
iSy インプラントシステム



マイクロ−マクロと呼ばれる2重形
状のスレッドにより、高い初期安
定性が得られます。また、埋入時
のガイダンスにも優れています。

フィクスチャの歯冠に近い部分の形状はストレートで、先端に
向かってテーパーが付与されています。埋入時の埋入深度の微
調整に有用です。

プロモートサーフェス
サンドブラスト・酸エッチング

シャープなカッティングエッジによるセル
フタッピング

iSyインプラントシステムの特性と質の高さは、臨床の場で感じることができます。フィクスチャのデザインとスレ
ッド形状により高い初期固定が得られます。信頼性の高いプロモートサーフェスにより迅速なオッセオインテグレ
ーションが得られ、長期的に安定して骨と結合します。

新しいデザインコンセプト



トータルクオリティコントロール
iSyインプラントはCAMLOGブランドの品質を継承し
ています。システムのコンポーネントは、細部へのこ
だわり・継続・そして長期的な更なる発展を常に念頭
に置きながら、ドイツで製造されています。すべての
製造工程において、経験豊富なチームが責任をもって
検査・文書化を行い、品質を保証しています。iSyイン

プラントは製造段階で、合計140ものテスト基準に従
って15の品質チェックを通過します。ISO 13485
に準拠した品質保証システムで定めた規定に則って製
造されます。製造業者であるAltatec GmbHは、EN 
ISO 13485の認定を取得し、93/42/EECガイドラ
インの規定に準拠しています。

7.5°のテーパーとインターナルヘック
スによる連結。ビルトインプラットフ
ォームスイッチング。

プレマウントされたインプラントベースにより一回
法（歯肉貫通式）の治療も優先選択可能で、補綴修
復完了までのアバットメントシフトの回数低減も実
現します。
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iSyフォームドリル
（シングルペイシェントユース）

iSyマルチファンクショナル 
キャップ PEEK
（印象採得、スキャニング、
暫間補綴、バイト印象）

iSyインプラント
iSyインプラントベースとiSyアバットメン
トスクリューがプレマウントされています。

iSyシリンダージ
ンジバフォーマー 
PEEK

iSyインプラントセットのパッケージには、2次処置や印象、補綴に必要なものが全て入っています。
オールインワンセットにはインプラントベースがプレマウントされたフィクスチャのほかに、フォーム
ドリル、ジンジバフォーマー、マルチファンクショナルキャップが同梱されています。カバーキャップ
も同梱されていますが、二回法の時にのみ使用します。

iSyインプラントセット（4本入）

4 × iSyインプラント
iSyインプラントベースとiSyアバットメントスクリューが
プレマウントされています。

4 × iSyカバーキャップ PEEK
4 × iSyシリンダージンジバフォーマー PEEK
8 × iSyマルチファンクショナルキャップ PEEK
1 × iSyフォームドリル

（シングルペイシェントユース）

3mm

1.5mm

iSyカバーキャップ  
PEEK

インプラント

長さ
+7.3mm
+9.0mm
+11.0mm
+13.0mm

最大径
+3.8mm
+4.4mm
+5.0mm

iSyインプラントシステムのフィクスチャとアバッ
トメントのコネクションは一種類に統一されていま
す。そのため、全ての径の補綴パーツを、どの径の
フィクスチャにでもご使用いただけます。
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iSy外科/補綴セット
iSyインプラントシステムの外科と補綴に必要なインスツルメントのセット

iSyインプラントシステムは最初に必要なパーツがパッケージに含ま
れています。

インプラントの埋入
iSyフォームドリルによる 

埋入窩形成
iSyパイロットドリルによる 

プレドリリング
ラウンドドリルで起始点を 

マーキング
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ネジ式ではなくスナップオン形式なので、歯肉貫通式
で治癒する場合に操作しやすく、操作時間も短縮でき
ます。一回だけアバットメントを入れ替えする方式は
作業工程を簡略化し、同時に治療時間も短縮します。

オプション１：
iSyインプラントベース上で歯肉貫通式による治癒、
印象採得、暫間補綴を行うことができます。時間・コ
スト共に効率が良く、アバットメントの着脱回数を最
小限にすることができます。

オプション2：
iSyインプラントベースを用いて歯肉貫通式により治
癒、印象採得をした後、作製したアバットメントをワ
ンタイムアバットメントシフトのコンセプトで使用し
ます。

スナップオン形式

ケースに応じて従来の二回法による治癒と補綴が選択できるように、カバーキャップやエソミックヒーリングキャ
ップ、エソミックアバットメント、印象パーツ等がラインナップされています。

