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Year End & New Year
Campaign

アルタデント イヤーエンド&ニューイヤー キャンペーン
2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

目次
P. 4〜P.10

カムログ/コーンログ ボリュームディスカウント＆インスツルメント プラン

P.11〜P.12 カムログ/コーンログ ガイドシステム プラン
P.13

カムログ/コーンログ ガイドシステムプラン 商品一覧
￥870,000 お得

P.14〜P.18 プログレッシブライン ガイドシステム プラン
P.19

プログレッシブライン ガイドシステム 商品一覧

ご注意事項
必ずご一読いただき、ご了承いただいた上でご注文をお願いいたします。
1.

セール対象プランのインプラント体につきましては、
・カムログ スクリューライン プロモートは＠29,000円
・その他のプロモートプラス、コーンログ、プログレッシブラインは＠32,000円 となります。
ただし、1回のご注文で10本以上のご購入の場合は、すべてのインプラント体を＠29,000円にてご提供させ
ていただきます。

2. インプラントのご購入本数計算は、キャンペーン期間中1回ごとのご注文での合計本数となります。
別のご注文との合算は承れませんのでご注意ください。
（本キャンペーンではiSyインプラントは追加対象外です。）
ご不明な点がございましたら、担当営業にご連絡をお願いいたします。
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アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

ボリュームディスカウントプラン

4A

130本

4Ａ-1 インプラント 130本

60本

4Ａ-2 インプラント 60本

32本

4Ａ-3 インプラント 32本

21本

10本

￥870,000 お得

特別価格 ￥2,900,000

￥870,000 お得

特別価格 ￥1,450,000

￥290,000 お得

特別価格

￥783,000

￥145,000 お得

特別価格

￥522,000

￥87,000 お得

特別価格

￥261,000

￥29,000 お得

4Ａ-4 インプラント 21本

4Ａ-5 インプラント 10本

カムログ インプラント

コーンログ インインプラント

K1044 スクリューインプラント
（プロモート）
K1046 （スナップマウント）

C1064 コーンログ インプラント

K1045 スクリューインプラント
（プロモート）
（スクリューマウント）

C1063 コーンログ インプラント ガイド用

C1085 プログレッシブライン（スクリューマウント）

K1053 スクリューインプラント ガイド用
K1055 （プロモートプラス）
（スクリューマウント）

C1086 プログレッシブライン（スナップマウント）

K1054 スクリューインプラント
（プロモートプラス）
K1056 （スナップマウント）
K1075 プログレッシブライン
（スクリューマウント）
K1076 プログレッシブライン
（スナップマウント）

※ 価格は全て税抜きです。
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アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

補綴/外科セットプラン
4B

￥870,000 お得

10本 インプラント 10本 ＋ 補綴セット
補綴セット 標準価格：￥80,000

商品コード：J5330.8600

特別価格

￥290,000

￥80,000 お得

特別価格

￥435,000

￥500,000 お得

特別価格

￥390,000

￥400,000 お得

外科セット CAMLOG/CONELOG

4C

標準価格：￥500,000

15本
10本

商品コード：J5300.0063

4C-1 インプラント 15本 ＋ 外科セット CAMLOG/CONELOG
4C-2 インプラント 10本 ＋ 外科セット CAMLOG/CONELOG

外科セット プログレッシブライン ＋ スレッドカッター（TAP）4本

4D

外科セット プログレッシブライン 標準価格：￥500,000

15本
10本

商品コード：J5300.0065 スレッドカッター プログレッシブライン 標準価格：19,000円

4D-1 インプラント 15本 ＋ 外科セット PL ＋ スレッドカッター（TAP）4本
特別価格

￥435,000

￥576,000 お得

特別価格

￥390,000

￥476,000 お得

4D-2 インプラント 10本 ＋ 外科セット PL ＋ スレッドカッター（TAP）4本

外科セット カムログ/コーンログ
補綴セット
※ 価格は全て税抜きです。

-5-

商品コード：J5071.3300/3800/4300/5000

外科セット プログレッシブライン

スレッドカッター
Φ3.3 Φ3.8 Φ4.3 Φ5.0

アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

外科インスツルメントプラン
オステオトームセット

4E

標準価格：￥110,000

13本

商品コード：J5420.0020（コーンケーブストレート）
、J5420.0030（コーンケーブアングル）、J5418.0020（コンベックスストレート）、J5418.0030（コンベックスアングル）のいずれか

