
『技工を通じて国境を越え、隣国同士の交流が出来たら、どんな
に素晴らしいことだろうか』と私たちは4,5年くらい前から、この
ような想いを持っておりました。韓国・台湾・日本の3カ国で若手
技工士が成長し育ってきた今、「第一回Creationユーザー講演
会 アジア大会 in JAPAN」を開催することとなりました。
今回の主役は、3カ国から集まった次世代技工士8名です、彼
らは各国で厳正な審査を通過した精鋭で、韓国2名・台湾2名・日
本4名が選出されました。我々oral designのメンバーとと
もに発表する講演にご期待ください。

oral design 小田中 康裕

Creation ユーザー講演会
アジア大会 in JAPAN 

両国KFCホール（国際ファッションセンター）
2019.4.13〈sat.〉・14〈sun.〉

［ PLACE ］

［  DATE ］

14:45~14:55
（ 10分）

製品紹介 （ HASS ）

17:05~17:10   
（  5分）

質疑応答

18:00~20:00 
（ 120分）

懇親会

14:55~15:15
（ 20分）

次世代講演（日本）：
肥川 憲一郎
（Kenichiro Hikawa）

「歯肉と補綴物の調和 -形態と陶材の選択-」
 “Harmony of Gingiva and Prosthesis: 
Selection of Form and Porcelain Powders”

15:15~15:35
（ 20分）

次世代講演（韓国）：
任 永彬
（Youngbin Lim）

「コラボレーションによる臨床ケース」
“Clinical Cases by Collaboration”

15:35~16:20
（ 45分）

oral design講演：
内海 賢二
（Kenji Uchiumi）

「何処までもシンプルに」
“Pursuit of Simplicity”

16:20~17:05
（ 45分）

oral design講演：
長谷川 輝樹
（Luke Hasegawa）

 「クリエイションを使用した私の考えるポーセレン築盛」
”My porcelain build up technique
using CREATION porcelain. ”

11:00~ 受付開始

13:00~13:05
（   5分）

開会挨拶 ：
代表取締役社長 高垣 卓也 　　　　　
（Takuya Takagaki）

14:30~14:45  
（ 15分）

休憩

13:05~13:50
（ 45分）

oral design講演 ：
森田 誠
（Makoto Morita）

「笑顔の為に最善を尽くす」
"Do one best for a Smile "

13:50~14:10
（ 20分）

次世代講演（日本）：
橋中 知之
（Tomoyuki Hashinaka）

「正中及び切縁ポジションの再現を目標とした
フレーム製作と歯冠色製作法」
“Framework Design for Proper Midline 
and Incisal Position and Porcelain 
Application”

14:10~14:30
（ 20分）

次世代講演（台湾）：
鄭 維智
（Wei chih Chen）

「エステティックゾーンにおける復興」
“Reconstructions in the Esthetic Zone”

講演スケジュール2019年 4月13日（土曜日）



https://creationuser.jimdofree.com/講演スケジュール/

各演者のプロフィール、抄録はこちらのから▶

08:30~ 受付開始

12:25~13:40 
（ 75分）

昼食

09:30~10:15
（ 45分）

oral design講演 ：
久保 哲郎
（Tetsuro Kubo）

修復物設計への生物学的アプローチ」
"A biological approach to restoration design "

10:15~10:35
（ 20分）

次世代講演（日本）：
大高 隆輔
（Ryusuke Otaka）

「理想的な歯頸ラインの獲得のための軟組織
コントロールの一考察」
“A Perspective in Tissue Management for 
Ideal Free Gingival Margin”

10:35~10:55
（ 20分）

次世代講演（韓国）：
李 一基
（IL Ki Ricky Lee）

「セラミックスクラウンの表面性状と質感」
”Fabrication of natural looking restoration by 
reproducing the correct surface textures and lestres.”

10:55~11:40
（ 45分）

oral design講演：
滝澤 崇
（Takashi Takizawa）

「エマージェンスプロファイルの与え方と色調再現」
“Creating Emergence Profile & Color ”

11:40~12:25
（ 45分）

oral design講演：
相羽 直樹
（Naoki Aiba）

「DENTSCAPE: コミュニケーションツールと
しての歯科写真」
"DENTSCAPE: Dental Photography 
for Dentist-Laboratory Communications"

13:40~13:50
（ 10分）  

製品紹介 （レンフェルト）      

16:20~16:30   
（  10分）

質疑応答

16:30~16:35   
（ 　5分）

閉会の辞

13:50~14:10
（ 20分）

次世代講演（日本）：
峯崎 稔久
（Toshihisa Minesaki）

「前歯部修復における形態を決定する上での一提案」
“The Key Consideration to  
Determine Anterior Restoration Form”

14:10~14:30
（ 20分）

次世代講演（台湾）：
陳 建勲
（Chien Hsun chen）

「光と色の盲点」
“New Insights into Light and Color”

14:30~15:15
（ 45分）

oral design講演：
小田中 康裕
（Yasuhiro Odanaka）

「共存とは何かを考える」
“Coexistence”

15:15~15:35 
（ 20分）

休憩

15:35~16:20
（ 45分）

oral design講演：
Will Geller

「oral design」

講演スケジュール2019年 4月14日（日曜日）

Creation ユーザー講演会アジア大会 in JAPAN公式ホームページ ▶

〈 講演会／懇親会の詳細・お申込みはこちらから 〉
両国KFCホール 東京都墨田区横網1-6-1場　所

［ Creationユーザー講演会 ］ 400名  ［ 懇親会 ］ 200名定　員

参 加 費
16,200円〈税込〉［ 講演会のみ ］

21,600円〈税込〉［ 講演会 + 懇親会 ］

［ Creationユーザー講演会 ］

2019年4月13日（土）〈13:00~17:10〉14日（日）〈9:30~16:35〉
日　時

［ 懇親会］

2019年4月13日（土）〈18:00~20:00〉