（テンポラリークラウン）



歯肉貫通式治癒に効果的な、
そしてワンタイムアバットメントシフトによる
効率の良いシステム
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iSyインプラントシステム
iSyインプラント セット（4入）

内容品

数量 商品

4

iSyインプラント
iSyインプラントベースとiSyアバットメント
スクリューがプレマウントされています。

1 iSyフォームドリル

4 iSyカバーキャップ PEEK

4
iSyシリンダージンジバフォーマー 
PEEK

8
iSyマルチファンクショナルキャップ  
PEEK

フィクスチャサイズ／商品コード

直径
 （最大径） 長さ 7.3mm 長さ 9mm 長さ 11mm 長さ 13mm

φ3.8mm P1410.3807 P1410.3809 P1410.3811 P1410.3813

φ4.4mm P1410.4407 P1410.4409 P1410.4411 P1410.4413

φ5.0mm P1410.5007 P1410.5009 P1410.5011 P1410.5013



GH：歯肉の高さ

ヒーリングキャップ

品名 商品コード

iSyエソミックヒーリングキャップS 3.0mm
（Ø 5.3 mm, GH 3.0 mm） P2014.3830

iSyエソミックヒーリングキャップS 4.5mm
（Ø 5.4 mm, GH 4.5 mm） P2014.3845

iSyエソミックヒーリングキャップS 6.0mm
（Ø 5.4 mm, GH 6.0 mm） P2014.3860

iSyエソミックヒーリングキャップM 3.0mm
（Ø 5.8 mm, GH 3.0 mm） P2014.4430

iSyエソミックヒーリングキャップM 4.5mm
（Ø 5.9 mm, GH 4.5 mm） P2014.4445

iSyエソミックヒーリングキャップM 6.0mm
（Ø 5.9 mm, GH 6.0 mm） P2014.4460

iSyエソミックヒーリングキャップL 3.0mm
（Ø 6.3 mm, GH 3.0 mm） P2014.5030

iSyエソミックヒーリングキャップL 4.5mm
（Ø 6.6 mm, GH 4.5 mm） P2014.5045

iSyエソミックヒーリングキャップL 6.0mm
（Ø 6.6 mm, GH 6.0 mm） P2014.5060
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外科用インスツルメント

品名 商品コード

iSy外科/補綴セット（※印のものが含まれます） P5330.0100

5050ラウンドドリル（外部注水） 3.5mm J5050.3500※

iSyパイロットドリル P5051.2202※

iSyフォームドリル 3.8mm（3入） P5040.3801

iSyフォームドリル 4.4mm（3入） P5040.4401

iSyフォームドリル 5.0mm（3入） P5040.5001

iSyデプスゲージ（2入） P5300.2201※

iSyスレッドカッター 3.8mm P5054.3801※

iSyスレッドカッター 4.4mm P5054.4401※

iSyスレッドカッター 5.0mm P5054.5001※

iSyスレッドカッターアダプタ P5322.0012※

iSyジンジバフォーマーハンドル ショート
（長さ 17ｍｍ） P5300.6048



外科用インスツルメント

品名 商品コード

iSyジンジバフォーマーハンドル ロング
（長さ 25ｍｍ） P5300.6050※

iSyインプラント埋入ツール ラチェット用
エクストラショート（長さ 14.5ｍｍ） P5300.6028

iSyインプラント埋入ツール ラチェット用
ショート（長さ 21ｍｍ） P5300.6030※

iSyインプラント埋入ツール ラチェット用
ロング（長さ 29ｍｍ） P5300.6032※

iSyインプラント埋入ツール CA用 ショート P5300.6010※

iSyユニバーサルリングレンチ P5302.0015※

iSyユニバーサルリングレンチアダプタ
（高さ 7ｍｍ） P5302.0016※

iSyドリルエクステンション
（長さ 26.5ｍｍ） P5002.0006※

iSyラチェットアダプタ
（長さ 21ｍｍ） P5002.0011※

外科、補綴　共用インスツルメント

品名 商品コード

iSyトルクラチェット P5320.1030※

iSyアバットメントスクリュードライバー  
エクストラショート（長さ 14.5ｍｍ） P5316.6038

iSyアバットメントスクリュードライバー 
ショート（長さ 23ｍｍ） P5316.6040※

iSyアバットメントスクリュードライバー
ロング（長さ 28ｍｍ） P5316.6042※
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外科、補綴　共用インスツルメント

