
Smile Creator

審美歯科の
未来

日本語





“Smile Creator が 
笑顔のデザインを
レベルアップ 
してくれました。
新しいSmile Creatorは、私たちの仕事を根本から変える素晴らしい
ツールです。洗練された機能のおかげで、私たちは患者個人の顔や
あごの特徴を考慮しながら、すべての患者に完璧な笑顔をお届けで
きるようになりました。顔面と歯の構成を理想的に統合するための
顔面分析を行う新たなソ フトウェアは必要ありません。また、歯科医
師やその患者とのコミュニケーションもこれまで以上に簡単に行え
るようになりました。結果をリアルに見せてくれるプレビューや
DentalCADでの簡単なワックスアップの作成により、予想通りの結果
を出すことができるため、作業のやり直しや修正が減っただけでな
く、お客様の満足度も大幅に向上しました。

Waldo Zarco Nosti、Estudio Dental CAD CAMのオーナー 
アルヘシラス（スペイン）、Facebookでのexocad エキスパートグルー
プの開設者
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ビジョン、汎用性、価値

統合されたin-CAD Smile Creator での
スマイルデザイン

Smile Creatorは付加価値を創造します。これは、美しい笑
顔を予想し、作り上げるためのexocadの革新的な 
in-CADスマイルデザインソリューションです。exocad 
DentalCADプラットフォームに統合されたSmile Creator 
は、弊社の革新的な2D/3D技 術により、審美治療の計画
中でも補綴物が実現可能なものとなるかを判断する力を
歯科技工所へ与えます。

弊社歯冠ライブラリに用意されているスマイルテンプレ
ートを2Dの輪郭編集ツールを使用して簡単に個々の歯
に合わせ、その結果得られた形状を様々な角度から3D
で同時に表示することができます。患者の写真、輪郭お
よび3D画像を組み合わせることで、最終的な形状を管理
しやすくなるほか、歯科技工所、歯科医師、および患者の
間のコミュニケーションも改善されます。患者の歯牙と 、 
笑顔、顔の審美的な関係を評価することで、歯科技工士
や歯科医師は、現実的な観点から補綴治療を計画するこ
とができるようになります。ガイド付きのワークフローと
豊富な機能を備えたSmile Creatorは、直感的に操作でき
る、審美歯科向けの強力なデジタルプランニングソリュ
ーションです。 

In-CAD Smile Creator – 弊社の次世代のスマイルデザイ
ン。独立したツール、または定評のあるexocadの
DentalCADソフトウェアのアドオンモジュールとしてご利
用いただけます。
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作成、コミュニケーション、協力

Smile Creatorでは、優れた操作性と柔軟性、および最大限の予測実現性を得ることができます。exocadの定評のある
プラットフォームをベースとしたSmile Creatorは、あらゆる審美補綴治療にとって最適なソリューションであり、ワーク
フローのシームレスな統合と予測実現性の高い結果が提供されます。定評のあるexocadのウィザードベースのユー
ザーインターフェースに沿って、画像のロード、顔の解析から歯牙のセットアップまで、スマイルデザインのプロセス
全体をステップごとに進めていただけます。他のスマイルデザインソリューションとは異なり、Smile Creatorで
は、exocadのDentalCADとのシームレスな統合により、診断用ワックスアップ、プロビジョナル、および最終的な補綴物
を直接製造することができます。 

直感的 – 自然な歯牙形状の再現

2Dの形状を編集するだけで、新しい笑顔を作ることがで
きます。exocadの豊富な歯冠ライブラリにアクセスし、審
美性に優れた前歯および臼歯のデザインを活用してい
ただけます。ヘルプラインと比率ガイドを用いた顔の解
析により、患者の個々の解剖学形態に合った 完璧な笑顔
をデザインすることができます。

正確 – 2D写真と3Dデータのアラインメント

患者の既存の写真をロードするか、Webカメラを使用し
てソフトウェア内で直接作成します。これらの写真は自動
的に3Dオブジェクトに変換されます。これを、歯牙の3Dス
キャンと照合することができます。

補綴制作のための最適な基盤
Smile Creatorを利用すると、リアルな3Dの歯牙セットアップを取得できます。
これは、その後DentalCADで補綴を制作したり、exoplanでインプラントを設計
したりするための最適な基盤となります。exocadのModel Creatorを使用する
と、診断用ワックスアップを簡単に作成できます。

	 6 | Smile Creator



シンプルな2D設計ツールで3Dの形状を簡単に編集で
き、3Dと2Dのスマイルデザインを様々な角度からリアル
タイムでプレビューできるため、デジタルな審美計画プロ
セスのすべてのステップの最適なコントロールが保証さ
れます。

リアルタイム – 3Dでのスマイルデザインのプレビュー

2Dで簡単にデザインし、結果を様々な角度からリアルタ
イムの3D出表示できます。この早い段階で、実現可能性
を迅速かつ確実に判断ができるため、結果の最大限の
予測実現性が保証されます。 

