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「

CAD/CAMの
将来を
牽引するもの
歯科事業に関する大規模なグローバルサミット、IDSが、
ドイツのケルン
で再び開催されます。前回のIDSが開催されてからの2年間、弊社では、
技術革新に勤しみ、最先端のDentalCADの信頼性、操作性、相互運用性
を新たなレベルに引き上げるべく尽力して参りました。2019年も、デジ
タル歯科の可能性を引き続き推進していくにあたり、新製品、新たなサ
ービス、価格モデルなどのお知らせをお伝えできることを嬉しく思いま
す。詳細は、弊社の専門家のチームおよびパートナーにお問い合わせく
ださい。
Tillmann Steinbrecher、CEO
Maik Gerth、CTO

DentalCAD 2.3 Materaとは  > 4～7ページ
新しいライブラリダウンロードポータル  > 8ページ
新しいexocadウェブショップ  > 9ページ
新しいexocad ソフトウェアバンドル  > 10～11ページ
古いライセンスを対象とした新しいリフレッシュプログラム  > 12ページ
より柔軟なライセンスモデル  > 13ページ
スタンドアロン製品の強化  > 14ページ
exocad下取りプロモーション  > 14ページ
近日公開：exocad Ortho > 15ページ

4 | 2019年の新機能

2019年の新機能 | 5

柔軟性と信頼性を兼ね備えつつさらにパワフルに

DentalCAD 2.3 Matera – 新たに利
用可能となったSmile Creatorのア
ドオンモジュール
DentalCAD 2.3 Materaのリリースにより、exocadは、その主要な歯科用CADソフトウェア内の次世代
の審美治療プランニングを目的とした本格的なin-CADのスマイルデザイナーを導入することにな
ります。Smile Creatorを利用すると、患者の写真、輪郭、および3Dの形状を組み合わせることにより、
審美的に優れた補綴物を仮想的に計画することが可能となります。
これは、使いやすく、予測実現性
の高い方法であり、作業時間も短縮されます。
シンプルな2Dツールを利用して歯牙の形状を編集し
つつ、3Dの結果を様々な角度からリアルタイムで表示できます。予測実現性に優れた審美的かつ機
能的な結果という、明らかなメリットが得られます。
Smile Creatorは、
スタンドアロン版として、
あるいは市場をリードする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。
究極のスマイルデザインの体験をご希望の場合は、再販業者にお問い合わせください。
詳細は、exocad.com/smilecreatorでもご覧いただけます。

新しいMateraリリースの詳しいハイライト：
高度な製作機能
デジタル義歯制作における最大限の柔軟性を
体験できます。弊社のフルデンチャーモジュー
ルは、2段階のミリング、
プリントされた義歯床、
およびモノリシックプリントの義歯（試適用な
ど）を含め、様々な種類の製作プロセスに対応し
ております。

3Dプリンターとのスムーズなワークフロー
新しいexoprintツールにより、3Dプリンターを使
用するスムーズなワークフローが実現します。オ
ープンなXMLベースのインターフェースを使用
し、設計および関連情報をDentalCADから3Dプ
リンティングソフトウェアへ直接受け渡すことが
できます。exoprintは、3Dプリンターとの最も簡
単な統合手段です。

最新のインプラントライブラリのダウンロード
インプラントライブラリがソフトウェアとは別に
提供されるようになりました。
これにより、
ダウン
ロードパッケージのサイズが大幅に縮小されま
す。有効なアップグレード契約を交わした
DentalCADユーザーの皆様は、exocad.com/
library-integration経由で最新のインプラントラ
イブラリをダウンロードしていただけます。
ベンダーでは自社のライブラリを定期的にアッ
プデートしているため、常に最新のライブラリに
アクセスしていただけるようになります。

右のQRコードから、Smile Creatorの紹介動画をご覧いただけます。
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ピンポイントの精度の実現

インプラントライブラリと即時ロード
（ベータ版）

自由な発想を促進するツールを生かし、新たな方法で
歯科のクリエイティビティを発揮してください。人間工
学に基づいた握り心地の良いデジタルペンで画面上
に直接描画することで、
まったく新しいデザイン体験が
得られます。新しいDentalCAD 2.3 Materaで
は、Windows Inkに基づきデジタルペンのサポートが
改善されています（動的圧力など）。様々なWACOMデ
バイスに対し、専用のプリセットが利用できます。

