
社長就任のご挨拶

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、株式会社インプラテックスの代表取締役社長に就任することとなりました、
川合 保成でございます。社長就任にあたり、一言、ご挨拶申し上げます。
私は大学卒業後、約9年間当時の住友銀行(現三井住友銀行)に勤務したのち、1999年から20年間、株式会社YDM
にて歯科用インスツルメントの国内営業から海外営業、そしてメディカル事業の立ち上げに従事してまいりました。
株式会社インプラテックスはヤマウラホールディングスのグループ会社として創業以来27年間、歯科用インプラント
および外科関連器材まで多岐にわたる製品を提供してまいりました。
次の10年も業界、地域、お客様のニーズに応え、日本の医療業界に価値を創出する企業として一層強固な体制を
構築してまいります。
私の好きな言葉の一つに“出来るか出来ないかではなく、やるかやらないかである”という言葉があります。これまでも
私がいろいろな場面で決断を下すときに必ず自らに問うてきた言葉です。私はこれからもこの言葉をもってチャレンジ
精神を忘れずにあらゆることにのぞんでいきたいと思っています。
浅学非才ではございますが社業発展のため全力を尽くし、また皆様のご期待に添えますよう精励いたす所存でございます。
何卒、前任者同様格別のご指導ご 撻を賜りますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

令和2年3月吉日
株式会社インプラテックス

代表取締役社長　川合 保成

退任のご挨拶

拝啓　春風の候、皆様にはますますご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上げます。
さて、私こと北山良計はこの度 2月25日付をもちまして株式会社インプラテックス代表取締役を退任させて頂きました。
27年の永きにわたり 無事に勤めさせていただくことができましたのも、ひとえに皆様方のご指導とご厚情の賜物と
深く感謝いたします。誠にありがとうございました。
何卒今後とも変わらぬご指導ご 撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます
末筆ではございますが、皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げ、略儀ながら書中をもってお礼かたがたご挨拶申し
上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
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ご登録は
こちらから

インプラテックス ライブオペ マッチングシステム

　昨年11月より、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
内しております。
　ご案内開始より4ヶ月程で開催は5回を数え、今後も講
師の各先生方との連携の中、メールニュースでのタイム
リーな情報配信をしてまいりますのでご期待ください。ま
た、弊社メールニュースはおかげ様でご登録件数4千件
を超え、大変ご好評をいただいております。未登録の先
生は下記ご参照の上ぜひご登録のほどよろしくお願い申
し上げます。

11月18日開催：ソーセージテクニックを用いたGBR
ピエゾサージェリーとトレフィンバーを使用し下顎肢か
ら自家骨採取、低侵襲な骨増生
12月20日開催：ソーセージテクニックを用いたGBR
ピエゾサージェリーを用いた低侵襲な骨増生
1月28日開催：サイナスグラフト　ラテラルアプローチ

によるインプラント埋入、サ
イナスグラフトの注意点な
ど。ソーセージテクニックで
の骨増生をライブでご覧い
ただきました。また、骨増生
後のインプラント埋入のライ
ブオペ実施の会もあり、ソー
セージテクニックを一連の流
れでご覧いただけました。

メールを使った、オペ見のご案内

おトクがぞくぞく！ 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。

・ 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

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。

詳細・お申し込みページ

11月17日開催：抜歯即時インプラント埋入。抜歯即時
埋入におけるヒント、審美インプラント治療での注意事
項など。
11月22日開催：サイナスグラフ
ト。ラテラルアプローチによるイ
ンプラント埋入、サイナスグラフ
トの注意点など。

　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。基本的にオペ見開催日の1～2ヶ月前程に
メールにてご案内しております。
　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。今後も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。

「たぼ歯科医院」 オペ見開催の様子

「大山歯科医院」 オペ見開催の様子

今後の開催予定　
3月12日 (木 )　藤関歯科/神田インプラントセンター（東京）　藤関 雅嗣 先生　

4月    9日 (木 )　としもりサンフィッシュデンタルクリニック（大阪）利森 仁 先生



「レガシー2 アバットメントセット」

＋
トメントセット」「レ「レガシガシー2 ア

テクニカルインフォメーション for レガシーインプラントテクニカルインフォメーション for レガシーインプラント

商品案内商品案内

レガシー2アバットメントセット構成品例

Implant Direct社レガシー2インプラントは、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。昨秋から発売を開始いたしました「レガシー2 アバット
メントセット」は、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大変お得な商品となって
おり、既に多くの先生方にご利用いただいております。

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」のご導入をご検討ください。

＋

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。

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インプラントのお得なアバットメント付セット

アバットメント（ヒーリングカラー）を装着する際に、
右記のケースのように骨が干渉し、パーツ類が正し
く収まらない場合があります。また、バーを使った形
成ではインプラント体を傷つける恐れもあります。
その際、ボーンプロファイルドリルを使用すること
で、インプラントを傷つけることなく、容易に干渉骨
を形成・除去し、上部構造パーツの適正な装着が可
能となります。

