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謹賀新年
　新年、明けましておめでとうございます。
旧年中はご愛顧、ご 撻賜りまして誠にありがとうござい
ます。
　弊社は昨年創立満25年を迎えました。その間、私共は
国内歯科業界におきまして、デンタルインプラント並びに
その関連機材の販売及び各種セミナーの開催を通じて
先生方・患者様のお役に立てるよう活動してまいりました。
この四半世紀を継続してこられましたのも、偏に先生方に
支えてきていただいたお陰と感謝しております。ここに
改めまして厚く御礼申し上げます。
　さて、国内インプラント業界もここ6年ほどは市場が
停滞した状態が続いておりましたが、インプラント関連

の各種学会の先生方や、インプラント治療に真 に取り
組まれていらっしゃる多くの先生方の研鑽とご努力に
より、少しずつ回復の兆しが見えてきていると肌で感じて
きております。
　私共も、この業界に携わる一企業として、少しでも貢献
できるよう、より良い製品のご提供と、節度を持った販売
姿勢を心掛け本年も努力してまいる所存でございます。
また、ご案内しておりますように、本年の春（3月24日）には
「ITX SUMMIT 2019」を8年ぶりに再開いたします。
ご都合がつきましたらぜひご来臨くださいませ。
　本年も、何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社インプラテックス　代表取締役　北山 良計

先生方や、インプ
っしゃる多くの先
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に真 に取
先生方の研鑽とご努力
プラント治療に
先生方の研鑽

＜日本歯科医師会生涯研修認定＞

有楽町朝日ホール
東京都千代田区有楽町2-5-1有楽町マリオン11F
(JR山手線「有楽町駅」 中央口・銀座口より徒歩3分)

10:00－18:002019.3.24（日）日　時

500名
会　場

定　員

受講料
歯科医師15,000円（税込）　 メールニュースご優待価格 13,500円（税込）

技工士・衛生士様 5,000円（税込）

歯科インプラントの現在と未来、最新の知見、低侵襲なインプラント治療について

ITX SUMMIT 2019
インプラテックス インプラント サミット ２０１９

海外演者
Prof.Stefan Renvert

インプラテックス歯科総合カタログVol.7発刊のお知らせ
　歯科総合カタログVol.7を昨秋発行いたしました。既に多くの先生方から掲載製品のご注文をいただき、誠にありがとうございます。
もし本カタログがお手元に無い・追加ご希望の場合は、お気軽に弊社営業担当もしくは弊社までご用命くださいませ。  ☎03-5850-8555

詳細・お申込は弊社WEBサイトをご覧ください。

演者のProf.Stefan Renvertと弘岡秀明先生の対談動画も

ご視聴いただけます。

国内演者

（講演順）

越智 守生 教授 三好 敬三 先生椎貝 達夫 先生

古賀 剛人 先生弘岡 秀明 先生

Prof.Stefan Renvert

インプラテ クス

越智 守生 教授 三好 敬三 先生椎貝 達夫 先生

国内演者

（講演順）

越智守生教授 三好敬三先生椎貝達夫先生

古賀 剛人 先生弘岡 秀明 先生



新製品新製品 超軽量！ 使いやすさ・耐久性に優れた新型LED額帯灯

口腔内の撮影に適した高照度の照明器具新製品新製品

品名     　　LEDヘッドライト ルクス・標準セット

標準価格　  148,000 円（税別）

2019年1月新発売！！
●21gの超軽量フレーム

●Hi/Lo二段階に調光可能

●使いやすさを追求した設計

●故障原因を徹底研究し故障率を軽減

●倍率1.75倍・2倍の専用レンズ付属

●電池は信頼のエネループ付属

標準セット内容 ： フレーム、LEDライト・マウント、ルーペ（ ×1.75、×2 ）、電源部、
　　　　　　　   エネループ電池充電器セット（単三型4本入り）、保護フィルム3枚、ストラップ

