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販売名：スマートアーチ　医療機器認証番号：303ADBZX00044000 管理医療機器　一般的名称：歯列矯正用弧線

数量に関係なくご購入で ¥9,000（税別）標準価格 ¥15,000 40%OFF

7つのパワーゾーンで矯正力を最適化、
イニシャルとワーキングワイヤーを4本から2本に！ 

NEW

詳しくは
こちら

スマートアーチ レーザー処理カッパーナイタイワイヤー 1パック10本入 
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理想的な矯正力
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Drs. Viecilli & BurstoneのFEA分析による、
理想な力にあわせた最適な矯正力を歯牙ごとに付与。
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.0161パック10本入 .018 × .025

変態点温度 ： <37℃

2021 JOS SALE

大臼歯の効率的アライメント
最初のアーチワイヤーから、大臼歯
までアプローチできる製品設計。

コンピューター処理による
矯正力の最適化
ブラケット間距離、歯根の大きさ、
また歯根と歯冠の関係の変動など
の情報を考慮。

緊急来院の減少
臼歯にしっかり力がかかるように
設計されているため、アーチワイ
ヤーがバッカルチューブから抜け
るリスクが減少。

歯根膜にかかる力を均一化
7つのパワーゾーンに分け、各々
の歯に理想的な矯正力を付与す
るようにプログラム化。

摩擦の減少
レーザー処理により、アーチワ
イヤーとブラケットが接触する
部分の摩擦を減少。
歯の移動、治療期間の短縮な
ど全体的な治療効率を向上。



詳しくは
こちら

シンメトリー クリア

進化した多結晶アルミナセラミック製造技術により優れた審美性と高い信頼性を実現しま
した。面取りされた近遠心のスロットエッジによりノッチングを減少しスライディングしやす
い仕様です。複合湾曲のベースを持つ解剖学的なパッドで、様々な歯面に適合します。低い
プロファイルによる優れた審美性、咬合干渉を最小限に抑えます。

医療機器認証番号：シンメトリークリア230ADBZX00074000、ピアレスチューブ 224ADBZX00237000、パワーO 224ADBZX00229000、パワーチェーン 224ADBZX00230000

新規ご購入限定タイポドント付

５キットもしくは１００粒以上ご購入で ¥900/粒（税別）標準価格 ¥1,800/粒 50%OFF
新規ご購入の方対象

２０キットもしくは４００粒以上ご購入で ¥900/粒（税別）標準価格 ¥1,800/粒 50%OFF
既存ユーザー様対象

シンメトリークリアブラケット 1パック5粒入

標準価格 ¥560/粒 ¥448/粒（税別）

ピアレスチューブ 1パック10粒入

シングル

ピアレス ボンド用6番 シングルチューブ

詳しくは
こちら標準価格 ¥480/粒 ¥384/粒（税別）

ピアレス ボンド用7番 シングルチューブ

シングル ディスタル エクステンション付

20%OFF

●クリア、その他カラーバリエー
ションがございます

エラスティック／パワープロダクト
ショートスティックパワーO ジェネレーションⅡパワーチェーン

（クローズ/オープン/ワイド）

Closed Space Open Space Wide Space

¥5,120（税別）標準価格 ¥6,400¥5,600（税別）標準価格 ¥7,000

20%OFF

独自に最適化された
イン／アウト寸法 

レーザーエッチングパッドロープロファイル

●装着したブラケットがエナメル質
に接触する可能性がより低くなっ
ています。
●高い審美性とより少ない咬合干渉
を実現しました。

●前歯部の辺縁隆線を合わせるため
の選べる2つの側切歯ブラケット

●専用のディボンディングプライヤー
を使用することにより、ブラケットを
一塊に除去することが可能です。

2021 JOS SALE



詳しくは
こちら

デイモンワイヤーセレクション

カッパーナイタイ&TMA 1パック10本入  

Wire for

標準価格 ¥7,800
5パック以上
ご購入で ¥5,850（税別）25%OFF 10パック以上

ご購入で ¥5,460（税別）30%OFF
カッパーナイタイ

TMA
標準価格 ¥11,000

5パック以上
ご購入で ¥8,250（税別）25%OFF 10パック以上

ご購入で ¥7,700（税別）30%OFF

詳しくは
こちら

カッパーナイタイ TMA

詳しくは
こちら

●オールセラミックで、患者満足度が高い審美性
●摩擦抵抗がより少ないため、歯牙移動が効果的
●スライドを自在に開閉できるスピンテック™スライドシステムの採用により、
　ワイヤー交換が容易