歯科インプラントの埋入法というコンセプトには、大きな
メリットがあり、
この治療は世界中でより一般的なものと
なりつつあります。DentalCAD 2.3 Materaでは、事前に定義
されたより多くの設計パラメータとexoplanとの最適な統
合により、
よりスマートなインプラントライブラリが提供さ
れるようになりました。
これには、ベータ版として
「即時ロ
ード」機能も搭載されています。
これにより、インプラント
プランニングのデータをexoplanからインポートし、インプ
ラントの設置前にクラウンやブリッジの設計を行えるよう
になります。
この新機能は、歯科インプラントによって審美
的に最適な結果を達成する上で役立ちます。

3Dのフェイススキャンワークフローの強化
3Dフェイススキャナーのメリットが多くの歯科専門家
に周知されるようになり、3Dフェイススキャナーの普及
も進みつつあります。新しいMateraのリリースによ
り、3Dのフェイススキャンの可能性を十分に活用して
いただけるようになります。DentalCAD 2.3 Materaで
は、3Dのフェイスモデリングを含め、3Dのフェイススキ
ャンに最適化されたサポートが提供されるようになり
ました。
3DのフェイススキャンをDICOMデータと整合し、口腔
内スキャンと組み合わせることで、患者をデジタルで再
現するというコンセプトが現実のものとなります。

互換性の改善
柔軟性の向上：exocadのほとんどのOEMバージョン間でシーンファイルを自由に転送
できるようになりました（Amann Girrbach、Zfx、Schütz Dental、Vatechなどを含む）。

新しい製品と機能 –
詳細は、弊社の専門家チームにお問い合わ
せください。

新しいDentalCAD 2.3 Materaソフトウェアバージョンは、間もなく世界的に提供を開始
し、
アップグレード契約を結んでいるすべてのユーザーの皆様にアクセスしていただけ
るようになります。exocadでは、
リリースの名称を欧州文化首都から採用しています。今
回のDentalCAD 2.3 Materaリリースの名称は、2019年の欧州文化首都、Matera（マテー
ラ）から名付けられました。
この年は、イタリア南部のバジリカータ州にあり、洞窟の都
市としても有名です。

詳細はexocad.comで、弊社のSmile Creatorおよび
DentalCADのパンフレットをご覧ください。ソフト
ウェアのデモンストレーションをご希望の場合は
弊社の専門家チームにお問い合わせください。
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ライブラリダウンロードポータル

新しいexocadのウェブショップの立ち上げ

弊社の新しいオンラインライブラリのダウンロードポータルでは、exocadのユーザー向け
に、exocadがチェックし署名したライブラリへの簡単なアクセスを提供します。追加のインプラント
システムや補綴パーツにも順次対応して参ります。exocadユーザーの皆様は、いつでも最新のライ
ブラリをダウンロードしていただけます。

exocadユーザーの皆様には、インストール、研修、サポートに関し、担当の再販業
者をご利用いただけます。
さらなるサービスとして、参加パートナー各社と協力し、
新たなexocadのウェブショップも立ち上げる予定です。パートナー各社のお客様
は弊社のウェブショップにログインし、モジュールやアップグレードを直接ご購入
いただけるようになります。弊社のショップ経由でご購入いただいたアップグレー
ドに関しては、弊社がインストールおよび新バージョンのセットアップや稼働をお
手伝いいたします。

ライブラリダウンロードポータルには様々なメリットがあります。
分かりやすく迅速
ライブラリは、分かりやすく体系化されたリスト形式で閲覧することができ、数回クリック
するだけで、
コンパクトなZIPファイル形式で迅速かつ簡単にダウンロードできます。
ファイル容量の縮小
ライブラリがそれぞれのソフトウェアリリースとは切り離されて提供されるようになった
ため、今後のリリースパッケージのファイルサイズは、数ギガバイト縮小されることになり
ます。
常に最新
弊社は、
ライブラリのポートフォリオを継続的に拡大しています。そのため、弊社のオンラ
インポータル上には、常に最新のデータセットが揃っているということになります。

お客様のメリット：
•
•
•
•
•

365日、24時間のグローバルなアクセス
迅速かつ簡単なアップグレードの入手
経験豊富なexocadチームによるインストールのサポート
既存のDentalCADソフトウェアライセンスへの新規モジュールの追加
弊社の幅広いオンライン製品カタログからの説明および詳細の入手

担当の再販業者または新しいexocadのウェブショップを介し、
アップグレードまたは
DentalCADソフトウェアモジュールをご購入いただけます。
みのご利
ドイツでのみ提供。参加の再販業者の
は、近
して
きま
につ
地域
その他の
用となります。
。
ます
だき
日中に対応させていた

今すぐ弊社のウェブショップをご利用ください：

shop.exocad.com
有効なアップグレード契約を交わしたエンドユーザーの皆様は、exocad.com/library-integration
経由で最新のインプラントライブラリをダウンロードしていただけます。