届出番号 ： 13B3X10241000001LEDヘッドライト ルクス
安心の

医療機器

●お手持ちの対応カメラですぐに口腔内を近接撮影可能

●ライト内径約3cm ←このサイズがポイント！
   ・開口障害でも口腔内に十分な光量が入ります！

●20個のLEDを並べ、輝度は20,000lx以上
　・光源の色温度：約5,500K
　・口腔内の形状を考慮した照度分布特性

●Wi-FiでPCに転送※してすぐ確認！　※Wi-Fi機能付カメラ使用

●電池は信頼のエネループ付属

対応カメラ機種

・1/1.7型　CMOS  PENTAX ： Qシリーズ

・4/3型　Live MOS OLYMPUS ： PEN、OM-D
    Panasonic ： LUMIX

 
ＫＫＮリングラリングライトＫＮリングラリングライト

製品にカメラ・レンズは含まれません。

商品コード 452-00001

品名  KNリングライト37ｍｍ用

標準価格 79,800円（税別）

品名  KNリングライト40.5ｍｍ用

標準価格 84,800円（税別）

市販のデジタルミラーレス

一眼カメラに装着できます。

付属品 ： KN接続ケーブル、KN電池ケース、クローズアップレンズ（レンズフィルター）、六角レンチ、エネループ電源セット

４色から選べるフレームカラー

青  黒  赤  白

詳しくは弊社WEBサイトまたは製品チラシをご覧ください。

詳しくは弊社WEBサイトまたは製品チラシをご覧ください。

指先からのごく少量の採血で、簡単に患者様の体の状態をチェック
することができる血液検査キットです。大手保険会社の契約前の
検査にも採用されており、簡易ながらも精度の高い検査が可能です。
既に多くの歯科医院様にご登録をいただいておりますが、歯科
医院様ではこれまでに行われていない作業となりますので、運用
イメージが湧かないといったお声もいただいております。

発売元の㈲プライメックでは医院様のリクエスト
に応じて出張院内勉強会を随時承っております。
勉強会実施のお申込は下記連絡先に件名「インプ
ラテックス勉強会」と入れてメール送信ください。
連絡先 ： （有）プライメック　担当 ： 杉山

e-mail ： info@mac-sugiyama.com

インプラント治療に欠かせない患者の全身チェックを院内でも簡単に！
簡易血液検査キット

勉強会随時開催中！ 院内で簡単に血液検査！

本品に関する詳細は

こちらからご覧いた

だけます。

商品コード 451-00001

商品コード 451-00002

商品コード 021-00013

品名  チタンマイクロメッシュ

サイズ 60×120×0.1mm
標準価格 32,000円（税別）

具

ップップ

４色から選べるフレームカラー

 黒  赤  青  黒 赤 白

メンブレンのしっかりとした固定はGBRの基本です。



弊社ロングセラー商品のご案内弊社ロングセラー商品のご案内

テクニカルインフォメーションテクニカルインフォメーション

「インタラクティブインプラント」のロケーター®アバットメント選択法

ＫＮリングライトＫＮリングライト

ImplantDirect社インタラクティブインプラントのプラットフォームは
プラットフォームシフティング機構を持ち、封鎖性を高めたインター
ナル・ヘックス・コニカル・コネクション（CC）を採用しております。
歯肉の高さに応じたカラー部高さのロケーターを選択する際は、
【歯肉の高さ】－【コニカル部分 (0.5mm)】のカラー部高さの
ロケーターアバットメントをご選択ください。
インタラクティブ用のロケーターのプラットフォーム縁上～トップ
までの高さ（ A ）は【 B メール装着部(1.5mm)】＋【 C アバット

メントカラー部高さ(1・2・3・4・5mm)】＋【  D  コニカル部分

(0.5mm)】（図②）となっています。

1

歯肉
高さ

例：

歯肉の厚み　　　 　4.5mm
コニカル部分　　－0.5mm
選択する高さ　　　　 4ｍｍL

1

チタンメッシュ  ・ メンブレン固定用

ボーンタック

左図のボーンタック針部に付与されたスクリュー部と返し部により、骨内でしっかり固定
されます。骨面への設置時はマレットと専用インスツルメント（042-00002等）を使用し
ますが、除去時はスクリュー機能によってヘックスドライバー(020-26012)で緩めて浮き
上がらせることで簡単に取り除くことができます。

0.1mmの薄さによりソフトで扱いやすく、操作性が高く湾曲形状にも追従します。別売の
SALVIN社チタンメッシュカッターTC(040-27000)を使用し、症例に合わせた大きさに切り
分けて使うことができるので経済的です。併せてご利用ください。

