
セミナーご参加でデイモン1症例キットが特別価格
参加者様特典 会場限定セール（1クリニック 1症例限定）�

※セミナー当日 会場でのご購入に限ります。�

デイモン1症例キット65,360円→10,000円
例）740-1409の場合　・対象：740-1400～740-1409まで。・価格は税別です。
・新規ご購入の場合でも14倍模型、タイポは添付されません。詳しくは担当営業まで。

■ 会場

■ 日時 2019年6月26日（水）・27日（木）�

品川プリンスホテル

■ お申し込み

■ 受講料

■ お問合せ
オームコジャパン カボデンタルシステムズ株式会社

〒140-0001　東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー 15F　

（逐次通訳）　

東京都港区高輪 4-10-30

オームコ セミナー係 03-6859-0078　お電話受付時間：9:00～18:00（土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く）

■ 講師 スチュワート・フロスト先生

予定は変更される場合があります。2日間 コ ー ス

お電話の場合は03-6859-0078（平日9:00-18:00)   

Dr. Stuart Frost セミナー
初来日講演Artistic Orthodontist | Speaker | Author | Consultant  : Dr. Stuart Frost

TOPICS:（内容は変更される場合があります）
・フロストスマイル、矯正治療におけるアートとスマイルのブランド化
・診断からフィニッシングまでのコツ、
「最高のフィニッシング」と「良いフィニッシング」の違い
・3Dによる画像診断
・外科症例
・TADによる治療
・デイモンQ2ブラケット、オプショントルク
・次世代のデイモンブラケットとアーチワイヤー
・オームコのアライナーによる治療例

ス チ ュ ワ ー ト  ・   フ ロ ス ト   

■デイモンシステムで、ひとつ上のレベルの矯正治療を実現するために

（税、昼食込み）

WEB申し込み 電話申し込み49,000円 50,000円（お電話より1,000円お得です） 

同一施設から2名以上お申し込みの場合は2名様分から25,000円
例）院長様がWEBからお申し込み 49,000 円の場合、スタッフ様 25,000 円
WEB からお申し込みの場合、コメント欄に参加される方の職種、お名前、ローマ字をご記入ください。

スタッフ割引

2名につき一人25,000円 医局員割引の場合はコメント欄にその旨ご記入下さい。ご記入のない場合は通常価格となります。医局員割引

●スタッフ：日本の歯科技工士免許もしくは歯科衛生士の資格をお持ちの方、あるいはスタッフドクターとなります。

歯科医療従事者のみに限ります。

Stuart Frost
デイモンシステムの世界的リーダーであるスチュワート・フロスト先生の日本初講演が
決定しました！20年以上に亘る経験と研究によってフロスト先生の講演は世界中で
大好評を博しています。
そのフィニッシュの美しさからフロスト先生は、「アーティスティック・オーソドンティスト」
と称されています。

フロスト先生のウェブサイトはこちらです。
▶ https://www.frostortho.com

◀セミナー
　ページへ

◀フロスト
　サイトへ

オームコ ウェブサイトからどうぞ。
http://www.kavo.co.jp→セミナー（あるいはオームコセミナーで検索）

9:30-17:30 9:00-17:00

画像はイメージです

医療機器認証番号　デイモンクリア：224ADBZX00224000　デイモンクリア2：226ADBZX00127000　デイモンQ：224ADBZX00223000　スナップリンク：224ADBZX00241000　チタニウムチューブ：224ADBZX00221000



Seminar  Information.

 

Dr. Stuart Frost
ス チ ュ ワ ー ト  ・   フ ロ ス ト   

About.

