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 It’s all about…quality of life!
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美しく、そして機能する歯を短期間で手に入れたい――それは多くの患者が求めるもの。

ノーベルバイオケアなら、そんな要求に応えることができます。

ノーベルバイオケアは世界34カ国に自社の販売ネットワークを有するグローバル・カンパニーです。

スウェーデンのイェーテボリに本社を置き、スウェーデンおよび米国の4カ所の拠点で

医療機器の製造を行っています。

1965年に初めての近代インプラント治療がスタートしてから 42年。

ノーベルバイオケアは歯科インプラント治療のパイオニアとして、

科学的根拠に基づく革新的なソリューションを提供し続けています。

常に患者の要求に着目し、一歩先行く製品やコンセプトをワールドワイドに展開しています。

「We provide – You decide」　数ある製品から、お客様に選択していただけるように。

それは結果として、患者のQuality of Life （生活の質の向上 )につながるように――。

ノーベルバイオケアのチャレンジはこれからも続きます。

People Want Beautiful Teeth – Now!
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製品開発のコンセプト
常に患者の立場を考え、患者にとって最善の治療を提供するための

治療コンセプトと製品開発を重視しています。

 治療時間の短縮

 低侵襲性の術式

 痛みの少ない術式

 ソフトティシュ・インテグレーション

 即時負荷

 高い予知性

 骨移植が不要の術式

患者が求めているのは、負担が少ない低侵襲性の治療です。フラップレス術式を採用

することにより、患者の負担を軽減し、治癒期間を短縮することができます。これは

同時に1人当たりのチェアタイムを短縮することを意味し、クリニックの効率的な運

営にもつながります。

無歯顎患者のためのソリューション－ All-on-4TM

Minimally Invasive Dentistry̶̶最小の侵襲による術式

円形の歯肉パンチを利用することにより、切開する軟組織の範囲を最小限に抑え、

低侵襲性の治療を実現します。

日本国内には 400万人を超える無歯顎患者がいると言われています。

All-on-4TM は無歯顎患者を対象とした、ノーベルバイオケアの

ソリューションの1つです。

ノーベルバイオケアの即時負荷のコンセプトをベースに、臼歯部に傾斜角をつけてイ

ンプラントを埋入し、固定式補綴物を装着する治療法。オトガイ孔間に 4 本のイン

プラントを埋入し（上顎では必要に応じて 6 本）、そのうち最後方の両側 2 本を専用

のガイドを用いて傾斜埋入します。この術式を用いてインプラントを良好な初期固定

値（35Ncm を超えるトルク）で埋入することが可能であれば、骨吸収が著しい場合

を除き、解剖学的に埋入が困難とされる臼歯部を避けあらゆる骨量に適合できます。

ソリューション

低侵襲性の治療方法－ フラップレス術式
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NobelGuideTM は、Procera®ソフトウェアを利用し、治療計画から埋入までの一連の歯科インプラント治療を

