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オープンなソフトウェアプラットフォー
ム、堅牢な機能性、簡単な統合 - それ
らが弊社の情熱です。

Tillmann Steinbrecher 
exocad社CEO
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exocadをお使いいただけばCADの可能性が無限に広がりま
す。exocadは、要件、適応、ハードウェアに左右されず、ユー
ザーに非常に幅広いデザインオプションとシームレスな統合
を提供します。	

exocadは、オープンプラットフォームのソリューションを提供
し、高度なCAD/CAM技術を活用して、単純な症例にも複雑
な症例にも対応できる幅広いデジタルデンタルソリューショ
ンを提供しています。exocadのポートフォリオには、インプラ

ント計画、審美歯科、設計、製造が含まれており、新しい機能
が継続的に開発されています。exocadの個々のソフトウェア
ソリューションは連携しており、dentalshareを通じて簡単に
リンクさせることができます。dentalshareとは、歯科医師、歯
科技工士、ミリングセンター間のデジタルデータ転送のため
のプラットフォームです。豊富なアドオンモジュールにより、デ
ジタルワークフローに合った柔軟で簡単な協力体制が実現
します。

CAD化の可能性について

ひとつの 
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

exoplan

Smile Creator

ChairsideCAD
DentalCAD

exocam
exoprint
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世界中で笑顔を生み出す
exocadは150か国で多くの歯科従事者にご利用いただいて
います。ユーザーの皆様との関係を密に保つため、exocadは
各地域で的を絞ったサービスを展開しています。さまざまな

パートナーや販売代理店のネットワークを通じて、世界中の
担当者が充実したサービスと技術サポートをお届けします。

ライセンス販売数

50,000
以上

利用者

150
か国以上

12+
年を超える実績

exocad アメリカ

ブラジル

カナダ

イタリア

インド

中国

スペイン

アルゼンチン

exocad本社

米国西海岸
exocad アジア

exocad販売代理店

exocad 本社（ドイツ）
ベネルクス

イギリス
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exocadは、デジタル歯科における新たなイノベーションの
創出に取り組むダイナミックなソフトウェア企業です。柔軟
で信頼性が高く、使いやすいexocadのCAD/CAMソフトウェ
アは、世界中の歯科技工所や歯科クリニックで信頼を得て

います。製品に関する最新の開発情報は当社のニュースレ
ターであるNews Bitesで配信しております。ぜひご登録いた
だき、最新情報を入手してください。

最新情報

購入は簡単 導入事例のご紹介
すでにDentalCADをご利用の方には、exocad
ウェブショップを通じたアップグレードや
アドオンモジュールの購入に加え、インス
トールや設定に関するヘルプ、トレーニン
グ、DentalCADの最新アップデートをご利用
いただけます。

デジタル歯科の導入で学んだ教訓につい
て、業界のリーダーやこの分野への新規参
入者からの声をお届けします。

exoBlogexocadのウェブショップ

海賊版防止キャンペーン

確実な保護のために
データの損失や患者への被害を避けるた
めに、お使いのソフトウェアが正式にライ
センスされたexocad製品であるかどうか
を確認していただくことができます。

迅速かつ柔軟 インスピレーションを与える卓越したガ
イド付きインプラント手術45以上の新機能と85を超える改良点によ

り、設計フローが簡素化されCADからCAM
への直感的なワークフローが実現します。

ソフトウェアで両顎で同時にインプラント計画
とサージカルガイド設計を行うことにより、ワ
ークフローの速度が上がり、生産性が大幅に
向上します。

通院1回の歯科治療の新時代
Instant Anatomic MorphingとAIを活用した
笑顔のデザインにより、複雑な症例が簡略化
されます。

DentalCAD 3.1 Rijeka exoplan 3.1 Rijeka ChairsideCAD 3.0 Galway

その他の最新情報についてについては、		
exocad.com/press をチェックしてください。

詳細はこちらをクリックしてください 詳細はこちらをクリックしてください 詳細はこちらをクリックしてください

詳細はこちらをクリックしてください詳細はこちらをクリックしてください 詳細はこちらをクリックしてください
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exocad はデジタル歯科に関する万能ナ
イフのようなものです。