￥870,000 お得

4E-1 インプラント 13本 ＋ オステオトームセット

特別価格

￥377,000

￥110,000 お得

特別価格

￥88,000

￥22,000 お得

特別価格

￥377,000

￥133,800 お得

特別価格

￥93,600

￥40,200 お得

4E-2 オステオトームセット 単品

アルタピンセット
（曲ホルダー含む）

4F

標準価格：￥133,800

13本

商品コード：M5600.0110

4F-1 インプラント 13本 ＋ アルタピンセット
（曲ホルダー含む）
4F-2 アルタピンセット
（曲ホルダー含む）単品

オステオトームセット
アルタピンセット

※ 価格は全て税抜きです。
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アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

トンネリングインスツルメントセット

4G

標準価格：￥120,000

10本

商品コード：7896

4G-1 インプラント 10本 ＋ トンネリングインスツルメントセット
￥870,000 お得

特別価格

￥290,000

￥120,000 お得

特別価格

￥84,000

￥36,000 お得

特別価格

￥290,000

￥120,000 お得

特別価格

￥84,000

￥36,000 お得

4G-2 トンネリングインスツルメントセット 単品

ティッシュコントロールセット

4H

標準価格：￥120,000

10本

商品コード：79BTIHI

4H-1 インプラント 10本 ＋ ティッシュコントロールセット
4H-2 ティッシュコントロールセット 単品

トンネリング
インスツルメントセット

※ 価格は全て税抜きです。

ティッシュコントロールセット
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アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

患者説明用プラン
4I

5本
4J

6本

インプラント 5本 ＋ 患者説明用透明模型 上顎（カムログ or コーンログ）＋ 患者説明用冊子
￥870,000 お得

患者説明用透明模型 上顎 標準価格：￥20,800 商品コード：K8070.1020 or C8070.1020、患者説明用冊子 標準価格：￥1,400 商品コード：B1999.0498

特別価格

￥160,000

￥22,200 お得

インプラント 6本 ＋ 患者説明用透明模型 上顎（カムログ or コーンログ）＋ 模型用ステント上顎（スリーブ付）＋ 患者説明用冊子
患者説明用透明模型 上顎＋模型用ステント上顎（スリーブ付）標準価格：￥33,800 商品コード：K8070.1020 or C8070.1020 ＋ ス90、
患者説明用冊子 標準価格：￥1,400 商品コード：B1999.0498

￥35,200 お得

特別価格

￥192,000

特別価格

￥6,800

￥1,700 お得

特別価格

￥24,000

￥6,000 お得

￥256,000

￥38,500 お得

歯科衛生士用インスツルメントプラン
チタン製エキスプローラー11/12 Naoタイプ ＋ カラープローブ Naoタイプ

4K

エキスプローラー 標準価格：￥6,000 商品コード：28631、
プローブ 標準価格：￥2,500 商品コード：28632

4L

チタン製Gキュレット ミニ Naoタイプ 3本セット
標準価格：￥30,000 商品コード：28636

4M

8本

インプラント 8本 ＋チタン製エキスプローラー11/12 Naoタイプ ＋ カラープローブ Naoタイプ
＋ チタン製Gキュレット ミニ Naoタイプ 3本セット
エキスプローラー 標準価格：￥6,000 商品コード：28631、
プローブ 標準価格：￥2,500 商品コード：28632、
Gキュレット ミニ3本セット 標準価格：￥30,000 商品コード:28636