弊社のウェブサイト経由で弊社のニュースレターの配信
をご登録ください：
exocad.com/newsletter
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exocadの新しい
パッケージによる
可能性の拡大
新しいソフトウェアパッケージは、技工所の個々のニーズに
合わせてカスタマイズされます。
モジュールを個別に購入す
るよりも魅力的な価格設定となっています。

アドバンストパッケージ – 昔ながらの固定式補綴物が中心
の技工所向け
インプラントパッケージ – 固定式およびインプラントの補
綴物が中心の技工所向け
アルティメット技工所向けパッケージ – 固定式およびイン
プラントのほか、可撤式の補綴物も提供するフルソリュー
ションプロバイダー向け

すべてのユーザーにとってのメリット：
• 魅力的かつ透明性の高い価格モデル
• 単一の価格と比較した場合の大幅なコスト削減
• すべてのバンドルに対し、個々のニーズに応じて
モジュールの追加が可能

中核
技工所向けバ
ージョン

製品

アドバンスト
技工所向けバ
ンドル

インプラント
技工所向けバ
ンドル

アルティメット
技工所向けバ
ンドル

DentalCAD

Virtual Articulator

アドオン

Provisional Module

アドオン

TruSmile

アドオン

Tooth Library

アドオン

Implant Module

アドオン

アドオン

Bar Module

アドオン

アドオン

DICOM Viewer

アドオン

アドオン

Model Creator

アドオン

アドオン

アドオン

Smile Creator

アドオン

アドオン

アドオン

FullDenture Module

アドオン

アドオン

アドオン

PartialCAD Module

アドオン

アドオン

アドオン

Bite Splint Module

アドオン

アドオン

アドオン

Jaw Motion Import

アドオン

アドオン

アドオン

In-CAD Nesting

アドオン

アドオン

アドオン

アドオン

Nesting

アドオン

アドオン

アドオン

アドオン

（includes In-CAD Nesting)
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「

新しいMateraバーションは、弊社の新しいリフ
レッシュプログラムを利用して入手していただ
けます。
Novica Savic、Chief Commercial Officer

無期限ライセンスが古くなっていないかご確認くだ
さい。最新バーションは、弊社の新しいリフレッシュ
プログラム経由で入手していただけます。

まずは無期限ライセンス又は、
フレックスライセンスのどちらかをお選びください。

お客様に合ったライセンスモデルの選択：
アップグレード契約をオプションとした無期限ライセンス
か、サブスクリプションベースのフレックスライセンスかを
お選びいただけます。
フレックスライセンスは、初期コスト
がかなり低く、
しかもすべてのアップグレードにフルアクセ
スが可能です。

弊社のライセンスのまとめ

フレックスライセンスの最新情報：
必要なくなったモジュールを非アクティ
ブ化することで年間手数料を節約でき
ます。詳細は再販業者にお問い合わせ
ください。

アップグレード契約
なしの
無期限ライセンス

無期限ライセンス

exoprintを含む

最新バージョンのDentalCADには多くのメリットがあります。
• サードパーティのデバイスとの統合の強化
• dentalshareへの継続的アクセス
• 再販業者のサポートへの継続的アクセス

有効なアップグレード契約をお持ちでないお客様は、
この機会に、最新のソフトウェアバージョンへの更新
をお願いいたします。
これには、1回のリフレッシュ手数料のモジュールのご購入と、1年間のアップグレー
ド契約の金額が含まれます。
プログラムにご参加いただくと、追加料金なしでさらに12か月間の追加アッ
プグレードもご利用いただけるようになります。

今すぐアップグレードしてください。詳細
は、担当の再販事業者にお問い合わせく
ださい。

Michael Gärtner、Key Account Manager

次にニーズに合わせてライセンスモデルおよび再販業者もお選びいただけます。

歯科治療および歯科技術は日進月歩であり、現在では、ほぼすべての新技術においてソフトウェアが重要
な役割を果たしています。exocadの技術革新と、継続的に行われる技術的改善の価値を最大限にご活用
いただくために、弊社ではそれぞれのアップグレードのご締結を常に推奨しております。
ご注意：アップグ
レード契約のない古いバージョンのソフトウェアを新機能に更新していただくことはできません。

• 常に次のモジュールの追加が可能
• 技工所サービス向上のための適応拡大
• さらなる自動化による生産性の向上

「

ニーズに合わせたライセンスモデル

REFRES
H
PROGR
AM

アップグレードを含む

最初のアクティブ化後1
年間は含まれる

dentalshareへのアクセスを含む

最初のアクティブ化後1
年間は含まれる

アドオンモジュールのアクティブ化あり

最初のアクティブ化後1
年間は含まれる

ドングル破損時の交換

最初のアクティブ化後1
年間は含まれる

モジュールの非アクティブ化

ドングル紛失時の交換

アップグレード契約
付きの
無期限ライセンス

最新のフ
レッ
クスライ
センス

フレックスライセンス

Preview
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exocad Ortho

Additional ortho modules for virtual tooth setups, bracket placement,
and more will be available in the future.