より安全で正確に行うための臨床応用システムです。患者のCTスキャンデータをもとに非常に精度の高いサー

ジカルテンプレートが作製でき、より安全なインプラント埋入を可能にします。このサージカルテンプレートと

NobelGuideTM専用外科キットを使用したガイディッド・サージェリーは低侵襲性のフラップレス術式を可能にし、患

者の負担を軽減します。また、事前に補綴物を作製できるため、患者はインプラントを埋入した日に新しい歯を手に入

れることができます。

画期的な臨床応用システム－ NobelGuideTM ノーベルガイド 

 予知性・安全性の向上

治療プランニング（コンピューターベース）

3D画像によるProsthetic Driven（補綴主導型）プランニング

従来は骨における埋入条件が最優先され、インプラントを埋入してから上部構

造を製作していたため、機能性・審美性に乏しいなどの問題を抱えていました。

しかしNobelGuideTMでは最終的な補綴物の 3 次元的形態と骨の画像を同時

に見ながらインプラントの埋入位置を決定できるため、審美性・機能性に優れ

た治療が可能となります。

 オペ時間・治癒期間の短縮

サージカルテンプレートを用いたフラップレス術式

フラップレス術式による更なるオペ時間・治癒期間の短縮

NobelGuideTMではサージカルテンプレートを用い、侵襲を最小限に抑えたフ

ラップレスでの術式が可能になります。サージカルテンプレートを用いることで

ドリルステップが簡便になり、オペ時間の短縮が可能です。また、歯肉の切開が

不要になるため、患者の通院回数の減少にも繋がります。

 即時負荷

術前準備可能な上部構造体

Teeth-in-an-HourTM※のコンセプトにもとづく即時負荷

サージカルテンプレートを用いることでオペの前に精度の高いプロビジョナル

（仮歯）またはファイナルの補綴物の製作が可能になります。事前に上部構造体

を製作することで、患者はその日のうちに新しい歯を手に入れることが可能に

なります。

※術後1時間以内に上部構造を装着するノーベルバイオケアのコンセプト

CTデータと Procera®ソフトウェアを
用いた 3D 画像による埋入シミュレー

ションにより予知性・安全性が向上

より正確なインプラント埋入を可能にする

サージカルテンプレート

 NobelGuideTM の治療計画により

術前に製作された上部構造体

P045-060_ノーヘ ルハ イオケアシ ャハ ン.indd   49 07.1.26   11:22:41 AM



50

NobelDirect
1本のチタン材から加工成型され、インプラント

本体とアバットメントが一体化された1ピース・

インプラント

NobelDirect 3.0
下顎中切歯、側切歯、上顎側切歯など非常に限

られたスペースに対応する3.0mm の1ピース・

インプラント

Replace Select Straight
ブローネマルク・システムで実証済みのストレート

形状と、リプレイスセレクト・テーパードで高い評

価を得ているインターナル・コネクション、2つの

インプラントの長所が融合されたインプラント

Replace Select Tapered
天然歯根の形状を再現しています。抜歯後の即

時埋入を行うような症例や、審美性が要求される

部位でのインプラント埋入に有効なインプラント

製品ラインアップ

インプラントシステム

ブローネマルク・システム
承認番号 16100BZG00002000

リプレイスセレクト
承認番号 16100BZG00002000

ノーベルダイレクト

承認番号 21600BZY00116000

Brånemark System MK III
症例や修復のタイプにかかわりなく、ほぼすべて

の症例に適用できる、ストレートタイプのセルフ

タップ・インプラント

Brånemark System MK IV
軟らかい骨にも固定を得やすいテーパー形状と

ダブルスレッドにより、粗な海綿骨内においても

良好な初期固定を得られるインプラント

NobelDirect ™

Brånemark System®

Replace®

ノーベルエステティック
補綴関連製品については、補綴関連製品カタログをご請求ください。
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TiUnite®

TiUnite®（タイユナイト）はノーベルバイオケアだけが提供する

インプラントの独特な表面性状です。

タイユナイトの主な特長

 オッセオインテグレーションの促進 （即時負荷をより安全に可能とする重要な要素）

 高い予知性

 治癒期間を短縮

 68以上の文献に基づくエビデンス

 ソフトティシュ・インテグレーションによる結合／上皮組織と歯肉の保持

（タイユナイト）

上顎臼歯部における即時負荷

骨伝導性を備えた表面

電気分解の過程でインプラントの酸化チタン層に含まれるガス

が放出されて孔が形成され、表面積が広がります。その結果、表面

が骨のように作用し、無数の孔によって、硬組織と軟組織を生物学

的および力学的に結合させる自然な構造が形成されます。

タイユナイトは血中タンパク質を吸着し、血小板を活性化させて、

フィブリンを維持するため、オッセオインテグレーションを促進し

ます。このような環境のもと、前駆細胞から骨芽細胞への分化に作

用し、直接インプラントの表面およびその孔の中へと骨が短期間

で形成されます。同様に、付着上皮がヘミデスモゾームを介して表

面に付着することにより、ソフトティシュ・インテグレーションをも

たらします。

（提供：Roland Glauser 他）

タイユナイトによる高い初期固定性は埋入以降も維持されるため、

骨治癒過程でもインプラントに負荷をかけることができます。

ユニークなバイオマテリアル

タイユナイトは独自の方法で強化された酸化チ

タン層で、表面に多数の孔を有しています。タイ

ユナイトは血中タンパク質を吸着し、血小板を活

性化させて、フィブリンを維持するため、オッセ

オインテグレーションを促進します。
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ソフトウェアに取り込まれたスキャニング画像 