チタン製Gキュレット ミニ
Nao タイプ 3本セット

上顎＋ステント
（スリーブ付）

※ 価格は全て税抜きです。

特別価格

チタン製エキスプローラー
11/12 Nao タイプ

患者説明用冊子
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カラープローブ
Nao タイプ

アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン
4N

3本

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

インプラント 3本 ＋ エキスプローラーDE Trinovo ハンドル11/12AFチタンブルーチップ
エキスプローラー 標準価格：￥7,800 商品コード：8340

特別価格

￥870,000 お得

￥96,000

￥7,800 お得

関連パーツプラン
埋入ツール

4O

標準価格：各￥8,300 商品コード：
（手用/ラチェット用）エクストラショート J5300.0031/ショート J5300.0032/ロング J5300.0033、
（CA用）ショート J5300.0036/ロング J5300.0037

5本

4O-1 インプラント 5本 ＋ 埋入ツール5種類のうちいずれか3本
4O-2

4P

特別価格

￥160,000

￥24,900 お得

特別価格

￥6,640

￥1,660 お得

特別価格

￥4,960

￥1,240 お得

埋入ツール手用/ラチェット用 エクストラショート

HEXスクリュードライバー0.05インチ 手用/ラチェット用 エクストラショート
標準価格：￥6,200 商品コード：J5317.0510

4Q

5本

インプラント 5本 ＋インプレッションポスト2本 or ジンジバフォーマー3本 or インプラントアナログ5本
インプレッションポスト
（オープントレー用）標準価格：各￥6,800 商品コード：K2121.xxxx or K2119.xxxx or C2121.xxxx
インプレッションポスト
（クローズドトレー用）標準価格：各￥7,800 商品コード：K2110.xxxx or K2109.xxxx or C2110.xxxx
ジンジバフォーマー 標準価格：各￥4,200 商品コード:J2015.xxxx 、J2014.xxxx 、J2011.xxxx、K2005.xxxx、K2004.xxxx、K2001.xxxx、C2015.xxxx、C2014.xxxx、C2011.xxxx
インプラントアナログ 標準価格：各￥2,900 商品コード：K3010.xxxx or C3010.xxxx

特別価格

HEXスクリュードライバー
埋入ツール
※ 価格は全て税抜きです。

インプレッションポスト
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￥160,000

ジンジバフォーマー

インプラントアナログ

￥12,600〜15,600 お得

エキスプローラー DE Trinovo
11/12AF チタンブルーチップ

アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

リムーバルアダプタ

4Ｒ

標準価格：各￥3,500

4本

3本

￥870,000 お得
4Ｒ-1 インプラント 4本 ＋ カムログ リムーバルアダプタ
4種類（3.3/3.8/4.3/5.0-6.0）各1本
商品コード：K5302.3301/3801/4301/6001

特別価格

￥128,000

￥14,000 お得

￥96,000

￥10,500 お得

4Ｒ-2 インプラント 3本 ＋ コーンログ リムーバルアダプタ 3種類（3.3/3.8-4.3/5.0）各1本
商品コード：Ｃ5302.3301/4301/5001

カムログ リムーバルアダプタ

※ 価格は全て税抜きです。

特別価格

コーンログ リムーバルアダプタ
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アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

カムログスクリューインプラント ガイドシステム
インプラント ＋ カムログガイド フルパッケージ

5Ａ

商品一覧 ア、
イ、
ウ、エ、
オ、
カ、キ、
ク、
ケ、
コ
（全直径分）

23本

13本

￥870,000 お得

5Ａ-1 インプラント 23本
特別価格

￥667,000

￥350,500 お得

特別価格

￥577,000

￥150,500 お得

特別価格

￥522,000

￥306,100 お得

特別価格

￥446,000

￥116,100 お得

特別価格

￥192,000

￥43,000 お得

特別価格

￥192,000

￥46,000 お得

5Ａ-2 インプラント 13本

インプラント ＋ カムログガイド ベーシックパッケージ

5B

商品一覧 ア、
イ、
ウ、エ、
オ、
カ、キ
（全直径分）

18本

8本

5Ｃ

6本
5D

6本

5Ｂ-1 インプラント 18本

5B-2 インプラント 8本

インプラント 6本 ＋ カムログガイド パイロットドリルセット
商品一覧 アのうち、いずれかの直径

インプラント 6本 ＋ カムログガイド フォームドリルセット
商品一覧 イのうち、いずれかの直径

※ 価格は全て税抜きです。
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アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン
5E

