシップにて、業界発展の為に共存共栄で努力してい
きましょう。

今年 1月に、（株）ヨシダ九州支店のショールームが大改装
され完全リニューアルされた。
ヨシダの持てる製品と一緒に、近未来的な歯科医療をまさに
“体感” 出来る最新のショールームへと変貌。
IT 化や診療スペースの確認、CADCAMやマイクロスコープ
など、最新機器のデモなど多くの事をこのショールームでは
“体感” することができます。
弊社社員と共にぜひお立ち寄りください。

Entrance
 来場者をまず待ち受けるのは、まさに歯科医院の受付。
患者のスマホと繋がる新システム” Action Gate” が最新のレセコ
ン Profit Quattro Ripi に連携する。次世代型の受付システムをぜ
ひ “体感” してください。QRコードでアプリをダウンロード。
アプリケーションで院内の IT ソリューションと患者を繋ぐシス
テムをご体感いただけます。

KIDS space
 お子様づれでもゆっくりと商談が可能。
人気のウィズダムベンチで、こども達も
楽しい時間を体感できます。

Ope Room
 東京技研 クリーンエリアプラス、
ルミナンス LEDノーべ、マイクロス
コープなどの最新オペ機材を網羅。
「OK、Google!」で全てのスイッチが
入る Google Home Mini Chalk を完備。
近未来のオペ室をぜひ体感ください。

Dental Unit
 平面では分かりづらいユ
ニットスペースを実寸で
体感できる。
ユニット間の格子をメモ
リに合わせて移動させる
事で設計図面のスペース
を確実に把握できます。

CAD/CAM Room

Seminar Room
 20 名収容のセミナールーム
では、マイクロスコープ内臓
ユニット Serio にてデモンス
トレーションが可能。
演者のテクニックを目の当た
りに体感できます。

マイクロ実習室
九州初12名が実習可能なマイ
クロ実習室。７台のマイクロス
コープが 2名１組の相互実習を
可能に。アシスタントワークな
どしっかりと体感できます。

 CAD/CAM、3Dプリンターの最新
機種が体感できる。
こちらのスペースは、オープンソ
ースのデータを受け入れることも
可能で、将来的にはレンタルワー
クスペースとしても利用が可能に
なるかもしれません。

Yoshida 
BREAK&CAFE
 各種研修会等で馴染みの
ある 4F研修室横に多種イ
ベント対応型の CAFE が新
設。お昼休憩やナイトイベ
ントなど、活用方法は様々。
ヨシダとのコラボで、様々
なイベントにチャレンジし
ていきます。


