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これからの審美修復は高額オプションではありません

安定した審美を僅かなコスト差でお届けします

貴院のアドバンテージにお役立てください

生体親和性と色調・総合コストに優れたジルコニアセラミックを長年に渡り研究し

世界に誇る強度データ・知識・技術で

1本１本丁寧に仕上げさせていただきます

只今、ジルコニアキャンペーン実施中です
お気軽にお問い合わせください

患者様に喜んでいただける修復物をモットーに！

スタッフ一同スキルアップと時間を大切にします
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歯科医院様各位

拝啓　貴院益々ご発展のこととお慶び申し上げます。

この度、ジルコニア（オールセラミックス）補綴物のご案内をさせて頂きたく
資料をお送りさせていただきました。

現在、歯科医療での補綴物は金属を使用したものが大変多く、その成分は金・銀・白金・パラジウム等などを使用した
ものが多く見られます。
ここ数年、金属は投資の対象になっており長年に渡り金属価格が高騰しているため、従来から使用していたメタルセラ
ミックス用のハイカラット合金では採算が合わず、セミプレシャス合金やパラジウム系合金にコストダウンせざるを得な
い苦しい状況があるのではないでしょうか？
しかし、そのコストダウンは色調再現性を低下させるばかりでなく、金属イオンの流出から軟組織に悪影響を及ぼしや
がて患者様との信頼関係を脅かす因子となると予想されます。
審美歯科という言葉が当たり前の時代に逆行する現実を打開する策が求められます。
このため、世界でも金属の代わりになるセラミックス素材の研究開発がなされてきた結果
ジルコニアという材質を利用して高強度セラミックをフレームとするセラミックスクラウンが近年登場してきました。
ジルコニアは非常に科学的に安定した材料で金属よりも生体親和的かつ高強度・材料価格の安定する歯科材料です
当社は、日本でいち早くジルコニアセラミックを取りいれるばかりでなく、自社研究により一般的な製作方法より高強度
のセラミックをご提供させていただいております。また、補綴物にかかる総合コストも安定してご提供できるようにして
います。

是非、この機会に臨床症例で当社をお試し頂ければと思います。
よろしくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　  　　　　　　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料内容
                            　　　　　　　　　　　　　１．表紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．ジルコニア強度説明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．会社理念・基本コスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．症例案内１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．症例案内２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．社長経歴・当社の特徴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ジルコニアって何？　→　白い高強度セラミックスです→フレーム材料として使用→オールセラミックス

　　　　メリット　　→　分子結合が強いため金属イオンを流出しないので軟組織を変色させない
                   
　　　　　　　　　　→　歯科材料の中で最もプラークが付着しない材料

　　　　　　　　　　→　Full ブリッジまで対応可能→設計によってはメタルよりも強い

　　　　　　　　　　→　半透明から数種類のカラー付フレームが選択できるので自然な色を再現できる

　　　　　　　　　　→　比重が小さいので、非常に軽い→金属の約１/３

　　　　　　　　　　→　単価は本数に応じるため、グラム数で変化する金属より遥かに通年安定したコスト

　　　　　　　　　　→　天然歯・インプラント上部構造に安心して使用できる→当社は3年保障

　　　　　　　　　　→　CAD/CAMによるアバットメントを含めた設計も可能なため大幅な材料コストダウン

当社の特色　→　技術継承の困難な歯科技工を科学的に教育し安定性を高める

　　　　　　→　天然歯の色を測色するため遠方からの症例にも視覚伝達以上の仕上がりを提供する

　　　　　　→　技術者の勘に頼ることなく、理工学的情報や実験によるエビデンスを重んじる

　　　　　　→　工業界の高倍率マイクロスコープを全製作工程で使用しているため高精度

　　　　　　→　世界の最新情報と技術を日常臨床に反映させる

　　　　　　→　ジルコニアセラミッククラウンに3年保障を設定している希少ラボ

　　　　　　→　価格競争はしません→クオリティで競争します→患者様がハッピーな修復物を製作します
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ジルコニアセラミッククラウンにおける表面破折の理由