Dr. August de Oliveira 医師 
歯科医師兼インプラント技師、米国

弊社のデジタル歯科ソリューションが	
	 エキスパートの信頼を勝ち得ている理由

 迅速かつ効率的
大容量で複雑な症例を処理する場
合でも、弊社の堅牢な高性能ソフト
ウェアをご利用いただくことで、時間
を節約できます。

 信頼できる
弊社では、細部にまでこだわってソ
フトウェアを開発しています。それ
がexocad製品は信頼性が高いと
言われる理由です。

 柔軟なソフトウェア、 
柔軟なビジネスモデル
弊社のモジュラー式のオープンなア
プローチを通じ、柔軟性と自由を提
供します。ニーズに応じてモジュール
を選択したり、CADソフトウェアの無
期限ライセンスを購入したり、魅力的
な価格でソフトウェアをサブスクライ
ブしたりすることもできます。

 将来的に末永く使えるこ
と
弊社は、サードパーティのスキャナ
ー、CAM加工機、プリンター、素材を
使用した統合ソリューションの幅広
い選択肢を提供する歯科CAD/CAM
ソフトウェアプロバイダーです。常に
新しいアイデアを採り入れ、現在およ
び未来の最良のイノベーションに対
応しています。

 複雑な症例を 
簡略化
症例は複雑な場合もありますが、
弊社のソフトウェアは簡単にお使
いいただけます。

 独立性と 
革新性
弊社のオープンプラットフォームのソ
フトウェアをお使いいただくと、最先
端のデジタル歯科を手にすることが
できます。弊社のエンジニアおよび研
究者は常に歯科の限界に挑戦し続
けています。

exocadの包括的なソフトウェアソリューションは、変化の激
しい歯科業界に迅速に対応するためのツールを提供しま
す。歯科のエキスパートがexocadを選ぶ理由としては、堅牢
性、日常のワークフローを用意に迅速化できる点、柔軟なビ
ジネスモデルへの対応、継続的に改善されるソフトウェアの

セキュリティなどが挙げられています。exocadは、「自由なデ
ザインを目指して」という指針のもと、様々なデバイスやシス
テムで動作するソフトウェアソリューションを提供することに
尽力しています。	
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R

販売パートナー（抜粋）

技術パートナー（抜粋）

機器

消耗品および	
歯牙

インプラントおよび	
コンポーネント

グローバルなネットワーク
exocadのソフトウェアは信頼できるパートナーのグローバル
なネットワークで販売されています。機器メーカーの皆様に
は、オープンシステムの技術プラットフォーム、スムーズな統
合力、使いやすさといった点からexocadをお選びいただい
ています。	

世界中の歯科プロビジョナルにexocadのソフトウェアソリュ
ーションをご活用いただけるよう、広範にわたる国際的な再
販業者のネットワークを構築しています。また、exocadのユ
ーザーと再販業者の間に直接的な関係が成り立っているた
め、インストール、トレーニング、技術サポートなどのアフター
サービスも受けやすくなっています。
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exocad のユーザー

 

 

exocadは、数多くの一流OEMメーカー様ならびに歯科プロ
フェッショナルの皆様に歯科用CAD/CAMシステムとして採
用いただいております。オープンプラットフォームを採用して
いるため、幅広いハードウェアとのシームレスかつ柔軟に統
合できます。ユーザーは個々のニーズに基づいてアドオンモ
ジュールを選択して有効化するだけでOKです。exocadのポ
ートフォリオは、最新技術に基づいて進化し続けています。歯
科技工所およびクリニック向けの現在のアプリケーションに

は、DentalCAD、ChairsideCADならびにexoplanが含まれま
す。すべてのexocadソフトウェアアプリケーションはシームレ
スに連携するようになっており、追加のモジュールとして構
築できます。技工所用ソフトウェアであるDentalCADのユー
ザーは、サブスクリプションベースのフレックスライセンスと、
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と
いう2種類のライセンスモジュールからお選びいただけます

