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「レガシー2 アバットメントセット」

＋
レガシー2アバットメントセット構成品例

新サービス①　レガシー2 アバットメントセット販売開始
新サービス②　インプラテックス ライブオペ マッチングシステム開始

２０１９秋、２つの新サービスを開始

新サービス①

レガシー2インプラントのお得なアバットメント付セットを新ラインナップ
豊富なサイズで、SBM・HAの表面性状を持ち、初期固定性が良く、深度調節もやりやすいインプラント体形状と
高い評価をいただいておりますレガシー2インプラントに、通常商品としてラインナップされているストレート
アバットメントをセットにしたお得な「レガシー2 アバットメントセット」をあらたに発売いたします。

新商品の“アバットメントセット”は、レガシー2のSBM、HA両タイプがラインナップされますので、様々な症例に
対して無駄をなくした材料手配が可能となります。
これまで、レガシー2、レガシー3をご愛用いただいていた先生方、他のシステムをお使い中の先生方も、
ぜひ、新ラインナップ「レガシー2 アバットメントセット」をご導入ご検討ください。

本セット3つのメリット

＋

レガシー3と同価格

本品は、通常のレガシー2インプラント（SBMタイプ：22,000円、HAタイプ：26,000円）に、チタン製ストレートアバットメント（通常価格12,500円）をセットしながら、
レガシー3インプラントと同価格（SBMタイプ：25,000円、HAタイプ：29,000円）でのご提供となる、日本国内限定販売の特別セット商品です。

計画する補綴物のタイプによって使い分け可能

レガシー2も並行して販売しておりますので、補綴物の計画上、アバットメントを別途用意するケースでは、今まで通りレガシー2インプラントを選択
いただき、ストレートアバットメントで対応できるケースでは、お得な本セットを選択いただくなど、使い分けてご利用いただけます。

テンポラリーアバットメントと最終アバットメント、両方が使用可能

レガシー3のキャリアーは、印象採得用ポストとして使用した後、頭部を切断することで最終アバットメントとしてお使いいただけますが、本セットは
レガシー3と同価格で 「印象採得用ポスト」 「テンポラリーアバットメント」 「最終補綴用アバットメント」 をご利用いただけます。

国内限定の特別セット商品

SBMインプラント 各25,000円
HAインプラント    各29,000円

セット価格

レガシー2 アバットメントセットのご案内

メントセット」メン ト」メントセット」「レ「レガシー2シー2ガシ



日程・内容を確認し、
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※お申込みを確認次第、

　 折返し弊社よりご連絡いたします。
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インプラテックス ライブオペ マッチングシステムのご案内新サービス②

　この度、先生方によりリアルな情報が得られる少人数制での
手術見学会（オペ見）を新システムでご案内いたします。

メールでタイムリーに情報配信

　オペ見は患者様のご協力含め、講師の先生方も実施予定を
立てにくいセミナーです。弊社では、複数の講師と提携し、オペ
見に適し、患者様のご了解を得られたケースをオペ見として、弊
社メールニュースへご登録いただいている先生方にタイムリー
に配信し、参加希望を募る方法をご用意いたしました。
　この方法により、各講師にそれぞれの事情に合わせた日程・
内容で計画していただいたオペ見と、そのオペ見への参加を希
望される先生方をマッチングさせるものです。

レベルに合わせて選べる

　講師の先生方には、初級・中級・上級と内容にあったオペ見
をフレキシブルに設定いただくことができ、また、参加者はご自
身のご経験やご興味に応じて参加したいオペ見をお選びいた
だけます。なお、このオペ見案内方法では、環境や状況が異なる各
講師が参加募集要項を設定するため、オペ見ごとに募集人数・参加
費用が異なります。予めご了承の程よろしくお願い申し上げます。
基本的にオペ見の2ヶ月前程にメールにてご案内する予定です。

　弊社では、オペ見を通してインプラント治療への関心をさら
に高めていただき、知識・技術の向上をサポートし、より安全で
有効なインプラント治療を実現していただきたいと考えており
ます。今年後半から順次ご案内できるように、講師の先生方と
調整を現在進めております。ぜひご期待ください。

メールを使った、オペ見の新システムでのご案内を始めます。

おトクが拡がる！ メールアドレスをご登録ください。

・ 定期的にセミナー案内、新商品案内、お薦め商品等の案内が受け取れる。

・ セミナーによってはDMより早くセミナー情報を入手できる。

・ セミナーによっては、割引価格で参加できる（優待コード利用）。

・ 商品情報、関連した論文などの案内が配信される。

・ 新たにオペ見募集の案内が配信される。

・ Implant Direct社インプラントユーザーには、ユーザー限定情報・案内が配信される。

インプラテックスメールニュースのメリット

　インプラテックスでは、セミナー情報や商品情報を掲載した弊社メールニュースを、ご登録いただいた
約4,000軒の医院様に配信しております。DM案内に先駆けてメールニュースによりセミナーのご案内を配信
することも多く、上記のオペ見の新システムでのご案内も、少人数制ということもあり、このメールニュースを
主としたご案内を予定しております。弊社メールニュースにまだご登録されていない先生は、この機会にぜひ
ご登録いただきますようお願い申し上げます。