60×120×0.1mm（原寸大）

チタンマイクロメッシュ

スクリュー部
返し部

B メール装着部
　最上部 1.5mmは
　歯肉縁上に配置

A C アバットメント
　カラー部高さ
　(mm)

D コニカル部分
　0.5mm

プラットフォーム縁上～ロケータートップまでの高さ A ＝ B + C + D となります。

インタラクティブインプラントについての詳細、

カタログ請求は弊社営業担当もしくは弊社まで

ご連絡ください。

WEBサイトでもご覧いただけます。

商品コード

ヘッド直径

2.5mm

全  長

3.0mm
5.0mm

商品コード 021-00003

021-00005
※5.0mmは青色

ボーンタック除去用

ヘックスドライバー

品名  エクスターナルヘックスドライバー0.9×26mm
標準価格 11,000円（税別）

商品コード 020-26012

品名  ボーンタックプレースメントインスツルメント

標準価格 21,000円（税別）

商品コード 042-00002

品名  ボーンタック

標準価格 各18,500円（税別）/10入

商品コード商品コード 021-00013021-00013

品名  チタンマイクロメッシュチタンマイクロメッシュ

サイズサイズ 60×120×0.1mm60×120×0.1mm
標準価格標準価格 32,000円32,000円（税別）（税別）

商品コード 021-00013

品名  チタンマイクロメッシュ

サイズ 60×120×0.1mm
標準価格 32,000円（税別）

承認番号：21100BZY00574000　届出番号：13B1X00053B00043　届出番号：13B1X00053P00027　届出番号：13B1X00053P00028

品名  チタンメッシュカッターTC
標準価格 31,500円（税別）

商品コード 040-27000

2

メンブレンのしっかりとした固定はGBRの基本です。メンブレンのしっかりとした固定はGBRの基本です。メンブレンのしっかりとした固定はGBRの基本です。

← 穴直径 1mm

チタン合金製

ボーンタック導入に必要なツール（詳しくは弊社Webサイト・カタログをご覧ください）



掲載情報・商品・サービスおよびニュースレターに関するお問合せは

●  歯科器具

●  インプラント材料

●  セミナー

セミナー・講演会ご案内セミナー・講演会ご案内

インプラテックス

上記のセミナー・講習会の内容詳細・お申込みにつきましては、同封の案内状もしくは弊社WEBサイトをご覧いただくか担当者までお問合せください。

メールニュースやってます。
implatex-news@itx.co.jp

「配信希望」と送信ください。
新製品・セミナー情報等を
ご案内いたします。　　　　  

implatex-news@itx.co.jp 左記アドレスに件名を「配信希望」としてメールを

ご送信ください。本文は不要です。

弊社が月一回配信しているメールニュースでは、弊社主催のセミナー・講演会の受講費がおトクになる

ご優待案内セミナー情報・新商品情報を配信しております。これから受講される方もぜひご登録ください。

メールニュース受信・閲覧でセミナー・講演会をご優待

ITX
メールニュース

 

十河 基文 先生十河 基文 先生

確実で安全なインプラント治療のために ～CTシミュレーションからガイドサージェリーまで～

講 師 ： 十河 基文 先生（歯科医師・株式会社アイキャット 代表取締役CTO）

 CT の基礎知識を歯科医師の講師が

 レクチャーするセミナーです。

日 時 ： 2019年2月17日（日） 9：30～13：00
会 場 ： 大阪（新大阪丸ビル新館 306号室）

受講費 ： 10,800円（税込）▶メールニュース優待で9,720円（税込）

増田 勝彦 先生増田勝彦先生

患者さんの満足度向上のための暫間インプラント

講 師 ： 増田 勝彦 先生（医療法人 貴心会　増田歯科医院）

 オプションを増やす！！

 自費治療で信頼度向上をめざす。

日 時 ： 2019年4月14日（日） 10:00～13:00
会 場 ： 大阪（梅田センタービル 322号室）

受講費 ： 13,000円（税込）▶メールニュース優待で11,700円（税込）

PIEZOSURGERY®特別講演会 in 札幌
講 師 ： 北所 弘行 先生（札幌テイネ歯科口腔外科クリニック）

　　　　「PIEZOSURGERY®を用いた効果的な抜歯及びminor surgery」
　　　　市岡 千春 先生（市岡歯科医院）

　　　　「外科的歯内療法におけるPIEZOSURGERY®の応用」市岡 千春 先生北所 弘行 先生

P
講

　

