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iTero を 補綴でも使ってみませんか？
株式会社 LAZARUS では、各種 IOS でのデジタル印象のみで「完全模型レス（歯列模型を作成
する事なく補綴物を作製する事）」でのご依頼が大変多くなってきております。
もちろん iTero でのご依頼も多く、「iTero って矯正だけではなく補綴でも使えるの？」と驚か
れることもあります。
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※補綴モードへの切り替え方等のメーカーとのやりとりなども

弊社で代行させていただきます。

この度、
「ラザロレポート年末年始特大号」を来月12 月末に発行させて
いただくことになりました！
そこで、毎月こちらをお読みいただいている皆様の
「ご自慢のペット写真」を募集し、掲載させていただきたいと考え
ております。犬・猫・鳥・爬虫類・昆虫…などなど種類は問いません。
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ご応募は大好きなペットさんの
①写真 ②エピソード を添えて、
弊社までお送りください！ 12/13 締切
(LINE もしくはメールでお送りください )
ドクター、衛生士さん、助手さん、技工士
さん、業者さん…弊社の取引先様でなくて
も大歓迎！ご応募をお待ちしております。

■公式 LINE【QR コード】 【I D】

こちらのレポートは、医療従事者への情報提供を目的としております。

@lazarus

■メール
info@lab-lazarus.com
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アラサー女を

ちょっと

悦 ばせる方法 2

ラザロの女子スタッフが「買ってよかったもの」
「美味しかったもの」
「楽しかったこと」など
＂ちょっと嬉しくなれた＂アイテムやできごとをこっそりお届けします。女性を悦ばせたい男性必見！

第 13 話 「裏切り」
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生より
八治虫先
★ 次回︑
す
がありま
重大発表

ᵐ

⎼⎉⏀⏙␝⍥ Ⴚ࠙⎊⎙⍷
⍷⍾⎼⍥ ⍷⎱⎌⎃ਤ⎖⎙
ᘍ⎖⎙⎂⎿ ⍬

Ԑൢ⎞ӕ⎼⎿⎾⎼⎉⏀⏙
␝⍦

⎼⎉⏀⏙␝⍿⏪␝␆␢␕⏅
⎄⎾⎛⍥ ⎢λ⎖⎙
⍽⎼⎍⍥ ɟᡫ⎡ኡ⎓⎄
⍿λ⎖⎙⍷⎒⍦

⎼⎉⏀⏙␝⎢ᅈ˟ʴ⎞
⎝⎖⎙И⎴⎙⎡⏅්⎊
⎒⍦
ᐯЎ⎞⍷⎗⍾ࢸ⍿Јஹ
⎒⎼⍥ ⎆⍹⍷⍹⎆⎛⍿Ј
ஹ⎾έ⎞⎝⏀⍹⎛⍥ ⎼
⎉⏀⏙␝⎢࣎⎞ᛒ⎖⎒⍦

⍫␉⏣⎊⎒ˁʙ⎢̸⍿˴⎛
⍾⎊⎙⍽⎂⍾⎼࣎ᣐ⎌⎾
⎝⍦ ⎐⎊⎙ʻଐ⎆⎐ٻʴ
⎡⏅⍷⎙⎆⍷⍦ ࣎⍾
⎼ͤ᧭⏅ᅌ⎾⍦⍬

ᵏᵗ

コンビニ 2 社決戦 !!
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ローソン

セブンイレブン

甘味
★★★★★
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パッケージ ★★★★★
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量
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デザイナー野元
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ローソン vs セブンイレブン
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̲̲̲ 真鍋さんは、仕事がとても丁寧で正確ですよね。
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̲̲̲ ラザロで働いてみて思ったことは？
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※当たり前ですが、登場人物・ストーリーはフィクションです
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LAZARUS
大阪府大阪市中央区本町 2-3-4
アソルティ本町 7F
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こちらのレポートは、医療従事者への情報提供を目的としております。
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〒541-0053

06-6266-3500 FAX 06-6266-3501
MAIL info@lab-lazarus.com
HP http://www.lab-lazarus.com
TEL