ジルコニアは新素材ということもあり、臨床では様々なトラブルを世界の臨床家が経験してきました。非常に残念なことに

日本では十分な研究がなされる前にジルコニアセラミッククラウンは臼歯部領域に使用できないなどの意見も出ていること

も事実です。しかし、この見解はまったくの誤解であり正しく焼成されたジルコニアセラミッククラウンはメタルセラミッククラ

ウンと同等またはそれ以上の強度があることが証明されています。

上図のグラフは、当社で焼成条件を変えて製作したクラウンを圧縮強度試験した結果ですが、正しく学習しないでメタルセ

ラミッククラウンと同じように焼成した場合と完璧な焼成では、２倍以上の強度差が認められます。この事実は、ジルコニア

セラミッククラウンが割れる場合の原因は、製作者である歯科技工士に９０％以上の責任があると言っても過言ではない

のです。

ジルコニアフレームとレイヤリングされるセラミックは比熱係数が大きく異なるため、一般的な徐冷では大きな内部応力が

蓄積されたままになっており、咬合の衝撃や口腔内環境における急激な温度変化などで内部応力がマイクロクラックに成

長し、やがでクラックとなって現れてくるのです。咬合接触していない箇所や対合がレジンでも割れている場合があります。

日本でも2009年後半からようやく徐冷が話題になり始めましたが、一般的な情報による徐冷ではセラミックの破折が1年程

度延命するに過ぎないことも当社の臨床経験で判明しています。つまり、致命的な内部応力が残留しているということです

当社は長年の研究の結果、内部応力を完璧に除去する焼成理論を考案し、インプラント上部構造でも十分な耐久力があ

り、その強度はメタルセラミックやプレスセラミックを利用したジルコニアプレスクラウンよりも高強度です。

審美・咬合再構成症例は長期間に及ぶ治療ですが、修復物が壊れてしまえばあっという間に崩壊してしまいます。

美しいこと・正しく咬めることは長期に安定する強靭な上部構造が必要不可欠です。当社は、先生方の慎重な治療を長期

間安定させるために日々研究し、ラボでは皆無に等しいジルコニアセラミッククラウンの3年保障をご提供することで信頼と

安心・誠実を表現したいと考えております。他のラボと価格競争はできませんが、年間を通じて確かな修復物を安定して製

作していけるようにスタッフ一同努力してまいります。

　

Setして数ヶ月から2年以内にジルコニアセラミッククラウンがこのような割れかたをしている経験がありませんか？

前歯部では即クレームになりますが、見えにくい臼歯部では経年的に咬合崩壊に発展し信頼を失うことでしょう。

当社には

臼歯ジルコニアクラウンの破壊強度試

験結果により最良の状態で製作する

世界初のノウハウがあります

左図はジルコニアセラミッククラウン

を一般的に行われている様々な製

作方法と焼成方法で試料を製作し

て破壊強度試験をした結果です。

焼成方法により倍以上の強度差が

ある事実をご存知でしょうか？
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主な技工料金　（キャンペーン中は技術料・材料など総て込みで天然歯ジルコニアセラミッククラウンが1本あたり

　　　　　　　　　　　通常平均3.2万円→前歯3万円前後・臼歯2.6万円前後となりますが模型製作料は1症例

　　　　　　　　　　　に対してかかるため、本数が多いほど割安です。臼歯4本では1本あたり￥25,175）

　　　　　　　　　　　キャンペーンは通常年3回程度実施しております

　　　　　　　　　　　さらに、オリジナルシェードガイドを一定期間無料貸し出しさせていただきます

模型製作・・・￥３，５００．１症例につき・・・1症例の本数が増えても固定料金です（多数歯がお得）

　　　　　（模型精度を高める世界特許のドイツGIRRBACH社Giroformを使用し、

　　　　　　　　　　　　　さらに数年間の保存性に優れたドイツ製高級シリコンガムマスク使用）

トリミング・・・￥２００．１本につき

　　　　　（時間はかかりますが、２０-４０倍のMicroscope下での作業をすることでエラーを無くし、

　　　　　　　仮に修正が必要とされる症例で裸眼では成しえない精度です。

　　　　　　　また、当社は完成までの総ての技工作業でMicroscopeを使用して25年になります。）

CAD・・・￥２，８００．1本につき

　　　　　（Zeno Tec Systemによるキャド・調整にMicroscopeを使用していることもあり、メタルの適合精度に匹敵しています）

ジルコニアセラミックレイヤリング・・・・￥１７，８００．1本につき

　　　　　（ジルコニアフレームを調整してセラミックを焼結させる技術料・Microscope下での作業で高精度・生体親和性を向上）

　　　　　（色調伝達は当社専用のシェードガイドを歯列に写しこんでデータを送るだけで、従来高価な審美料金レベルと同等）

インプラント基本料金・・・￥１０，３００．1本につき (症例によって）

　　　　　（あらゆるインプラントに対応できる情報と技術・症例提案など質の高い教育と技術で症例の成功にアシスト）

ジルコニアカスタムアバットメント・・・￥２６，０００．1本につき

　　　　　（Zeno Tec Systemオプションのアバットメントデザイナー使用により、高精度なフィットで軟組織安定性を高めます）

　　　　　（現在対応するメーカーは

　　　　　　　　ストローマン・リプレイス・３I・ブローネマルク・ザイブ・アストラですが、随時追加予定ですのでお問い合わせください）

　　　　　（専用ソフトで製作するためワックスアップ用のパーツ料金が必要ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　またスクリューも価格に含まれていますので非常に安価です）

