
カムログツールキャンペーン 2021年4月1日（木）～ 5月31日（月）

アバットメントディスコネクタ（ショート）

アバットメントディスコネクタ（ロング）

 ￥13,200 お得

インプラント3本 ＋ アバットメントディスコネクタ

特別価格　　￥96,000

（        　　　　　　　　　　              　 ）4種類のうちいずれか2個
ショート：3.3-4.3mm用 or 5.0mm用
ロング：3.3-4.3mm用 or 5.0mm用

標準価格：各￥6,600
商品コード：C5300.1601（ショート）、C5300.2001（ショート）

C5300.1603（ロング）、C5300.2003（ロング）

インプラント3本 ＋ 埋入ツール 手用/ラチェット用 エクストラショート

特別価格　　￥96,000

標準価格：￥8,300
商品コード：J5300.0031

インプラント3本 ＋ 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

特別価格　　￥96,000

標準価格：￥6,200
商品コード：J5317.0510

インプラント3本 ＋ ベアリングドリル

特別価格　　￥96,000

標準価格：￥17,000
商品コード：J5004.3300/3800/4300/5000

いずれか1個

 ￥8,300 お得

 ￥6,200 お得

 ￥17,000 お得

4A

4B

4C

4D

ベアリングドリル 

3本

3本

3本

3本

※ 価格はすべて税抜きです。



カムログツールキャンペーン 2021年4月1日（木）～ 5月31日（月）

インプラント3本 

特別価格　　￥96,000

3種類のうちいずれか1本

ボーンプロファイラー 標準価格：各￥18,000 商品コード：J5003.3350/4360/5070

標準価格：各￥  3,000 商品コード：J5002.3300/3800/4300/5000ボーンプロファイラーピン
C5002.3300/3800/4300/5000

8種類のうちいずれか1個＋ ボーンプロファイラーピン

＋ ボーンプロファイラー 

（カムログ用） （コーンログ用）

ボーンプロファイラー ボーンプロファイラーピン 

（カムログ、コーンログ） 

 ￥21,000 お得

4F

ジンジバハイトインジケータ

インプラント5本 ＋ ジンジバハイトインジケータ

特別価格　　￥160,000

4種類のうちいずれか3個

標準価格：各￥8,000
商品コード：J3550.3300/3800/4300/5000

 ￥24,000 お得

4G

インプラント3本 ＋ カウンターシンク

特別価格　　￥96,000

標準価格：￥17,000
商品コード：J5006.3346/3852/4356/5063

いずれか1本

 ￥17,000 お得

4E

カウンターシンク 

3本

3本

5本



コーンログ スキャンボディ

インプラント8本 ＋ コーンログ スキャンボディ

特別価格　　￥256,000

全種類

標準価格：各￥6,600
商品コード：C2600.3310/4310/5010

カムログ スキャンボディインプラント9本 ＋ カムログ スキャンボディ

特別価格　　￥288,000

全種類

標準価格：各￥6,600
商品コード：Ｋ2610.3310/3810/4310/6010

スキャンポスト

インプラント  8本 ＋ スキャンポスト

特別価格　　￥256,000

標準価格：各￥15,000
商品コード：Ｋ2620.3306/3806/4306/5006/6006

スキャンポスト

Ｃ2620.3306/3806/4306/5006

インプラント16本 ＋ スキャンポスト

特別価格　　￥464,000

（カムログ用）

（コーンログ用）

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

特別価格　   　￥96,000

標準価格：各￥26,000
商品コード：J5065.3807/4307/3309/3809/4309

 ￥19,800 お得

 ￥26,400 お得

 ￥30,000 お得

 ￥75,000 お得

 ￥26,000 お得

4H

4 I

4J

4K

カムログガイド  フォームドリル

4J－1

4J－2

※ 価格はすべて税抜きです。

8本

9本

3本

8本

16本

9種類のうちいずれか2個

9種類のうちいずれか5個

5種類のうちいずれか1個

（スクリューライン）
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インプラント8本 ＋ チタン製エキスプローラー11/12Naoタイプ

特別価格　　￥256,000  ￥38,500 お得

4L

＋ チタン製Ｇキュレット ミニNaoタイプ3本セット
＋ カラープローブNaoタイプ 

エキスプローラー 標準価格：￥  6,000 商品コード：28631
標準価格：￥  2,500 商品コード： 28632プローブ
標準価格：￥30,000 商品コード： 28636キュレット

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

チタン製
Ｇキュレットミニ
Nao タイプ 3本セット

インプラント3本 ＋ リンデマンボーンカッター

特別価格　　   ￥96,000

標準価格：各￥20,000
商品コード：66601000/66601080/66601100

リンデマンボーンカッター

インプラント8本 ＋ リンデマンボーンカッター

特別価格　　￥256,000

 ￥20,000 お得

 ￥60,000 お得

4M

3種類のうちいずれか1本

全種類

66601000 66601080 66601100

φ3.3 φ3.8/4.3 φ3.8/4.3
L13mm用 L9mm用 L13mm用 

4Ｍ－1

4Ｍ－2
リンデマンボーンカッター

カムログツールキャンペーン 2021年4月1日（木）～ 5月31日（月）

カムログ　インプラント手術器具

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。

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。
他のご注文との合算は承れませんのでご注意ください。

(iSy インプラントは対象外です）

ご不明な点がございましたら、担当営業までお問い合わせください。

8本

3本

8本

※ 価格はすべて税抜きです。

医療機器届出番号【一般】27B1X00027000012
カムログ インプラント補綴用器具
スキャンボディ
カムログガイドドリル
HEX スクリュードライバー　0.05 インチ
コーンログ インプラント補綴器具

医療機器届出番号【一般】
医療機器届出番号【一般】

医療機器届出番号【一般】
医療機器届出番号【一般】

医療機器届出番号【一般】

27B1X00027000026
27B1X00027000109
27B1X00027000119
27B1X00027000127
27B1X00027000143

カムログボーンプロファイラー
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

医療機器届出番号【一般】

医療機器届出番号【一般】
医療機器届出番号【一般】

医療機器届出番号【一般】
医療機器届出番号【一般】

27B1X00027000152
11B1X1000662D109
11B1X1000664D008
11B1X1000664D110
13B2X00094000174