ご登録には弊社WEBサイトのバナーからお入りいただけます。また、スマートフォンからは上記のQRコードを
ご利用いただくと便利です。

ITX
メールニュース

スマホはQRコードの

ご利用が便利です。

インプラテックス ライブオペ マッチングシステムの流れ



講演会インフォメーション講演会インフォメーション

井上 孝 先生

患者に選ばれるインプラントロジストのあり方・やるべきこと
『専門医制度とこれからの歯科医療』

井上 孝 先生ご登壇！ インプラントロジスト必聴！

今後のインプラント治療に欠かせない患者の全身状態のチェック

日時 ： 2020年1月19日（日） 10:00～13:00
会場 ： 東京（（株）インプラテックス東京本社 セミナー室） 

受講費 ： 11,000円（税込）

▶メールニュース優待で10,000円（税込）

本講演会について詳細・お申込みは弊社WEB、
または案内状をご覧ください。

来春1月29日（日）に弊社セミナー室におきまして、日本
口腔検査学会 会長 井上 孝 先生による講演会「患者に
選ばれるインプラントロジストのあり方・今やるべきこと
『専門医制度とこれからの歯科医療』」を開催いたします。
インプラント周囲炎などの合併症のリスクを回避するた
めにも今後のインプラント治療にぜひ取り入れていただ

きたい患者の全身状態チェックについて、その重要性、
方法、血液検査について、また2020年に施行される
インプラント専門医制度に関してにも触れ、ご講演
いただきます。また、ご自身でも血液検査を実際にお試し
いただける体験実習も行ないます。ぜひご参加ご検討
ください。

井上 孝 先生 略歴

昭和53年3月 東京歯科大学卒業 
昭和57年4月 東京歯科大学講師（病理学第2講座） 
昭和57年9月 死体解剖資格認定医 
昭和58年9月 カナダ・トロント大学歯学部留学［昭和60年8月まで］ 
平成3年7月 東京歯科大学助教授（病理学） 
平成7年6月 東京歯科大学千葉病院臨床検査室長 
平成10年6月 東京歯科大学千葉病院臨床検査部長 
平成13年5月 東京歯科大学教授（臨床検査学・臨床病態生理学）

平成21年4月 東京歯科大学口腔科学研究センター　所長

平成22年6月 東京歯科大学千葉病院　病院長

平成25年6月 東京歯科大学歯科衛生士専門学校　校長

詳細は弊社までお問合せください。

標 準 価 格 ： 135,000円 （工事費 ・ 税別）

         　　　　　　※取り付け工事が必要です。

包　　　　装 ： 本体、 取付マニュアル

サ　イ 　ズ ： 外径 25mm× 長さ 70ｍｍ

         　　　　　　（ネジ部を除くと 46mm）

ネジの規格 ： G1/2 オス （両側共）

         　　　　　　各種アダプターをご用意

現在の歯科医療は検査の文化が確立されておらず、数値を根拠と
した治療ではなく患者問診結果にて治療を進めるケースがありま
す。その結果インプラント埋入後のトラブルが発生する事例も多々
ございます。このような事態を避けるためにも全国12の国公立大学
「国公立歯科大学病院会議（2016年開催）」にて「口腔検査セン
ター」の設置が決議されました。目的は『数値（根拠）に基づく歯科

医療』を目指すことです。
本品は、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。

簡易血液検査キット

本品に関する詳細は

こちらからご覧いた

だけます。↓

ご利用の
流れ

①登録

必要事項をご記入の

上、（株）インプラテック

ス宛てFAX送信くださ

い。（登録無料）

登録完了後、(有)プライ

メックよりご登録頂い

たアドレスにマニュアル

等資料データをお送り

いたします。

②IDの入手

WEBシステムから「イン

プラントリスクチェッ

カー」をご注文ください。

③注文

「インプラントリスク

チェッカー」にて説明書

通りに医院内で指先か

ら採血実施します。

④到着後、採血

検査センターへ検体を

送付します。（送料無料）

⑤検体送付

検体送付後、4～5日で

WEBシステムにて閲覧・

ご確認頂けます。

⑥検査結果

ご注文には医院様情報の

ご登録が必要です。

WEB・商品チラシにて

ご登録ください。

ABC12345
ログインID

井上 孝 先生

監修

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！



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

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、医院名・お名前・ご住所を
ご入力の上、メールをご送信ください。スマートフォンからは右記
のQRコードをご利用いただくと便利です。