スタンドアロンモジュール：より柔軟かつ低コストの専用ワークス
テーション

exocad Ortho

スタンドアロンモジュールの場合は、DentalCADの中核バージョンをご購入いただく必要はなく、個別の動作が可能です。例えば、可
撤式義歯のみを製造する場合、あるいはモデルのプリント用のソフトウェアのみが必要な場合には、弊社のサブスクリプションベース
のフレックスライセンスモデルによる、魅力的なスタンドアロンのオプションをご利用いただけます。

矯正治療向けの弊社の統合ソリューション

個々のご提案に関しましては、exocad再販業者にお問い合わせください。

dentalshareを含むDentalDB

Smile Creatorおよび
TruSmileモジュール

PartialCADモジュール

ネスティング

フルデンチャーモジュール

Model Creator

プレビュ
ー

矯正治療全体を網羅：
• ブラケット設置およびアライナー治療向けの基盤となる
仮想セットアップ
• スタディモデルの作成
• 解析および測定のための豊富なツール
exocadの強みを矯正治療の世界にも投入します：
• 高レベルの自動化による直感的な使用感と
迅速な結果
• 口腔内および印象スキャナーを含む
サードパーティのハードウェアとの優れた統合
• オープンなプラットフォーム

One-click tooth segmentation

新規：完全自動の歯冠の切り出し

exocad’s ortho modules can be used
together with TruSmile Technology, for
near photorealistic tooth rendering

exoscan

39

知識。インスピレーション。ネットワーク作り。
exocad下取りプロモーション

古い技術に
別れを告げましょう
お使いの古いスキャナーやソフトウェアを下取りし、新しいexocadライセンスで新たなスキャナーを入手してみませんか？ 弊社
の再販業者にお問い合わせいただきましたら、投資コストの削減を含め、個別のご提案をさせていただきます。
弊社では、再販業者と協力し、魅力的な下取り条件をご提案いたします。
どうぞこの機会に世界をリードする技工所向けCADソ
フトウェアと合わせて、最新のスキャナー技術をご利用ください。
お使いの古いスキャナーおよびソフトウェアをご返却いただくと、割引料金でexocadにアップグレードすることができます。弊社
の新しい下取りプログラムにより、皆様のDentalCAD 2.3 Materaソフトウェアへの切り替えをサポートいたします。

本年のイベント：
exocad Insights 2020

10年の実
exocad

績

2020年のプレミア歯科用CAD/CAMイベントで、exocadの国
際的なコミュニティに触れてください。
CADソフトウェア開発におけるリーダーとして弊社が提供す
るメリットとサービスをご覧ください。有名なエキスパートに
よるレクチャーや、業界パートナーによる難しい症例のため
のソリューションの展示、および弊社のexocadの専門家によ
るソフトウェアセッションなどが予定されています。イブニン
グイベントでは、同業者の皆様とのネットワーク作り、夕食、音
楽の生演奏をお楽しみいただけます。

2020年3月12、13日、
ドイツ・ダルムシュタット

こんにちは
デジタルエキスパ
ートの皆さん
皆様の
スケジュールに入れ
といてください
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ドイツ本社

exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Germany
Tel: +49 61 51 / 629 48 90
Fax: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

アメリカ

アジア

Tel: +1 855 - EXO-4CAD (396 - 4223)
Fax: +1 617 - 963 - 1506
info@us.exocad.com

Tel: +852 - 375 24 160
Fax: +852 - 375 24 036
info@asia.exocad.com

ベネルクス

UK

Tel: +352 278061 456
Fax: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

Tel: +44 1642 843 016
info@exocad.com

exocad America, Inc.
7 Wheeling Ave, Suite 1
Woburn, MA 01801
USA

exocad Benelux S.à.r.l.
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxembourg

exocad Asia Ltd.
Room 1020-21A, Ocean Centre
5 Canton Road, Tsim Sha Tsui Kowloon
Hong Kong

exocad UK Ltd.
Queensway Business Centre
Middlesbrough, TS3 8BQ
UK

詳細はこちら
facebook.com/exocad
facebook.com/groups/exocadexperts
linkedin.com/company/exocad-gmbh
videos.exocad.com
exocad.com

Your freedom is our passion