CAD/CAMを中心としたITテクノロジーを活用することにより、

より短時間に、正確な補綴物の製作が可能となりました。

ノーベルバイオケアでは、1994年からProcera®システムの市販を

始めており、現在2種類のスキャナーを販売しています。

Procera®を活用して製作できる補綴物

 チタンアバットメント

 セラミックアバットメント

 アルミナコーピング

 ジルコニアコーピング

 ラミネート

Procera®は、純度99.5％の高密度焼結酸化アルミナで

構成されるため、非常に優れた強度を備え、

かつ半透明な光特性により、歯に自然な外観を与えます。

 従来のメタルセラミックの補綴物と比較して、卓越した審美性

 メタルフリーであるため、生体親和性が高い

 一貫した品質保証により適合性が良い

さらに 2006 年、曲げ強度1121Mpa を超えるプロセラジルコニアコーピングの
登場により、審美性、強度ともに優れた臼歯部補綴が可能になりました。

最先端のオールセラミック・システム

天然歯、インプラント修復の

どちらにも適用できます。

Procera®

PROCERA® PICCOLO
プロセラ・ピッコロ

PROCERA® FORTE
プロセラ・フォルテ

許可番号 13B1X00052 許可番号 13B1X00052

金属焼付ポーセレン　 オールセラミック（プロセラ・クラウン）

症例提供：Dr. Masao Yamazaki

術前 術後

オールセラミックの特長と利点

右はオールセラミックなので光の透過性が高い
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全国のラボで Procera®ソリューションを提供
プロセラ製品のご注文は下記のラボで承っております。