2019 年６月２６日＆２７日、東京・品川プリンスホテル。
スチュワート・フロスト先生の日本初講演が開催されます。デイモンシステム
の第一人者として知られ、その症例の美しさから「アーティスティック・
オーソドンティスト」と称されているフロスト先生のご経歴についてご案内
いたします。

フロスト先生ご経歴
Pacific 大学歯学部をご卒業後、2 年間 御父上ご経営の歯科医院、3 年間ご自身の医院にて一
般歯科医として診療されました。その後、Rochester 大学院 Eastman Dental Center にて
顎関節機能障害について学び、矯正専門医資格を取得されました。現在はアリゾナ州のメサにて
ご自身の医院の傍ら、Pacific 歯科大学の歯科矯正学非常勤講師としても診療されています。
2002 年から、オームコ デイモンシステムのセミナー講師として、世界中で大好評を博して
おられます。
また、先生も所属されているフェニックス地域の矯正専門医グループにおいて、 2004 年から 
2015 年の 12年間連続でトップ・オーソドンティストの一人に選ばれていらっしゃいます。

ドクター紹介

■ 日時 2019年6月26日（水）・27日（木）�
（逐次通訳）　予定は変更される場合があります。2日間 コ ー ス26 日 9:30-17:30

27 日 9:00-17:00
詳しくは裏面を御覧ください。

日本のデイモンシステムの第一人者

オームコジャパン カボデンタルシステムズ株式会社
オームコ セミナー係 03-6859-0078　お電話受付時間：9:00～18:00（土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く）

略歴：Dr. Stuart Frost DDS  
学歴
1992 年 Pacific 大学 歯学部卒業
1988 年 University of Rochester 大学院 Eastman 
Dental Center TMDプログラム修了
1988 年～2000 年同大学矯正歯科プログラム修了
研究
2000 年 Senior Research Project “Abnormal 
Craniofacial Growth in SkullMorphology, Connective 
Tissue, Sutures and the TMJ”
資格
1992 年 Pacific 大学よりD.D.S
1998 年 Eastman Dental Center にて TMJD
2000 年 Rochester 大学にて矯正専門医資格
受賞歴
1992 年 Tau Kappa Omega 賞（Pacific 大学）
Phoenix Magazine においてトップ歯科医師賞
（2004、2005、2007、2008、2009）
所属学会、組織
アメリカ歯科医師会、アリゾナ歯科医師会、
アメリカ矯正歯科学会、太平洋矯正歯科学会
アリゾナ デイモン スタディクラブ、アリゾナ スタディクラブ
サウスウェスト デイモン スタディクラブ、
イーストバレー スペシャリティ スタディクラブ
教育・講演活動
2005 年 - 現在 Aurthur A. Dugoni School of Dentistry
矯正科の准臨床教授
2004～2005 年 Arizona Health Sciences Dental 
School 臨床矯正歯科ラボのボランティア講師
2002 年から現在 世界中でオームコ デイモンシステムに関する
ご講演を実施

待望の初来日講演 !! スチュワート・フロスト先生

星野亨先生よりご推薦のコメントを頂きました。

セミナーご参加でデイモン1症例キットが10,000円！セミナー当日限りの特別価格です！（税別）

参加者様特典 会場限定セール（1クリニック 1症例限定）�デイモン1症例キット65,360円 (例）→10,000円

“矯正治療”という言葉から思い浮かぶイメージについて、アメリカ一般人に尋ねたサーベイでは、
“美しいスマイルを作る仕事”という回答が多かったと報告されています。AAO100周年のスローガンも”
Orthodontics -100 years of smile" というものでした。今やスマイルは、自信や自己表現の象徴と
言えるでしょう。Dr. Stuart Frost は、Eastman DentalCenter 修了後、Damon System 開発者
Dwight Damon, そしてアメリカンベストフィニッシャー Tom Pitts に薫陶を受け、次世代の Damon
リーダーとして現在の地位を築き、その審美的なフィニッシュは高い評価を得ています。
“More than straight teeth”、アップデートされた評価方法 とアプローチ、そして最高の矯正
フィニッシングがスマイルに寄与することを学ぶ、絶好のチャンスです。是非お見逃しなく。

Toru Hoshino
D.D.S., D.D.Sc., Dip. ABO

Damon System Official Educator 星野　亨

▲セミナー
　ページへ


