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※次のページのプライヤーについてもご記入の上お送りください。

氏名

医院名

連絡先住所

〒

TEL

FAX

E-mail
上記連絡先は( 勤務先・自宅)である(該当に○)。当塾からの連絡は( TEL・FAX・E-mail)を希望(該当に○)。

● ご希望のコースを選んでください。
□ 1.ベーシックコース

□ 2.ベーシックアドバンスコース □ 3.本格コース □ 4.本格アドバンスコース

● ご希望の曜日を選んでください。
□ 水曜日

□ 木曜日

□ 日曜日

● 希望するブラケットを選んでください。
□ スタンダードブラケット(018サイズ)
□ ロスブラケット(018サイズ)
□ デーモン3Mxブラケット(022サイズ)

□ スタンダードブラケット(022サイズ)
□ ロスブラケット(022サイズ)
□ デーモンQブラケット(022サイズ)

● 3. 本格コース希望の方は、使用する症例を選んでください。

□ Ⅰ級叢生
□ Ⅲ級前歯部反対咬合

□ Ⅱ級１類上顎前突
□ Ⅱ級2類過蓋咬合
□ 持参模型を使用 (受講開始の3週間前までに当塾必着)

● 4. 本格アドバンスコースの方は、更に下記よりご希望の治療法を選んでください。
□ 4-1 先天欠如・埋伏歯治療

□ 4-2 包括的(ミニスクリュー)治療 □ 4-3 歯周矯正治療

● 各種オプション装置希望(有料:オプション装置料金一覧を参照) の有無を選んでください(複数選択可)。

）

□ 希望する（装置名：

□ 希望しない

● 本格コース希望の方は、タイポドント咬合器をお持ちですか？
□ はい

（咬合器の再利用を希望する場合は、当塾まで咬合器をご郵送下さい） □ いいえ

● 会員料金(20%割引)・早割料金(10%割引)で受講をご希望の方はチェックしてください。
※会員料金と早割料金は併用出来ません。予めご了承ください。
□ 会員料金で受講する(入会済み、プレミアム会員含む)。
□ 入塾金と年会費を支払って新規入会し会員料金で受講する。
□ 早割料金で受講する (セミナー初回受講日前月同日までに振込み) 。

TEL/044-722-7787
FAX/044-722-7892

URL:http://www.orthodo.jp

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-526-6 コスモ武蔵小杉204
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各コース共通で実習に必要なものです。無償で貸与しますが、数に限りがございます。
宜しければ、是非、この機会にご購入をご検討ください。
★全商品税別価格です。
※17-19 ページに一例としてプライヤーの写真を載せています。ご参照ください。
全コース共通に必要なものです。

持参できるものに○

1

ピンカッター

2

価格
(税抜)

全コース共通に必要なものです。
購入
に○

持参できるものに○

価格
(税抜)

13,000円

8

ツィードプライヤー

ホープライヤー

9,000円

9

ディスタルエンド カッター

3

ユーティリティープライ
ヤー

9,000円

10

リガチャー ディレクター

5,500円

4

ピンセット

4,000円

11

ブラケットポジショ ニング
ゲージ

7,000円

5

探針

3,000円

12

持針器 （結紮用）

13,000円

6

エバンス

4,000円

13

フッククリンピング
パワープライヤー

16,500円

7

ライトワイヤープライ
ヤー (カッター付)

13,000円

14

アーチフォーマー
(ターレット)

13,000円

購入
に○

9,500円

13,500円

≪次ページには、各種コースあるいは、診療時に必要になるプライヤーをご案内しております≫→
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各コースごとで実習に必要なものです。無償で貸与しますが、数に限りがございます。
宜しければ、是非、この機会にご購入をご検討ください。
※17-19 ページにプライヤーの写真を載せています。ご参照ください。
デーモンＱブラケット使用希望者は、
さらに以下が必要なものです。

ベーシック系コースのみに必要なものです。

持参できるものに○

価格
(税抜)

購入
1
に○

オープニングクローズインス
ツルメント(デーモンQ専用)

8,000円

デーモン3Mxブラケット使用希望者は、
さらに以下が必要なものです。

1

バンドプッシャー

6,500円

2

バンドリムーバー

9,500円

1

3

バンドコンタリングプライヤー

9,500円

以下のものはセミナーでは不要ですが、診療では必要
になるものです。

4

バンドシーター

5

6

オープニングクローズインス
ツルメント(デーモン3Mx専用)

6,000円

11,000円

1

ブラケットリムーバー

17,500円

ヤングプライヤー

9,500円

2

エラスティックセパレーティン
グプライヤー

11,500円

ワイヤーニッパー

6,000円

3

レジンリムーバー

17,000円

★全商品税別価格です。
★まとめて5万円(税別)以上1回にご購入頂いた場合には、合計金額より8%分割引き致します
(デーモン系 プライヤーは除く)。

購入したプライヤーは講習会初日に配布するか、商品が揃い次第発送するかお選びください(※講習会で
直接お渡しした方が早いときは発送せず、講習会でお渡しします)。注文時期によっては講習初回に間に合い
ませんので予めご了承下さい(初回の講習会に間に合わないときは次回の講習会でお渡しするか、
郵送するか確認致します)。
□ 注文商品の講習会での受取を希望する □ 注文商品の郵送での受取を希望する
氏 名