Network Lab.
プロセラ ネットワーク ラボ

Procera®

施設名 電話番号

北海道

株式会社 札幌メディカルラボ 011-683-8681

有限会社 函館デンタル 0138-45-8049

サッポロファクトリーデンタルクリニック 011-200-7111

北海道医療大学 歯科内科クリニック 0133-23-1211

有限会社 ワイズデントスタジオ 0126-25-6622

伏見歯科診療室 0155-22-4180

株式会社 歯の工房 Teeth Factory 011-671-8585

シードデンタル 0155-47-0455

エルム駅前歯科医院 0166-27-2440

秋田県

有限会社 秋田歯科技工 018-831-6117

タケダ歯科・ヒロ・デンタルラボ 0187-62-6480

岩手県

歯科工房イースト 019-661-7288

有限会社 ムトウデンタルブレイン 019-646-7372

有限会社 デンタルクリエイト 019-624-5766

有限会社

アート･セラミック･デンタル･ラボラトリー
019-632-3257

有限会社 DENTAL・M・TEC 019-636-3838

有限会社 デンタルラボラトリー・ウチダ 019-663-2544

青森県

ファンクショナル  アーツ 0178-20-6131

新潟県

セラミックマスター  安達 0256-97-1285

福島県

デンタル工房スサ 024-947-5172

宮城県

有限会社 サニーデンタルサプライ 022-372-6810

有限会社 アイ・エヌ・ティー 022-274-6562

有限会社 ダイヤモンド歯研 022-722-9960

有限会社 Leaf21 022-304-3963

有限会社 十大技研 022-363-2842

有限会社 ペルーラ横山 0225-21-1718

施設名 電話番号

東京都

日本歯科大学 東京短期大学 03-3261-6219

スマイルアート銀座 03-3547-0881

原宿補綴研究所 03-3407-2322

有限会社 クエスト 03-3811-0241

王子歯科クリニック附属 王子ラボラトリー 03-3919-5495

White Dental Implant Create 03-3900-9596

エースデンタル 03-3908-1899

東京デンタルスタジオ有限会社 03-3820-5286

有限会社 フェスタ  デンタル  テクノロジー 03-3630-6557

ベルデンタルラボラトリー株式会社 03-3751-7202

J. ジョークラフト 03-3748-2160

ブレスデンタルラボラトリー 03-3465-2121

有限会社 ユニオン 03-3760-9844

有限会社 ワン  オフ 03-3491-9188

有限会社 ミヤテック 03-5718-5510

有限会社 バーレン 03-5317-3135

成城デンタルクリニック 03-3415-4887

デンタルラボ神楽坂 03-5228-3339

株式会社 中田デンタルセンター 03-5945-3231

愛歯技工研究所 03-5375-5510

クリエーション 03-5387-9334

有限会社 東和技研 042-525-0933

株式会社 ベアルト 03-5704-8291

医療法人社団仁晶会  皆川歯科クリニック 042-555-8219

清浩会デンタルラボ 042-322-8200

神奈川県

有限会社 クオリス 044-422-8515

ＰＲＥＦ 044-777-8286

日高歯科クリニック 044-522-1580

有限会社 シェイプ デンタルアート 044-812-2925

株式会社 ユーエスデンタルラボラトリー 045-314-0085

有限会社 ナチュラル･セラミック 045-913-5155
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Network Lab.
プロセラ ネットワーク ラボ