品名 商品コード

iSyヘックススクリュードライバー  
エクストラショート（長さ 14.5ｍｍ） P5317.0538

iSyヘックススクリュードライバー 
ショート（長さ 22.5ｍｍ） P5317.0540※

iSyヘックススクリュードライバー 
ロング（長さ 30.3ｍｍ） P5317.0542※

iSyヘックススクリュードライバー CA用 ショート
（長さ 18ｍｍ） P5317.0550

iSyヘックススクリュードライバー CA用 ロング
（長さ 26ｍｍ） P5317.0552

iSyアバットメントディスコネクタ  
エクストラショート（長さ 23ｍｍ） P5300.6308

iSyアバットメントディスコネクタ 
ショート（長さ 28ｍｍ） P5300.6310※

iSyアバットメントディスコネクタ 
ロング（長さ 35ｍｍ） P5300.6312

ロケーター用ドライバー J2253.0001

ロケーター用インスツルメント J2253.0002

ロケーター アングル測定ガイド J2253.0003

ロケーター パラレルポスト（4入） J2253.0004

iSyジンジバハイト インジケータ P3550.2200



外科用その他

品名 商品コード

iSyインプラントベース
付属品（各1個）
iSyアバットメントスクリュー
iSyシリンダージンジバフォーマー PEEK P2900.0002

iSyカバーキャップ PEEK（3入） P2015.0006

iSyシリンダージンジバフォーマー PEEK（3入） P2015.4036

iSyカバースクリュー（3入） P2019.0001

iSyアバットメントスクリュー P4005.1614

スキャン・印象用パーツ

品名 商品コード

iSyマルチファンクショナルキャップ PEEK（3入） P2130.4004

iSyスキャンボディ インプラントレベル P2600.0001

iSyスキャンポスト シロナ P2620.0006

iSyスキャンアダプタ シロナ P2620.0007

iSyスキャンアダプタハンドル P2620.1000

iSyインプレッションポストオープントレーS P2121.3800
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スキャン・印象用パーツ

品名 商品コード

iSyインプレッションポストオープントレーM P2121.4400

iSyインプレッションポストオープントレーL P2121.5000

iSyインプレッションポストクローズドトレーS
付属品（各1個）
トランスファーキャップ
バイトレジストレーションキャップ
スクリュー P2110.3800

iSyインプレッションポストクローズドトレーM
付属品（各1個）
トランスファーキャップ
バイトレジストレーションキャップ
スクリュー P2110.4400

iSyインプレッションポストクローズドトレーL
付属品（各1個）
トランスファーキャップ
バイトレジストレーションキャップ
スクリュー P2110.5000

トランスファーキャップS（5入） J2111.3800

トランスファーキャップM（5入） J2111.4300

トランスファーキャップL（5入） J2111.5000

バイトレジストレーションキャップS（5入） J2112.3800

バイトレジストレーションキャップM（5入） J2112.4300

バイトレジストレーションキャップL（5入） J2112.5000



アバットメント

品名 商品コード

iSyテンポラリーアバットメント クラウン 3.9
スクリュー付 P2239.3900

iSyテンポラリーアバットメント クラウン 4.8
スクリュー付 P2239.4800

iSyユニバーサルアバットメント
スクリュー付 P2211.4012

iSyエソミックアバットメント インセット3.8 
2.0-3.3mm
スクリュー付 P2235.3820

iSyエソミックアバットメント ストレートS  
1.5-2.5mm
スクリュー付 P2226.3815

iSyエソミックアバットメント ストレートS  
3.0-4.5mm
スクリュー付 P2226.3830

iSyエソミックアバットメント ストレートM  
1.5-2.5mm
スクリュー付 P2226.4415

iSyエソミックアバットメント ストレートM  
3.0-4.5mm
スクリュー付 P2226.4430

iSyエソミックアバットメント ストレートL  
1.5-2.5mm
スクリュー付 P2226.5015

iSyエソミックアバットメント ストレートL  
3.0-4.5mm
スクリュー付 P2226.5030
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アバットメント

