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NEW!

詳しくは弊社
WEBサイトを
ご覧ください。

切れ味、耐久性を大幅に向上

　このたび弊社では「Implant Direct社レガシーシステム、イン
タラクティブインプラントに対応したブラックドリル、ブラック
CBDドリル」の販売を開始いたしました。
新しいブラックドリルはDLC（ダイアモンド ライク コー

ティング）を施し、メーカー既存ドリルと比較して、視認性・
耐久性の向上 および 適応深度が拡大し、大変使いやすく
なっております。
また、次ページでご案内しておりますように、ガイデッド
サージェリーにも対応（レガシー/インタラクティブ システム）し、
より対応症例の幅を増やしていただけるようになりました。
　詳細は、弊社・営業担当までお問合せください。弊社WEB
サイトにも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。: : :13B1X00053AD0008

新価格
よりおトクに

よりクリーンに
くはくは
Bサイ
くだ

イトにも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

詳し詳し
WEB
ご覧

・ブラック ステップ ドリル：
各13,000円（税込14,300円）

・ブラック CBD ドリル：
各14,000円（税込15,400円）

LegacyTMSystem InterActive™I

※4/1からの価格となります。

※

2021.4.1より
新価格での

販売となります。



新商品のご案内

品名変更のご案内

レガシー1,2,3/インタラクティブ対応

爪部

フルクラム部

● 把持する側（爪部）と、支板となる側（フルクラム部）の先端で歯牙を挟むだけで、揺さぶらずに抜歯できます。
● フルクラムパッドが周囲組織・歯槽骨を保護し、骨壁の破壊を抑えます。　※詳細は弊社または営業担当まで。

フルクラムエキストラクター セット
フルクラムエキストラクター 1
フルクラムエキストラクター 2
フルクラムパッド知歯用／薄（12イリ）
フルクラムパッド ユニバーサル／厚（12イリ）
カセット＃2 標準価格：115,000円  (税込126,500円) 

商品コード 201-10001

一般的名称：抜歯用鉗子　販売名：フルクラムエキストラクター　分類：一般医療機器　届出番号：13B1X00053AB0007

Implant Direct社純正サージカルガイドスリーブを装備したレガシー/
インタラクティブインプラント用のサージカルガイドは、 iCAT社から
供給されます。
※上記のアイキャット社プランニングソフトウェアが必要です。
　ガイデッドサージェリー用のガイドのご注文は
　「株式会社アイキャット」にご連絡ください。

弊社では、Implant Direct社「ガイデッドサージェリーハンドルキットLG/IA」の販売を開始
いたしました。これにより、ガイデッドサージェリーが可能となり、対応症例の幅をより一層広
げていただけます。
　本キットは、レガシー／インタラクティブインプラントのドリルシーケンスに対応します。
お手持ちのレガシー／インタラクティブインプラント埋入用外科キットがそのまま利用でき、
少ない投資でガイデッドサージェリーが始められ、インプラントのプランニングソフトウェア
で設計した埋入計画通りの方向・深度でのインプラント窩の形成が可能となります。
　詳しくは弊社までお問合せください。

弊社取扱いDentalUSA社製抜歯用ツール（旧パワーエレベーター）の
品名が「フルクラムエキストラクター」に変更となりました。

※ガイドを利用してのインプラント埋入操作はできません。　※ガイドを利用してのCBDドリルの穿孔はできません。　※ブラックドリルのみ対応と
なります。旧タイプのドリルは使用できません。　※インプラントのプランニングソフトウェアは、日本国内では株式会社アイキャットの
「LANDmaker®」を使用し、同社のサージカルガイドをご利用ください。（下記）　※一部ガイド対応できない場合もございます。詳細ご確認ください。

使用ソフトについて

®

インプラントシミュレーションソフト 「LANDmaker®」は弊社でも取扱いしております。
商品に関する詳細は弊社または営業担当まで
お問合せください。

電話 ： 03-5850-8555
受付時間 ： 9:00 ～ 17:00（土日祝日は除く）

一般的名称：汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム　販売名：ランドマーカー　管理医療機器　認証番号：227AHBZX00029000
一般的名称：歯科用インプラント手術器具　販売名：ガイデッドサージェリー ツール　一般医療機器　届出番号：13B1X00053AD0013