Procera®

施設名 電話番号

群馬県

白石歯科技工所 027-263-0447

有限会社 オオツカデンタルセラミックス 027-253-1551

株式会社 足利セラミックラボラトリー 0276-20-5670

有限会社 カナイナビデント 027-362-3387

長野県

東急神津歯科 026-227-3907

山梨県

保延デンタルスタジオ 055-241-6340

静岡県

有限会社 豊山デンタルラボラトリー 0550-83-8827

ワタナベ歯科医院 054-285-8400

ダイヤモンドデンタルラボラトリー 054-262-5034

KLT デンタルラボ 055-963-5841

愛知県

AQUA デンタルスタジオ 0566-99-4202

デンタルラヴォラトリー  BOW 052-362-4635

オリオンクリエイティブデンタルラボラトリー 052-703-9745

アート 052-823-0735

カナレテクニカルセンター 052-807-6980

小野寺歯科 052-784-2800

有限会社 エムティティサービス 052-800-8205

株式会社 浅井歯科技研 0562-48-0731

ＯＦＴＯ 0568-31-5256

三重県

石田デンタル・ラボラトリー 0593-88-0575

DENTAL  NIFTY 059-256-8028

株式会社 ファインデンタル 0595-65-6000

株式会社 リジェネレイトサイエンス 059-355-5500

滋賀県

Well Dental Pro 077-575-4432

株式会社 オーシー瀬田技工所 077-543-3337

株式会社 オーシー栗東技工所 077-544-4635

株式会社 ワシ栗東 077-552-0986

有限会社 タキイ・デンタル・アート 0749-43-6288

石川県

有限会社 デントニウム 076-288-7008

施設名 電話番号

神奈川県

鶴見大学 歯学部附属病院

口腔顎顔面インプラント科
045-580-8536

オグラデンタルアート 045-622-6256

有限会社 ファイン  デンタル  ラボラトリー 045-845-0448

有限会社 リバティデンタル 045-781-9241

Dental Ceramics Lab. HIRO 046-836-7837

デンタルソリューション 045-332-5833

有限会社 アートセラミック 045-373-4106

株式会社 ディー・エル・インターナショナル 046-228-5805

千葉県

DENTAL SPECIALTIES 047-438-0815

BDS 043-211-7320

プログレス・デンタル・ラボラトリー 0475-32-5234

Ceramind West 0438-23-9550

茨城県

水戸歯研 029-251-9037

向後セラミックス有限会社 0299-96-3886

K.N デンタルラボラトリー 0294-25-3907

栃木県

早稲田インプラントセンター 0280-55-2823

星野歯科工房 028-675-5324

埼玉県

有限会社 ゆうセラム 048-297-6481

株式会社 ＨＤラボ 048-832-8867

プライム・テクノロジー・スタジオ 048-778-5733

医療法人 健和会  三室歯科クリニック 048-874-2828

D-LIVE CRAFT 048-854-3976

DENT'S 0480-59-0635

有限会社 坂巻デンタル・ラボ 049-231-7826

有限会社 アポロニア･デンタル･ラボラトリー 049-242-4184

有限会社 オーラ ルテクノロジー法月 048-201-0313

中野デンタルラボラトリー 0424-93-7801

有限会社 サンデンタルアート 042-977-2600

有限会社 イルマ・デンタル・ラボラトリー 04-2964-7527

群馬県

サンライズ  ティース  スタディ 0279-54-1573
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（2006年12月現在）

施設名 電話番号

大阪府

FSA テクニカルセンター 06-6343-7586

ナチュラルティースアート 06-7493-6872

ラグ・ソウェルデンタルクラフト 06-6399-7739

大塚歯科クリニック 06-6391-1193

株式会社 デンタルアルファ 06-6631-1030

大阪歯科大学 技工士専門学校専攻科 072-857-3905

株式会社 ワールドラボ 06-6190-2660

インプレッション・デンタル 06-6310-6789

デンテックインターナショナル株式会社 06-6192-1000

CAD  SERA 06-6878-5841

有限会社 デンタルクリエーションアート 0726-38-8049

堤デンタルクリニック 06-6903-8164

有限会社 サクラ歯研 072-254-4770

中矢デンタルラボラトリー 0721-26-3292

京都府

ミューアート 050-5511-9360

北山補綴工房Ⅱ 075-722-8818

有限会社 ハゼデンタル 075-211-4021

医療法人社団 弘成会  牧草歯科医院 0774-62-5210

有限会社 Zahn 075-393-3493

前川デンタルラボラトリー 075-391-1300

奈良県

エー・ライフ・デント 0742-34-5664

松川歯科医院 0744-29-0880

兵庫県

神戸デンタルアートスタジオ 078-251-1088

長谷川歯研 0798-65-8782

有限会社 カロスデンタルジャパン 0792-84-4182

医療法人社団 中川歯科医院 0792-39-8841

鳥取県

有限会社 湊歯科技工 0858-22-6884

岡山県

株式会社 デンタルオフィスマサヒロ 086-276-3243

辻歯科技工所 086-279-6665

有限会社 デンタルセラミスト 086-474-4608

広島県

有限会社 アート・デンタル 082-241-4996

愛媛県

協和歯研有限会社 0898-47-4564

施設名 電話番号

香川県

Smile Care Dental Lab 087-882-7270

高知県

オカダ・デンタルワークス 0887-57-1133

山口県

Naka d. office 0834-64-1563

徳島県

株式会社 エクセル歯科研究所 088-666-0088

福岡県

井上秀人歯科インプラントクリニック 093-592-4417

九州歯科大学附属病院 口腔インプラント科 093-582-1131

みやもと歯科ジャパンインプラントセンター 093-582-1658

有限会社 DEL アーチ 092-562-0616

野見山デンタルラボラトリー 092-978-3779

CATｓ博多 092-411-8802

株式会社 NK DENTAL CRAFT 092-632-0033

有限会社 カナマル  デンタル  ラボラトリー 092-651-3850

インプラス・デンタルラボ 092-833-5866

福岡歯科大学 092-801-0411

株式会社 H.C.D 0944-53-6964

医療法人社団秀英  たかた歯科医院 0942-45-6666

株式会社 愛歯 092-892-5839

長崎県

デンタルワークス  システム  ユー 095-843-6999

長崎大学医学部歯学部附属病院 095-849-7733

熊本県

有限会社 TSL 096-212-0705

グローバルインプラントセンター 

医療法人   平和会  添島歯科クリニック
096-381-4118

有限会社 グランツ・デンタル・ラボラトリー 096-211-5234

医療法人徳治会 吉永歯科医院 0964-32-5801

大分県

有限会社 セゾン大分 097-553-4080

鹿児島県

アートデンタルラボ 0996-22-1988

Dental AXL 0995-47-6540
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Nobel Biocare Training & Education