スライド部分までオールセラミック。審美性と信頼性を高次元で両立！

&

200粒以上ご購入で ¥1,960/粒（税別）標準価格 ¥2,800/粒 30%OFF

デイモンクリア & クリア2 1パック10粒入 

デイモンシステム（パッシブセルフライゲーション システム）

デイモンブラケットはシステムでご使用いただくことでより一層の効果が発揮されます。パッシブセルフライゲーションブラケットと、永久変形しにくいスプ
リングバック特性にすぐれたカッパーナイタイと組み合わせることによって、生体に優しい治療を患者様に提供できます。

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、スナップリンク 224ADBZX00241000、アクセントミニ225ADBZX00010000、アクセントチューブ 
224ADBZX00238000、カッパーナイタイワイヤー224ADBZX00249000、TMAワイヤー224ADBZX00250000

詳しくは
こちら

アクセント ミニ チタニウムチューブ

Tube for
デイモンチューブセレクション 1パック10粒入

詳しくは
こちら

コンベンショナルチューブ

20%OFF

標準価格 ¥880/粒 ¥704/粒（税別） 標準価格 ¥1,240/粒 ¥992/粒（税別）

●位置決めが容易
●安全にしっかりと歯
面にフィット
●快適な治療を提供す
るロープロファイル

●咬合側のくぼみ
によりチューブ
がしっかり保持
でき、歯面への
位置決めが容易

スナップリンク

詳しくは
こちら

標準価格 ¥1,800/粒 ¥1,440/粒（税別）

セルフライゲーションチューブ

●自由に開閉で
きるスライドシ
ステムの採用

デイモン 1症例キット 740-1409

¥49,020（税別）標準価格 ¥65,360 25%OFF

5-5 or 7-7を10症例新規ご購入の場合 カウンセリングタイポドント付 患者様用ミニミラー
（１症例に1枚）

Present!

初めての方にはお得な1症例から

武内 豊・野口梨磨 著

デイモンシステムによる
矯正歯科治療

A４版・フルカラー・190ページ 定価10,000円＋税
※定価販売となります。 新刊

武内 豊先生



詳しくは
こちら

新規ご購入限定 タイポドント&14倍模型付

2,800粒以上ご購入で ¥1,960/粒（税別）標準価格 ¥2,800/粒 30%OFF

¥58,800（税別）標準価格 ¥78,400 25%OFF

スクエアスロットとリンガルストレートワイヤ―のメカニズムを融合させた「アリアス」は治療を単純化し、トルクとローテンションコント
ロールを向上させ、治療効率に優れた遊びの少ないシステムとして開発されました。舌側矯正の世界的リーダーである竹元京人先生
とジュゼッペ・スクッゾ先生の永年の共同研究の集大成です。

アリアス（パッシブセルフライゲーション スクエアスロット リンガルストレートワイヤーシステム）

アリアス ブラケット 1パック5粒入

在庫限り

詳しくは
こちらSTbストレートワイヤー 1パック10本入

アリアス システム関連製品
専用ストレートワイヤーの併用で、システムの効率UP

数量に関係なく¥8,800/PK（税別）標準価格 ¥11,000 20%OFFカッパーナイタイ

ステンレスワイヤー

数量に関係なく¥8,800/PK（税別）標準価格 ¥11,000 20%OFFTMA

数量に関係なく¥3,040/PK（税別）標準価格 ¥3,800 20%OFF

※在庫がなくなり次第終了となりますので、在庫切れの場合には何卒ご了承くださいませ。

デイモン3 1パック10粒入

標準価格 ¥2,100/粒 ¥1,680/粒（税別）

●コンポジットとステンレスス
ティールの組み合わせで優
れた審美性と高い信頼性

インスパイアアイス 1パック5個入

標準価格 ¥1,600/粒 ¥1,280/粒（税別）

●単結晶サファイヤならではの
高い審美性と信頼性を両立

20%OFF数量に関係なく

Kurzリンガルブラケット 1パック10個入

標準価格 ¥1,800/粒 ¥1,440/粒（税別）
例）フック無し 例）上下5-5

医療機器認証番号：アリアス 226ADBZX0004500、デイモン３ 224ADBZX00206000、インスパイアice 224ADBZX00220000、リンガルアプライアンスシステム 224ADBZX00217000