exoplan

dentalshare

DentalCAD

ChairsideCAD

この使いやすいオープンソフトウェアプラットフォー
ムは、シームレスなインプラント計画やサージカル
ガイドの設計を提供します。

exocadの多方向のデータ転送ツールは、歯科医
師、歯科技工士、ミリングセンター間のコミュニケ
ーションとコラボレーションを簡素化します。

歯科技工士は、洗練された歯科補綴物を設計し、
正確かつ簡単に作成することができます。

exocadは、オープンアーキテクチャのソフトウェア
であり、通院1回での補綴治療を促進します。

ガイド付きインプラント手術用ソフトウェアソリューション

多方向の協力プラットフォーム

歯科技工所向けCADソフトウェア

歯科クリニック向けCADソフトウェア

exocad 、歯科技工所からクリニックまで

ミリングセ
ンター

パートナー
技工所

歯科医師

詳細はこちらをクリックしてください

詳細はこちらをクリックしてください

詳細はこちらをクリックしてください

詳細はこちらをクリックしてください
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エキスパートでも初心者でも使えるパワフルなツール

DentalCAD

DentalCAD の概要

 ● 	汎用性	–	幅広い応用範囲

 ● 	堅牢性	–	複雑な症例でも迅速に動作

 ● 	一貫性と論理性	-	豊かなユーザー体験

 ● 	自由な選択肢	–	サードパーティの製造
機器とのシームレスな統合

 ● 	ユーザーフレンドリー	-	ウィザードモー
ドでのガイド付きワークフロー

 ● 	包括性	-	複数のデータソースの組み合
わせ

DentalCADを利用すると、自分のアイデアを現
実のものとすることができます。

Waldo Zarco Nosti氏 
歯科技工士、スペイン

exocadのDentalCADは、毎年数千のライセンスを販売してい
る代表的な歯科用CADソフトウェアのひとつです。		
歯科技工士のために特別に設計されたDentalCADは、生産
性と柔軟性を提供することで、優れた歯科補綴物の製作を実
現します。	

迅速な大量生産から、カスタマイズによる複雑なソリューショ
ンまで、exocadのモジュラー式CADソフトウェアは幅広い可
能性をもたらします。exocadの豊富なアドオンモジュールの
ポートフォリオにより、歯科技工所はニーズに応じて簡単かつ
コスト効率の高い方法でくサービス範囲を拡大できます。
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通院1回の歯科治療を簡単に

ChairsideCAD
4年連続でChairsideCADは、Cellerantの「ベストインクラス」
アワードを受賞しています。ChairsideCADは、世界初の総合
的なオープンアーキテクチャCADソフトウェアプラットフォー
ムであり、通院1回での治療完了を可能にします。exocadの
有力製品であるDentalCAD歯科技工所向けソフトウェアをベ
ースとし、信頼性と充実した機能で知られています。

ChairsideCADは、様々な適応、歯科補綴物、器具に対応して
おり、多数のアドオンモジュールでアップグレードすることが
できます。幅広い口腔内スキャナー、製作システム、素材に対
応可能です。ご自身のクリニックで製造されない症例につい
てChairsideCADのユーザーは、統合されたコミュニケーショ
ンプラットフォーム、dentalshare	を利用してお好みの技工所
と簡単に協力することができます。

ChairsideCAD の概要

 ● 		互換性	–	多数の口腔内スキャナーに対
応

 ● 	汎用性	–	幅広い適応範囲で通院1回での
治療が可能

 ● 	ユーザーフレンドリー	-	ウィザードモード
でのガイド付きワークフロー

 ● 	包括性	–	製造素材のオープンライブラリ

 ● 	自由な選択肢	–	サードパーティの製造機
器とのシームレスな統合

 ● 	拡張性	–	追加機能および適応のための
アドオンモジュールを入手可能

ChairsideCAD があれば、患者は予測可
能な結果が当日に得られます。

Dr. Fariba Zolfaghari 医師 
歯科矯正医および補綴審美歯科医 
英国

2022年 、 2021
年、2020年および

2019年に受賞
BOC CELLERANTア

ワード
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インスピレーションを与える卓越したガイド付きインプラント手術

exoplan
インプラント学は現代の患者治療の不可欠な部分で
す。exoplanを使用することで、歯科技工所、歯科医師、インプ
ラント専門医ならびに外科医は、インプラントの計画からサ
ージカルガイドの設計や製造までを、直感的なデジタルワー
クフローで実行することができます。