ガイデッドサージェリー用ガイド発注先
株式会社アイキャット連絡先  

         0120-167-190
受付時間 ： 9:00 ～ 17:00（土日祝日は除く）

■ ガイデッドサージェリーハンドルキットLG/IA 商品コード003-G-HK　標準  : 180,000 （税込198,000円）

※本キットはレガシー /インタラクティブインプラントシステム外科用ドリルに適合したガイデッドサージェリー ハンドル 4本組のキットです。

① ガイデッドサージェリー ハンドル 2.3-2.8
② ガイデッドサージェリー ハンドル 3.4-3.8
③ ガイデッドサージェリー ハンドル 4.4-4.8
④ ガイデッドサージェリー ハンドル 5.1-5.4
⑤ガイデッドサージェリー ドリルアダプター 8 種 各 1 個
　（φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm）
⑥ ガイデッドサージェリー ツール
⑦ ガイデッドサージェリー スペーサー　4 個
⑧ ガイデッドサージェリー トレイ

セット構成

②
③
④

⑥

⑧
①

⑤ ⑤

⑦



Tʼsボーンスプレッディングのガイデッドサージェリーへの応用

T'sボーンスプレッディングシステムは、骨を削らずに骨孔の拡
大 および 形成ができる弊社オリジナルの器具です。
この度、T’sボーンスプレッディングの開発者である椎貝達
夫先生のご協力の下、ガイデッドサージェリーへの応用プロ
トコルを開発いたしました。専用ツール、ガイデッドサー
ジェリーハンドルキットLG/IA および ピエゾサージェリー®
を併用することで可能となっております。サージカルガイドは
iCAT社のLANDmaker®により用意できます。
ご利用の詳細は、弊社・営業担当までお問い合わせください。

「インプラントYEARBOOK 2021」に
椎貝達夫先生による本症例が紹介
されています。「インプラテックス
抜粋版」をご希望の先生は下記の
QRコードからご請求ください。
資料・送料等無料となります。



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

書籍のご案内書籍のご案内

● 歯科器具
● インプラント材料
● セミナー

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。

　【弊社のセミナー開催時における新型コロナウイルス感染拡大防止対策】
・募集定員を通常時より減らし、座席は間隔を広く取り、３密を避けます。器具使用時は共用を避けます。
・開催当日朝にご自身を検温いただき、発熱がある場合はご参加の見合わせをお願いいたします。
・受講時には必ずマスクの着用をお願いいたします。
・受付時に非接触型体温計による検温の実施、適宜手指の消毒、窓・ドアの開放と換気を実施いたします。
・講師・弊社スタッフにおきましても、朝の検温の実施、マスクの着用、手指の定期的消毒を実施いたします。
・新型コロナウィルス感染症がさらに拡大した際は、セミナーの開催を中止する場合もございます。

セミナー情報はメールニュースにて先行案内する場合もございます。そのため本紙でのご案内時にはすでに
満席の場合もございますので予めご了承ください。メールニュースの配信登録は下記からお申込みください。
セミナーの詳細・お申込みは案内状および弊社WEBサイト（空席状況もご確認いただけます）をご覧いただくか、弊社担当者までお問合せください。

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。

スマホはQRコードが便利です。

「やさしい・失敗しない 低侵襲ソフトティッシュマネジメント」
林 丈一朗 准教授 著
標準価格：12,000 円（税込13,200円）

「痛み」と「リスク」のない、一歩先を行く軟組織への対応！

本書は、「ソフトティッシュマネジメント」について、 この領域の第一人者である
明海大学歯学部歯周病学分野の林 丈一朗准教授が、 患者に痛みを与えず、
術者にとってもリスクのない「低侵襲」をキーワードとしてまとめたものです。
「ソフトティッシュマネジメント」は技術的に難しいと思われがちですが、 
本書では、患者様に“優しく”、術者に“易しい”、インプラントと天然歯のための
理論とテクニックを20種類以上も解説された、わかりやすい内容となります。

林 丈一朗 准教授

本書の詳細、
オンライン
ご注文は
こちら→

明海大学歯学部 口腔生物再生医工学講座
歯周病学分野 准教授
日本歯周病学会指導医
アメリカ歯周病学会会員
インプラントダイレクト公認インストラクター

著者：林 丈一朗 准教授
仕様：A4変・176ページ
出版社：ヒョ－ロン・パブリッシャ－ズ
発行年月：2020/12

商品コード：900-01022

林 丈一朗 先生
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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。 
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