弊社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、セミナー情報の他、

新商品情報、オペ見新案内情報も配信いたします。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

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。

Prof.Jaime Lozada

井上 孝 先生

患者に選ばれるインプラントロジストのあり方・今やるべきこと　『専門医制度とこれからの歯科医療』

講師 ： 井上 孝 先生 日時 ： 2020年1月19日（日） 10:00～13:00
会場 ： 東京（(株)インプラテックス東京本社セミナー室）

受講費 ： 11,000円（税込）

▶メールニュース優待で10,000円（税込）

渡米せずして、ロマリンダ大学インプラント

コースのサティフィケイトを取得！米国40年以

上の歴史を持つロマリンダ大学の教育プロ

グラム。世界最先端の情報とテクニックを、

週末（土日4回）のスケジュールを利用して日

本で学べます。ステップアップをお考えの先

生、体系的に学び直したい先生に最適です。

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・弊社WEBサイトをご覧いただくか弊社担当者までお問合せください。

雨宮 啓 先生

Mectron PIEZOSURGERY® を使用した実践的サイナスフロアエレベーション

講師 ： 雨宮 啓 先生（藤沢歯科ペリオ・インプラントセンター）

　　　　奥山 雅人 先生（オクヤマ歯科医院）　塩崎 秀弥 先生（塩崎歯科）

日時 ： 2020年1月26日（日） 10:00～16:00
会場 ： 東京（(株)インプラテックス東京本社セミナー室）

受講費 ： 19,800円（昼食・税込）

▶メールニュース優待で17,820円（昼食・税込）

実習
あり

豚顎骨

実習

実習
あり

血液検査

体験実習

豚の上顎骨で上顎洞底拳上術の実習が

できる貴重なコースです。毎回満席とな

りますのでお早めにお申込みください。
塩崎 秀弥 先生奥山 雅人 先生

第5回 ロマリンダ大学インプラントサティフィケイトコース2020　講師チームによる包括的、多角的セミナー

実習
あり

豚顎骨

模型等

実習

弊社主催セミナーがWEB上でお申込みできるようになりました。

用紙への記入、FAX送信の手間なくペーパーレスでお申込みいただけます。ぜひご利用ください。オンライン申込み開始！！
各セミナーページからご利用いただけます。

梅津 清隆 先生 大山 高太郎 先生 多保 学 先生

※Prof. Jaime Lozadaは最終日に講義・実習

8 th-9 thMay 2020－Venice,Italy

→MECTRON
SPRING MEETING 2020

Save the date
Your appointment with inovation!

■日程(全2日間) : 2020年5月8日（金） 8:30～17:00 / 5月9日（土） 8:30～17:00
■会場 : イタリア、ベニス、イゾラ・サン・サルボロ

  　Isola San Servolo, Venice, Italy
■参加費 歯科医師　2月28日までの早期割引額：490€ それ以降：590€
   歯科衛生士　2月28日までの早期割引額：120€ それ以降：170€　※ハンズオン（別途）

■ご登録方法等詳しくは弊社WEBサイトをご覧ください。

スマホはQRコードの

ご利用が便利です。

詳細は

こちら→

塩崎秀弥先生（塩崎歯科）
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早めに

院） 塩崎秀弥先生（塩

日時

場

受講

で

コースです。毎回満席とな
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満員御礼
先生生（塩崎歯科）（塩崎歯科）

会

受

上顎洞底拳上術の実習が顎洞底拳上術の実習が

ースです。毎回満席となースです。毎回満席とな

－側方アプローチと歯槽頂アプローチを
　 臨床に取り入れる－

ご好評をいただいている弊社WEB掲載の特別値引品コーナーですが、日頃の
感謝の気持ちを込めまして、掲載商品価格をさらに値下げいたしました！

対象の商品は売り切れ次第、販売終了となります。数が少ない品もございます

のでお早めにお買い求めください！　弊社WE Bサイトのトップページにある

バナーからお入りいただけます。ぜひご覧ください。
特別値引セール品ご案内

Special  Price Products

売切終了

お早目に!

今後のインプラント治療にぜひ取り入れていただきたい

患者の全身状態チェック、その重要性、方法、血液検査に

ついて、また、2020年に施行されるインプラント専門医制度

に関してなど、ご講演いただきます。

講師 ： Prof. Jaime Lozada (ロマリンダ大学歯学部インプラント科教授 )

    梅津 清隆 先生 (歯科オーシーキューブ日比谷 )

    大山 高太郎 先生 (大山歯科医院 )

    多保 学 先生 ( たぼ歯科医院 )

日程 ： 2020年 第1‐2回  　2月8日（土）・9日（日）

     第3‐4回  　3月7日（土）・8日（日）

     第5‐6回  　4月18日（土）・19日（日）

     第7‐8回  　5月30日（土）・31日（日）

会場 ： 東京（インプラテックス本社セミナー室）

受講費 ： 506,000円（実習材料費・昼食費・パーティー費・税込）

▶メールニュース優待で455,400円（上記各込）