exocadの統合されたソフトウェアソリューションは、デジタル
ワークフロー全体を通じてシームレスに機能します。それだ
けでなくexoplanのユーザーは、exocadの有力なOEMブラン
ドの歯科用CADソフトウェアであるDentalCADとのシームレ
スな統合も活用できます。

exoplan の概要

 ● 	社内のサージカルガイド製作	-		
Guide Creatorモジュール

 ● 	自由な選択肢	–	包括的なインプラントお
よびコンポーネントのライブラリ

 ● 	精度	–	スキャンデータの高度なアライン
メント

 ● 	優れた操作性	–	ウィザードおよびエキス
パートモード

 ● 	超高速	–	exoplanのDICOMビューワー

 ● 	信頼性–	計画レポートとサージカルプロ
トコル

クリニック、技工所および患者とのコミュニケ
ーションをシームレスに。 
exocad はそんな完璧なツールです。

Dr. Donghwan Kim医師 
歯科医師およびデジタルエキスパート、韓国

exoplan
CBCT

光学 プリント

ミリング

スキャン 製作
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協力とコミュニケーション

dentalshare
exocadの次世代協力ツールであるdentalshareは、歯科医
師、歯科技工士、ミリングセンターをつなぐ多方向のデジタ
ルデータ転送を網羅しています。製造前の設計の交換、修
正、レビューを、転送ごとの料金や手数料なしで行うことが
できます。

dentalshareは、迅速で分かりやすく、分散型のワークフロー
と効率的なオンラインコラボレーションを実現します。大容
量のデータセットでも送信できます。dentalshareのデータ交
換はすべて暗号化技術を利用して行われます。

exocadのオープンな協力ツールは、様々なCAD/CAMハード
ウェアおよびソフトウェアと統合でき、シンプルかつシームレ
スな協力を実現します。

exocad のユーザー

ミリングセ
ンター

パートナー
技工所

歯科医師
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 これから 
は

オープン 
システム

新本社 
exocad がドイツ、ダルムシュタットのより大きな本社
施設に移転。

2022

Align Technologyがexocadを取得
exocadが医療機器のグローバルなリーディングカンパ
ニーとなる。

2020

DentalCADのの開始
世界的に有名なフラウンホーファー研究機構が歯科の
プロフェッショナル向けに初めてのCAD/CAMソフトウェ
アソリューションを開発し、2009年に発売開始。

北米への拡大
2011年、exocadはマサチューセッツ州ウーバンにオ
フィスを構え、北米への事業拡大を実施。

2011

世界的拡大
exocadが香港とルクセンブルクにオフィスを開設。

2014

The Carlyle Group による投資 
Carlyleが、組織のグローバルな規模と制度化をサ
ポート。

2016

ChairsideCADが歯科医師に新たな機会
を提供
exocadが通院1回の歯科治療のための歯科クリニッ
ク向けCADソフトウェア、ChairsideCADをリリース。

2018

12 か月で研究開発チームを倍増
2021

Smile Creator - 審美歯科の未来
exocadは予測可能な形で笑顔を美しく改造するた
めにSmile Creatorを導入。

2019

exoplanのポートフォリオの拡充
ガイド付きインプラント手術とサージカルガイド設計の
ためのソフトウェアソリューション、exoplanを公開。

2017

英国にオフィス開設
ミドルズブラにオフィスを開設。

2015

変化の激しい業界では、オープンシステムが引き続き重要となっています。exocad	は、将来
を見据えながら、集中的な研究とイノベーションに基づいて信頼性と柔軟性に優れたソフ
トウェアを提供し続けて参ります。

デジタルイノベーションの歴史

2010創設
フラウンホーファー研究機構がスピンオフとして
exocadを設立し、DentalCADの技術をexocadに
移転。

dentalshare 
exocadが症例交換のための多方向協力プラットフォー
ム、dentalshareを発表

2013

2008
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鼓動するexocad
パンフレット
exocadの製品やサービスに関する詳しい情報は、9言語で提
供されているパンフレットをご覧ください。すべての言語のバ
ージョンがウェブサイトで公開されています。	