信頼性 –予測される結果のリアルなプレビュー 

Smile Creatorを利用すると、デザインを正確に視覚化で
きるほか、患者が補綴治療を開始する前に、自分自信の
新しい笑顔を簡単に評価することができます。 

その他の情報やお問い合わせ先は、 
exocad.com/smilecreatorをご覧ください 。 
または、右のQRコードをご利用ください。 

1つのソフトウェアプラットフォームですべてのソリューシ 
ョンに対応するという直感的な操作コンセプト
Smile Creatorのユーザーは、exocadの定評ある強力なソフトウェアソリューションをご利用いただけます。ワークフロ
ーをさらに簡略化するために、Smile Creatorはexocadのプラットフォームに完全に統合されています。exocadの直感
的なウィザードベースのワークフローに沿って、プロセスをステップごとに進めていただけます。エキスパートモード
では豊富な追加機能やツールにアクセスすることができ、最高レベルの操作性と柔軟性の両方が得られます。

1つのプラ ット
フォーム

すべてのデジタル 歯
科ソリューション
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http://exocad.com/smilecreator


exocadのSmile Creatorでは、簡単に美しい笑顔を作り出すことができます。簡
単な手直しから完全なイメージチェンジまで、あなたの可能性は無限大です。

Smile Creatorを利用すると、これまで以上に簡単に、審美的に優れた笑顔を
カスタマイズしてデザインすることができるようになります。個々の患者の状
況や希望を考慮し、自然で美しい完璧な笑顔を作ります。印象的で予測可能
な結果を得るためにパートナーや患者と密接に協力して修復治療計画を彼
らの期待に合わせることができます。

印象的な機会

スマイルデザインの症例
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Smile Creatorは、ベニアの審美的調整にもご利用
いただけます。これにより、患者とのコミュニケー
ションも大いに促進されます。 
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弊社の堅実な基盤 - exocadの歯科用CADソフトウェア 
exocadは、本格的なオープン性と接続性という理念を受けて設立されました。歯科用CADソフト
ウェアの世界的な大手OEMメーカーである弊社のコアコンピテンスは、相互運用性の基準を確
立し、メーカーが各社のデータベース、製品、ライブラリ、サービスを統合できるようにするという
ものです。これにより、各社はそれぞれのコアビジネスに集中することができ、一方で弊社は、適
応の対象を広げ続けていくことができます。

弊社は直販をせず、様々な機器メーカーと連携し、お客様に合わせたソフトウェアパッケージをシス
テムに統合して提供させていただいております。 

exocadの販社はお客様に対して豊富なトレーニングとサポートを行っております。製品のサポー
ト、価格、詳細については、パートナー各社までお問い合わせください。 

パートナー社は、 exocad.com/partners

弊社の再販業者

沢山あるパートナー社の中から、 貴社に最もあっ
たexocadをお求めください
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使いやすさ 
Smile Creatorは、迅速かつ簡単に使用できます。多くの知識やトレーニ
ングは必要ありません。

協力の改善 
Smile Creatorにより、歯科技工所、歯科医師、患者様の間のコミュニケ
ーションが促進されます。

患者に納得していただく 
Smile Creatorは、予測実現性の高い結果により満足度の向上に役立ち
ます。

効率性の向上 
Smile Creatorは、作業のし直しや修正の削減に役立ちます。

シームレスなワークフローの統合 
in-CADスマイルデザインモジュールの1つであるSmile Creatorでは、デ
ジタルな審美治療計画を1続きのワークフローで実行できます。

リアルタイムの評価 
Smile Creatorでは、早い段階で複数の角度からリアルな3D歯牙セット
アップを可視化できます。

実現可能性の確認 
Smile Creatorは、個々の患者の状況に対する補綴の実現可能性の評価
に役立ちます。

シームレスな移行を実現 
Smile Creatorは、補綴の実施、診断ワックスアップなどの基盤としてリア
ルな3D歯牙セットアップを作成します。

豊富な歯牙ライブラリの活用 
Smile Creatorには、多数の自然な歯牙のライブラリが含まれています。
より幅広い選択肢をご希望の場合は、追加の歯牙ライブラリをご購入
いただくこともできます。

結果のプレビュー 
Smile Creatorは、補綴治療に関し、予測可能な結果を提供します。

正確なプレビューの作成 
Smile Creatorは、患者の写真に基づき、リアルな結果プレビューを作成
します。

業務利用可能な症例は無制限 
Smile Creatorには、隠れた費用やクリックによる手数料はありません。

exocadのDentalCADを使用した経験を応用 
Smile Creatorは、馴染みのあるユーザー体験を提供します。

実績のプラットフォームからの効果を 
exocadのソフトウェアには技工所と共に歩んできた10年以上の設立の
歴史があります。

exocadとSmile Creator

メリットのまとめ

導入事例：

45,000
以上

ユーザー：

150
カ国

実績：

10+
年
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exocad ディーラー  

一部の商品は、市場によって規制当局からの認可をまだ受けていなかったり、未発売だったりす

る場合があります。 最新の製品ラインナップや在庫状況に関しては、お住まいの地域のexocad

販売代理店にお問い合わせください。

ディーラー印のない場合は、exocad.com/partnersをご参照ください。

exocad.com

https://exocad.com/our-partners/reseller/
https://exocad.com