インプラント周辺骨の形成に

骨の斜面にインプラントを

埋入したケース。

骨縁下に埋入したケース。

ボーンプロファイルドリルの詳細は、同封の商品リーフレット、弊社担当営業、または指定特約店までご連絡ください。

ボーンプロファイルドリル3.2L
15,000円(税抜)

13B2X00094000108

ご好評の「ボーンプロファイルドリル」に

プラットフォーム3.0用をラインナップ！！

ボーンプロファイルドリルガイドをインプラント

に1.25mmヘックスドライバーで装着する。

注：1次手術に使用する場合はインプラントの十分な初期固定

を確認ください。

ドリルガイドにボーンプロファイルドリルが被さる

ようにして、インプラント上方の骨を形成する。

ドリルガイドがドリル底に当たる深さまで

ドリリングする。

1次手術に使用する場合は、形成後、カバースクリューを

装着する（2次手術でのヒーリングカラー装着時の骨干渉

を防ぐための事前処理）。

2次手術に使用する場合は、ヒーリングカラーを装着する。

ボーンプロファイルドリルの使用方法

ドリル底

上部構造パーツの

装着時に干渉する部分

カバースクリュー

ヒーリング

カラー

～300rpm

インプラントを

傷つけることなく

周辺骨を形成!

刃先
外径 /内径
4.5/3.1ｍｍ

ボーンプロファイル

ドリルガイドP3.0
5,000円（税抜）

全長
30.5ｍｍ

レガシー™インプラント対応レガシー™インプラント対応

New

国内限定の特別セット商品



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（下記掲載のセミナーに関しましては現在開催予定です）セミナー・講演会ご案内（下記掲載のセミナーに関しましては現在開催予定です）

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、 特価品情報、 オペ見新案内情報等を配信いたします。 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。

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。

スマホはQRコードが便利です。

林　丈一郎先生

ペリオ･インプラントの低侵襲ソフトティッシュマネジメント　臼歯部インプラントに求められる軟組織の条件-

講師 ： 林 丈一郎 先生 日時 ： 2020年7月19日（日）  10：00～13：00
会場 ： 東京（インプラテックス本社セミナー室）

受講費 ： 11,000円（税込）

▶メールニュース優待で10,000円（税込）

インプラント治療で避けて通れない「ペリインプランタイティス」

への対応を考える人気のセミナーです。インプラントにもペリオ

にも応用できる内容で、低侵襲かつ質の高い歯科治療を学んで

いただけます。 

申　基喆 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 日時 ： 2020年9月13日（日）  10：00～17：00
会場 ： 東京（インプラテックス本社セミナー室）

受講費 ： 50,000円（昼食・税込）

▶メールニュース優待で45,000円（税込）

明海大学の申基喆教授を講師にお招きしたペリインプランタイティ

スの予防と対策の重要性を学べるハンズオンセミナーです。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。

磯村 治男 先生

実習
あり

豚顎骨

実習

豚顎骨

実習

Mectron PIEZOSURGERY難抜歯 インプラント症例応用コース

講師 ： 磯村 治男 先生 日時 ： 2020年 6月14日（日）  10：00～16：00
会場 ： 東京（インプラテックス本社セミナー室）

受講費 ： 22,000円（昼食・税込）

▶メールニュース優待で20,000円（税込）

実習を通してピエゾに関する疑問・悩みが解決でき、臨床に活か

せます。講師の磯村先生が実際に手がけているPIEZOSURGERY®
で安全確実な抜歯・インプラント治療への応用技術を習得いただ

きます。

白鳥 清人 先生

実習
あり

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 日時 ： 2020年 7月12日（日）  10：00～16：00
会場 ： 札幌（読売北海道ビル3F ACU-Y 0311会議室）

受講費 ： 33,000円（昼食・税込）

▶メールニュース優待で30,000円（税込）

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、手術法について分かりやすく解説していただき、講義を踏ま

えての実習も行います。白鳥清人先生のハンズオンセミナーを札

幌でご参加いただける絶好の機会です。ぜひご参加ください。

実習
あり

豚顎骨

実習

実習
あり

豚顎骨

実習

「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 日時 ： 2020年 6月28日（日）  9：30～17：00
会場 ： 東京（インプラテックス本社セミナー室）

受講費 ： 50,000円（昼食・税込）

▶メールニュース優待で45,000円（税込）

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。大変ご好評をいただいて

いるセミナーですのでお申込みはお早めにお願いい

たします。多保 学 先生 松田 博之 先生

お知らせ
新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、開催を予定しておりましたセミナー・講演会を一部中止と
させていただいております。お申込み、ご検討いただいていた先生方にはご迷惑をおかけし、大変
申し訳ございません。誠に遺憾ではございますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、今後の開催予定につきましては、随時弊社のWEBサイト、メールニュース等でご案内いたします。

News Letter