3本
5F

3本

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

インプラント 3本 ＋ カムログガイド 7mmパイロットドリルセット
商品一覧 サ

特別価格

￥96,000

￥23,000 お得

特別価格

￥96,000

￥26,000 お得

特別価格

￥96,000

￥20,000 お得

特別価格

￥256,000

￥60,000 お得

￥870,000
お得
インプラント 3本 ＋ カムログガイド 7mm or 9mm
フォームドリルセッ
ト
商品一覧 シのうちいずれか

インプラント ＋ リンデマンボーンカッター

5G

リンデマンボーンカッター 標準価格：￥20,000

3本
8本

商品コード：66601000、66601080、66601100

5Ｇ-1 インプラント 3本 ＋ リンデマンボーンカッターいずれか1本
5Ｇ-2 インプラント 8本 ＋ リンデマンボーンカッター全サイズ（3本）

リンデマンボーンカッター

※ 価格は全て税抜きです。

Φ3.3
L13mm用

Φ3.8/4.3
L9mm用

Φ3.8/4.3
L13ｍｍ用

66601000

66601080

66601100
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カムログガイドプラン商品一覧
ア

カムログガイド パイロットドリルセット

イ

カムログガイド フォームドリルセット

ウ

商品コード：J5065.3313/3813/4313

商品コード：J5063.3313/4313
〈セット内容〉パイロットドリル 長さ 5/9/11/13mm

エ

商品コード：J5303.4300

〈セット内容〉 プレドリル 長さ５mm
フォームドリル 長さ 9 / 11 / 13 mm

標準価格：各 ¥43,000

カムログガイド 埋入ツール
手用/ラチェット用

カムログガイド 埋入ツール
ＣＡ用

商品コード：J5304.4300

標準価格：¥8,300

標準価格：¥8,300

標準価格：各 ¥46,000

全サイズ共用

3.3 mm用

3.3 mm用

全サイズ共用

3.8 mm用

3.8 / 4.3 mm共用

4.3 mm用

オ

カムログガイド ジンジバパンチ

カ

埋入ツール 手用/ラチェット用

キ

商品コード：J5300.0031/0032/0033

商品コード：J5041.3303/3803/4303

標準価格：各 ¥8,300

標準価格：各 ¥8,000

埋入ツール ＣＡ用

ク

商品コード：J5300.0036/0037
標準価格：各 ¥8,300

トルクラチェット

商品コード：J5320.1030
標準価格：¥22,000

3.3 mm用
3.8 mm用
4.3 mm用

ケ

ＨＥＸスクリュードライバー
0.05インチ 手用/ラチェット用

商品コード：J5317.0501/0502

標準価格：各 ¥6,200

全サイズ共用

コ

ドリルエクステンション
内部注水

商品コード：J5002.0005

サ

全サイズ共用

カムログガイド
７mm パイロットドリルセット

商品コード：J5063.4307

標準価格：¥10,000

シ

全サイズ共用

カムログガイド
７mm or ９mm フォームドリルセット

商品コード：J5065.3807/4307/3309/3809/4309

標準価格：¥23,000

標準価格：各 ¥26,000

3.3 mm用
3.8 mm用
全サイズ共用

全サイズ共用

3.8 / 4.3 mm共用
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4.3 mm用

アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

プログレッシブライン ガイドシステム
6A
ガイド フォームドリルプラン プログレッシブライン

ガイド プレドリル プログレッシブライン 長さ 5mm￥870,000
＋ ガイド フォームドリル
プログレッシブライン 長さ 9/11/13mm
お得
φ3.3、3.8、4.3mmのいずれかの直径
商品一覧ｃのうち7ｍｍ、16ｍｍを除く。商品コード：φ3.3mm J5076.3305/3309/3311/3313、φ3.8mm J5076.3805/3809/3811/3813 φ4.3mm J5076.4305/4309/4311/4313