ジルコニアフレーム材料代・・・￥８，５００．～￥１１，５００．

　　　　　（ジルコニアフレームの高さにより使用するＤｉｓｃが異なるため、材料費に幅がありますが

　　　　　　　　　統計的に症例の80％が￥８，５００．です）

会社理念

　 日々進歩する技術・歯科機器材料に迅速に対応し常に最先端の歯科医療をサポートする

　 技工技術の最終到達目標を設定せず、絶え間ない技術向上に努力する

   コストと高技術のバランスを維持し、合理的な歯科技工を目指す

　 併設のＴＧＵ　Seminｎarを通じ、歯科界の技術向上と意識改革に寄与する 

当社の臨床スタンス

　　当社の技工物は著名な先生方の発表症例に多く使用されていますが、総ての症例で立会いや数度の再製作をしている

　　症例は皆無です。これは当社専用のシェードガイドやMicroscope・症例立案・デジタルデータなどによる合理的で高精度　

　  な歯科技工によって達成されているものです。高度な技術には高価な技術料は正論ですが、高度な技術を僅かな差で　　

　  提供するために社内努力するのが当社です。人件費削減のため、営業訪問などもなく総てが宅急便でのやり取りになって                    �

　　しまいますが、その分メールや画像でのコミュニケーションを重視し、巨大データの転送のために自社サーバーを設け　　  

　　シェードデータなどに使用する先生のメディアコストと時間も削減できます。

　　 製作日数は緻密な技工操作のため、どのような症例でも基本10日後とさせていただいておりますが、製作担当者の違い

　　によりラフな技工物が納品されることはありません。

　　日本における審美修復は術者のマスターベーション要素が強く、自由診療価格に反映しにくいとおもわれますが

　　審美を中心にPRしている歯科医院が多いことも事実です。このような現状の中、自由診療を増加させるためには高すぎ　

　　ない料金設定で高度な審美を提供することが大切であると考えています。これからの審美はオプションでなくスタンダード　

　　にすることで他の医院と差別化をはかるご協力をさせていただければと思います。また、インプラントやジルコニア・オール

　　セラミックスが臨床の総てを占める当社は、ジルコニアの研究で世界に誇れる高強度セラミックを提供しており、数年間で

　　のトラブル発生率は５％程度です。この背景には製作者の技量の差が大きく影響していますが、歯科医師にも僅かな要因

　　があり双方で発展的なディスカッションをする必要があります。一部の情報によって混乱せず、長年に渡り真の臨床を語り

　　合えるサポーターであり続けたいと願っています。
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ジルコニアセラミッククラウン

　　　単独審美症例

ジルコニアセラミックＦｕｌｌ　Ｂｒ症例

←

←

←

色調伝達は当社オリジナルｼｪｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞを使用し

下図のように撮影していただくだけです。

写真を見るのではなく、歯の色を測色で数値化する

当社考案の Digital Take Shade で遠方の先生

の症例も同レベルで仕上げることができます。

ほとんどの症例は一回で色調適合する場合が多く

今までの前歯色調適合の概念が変わるかも

知れないほど患者様に喜ばれています。

上下 Full Br の症例でもジルコニアフレームなら

こんなに軽いのです。仮に、金属を使用していたら

100ｇ以上になり材料コストは計り知れません。

大臼歯を含む3ユニットＢｒでも同じような状況です。

特にインプラント上部構造での差は信じられない

ほどです。過去の納品伝票で確かめてください。

Full Br の症例で高低差がある症例や

ｱｰﾁｻｲｽﾞが大きくてもZeno Tec System なら

ほとんど安心して製作できます。

（全CAD/CAMメーカートップの対応幅）

また、意外と知られていませんが、設計するラ

ボによってもCAD/CAMの精度は大きく変わり

ます。当社の適合精度をお試しください。
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生体親和性抜群のジルコニアカスタムアバットメント