　

　市岡 千春 先生北所 弘行 先生

日 時 ： 2019年3月3日（日） 12：00～16：30
会 場 ： 札幌（読売北海道ビル3F ACU-Y0305）

受講費 ： 10,800円（税込）▶メールニュース優待で9,720円（税込）

磯村 治男 先生磯村 治男 先生

Mectron PIEZOSURGERY®を使用した水平埋伏智歯の抜歯法　埋伏歯の抜歯をroutine workにする

講 師 ： 磯村 治男 先生（医療法人社団いそむら歯科医院）

磯村先生が実際に手がけているPIEZOSURGERY®を用いた
安全で確実な抜歯治療を豚顎の実習にて、
またCrown-prep tip にて支台歯形成もご習得いただけます。

日 時 ： 2019年3月17日（日） 10：00～15：00
会 場 ： 大阪（新大阪丸ビル新館 804号）

受講費 ： 21,600円（昼食・税込）▶メールニュース優待で19,440円（税込）

実習
あり
豚顎骨

実習

白鳥 清人 先生 奥山 雅人 先生

増田 勝彦 先生 費治療 信頼自費

白鳥 清人 先生 奥山 雅人 先生

審美インプラント治療 及び欠損補綴部へのインプラント治療を確実に行うために

講 師 ： 白鳥 清人 先生、奥山 雅人 先生
エビデンスに基づいた審美領域や骨欠損部への
インプラント治療に対しての診断、治療手順、
手術法について（ブロック骨移植・サイナスリフトなど）

日 時 ： 2019年 4月21日（日） 9:30～16:30
会 場 ： 東京（株式会社インプラテックス東京本社セミナー室）

受講費 ： 29,000円（昼食・税込）▶メールニュース優待で26,100円（税込）

実習
あり
豚上顎骨

実習

多保 学 先生 松田 博之 先生

上記のセミナー・講習会の

多保 学 先生 松田 博之 先生

「ソーセージテクニック」ハンズオンコース（臼歯部編）　最先端の水平的骨増大術 実習セミナー

講 師 ： 多保 学 先生、松田 博之 先生

ソーセージテクニックを理解し、知識と

技術を患者さんに還元するセミナーです。

日 時 ： 2019年 6月9日（日）10:00～17:00
会 場 ： 東京（株式会社インプラテックス東京本社セミナー室）

受講費 ： 47,000円（昼食・税込）▶メールニュース優待で42,300円（税込）

実習
あり
豚顎骨

実習

申 基喆 教授

セミナセミナ

確

申 基喆 教授申 喆教授

インプラントの長期安定性をふまえたソフトティッシュマネジメントとメインテナンス ハンズオンセミナー

講 師 ： 申 基喆 教授（明海大学 歯学部教授）

 歯周外科において重要なテクニックを講義と

 豚顎を用いた実習で習得いただけます。

日 時 ： 2019年1月27日（日） 10：00～17：00
会 場 ： 東京（株式会社インプラテックス東京本社セミナー室）

受講費 ： 48,600円（昼食・税込）▶メールニュース優待で43,740円（税込）

実習
あり

豚顎骨

実習

田口 達夫 先生

磯村治男先

田口達夫先生田口 達夫 先生

インプラント治療の実践「疑似体験」セミナー

講 師 ： 田口 達夫 先生（銀座T’sデンタルオフィス）

インプラント治療の一環を「疑似体験」していただける

少人数開催の人気セミナーです。（お申し込み先着順）

日 時 ： 2019年4月7日（日） 10：00～13：00
会 場 ： 東京（株式会社インプラテックス東京本社セミナー室）

受講費 ： 10,800円（税込）▶メールニュース優待で9,720円（税込）

実習
あり

模型・木材

実習

スマホはQRコードから

メール送信が便利です。

お電話でのお問合せ、ご注文は土・日・祝祭日を除く9:00~17:00にお願いいたします。
15時までのご注文で在庫のある商品につきましては当日出荷いたします。