Mentor Program ( メンタープログラム )

2004 年からスタートしたノーベルバイオケアがグローバルで展開し

ている新しいコンセプトのトレーニングプログラム。これからインプ

ラント治療を始めたいと考えていらっしゃる歯科医師の方々を対象と

した、ノーベルバイオケア独自の画期的なプログラムです。

主な特長

 実践重視の内容

 短期間で集中的にトレーニング（1～2 カ月間）

 少人数制

 期間を通して同じメンター（講師）が担当

 地域密着

 メンター（講師）による継続的サポート

University Seminar ( ユニバーシティセミナー) 

大学との病診連携をお考えのドクターに最適な研修会です。

Start Up Course ( スタートアップコース ) 

インプラント未経験のドクターを対象としています。

Quick Start Course ( クイックスタートコース )

インプラント治療を手がけられているドクターを対象としています。

Refresh Course ( リフレッシュコース )

過去にインプラント治療の経験があるドクターで、現在インプラント

治療から遠ざかってしまっている方を対象としています。

Advanced Course ( アドバンスコース )

すでに基本的なインプラント治療の経験や知識があり、より困難な

症例にチャレンジしていきたいドクターを対象としています。

Assistant Course ( アシスタントコース )

歯科衛生士・アシスタントを対象としたコース。インプラント治療の

アシスタント業務について学んでいただけます。

ノーベルバイオケアの研修プログラム

ニーズにお応えする研修コース
ノーベルバイオケアは製品・ソリューションの正しい普及を目的とした

研修やセミナーに注力しています。国内外を代表する講師により、

常に世界の最先端の情報や技術をご提供します。

グローバルカンパニーならではの
Training & Education

ノーベル・バイオケア・ジャパン研修室（品川本社）

 海外研修コース

All-on-4TM & NobelGuideTM Course

2007年2月7日～13日

Dr. Paulo Malo

ポルトガル・リスボンの「クリニカ・マロ」にて、“All-

on-4TM”コンセプトの開発者であるDr. Paulo Malo

が症例に応じた治療計画の方法、ケースプレゼン

テーション、審美修復のための外科テクニック、ノウ

ハウを詳しく解説します。“All-on-4TM”は無歯顎患者

に即時に固定式の補綴物を装着でき、経済的な負担

も軽減できる、外科的侵襲がより少ない治療法です。

※2007 年秋にもコースを予定しております
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Experience the World Conference
in LAS VEGAS 2007

開催期間：2007年5月20日（日）～24日（木）
World Conference 2007

会　　場：MGMグランドホテル（ラスベガス、アメリカ）

ワールドカンファレンス2007では、
より充実した内容でよりエキサイティングなプログラムを
ご提供したいと考えております。
ワールドカンファレンス2007への皆様の
ご参加をお待ちしております。

※最新情報は当社ウェブサイトでご確認ください。

World Conference 2005のハイライト

 世界 74カ国から6,000 名を超える参加者！

 世界を代表する170 名を超える演者！

 7回のライブオペ！

 日本語を含む10カ国語に同時通訳！

 日本からの参加者限定の特別プログラム！
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新しい患者向けウェブサイト

http://www.ns-search.jp/

歯科医院の検索機能を備え、インプラントの治療手順や

メリットなどの解説もイラスト入りでわかりやすく掲載しています。

NobelSmileTMは、インプラントや審美歯科などに関心のある

患者さんと歯科医院との橋渡しをするサイトです。

現在、NobelSmileTMの歯科医院検索にご登録いただける医院を募集しています。

ご登録・お問い合わせはカスターマーサービス  TEL. 03-6717-6191まで。
詳細につきましては、右のウェブサイトをご覧ください。 http://www.ns-search.jp/