斉藤　勇

社長経歴

１９８５年　神奈川県川崎市に開業

１９９０年　有限会社I.S.Dental設立

１９９３年　テクニカルコンテスト横浜最優秀賞受賞

　　　　　　 国際セラミスト協会よりサーティフィケート授与

１９９６年　Total Grade Up Seminar 併設 （研修会）

１９９７年　日本歯科技工士会認定講師

１９９９年　ストローマンﾃﾞﾝﾀﾙｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ認定ﾗﾎﾞ

２００１年　ドイツWieland社公認　AGC Master

２００4年　山本貴金属㈱商品開発 アドバイザー

２００６年　ドイツWieland社公認

              Zeno Tec System インストラクター

２０１０年　TGU Club　会長

その他

２００７年　日本顕微鏡学会にてIS Micro Flash System発表

２００７年　ｱﾘｿﾞﾅＡＭＥＤにてIS Micro Flash System発表

２００８年　横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾃﾞﾝﾀﾙｼｮｰ㈱ﾖｼﾀﾞﾌﾞｰｽにてIS Micro Flash System展示

２００９年　ITI Congress Japan にて技工部門ﾓﾃﾞﾚｰﾀを勤める

２００９年　Japan AMED ㈱ＧＣﾌﾞｰｽにてIS Micro Flash System展示

２００９年　IS Hex Shade Guide 正式発表

Best of Digital 12回連載をはじめとする執筆・講演など多数

２０１０年　欧州発表論文執筆中

＊Zeno Tec System オプションのアバットメントデザイナーで製作されたチタンベースジルコニアアバットメント

＊対応メーカー：ストローマン・リプレイス・ブローネマルク・３i・サーテン・ザイブ・アストラ・その他順次対応される予定

＊チタンベース＋チタンスクリュー構造のため、スクリューが緩まない設計

＊チタンベースとジルコニアはレジンセメントで合着しますが、専用ソフトを使用して加工されたジルコニアの適合は非常に高精度で両者の界面は数μm

＊専用ソフトではﾜｯｸｽｱｯﾌﾟが必要なく、ｽｸﾘｭｰも添付されているので他社に比べてワックスアップパーツ分のコストがお得です

＊アバットメント部分をクラウン形状のフレームに設計し、スクリューリテインの上部構造も製作できます・既製アバットメント分（数万円）お得です

20年前の写真ですみません



神奈川県川崎市高津区新作3-4-13　ハイラーク溝の口103 〒213-0014
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http://www.is-dental.co.jp/

CAD/CAM   Ceramic  Center

当社の特徴 
 
当社は、年間 1000 症例を超えるインプラント技工に携わっており、年商の 70％が ｽﾄﾛｰﾏﾝ

ﾌﾞﾛｰﾈﾏﾙｸ ・ﾘﾌﾟﾚｲｽ・3I をはじめとするｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ技工関連になっております。また、補綴物全

体としてはジルコニアクラウンが 97％を占めており、セラミック・インプラント専門のラ

ボになっております。 
セットアップモデル・設計など、治療計画の段階から御協力させていただきます。 
取引は宅急便を利用して、首都圏をはじめ日本各地の先生から技工物の発注をいただいて

おりますが、画像情報をほぼ総ての症例でいただくことによって、遠方の場合でもエステ

ティックな技工物が提供できるようにシステムの構築が整っております。写真（デジタル

カメラ）などの取り扱いや撮影方法・伝達方法など、プロカメラマンに指導を受けた斉藤

がわかりやすく御説明させていただきます。また、思ったような色や明るさで撮影できな

いなどの不満のある先生にはカメラのセットアップをご提供（現在までに 98 名の歯科医師

が使用）させていただいております。 
日々の臨床で、製作に妥協を許さない当社理念を貫いておりますので、機会がございまし

たらぜひご一報ください。 

技工物製作の流れ 
   通常 1 回でＳｅｔ（平均 90％の症例）の場合は 10 日後のお約束ですが、 

要求度に合わせて工程が異なります。ジルコニアは最短 10 日間 
シェードテイク（当社指定方法による写真撮影） 

印象採得  スリーエムインプリントⅡシステムなど 
（石膏は注入しないでお出しください。） 

咬合採得・テイクシェード（サーバーにアップのメール連絡） 
 

      宅急便 
10 日後 Ｓｅｔまたは微調整のための写真撮影 

 
ブリッジワークなどでシテキが必要な症例は 

順次工程が加わります 
 

      宅急便 
1 週間後完成または再調整 

 
     宅急便 

1 週間後 完成 