品名 商品コード

iSyエソミックアバットメント 15°アングルS  
1.5-2.5mm
スクリュー付 P2227.3815

iSyエソミックアバットメント 15°アングルS  
3.0-4.5mm
スクリュー付 P2227.3830

iSyエソミックアバットメント 15°アングルM  
1.5-2.5mm
スクリュー付 P2227.4415

iSyエソミックアバットメント 15°アングルM  
3.0-4.5mm
スクリュー付 P2227.4430

iSyエソミックアバットメント 15°アングルL  
1.5-2.5mm
スクリュー付 P2227.5015

iSyエソミックアバットメント 15°アングルL  
3.0-4.5mm
スクリュー付 P2227.5030

iSyチタンベースアバットメント クラウン 4.5-0.8
スクリュー・ボンディングエイド付 P2244.4408

iSyチタンベースアバットメント クラウン 4.5-2.0
スクリュー・ボンディングエイド付 P2244.4420

iSyチタンベースアバットメント クラウン 5.2-0.8
スクリュー・ボンディングエイド付 P2244.5008

iSyチタンベースアバットメント クラウン 5.2-2.0
スクリュー・ボンディングエイド付 P2244.5020



ロケーター

品名 商品コード

iSyロケーターアバットメント 1.0mm P2253.4010

iSyロケーターアバットメント 2.0mm P2253.4020

iSyロケーターアバットメント 3.0mm P2253.4030

iSyロケーターアバットメント 4.0mm P2253.4040

iSyロケーターアバットメント 5.0mm P2253.4050

リテンションインサートセット 0°-10°（2入） J2253.0102

リテンションインサートセット 10°-20°（2入） J2253.0112

ロケーター印象キャップ（4入） J2253.0200

ロケーターアナログ（4入） J2253.0340

ロケーター ブロックアウトスペーサー（20入） J2253.0401
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ロケーター

品名 商品コード

ロケーター プロセッシングインサート（4入） J2253.0402

ロケーター リテンションインサート 0°-10°
クリア（ストロング）4入 J2253.1005

ロケーター リテンションインサート 0°-10°
ピンク（ミディアム）4入 J2253.1003

ロケーター リテンションインサート 0°-10°
ブルー（ライト）4入 J2253.1002

ロケーター リテンションインサート 10°-20°
グリーン（ストロング）4入 J2253.2004

ロケーター リテンションインサート 10°-20°
オレンジ（ミディアム）4入 J2253.2003

ロケーター リテンションインサート 10°-20°
レッド（ライト）4入 J2253.2002

ロケーター リテンションインサート 10°-20°
グレー（ゼロ）4入 J2253.2000



技工用パーツ及びツール

品名 商品コード

iSyラボセット
内容物（各1個）
iSyインプラントアナログ
iSyラボベース
iSyラボスクリュー P3010.8001

iSyインプラントアナログ P3010.7010

iSyデジタルインプラントアナログ P3010.7012

iSyデジタルインプラントアナログホルダー P3010.7500

iSyラボベース P3010.7020

iSyラボスクリュー P4006.1614

iSyラボスクリュードライバー P5310.6060

iSyアバットメント保持用インサート P3010.0100

ユニバーサルハンドル J3709.0015
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技工用パーツ及びツール

品名 商品コード

iSyモデリングエイド 4.5mm P2244.4402

iSyモデリングエイド 5.2mm P2244.5002

iSyプラスチックコーピング スクリュー固定クラウン P2553.0025

iSyプラスチックコーピング セメント固定クラウン P2553.0020

iSyプラスチックコーピング セメント固定ブリッジ
（2入） P2553.0010

その他商品

品名 商品コード

iSy インプラントX-Rayガイド P5300.9011

ユニバーサルトレー J5330.8700

iSy 拡大模型（3倍大） P8010.1010



FAX：06-6377-2223
ご注文ありがとうございます

※注文用紙はコピーしてご利用ください
※注文用紙はホームページからもダウンロードしてご利用いただけます
http://www.alta-dent.com/

iSy インプラントシステム
オーダーシート

歯科医院：
技工所名：

住所：

電話番号：
担当者名：

お届希望日がある場合はご記入ください

月 日

お届先とご請求先が異なる場合はご記入ください

お届先　・　ご請求先

歯科医院：
技工所名：

住所：

電話番号：

数量 弊社使用欄
（ご使用にならないでください）商品名商品コード





医療機器承認番号【高度】 22700BZX00379000

医療機器承認番号【高度】 23000BZX00249000

医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000026

医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000067

医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000069

医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000095

医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000102

医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000110

医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000116

医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000117

医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000146

医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000148

医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000149

医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000150

カムログアバットメント ロケーター

iSy インプラントシステム

カムログ インプラント補綴用器具

印象用キャップ

インプレッションポスト

ロケーターアナログ

インプラントドリル 外部注水

モデリングエイド

ロケーター補綴用器具

ロケーター印象キャップ

iSy スキャンボディ

iSy インプラント手術器具

iSy インプラント補綴用器具

iSy 外科 / 補綴セット



CT.0005.201907.01

東京都港区南麻布2-14-19 オキノビル3F
大阪市北区芝田2-8-31 第三東洋ビル2F