NobelSmile™
beautiful teeth now
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社　名 ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

代表者 代表取締役社長　嶋田 敦

設　立 1985年10月

所在地 〒108 - 0075 東京都港区港南 2 -16 - 4 品川グランドセントラルタワー 8F

電話番号 03 - 6717 - 6191（代表）

E-mail info.japan@nobelbiocare.com

URL www.nobelbiocare.co.jp

会社概要

ノーベルバイオケア製品専用のインターネット・ショップ

ノーベルバイオケアの製品をインターネットで簡単にご注文いただけます。

 24時間いつでも注文可能
　（発送業務は通常通りとなります）

 最新の製品カタログでの簡単な製品検索

 わかりやすい注文と支払手順

ショップ・オンラインなら電話で待たされることもなく、
Fax用紙に記入することもなく注文できます！
どうぞご活用ください。

クレジットカードでの
お支払いが可能になりました。

Shop Online
www.nobelbiocare.co.jp

ショップ・オンライン
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１） インプラント治療の経験をお持ちですか？

　　　はい  いいえ

２）  ご経験のある、またはご使用されている
インプラントは何ですか？

３） 今後インプラントの導入を検討されていますか？

　　　検討している　　　　検討していない

「検討していない」とお答えになった先生へ。その理由として

あてはまる項目に○を記してください。( 複数回答可 )   

（　　　）患者がいない   

（　　　）始めるためのトレーニングが受けられない   

（　　　）インプラント治療を信用していない   

その他　(                        　　　　　　　                      )

ご協力ありがとうございました。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

お名前：                  　　　　　　　      　　　     　  住所：                      　　　　　　   　　　                                    

勤務先：                  　　　　　　　      　　　     　  　　　                      　　　　　　   　　　                                    

TEL：                                           FAX：                                           E-Mail：                                                       

4）  インプラント治療のご経験をお持ちの先生、
またはこれから導入をご検討されている先生へ

ご使用される際、または導入の際、重視される項目に○を

記してください。（複数回答可）

（　　　）初期導入時の費用

（　　　）導入後のランニングコスト

（　　　）気軽に相談できる人と同じものを選択

（　　　）科学的研究データが豊富に蓄積されているか

（　　　）講演会、研修会などの情報提供が充実しているか

その他

アンケートにご協力お願いいたします このページを切り取るかコピーをとっていただき、

下記の番号までファックスでお送りください。

FAX 03-6717-6107

インプラントに関するアンケート

１） オールセラミックをご使用されていますか？

　　　はい  いいえ

２）  ご経験のある、またはご使用されている
オールセラミックのシステム名または素材は何ですか？

３） 今後オールセラミックのご使用を検討されていますか？

　　　検討している　　　　検討していない

「検討していない」とお答えになった先生へ。その理由として

あてはまる項目に○を記してください。( 複数回答可 )   

（　　　）患者からの要望が少ない  

（　　　）提供しているラボがない 

（　　　）PFM（メタルボンド）と比較して強度が弱い 

（　　　）価格が高い     

その他　(                        　　　　　　　                      )

4）  オールセラミックのご経験をお持ちの先生、
またはこれから導入をご検討されている先生へ

ご使用される際、または導入の際、重視される項目に○を

記してください。（複数回答可）

（　　　）価格

（　　　）強度

（　　　）使いやすさ

（　　　）フィット感

（　　　）製品のラインナップ

その他

オールセラミックによる補綴物に関するアンケート

（　　　）詳しい話を聞きたいので営業担当者からの連絡を希望

（　　　）製品の資料が欲しい

（　　　）製品の見積書が欲しい

（　　　） 講習会、研修会の案内が欲しい

 □ FAX　□ 郵送　□ E-mail

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社に対するご意見、ご要望等がございましたらご記入ください。 

ご提供いただいた情報は、目的以外の用途には使用いたしません。

また漏洩のないように、取り扱いには厳重に注意いたします。

〒
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