7本

6本

6A-1 プラン単体の場合
インプラント7本 ＋ ガイド フォームドリル プログレッシブライン
6A-2

特別価格

￥224,000

￥52,000 お得

特別価格

￥192,000

￥52,000 お得

他プランとの組み合わせの場合
インプラント6本 ＋ ガイド フォームドリル プログレッシブライン

ガイド パイロットドリルプラン プログレッシブライン

6B

ガイド パイロットドリル プログレッシブライン 長さ 5/9/11/13mm φ3.3、3.8/4.3mmのいずれかの直径
商品一覧ｂのうち7ｍｍ、16ｍｍを除く。商品コード：φ3.3mm J5074.3305/3309/3311/3313、φ3.8/4.3mm J5074.4305/4309/4311/4313

7本

6本

6B-1 プラン単体の場合
インプラント7本 ＋ ガイド パイロットドリル プログレッシブライン
6B-2

特別価格

￥224,000

￥52,000 お得

特別価格

￥192,000

￥52,000 お得

他プランとの組み合わせの場合
インプラント6本 ＋ ガイド パイロットドリル プログレッシブライン

ガイド フォームドリル
プログレッシブライン

ガイド プレドリル
プログレッシブライン

※ 価格は全て税抜きです。
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ガイド パイロットドリル
プログレッシブライン

アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

ガイド デンスボーンドリルプラン プログレッシブライン

6C

ガイド デンスボーンドリル プログレッシブライン 長さ 9/11/13mm φ3.3、3.8、4.3mmのいずれかの直径
商品一覧ｄのうち7ｍｍ、16ｍｍを除く。商品コード：φ3.3mm J5078.3309/3311/3313、φ3.8mm J5078.3809/3811/3813、φ4.3mm J5078.4309/4311/4313

6本

5本

6C-1 プラン単体の場合

￥870,000 お得

インプラント6本 ＋ ガイド デンスボーンドリルプラン プログレッシブライン 特別価格
6C-2

￥192,000

￥39,000 お得

￥160,000

￥39,000 お得

特別価格

￥160,000

￥40,000 お得

特別価格

￥96,000

￥40,000 お得

他プランとの組み合わせの場合
インプラント5本 ＋ ガイド デンスボーンドリルプラン プログレッシブライン 特別価格

プログレッシブライン ガイド用 外科トレーのみ

6D

商品一覧 ｍ、商品コード：J5300.8919

5本

3本

6D-1 プラン単体の場合
インプラント5本 ＋ プログレッシブライン ガイド用 外科トレーのみ
6D-2

他プランとの組み合わせの場合
インプラント3本 ＋ プログレッシブライン ガイド用 外科トレーのみ

ガイド デンスボーンドリル
プログレッシブライン

※ 価格は全て税抜きです。
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プログレッシブライン ガイド用
外科セットトレーのみ（蓋付き）

アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

ガイド ジンジバパンチプラン プログレッシブライン

6E

商品一覧 a、商品コード：J5041.3304/3804/4304

4本

インプラント4本 ＋ ガイド ジンジバパンチプラン プログレッシブライン
￥870,000 お得

特別価格

￥128,000

￥24,000 お得

ガイド プログレッシブライン フルプラン

6F

商品一覧 a〜ｍのすべて。

50本

6F-1 インプラント50本 ＋ ガイド プログレッシブライン フルプラン

特別価格

￥1,450,000

￥918,000 お得

30本

6F-2 インプラント30本 ＋ ガイド プログレッシブライン フルプラン

特別価格

￥1,100,400

￥627,600 お得

ガイド プログレッシブライン φ3.8/4.3用プラン

6G

商品一覧 a〜d のうちφ3.3用と7ｍｍ、16ｍｍを除く各種ドリル（cの3816および4316は含む）。商品一覧 f〜m のうちhのロングを除いたすべて。

25本

6G-1 インプラント25本 ＋ ガイド プログレッシブライン φ3.8/4.3用プラン

特別価格

￥725,000

￥488,700 お得

15本

6G-2 インプラント15本 ＋ ガイド プログレッシブライン φ3.8/4.3用プラン

特別価格

￥555,000

￥338,700 お得

ガイド ジンジバパンチ
プログレッシブライン

※ 価格は全て税抜きです。
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アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

ガイドドリルプラン プログレッシブライン

6H

商品一覧 a〜e、ｍのすべて。

30本

6H-1 インプラント30本 ＋ ガイド ドリルプラン プログレッシブライン
￥870,000 お得

特別価格

￥870,000

￥752,000 お得

15本

6H-2 インプラント15本 ＋ ガイド ドリルプラン プログレッシブライン

特別価格

￥585,000

￥557,000 お得

特別価格

￥783,000

￥381,000 お得

特別価格

￥613,000

￥231,000 お得

特別価格

￥667,000

￥395,000 お得

6J-2 インプラント16本 ＋ ガイド パイロット/フォームドリルプラン プログレッシブライン
特別価格

￥564,000

￥274,000 お得

ガイドドリルプランφ3.8/4.3用 プログレッシブライン

6I

商品一覧 ｂ〜d のうちφ3.3用と7ｍｍ、16ｍｍを除く各種ドリル（cの3816および4316は含む）
とｍ。

27本

6I-1 インプラント27本 ＋ ガイド ドリルプランφ3.8/4.3用 プログレッシブライン

17本

6I-2 インプラント17本 ＋ ガイド ドリルプランφ3.8/4.3用 プログレッシブライン

ガイド パイロット/フォームドリルプラン プログレッシブライン

6J

商品一覧 ｂ、ｃ のうち7ｍｍ、16ｍｍとｃの3309を除く。e のうち16ｍｍを除いたものと m。

23本

16本

6J-1 インプラント23本 ＋ ガイド パイロット/フォームドリルプラン プログレッシブライン

※ 価格は全て税抜きです。
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アルタデント イヤーエンド＆ニューイヤー キャンペーン