アリアス1症例キット 上顎／下顎7-7

●広いアンダータイウィング
エリアで結紮が容易

ストレートワイヤー 従来のアーチ

効率性
●.018x.018スクエアスロットで歯牙移動が正確
に行えます。
●パッシブセルフライゲーティングブラケットと
最適な力のワイヤーはスロット内を滑らかに滑
り、摩擦が少なく歯牙の移動をスムーズにしま
す。それにより治療期間を短縮させます。

簡便性
●デイモンQ、デイモンクリアで採用されている、90°回転させるだけで簡単にスライド
ドアを開けることができる「スピンテック」機構を採用しました。患者さまのストレスや
歯牙への負担が少なく、ワイヤーチェンジも容易に行えます。

前歯部 ： 開　OPEN 前歯部 ： 閉　CLOSE

臼歯部 ： 開　OPEN 臼歯部 ： 閉　CLOSE



おすすめ関連情報

デイモンオンライン
相談会のご案内
オンラインで製品をご紹介します。

メルマガ用
メールアドレス登録の
お願い

動画ライブラリー
製品のご紹介、使い方などを
動画でご覧いただけます。

臨床でお使いいただいている
ユーザーの先生方の声を
ご参考いただけます。

お客様の声

日々の診療やお困りごとの解決に役立つ情報がたくさん！ ぜひご活用ください。

インシグニア

「ニューライフスタイル」には新しい治療スタイル
インシグニアはラビアル矯正治療に特化した強力なソフトウェア・アルゴリズ
ム、CBCTデータなど、デジタルツールを活用しながら治療開始時に最終ゴー
ルをシミュレートすることで、先生方の治療計画立案の効率化をサポートする
システムです。
また承認された治療計画に基づき、個々の患者様のためにカスタマイズ※され
た矯正装置専用インダイレクトボンディングジグ（プレイスメントガイド）は正確
なポジショニングを提供し、ディテーリングに要する時間と労力を減らします。
※選択したブラケットによっては、セミカスタムとなります。

※本チラシに記載の価格は全て税別です。
※2021年JOSセール専用ご注文用紙にてご注文ください。
※上記以外のご注文用紙をご使用の場合はセール価格とご記入ください。
※セール期間外のオームコ製品のご注文も、FAX注文あるいはお電話にてご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

デジタル歯列矯正治療システム

OOAZAZ2108V1 S-001

ワークフロー

患者データのデジタル化
および3Dデザインの準備

スキャン1

詳しくは
こちら

注1：AJO-Do 論文(2015年12月発表）に基づくデータ
注2：米国オームコ社インシグニアユーザー サーベイデータに基づく

治療時間を短縮（注1）37%

来院回数を減少（注2）15% （1人当たり）

ソフトウェアを使って確認
および修正を行う為に
ケーススペシャリストが
セットアップを準備

デザイン2

承認したデザインに基づ
き、ブラケット、ワイヤーお
よびジグを作製

作製3

精密なジグでカスタムメ
イドのブラケットを正確に
配置

ボンティング4

新規の方は
こちら

新規の方は、こちらのフォームの
ご提出をお願いします。

製品名：インシグニア　一般的名称：歯科矯正用治療支援プログラム　承認番号：30100BZX00168000　製造販売業者：カボデンタルシステムズ株式会社
歯列矯正用アタッチメント、歯列矯正用チューブ、歯列矯正用弧線、歯列矯正用位置測定器具

TEL 0120-65-0652（平日9:00～18:00）

患者様用ミニミラー（１症例に1枚）Present!

インシグニア

¥116,000（税別）
※インシグニアの操作ソフトの「承認ボタン」をクリックすると正式発注となります。

期間中インシグニア症例ご承認※で 20%OFF

標準価格 ¥145,000

その他オームコ製品も20％OFFでご購入いただけます。

FAX 0120-65-0653（終日）
カボデンタルシステムズ株式会社 オームコジャパン