医院名(勤務先)

F

TEL
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・ピンカッター (1)
正式名称はピンアンドリガチャーカッター。
結紮線を切断するためのプライヤーで、アーチ
ワイヤーや太いワイヤーの切断には用いない。
【使用頻度：◎】

・ユーティリティープライヤー (3)
アーチワイヤー着脱のためのプライヤー。両側は
先端にいくに従って細くなだらかに弯曲している。
【使用頻度：◎】

・ホープライヤー (2)
結紮をしたりアーチワイヤーの着脱に用いる。
ワイヤーの把持が容易なように、プライヤー先端
の両面を平らに仕上げてある。【使用頻度：〇】

・ピンセット (4)
ブラケットやチューブ等のボンディング時に使用。

・エバンス (6)
・探針 (5)

タイポドント咬合器のワックスのトリミングに使用。

モジュール結紮の解除(解紮)に用いる。

・ライトワイヤープライヤー (7)
線屈曲のためのプライヤー(ワイヤーベンディング
プライヤー)。
細いアーチワイヤー(直径0.5mmまで)を屈曲する
ためのプライヤーでカッター機能付もある。
【使用頻度：◎】

・ツィードプライヤー (8)
両側の先端の内面が平坦になっている。
マルチブラケット装置のアーチワイヤー(角線)の屈曲
に使用する。2本用いればトルクを付与できる。
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・ディスタルエンドカッター (9)
マルチブラケット装置のアーチワイヤーの遠心
の末端を口腔内で切断するためのプライヤー。
切断後のワイヤー断端は保持され、粘膜の損
傷や誤飲を防ぐ。【使用頻度：◎】

・ブラケット
ポジショニングゲージ (11)
ブラケットやチューブを歯面上で正確な
場所に位置づけるための器具。
【使用頻度：〇】

・フッククリンピングパワー
プライヤー (13)
クリンパブルフックを角線のアーチワイヤーに固定
するプライヤー。口腔内でも外でも使用できる。
【使用頻度：〇】

・リガチャーディレクター (10)
結紮線断端をワイヤーの下まで屈曲させたりモ
ジュール・パワーチェーンや結紮線をフック等まで
誘導する際に使用。
反対側の先端は小さなバンドプッシャーになっている。

・持針器 (12)
結紮線やモジュールでアーチワイヤーとブラケット
を結紮するときに用いる。【使用頻度：◎】

・アーチフォーマー(ターレット) (14)
角ワイヤーを歯列弓の形に屈曲するための器具。
角線をそのまま曲げるとねじれてしまうため、角線
を中央の溝(スロット)にはめて、屈曲する。ワイヤー
のサイズに合わせ6～8本のスロットがある。

・バンドプッシャー (15)
バンド装着のためバンドを歯に適合させ、圧入す
るのに用いる。先端は、口腔内で使用しやすいよう
に屈曲され、先端の表面は滑り止めのために溝が
刻まれている。【バンド実習時、使用頻度：◎】

・バンドリムーバー (16)
バンドを歯から除去するためのプライヤー。
【バンド実習時、使用頻度：◎】
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・バンドコンタリングプライヤー (17)

・バンドシーター (18)

試適後のバンドを本来の豊隆に戻すためのプライヤー。

バンドの圧入に用いる。棒状のプラスチックに金属
の突起がつけられている。手指または患者の咬合圧
によってバンドを圧入する。

・ヤングのプライヤー (19)
線屈曲のためのプライヤー(ワイヤーベンディングプ
ライヤー)。片側の先端は内面が平坦で、対側は3段
階の円柱状になっており太いワイヤー(直径0.7～
1.0 mm前後、クラスプや唇側線)の屈曲に使用。

・ワイヤーニッパー (20)

・オープニングクローズインスツルメント
(デーモンQ用) (21)

・オープニングクローズインスツルメント
(デーモン3Mx用) (22)

デーモンｂｒａｃｋｅｔの開閉に使用。
【デーモンQブラケット使用時、使用頻度：◎】

デーモンｂｒａｃｋｅｔの開閉に使用。
【デーモン3Mxブラケット使用時、使用頻度：◎】

・ブラケットリムーバー (23)
接着したブラケットを歯面から除去するのに用いる
プライヤー。刃先がブラケットベース下部と接着歯面
の間に入り込むようになっている。

太いワイヤーのカット時に使用。

・エラスティックセパレーティング
プライヤー (24)
バンドの前準備として歯間離開を行う際に用いるプラ
イヤー。

・レジンリムーバー (25)
バンドやボンディング材の撤去のためのプライヤー。
ブラケットを除去した際に残ったボンディング材を
撤去するのに用いる。
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