2020年11月10日
（火）〜2021年1月31日
（日）

ガイド パイロット/フォームドリル φ3.8/4.3用プラン プログレッシブライン

6K

商品一覧 a のうちφ3.3を除く。b のうちφ3.3とφ4.3の7、16ｍｍを除く。ｃのうちφ3.3と7、16ｍｍを除いたものとｍ。

17本

6K-1 インプラント17本 ＋ ガイド パイロット/フォームドリルφ3.8/4.3用プラン
プログレッシブライン
￥870,000 お得
特別価格

10本

￥493,000

6K-2 インプラント10本 ＋ ガイド パイロット/フォームドリルφ3.8/4.3用プラン プログレッシブライン
特別価格

※ 価格は全て税抜きです。
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￥360,000

￥263,000 お得

￥172,000 お得

プログレッシブライン ガイドシステム商品一覧

m プログレッシブライン ガイド用外科セット トレーのみ (蓋付き)
標準価格：￥40,000

J5300.8919

c
ガイド ジンジバパンチ
プログレッシブライン

a

f

ドリルエクステンション
（ 外部注水 ）

+

ガイド フォームドリル
プログレッシブライン

標準価格：各￥10,000

J5076.3805
J5076.3807
J5076.3809
J5076.3811
J5076.3813
J5076.3816

J5076.3305
J5076.3309
J5076.3311
J5076.3313
J5076.3316

標準価格：￥10,000

標準価格：各￥8,000

ガイド プレドリル
プログレッシブライン

J5076.4305
J5076.4307
J5076.4309
J5076.4311
J5076.4313
J5076.4316

J5002.0006

J5041.4304
J5041.3804
J5041.3304

e

ガイド アンダープレパレーションドリル
3.8mm用 プログレッシブライン
標準価格：各￥13,000

ｋ

HEXスクリュードライバー
0.05インチ 手用/ラチェット用

ｌ

標準価格：各￥6,200

HEXスクリュードライバー
0.05インチ CA用
標準価格：各￥5,800

J5077.3309
J5077.3313

J5077.3311

J5077.3316
J5317.0510

g

J5317.0501

J5317.0502

J5317.0504 J5317.0503

i
埋入ツール 手用/ラチェット用

トルクラチェット

J5320.1030

標準価格：￥22,000

標準価格：各￥8,300

ｊ

J5074.3305
J5074.3309
J5074.3311
J5074.3313
J5074.3316

J5300.0031

J5300.0032

J5300.0033

J5300.0037

ｈ

J5078.3309
J5078.3311
J5078.3313
J5078.3316

J5078.3807
J5078.3809
J5078.3811
J5078.3813
J5078.3816

J5078.4307
J5078.4309
J5078.4311
J5078.4313
J5078.4316

J5300.0036
J5074.4305
J5074.4307
J5074.4309
J5074.4311
J5074.4313
J5074.4316

埋入ツール CA用
標準価格：各￥8,300

b

ガイド パイロットドリル プログレッシブライン
標準価格：各￥13,000

ｄ
ガイド デンスボーンドリル
プログレッシブライン
標準価格：各￥13,000
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ユニバーサルリングレンチ
標準価格：￥2,300

J5302.0010

J5302.0010

カムログアバットメント
アルタピン
カムログインプラント K-シリーズ
カムログスクリューインプラント
コーンログインプラントシステム
コーンログインプラント プログレッシブライン
カムログインプラント プログレッシブライン
チタン製Gキュレットミニ Naoタイプ
カラープローブNaoタイプ
チタン製エキスプローラー11/12 Naoタイプ
カムログガイド用 LBカッター
カムログ レンチ
カムログ インプラント手術器具
アルタピン用ホルダー
カムログガイドジンジバパンチ
インプレッションポスト
インプラントアナログ
カムログ オステオトーム コンケーブ
カムログ オステオトーム コンベックス
トンネリングインスツルメント
ティッシュコントロールセット
カムログガイドドリル
カムログガイド埋入ツール
HEXスクリュードライバー 0.05インチ
エクスプローラー DE Trinovoハンドル
外科セット CAMLOG / CONELOG
リムーバルアダプタ
ガイドドリル プログレッシブライン
インプラントドリル プログレッシブライン
外科セット プログレッシブライン

おかげさまで

20 th Anniversary

FL.0167.202011.01

本
社 / 〒530-0012 大阪市北区芝田 2-8-31 第三東洋ビル 2F
東京支社 / 〒106-0047 東京都港区南麻布 2-14-19 オキノビル 3F
e-mail / info@alta-dent.com
http://alta-dent.com

TEL 06-6377-2221
TEL 03-5420-2290

FAX 06-6377-2223
FAX 03-5420-4790

医療機器承認番号【高度】21200BZY00583000
医療機器承認番号【高度】22000BZY00027000
医療機器承認番号【高度】22200BZX00868000
医療機器承認番号【高度】22800BZX00286000
医療機器承認番号【高度】22900BZX00154000
医療機器承認番号【高度】30100BZX00204000
医療機器承認番号【高度】30100BZX00215000
医療機器届出番号【一般】11B1X1000662D109
医療機器届出番号【一般】11B1X1000664D008
医療機器届出番号【一般】11B1X1000664D110
医療機器届出番号【一般】13B2X00094000174
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000005
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000012
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000033
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000062
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000069
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000081
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000105
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000106
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000111
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000112
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000119
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000121
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000127
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000132
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000151
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000157
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000159
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000161
医療機器届出番号【一般】27B1X00027000162