また、再販業者およびexoplanに対応しているインプラントラ
イブラリに関する詳細もご覧いただけます。

弊社のソーシャルメディア
会社に関する最新のニュースやexocadに関
する考察記事がソーシャルメディアチャンネル
（WeChat、Instagram、FacebookおよびLinkedIn）に定期
的に投稿されています。また、YouTubeではexocadが投稿し
た多数の動画チュートリアルが無料で公開されていますの
でご覧ください。

弊社のウェブサイト
exocad.comには弊社の製品およびサービスの概要が掲載
されています。

会社のニュースレター
exocadはニュースレターNews Bitesを定期的に配信してい
ます。このニュースレターには新製品のリリース情報や弊社
に関するその他のニュースが詳しく掲載されています。

プレスエリア
わずか数回クリックするだけで、重要なプレス関連情報や資
料を検索していただけます。最新のプレスリリースの閲覧や、
新しいメディア向け資料のダウンロードを通じ、常に最新の
情報を得ることができます。exocad.com/press

弊社はexocadのTシャツや企業助成
金を通じて、さまざまな非営利の歯
科医療団体を支援しています。過去
の実績には、東欧の孤児院を支援
する移動歯科診療所、Overland for 
Smile（O.N.L.U.S.）、自然災害で被災し
た歯科技工士の支援を目的とした全
米歯科技工所協会（NADL）の災害支
援プログラムが含まれます。	詳細はこ
ちらをご覧ください： 
overlandforsmile.it 
nadl.org/di saster

企業の社会的責任 
  コミュニティでのアウトリーチ
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https://www.overlandforsmile.it/
https://exocad.com/brochures
https://exocad.com/reseller
https://exocad.com/integration/exoplan-library-integration
https://mp.weixin.qq.com/s/HEMEMl72J4QtewbId_W_Dg
https://www.instagram.com/exocadofficial/
https://www.facebook.com/exocad/
https://www.linkedin.com/company/exocad-gmbh/
https://www.facebook.com/exocad/
https://exocad.com/newsletter
https://www.overlandforsmile.it/
https://exocad.com/brochures
https://exocad.com/reseller
https://exocad.com/de/integration/exoplan-library-integration
https://mp.weixin.qq.com/s/HEMEMl72J4QtewbId_W_Dg
https://www.instagram.com/exocadofficial/
https://www.facebook.com/exocad/
https://www.linkedin.com/company/exocad-gmbh/
https://www.youtube.com/c/exocadvideos
https://exocad.com/press
http://
https://exocad.com/
https://exocad.com/newsletter
https://www.youtube.com/c/exocadvideos
https://www.linkedin.com/company/exocad-gmbh/
https://www.facebook.com/exocad/
https://www.instagram.com/exocadofficial/
https://mp.weixin.qq.com/s/HEMEMl72J4QtewbId_W_Dg
https://exocad.com/brochures
https://exocad.com/reseller
https://exocad.com/integration/exoplan-library-integration
https://exocad.com/integration/exoplan-library-integration
https://www.overlandforsmile.it/
https://nadl.org/disaster/


展示会等のご案内
exocadは、世界各地で開催される展示会や報道機関向けイ
ベントに参加し、最新のソフトウェアソリューションや機能、

サービスを紹介するとともに、ネットワークや実地トレーニン
グの機会を提供しています。

exocadが参加している展示会をいくつかご紹介します。
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exocadにご関心を寄せていただきありがとうございます。!

情報提供について

27
97

Christine McClymont 
マーケティングおよびコミュニ
ケーション担当グローバル責
任者 
cmcclymont@exocad.com

Natalia Gonsior 
シニアマーケティングスペシ
ャリスト
ngonsior@exocad.com

ご不明点またはご提案がございましたら、  
お問い合わせに対応させていただきます。  
迅速にお返事させていただくために、お客様のご要望を簡潔

におまとめいただくとともに、ご連絡先の詳細ご記入くださ
い。Christine McClymontおよびNatalia Gonsiorが対応させ
ていただきます。
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弊社のソフトウェア、イベントまたはその他のトピックに関する
高解像度の一連の画像は、exocad.com/pressりダウンロードして

いただくことができます。

mailto:cmcclymont%40exocad.com?subject=
mailto:ngonsior%40exocad.com?subject=
https://exocad.com/press
https://exocad.com/press
https://exocad.com/press/media-library
https://exocad.com/press
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