
ストローマンガイド・ソフトウェア（coDiagnostiXTM）
⦿ Producer   JPP001.01

⦿ Producer アップグレード from Client *   JPD001.11      ※既にClientをお持ちの方向け

CARES® D7 Plus　019.0156

Producer  ライセンス概要

■ 年間ライセンス料：60,000円
（Producerラインセンスの新規購入の場合、初年度ライセンス費用は無料です）
　＊Clientからのアップデートの際の更新月はClient購入月に準じます

■ STLデータの排出には別途ガイドフィーが必要です
　■ ガイドフィー価格：7,500円
　■ ガイドフィーが必要となるSTL排出の例：
　・CARES® 3Dガイド
　・顎骨STLデータ

■ ゴニックスガイドテンプレートプラン出力：可（要ガイドフィー）

■ 成田ミリングセンターへの3Dガイド発注：可
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Straumann® Digital Workflow

CARES® P series
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ストローマン 3Dプリンター Pシリーズ　一般医療機器　13B1X10163000322　/　CARES スキャナー D7 Plus 　一般医療機器 　13B1X10163000207　/　TRIOS3 オーラルスキャナ 　一般医療機器 　22800BZI00042000

以下が含まれます

■ CARES® スキャナー D7 Plus本体（PC内蔵）
■ CARES® Visual ソフトウェア
■ アクセサリーキット（モニター、キーボード、マウス、LANケーブル）＊1

■ 初年度基本ライセンス料＊2

＊1：スキャンボディ、Wax-upアバットメントキットは別売りです。
＊2：2年目以降は年間ライセンス料220,000円が別途必要となります。
　　（ライセンス料には保守料が含まれます）

以下が含まれます

■専用ノートパソコン
■初年度基本ライセンス料*
＊：2年目以降はライセンス料 240,000円が別途必要となります。
※ PODタイプ用のPC（専用）はセット販売のみご購入いただけます。

｜関連製品｜

Software

Scanner
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｜アプリケーション｜

パーシャルフレームワーク 1年間試用付き

フルデンチャー オプション

バイトスプリント オプションモデルビルダー 標準装備

クラウン&ブリッジ 標準装備

アバットメント&SRBB 標準装備

CARES® Visual ソフトウェア  アプリケーション ※オプションモジュールについてはお問い合わせください

www.straumann.jp

TRIOS® 3 ポッドタイプ　 ペングリップ/22001090-STM, ハンドルグリップ/22001100-STM
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CARES® P series
スピードと信頼性を兼ね備えた3Dプリンターの新基準

新しい世代の高精度3Dプリンター

高品質でスピーディー、かつ専門的な歯科技工物の製作に適しています。
CARES® P series は、スピード、精度、オープンソリューション
という観点から、歯科用 3Dプリンターにおける新基準となる製品です。

10インチタッチスクリーン
P30/40 のみ

大きなプリントエリア

液晶ディスプレイ

P30/40

P20

3つのコントロールボタン

自動ドア

▪Force Feedback System による高速での製作が可能（特許取得）

▪念入りに検証された CARES® および coDiagnostiX™ ワークフローのコラボレーション

▪自動温度コントロールシステムによる正確かつノンストップでの作業  ※Coming Soon

▪生体適合性に優れたマテリアルの提供
▪オートキャリブレーションシステム搭載
▪歯科クリニックや技工所での設置に適したシンプルなデザイン
▪清掃性の高いフラットボディ

CARES® P series を使う利点
※自社比

特許技術
Force FeedBack System
サージカルガイドを2つ造形する場合の例

最大造形
サイズ
（mm）

▪P20 （FFS* model）
▪P20

造形方式：   DLP方式
積層ピッチ： 20～100µm
解像度：      ± 34µm 解像度：      ± 34µm 解像度：      ± 34µm

積層ピッチ： 20～100µm 積層ピッチ： 20～100µm

▪P30

造形方式：   DLP方式

製作スピード： ★★★ 製作スピード： ★★★
▪P40＊Force FeedBack Systemの略

▪FFS搭載* ▪FFS搭載*
▪モニタリング機能あり

▪FFS搭載*
▪モニタリング機能あり

製作量／回： 製作量／回：   ★★☆　　　 製作量／回：   ★★★　　
操作性：       操作性：         ★★★　 操作性：         ★★★　

造形方式：   DLP方式

電源電圧：   100-240V
出力：        最大 216W
重量：        約33kg
本体サイズ： D350mm×W335×H540

電源電圧：   100-240V 電源電圧：   100-240V

重量：        約40kg 重量：        約43kg
出力：        最大 216W 出力：        最大 250W

本体サイズ： D410mm×W480×H690 本体サイズ： D410mm×W480×H690
開扉時：　　 D350mm×W335×H780 開扉時：　　 D350mm×W335×H1000 開扉時：　　 D350mm×W335×H1000

最大造形
サイズ
（mm）

最大造形
サイズ
（mm）

※FFSモデルのみ

製作スピード： ※FFS*あり：★★★

モニタリング機能 P30/40 のみ

※画像はイメージです

パソコン（上記推奨スペック）、3D Design software、窒素ガス（UV重合器*用）
超音波洗浄機、エアーブラシ　　　　　　　　　　　＊ストローマンでの販売あり

▪OS ： Windows10 / 64ビット / 8G以上（16G以上を推奨）  
▪CPU ： Core i7以上
▪グラフィックカード ： AMD または NVIDIA GeForce GTX 1060, 1070, 1080, 
　　　　　　　　　no Intel. Support for OpenGL 3.3
▪グラフィックメモリー（GPU-RAM）： 4GB以上（8または16GB推奨）
※注意： CAD Softwareが既にインストールされているPCへのインストールは推奨しません

推奨 PC スペック

必須品 （別途ご用意頂く必要がございます）

CARES® P series
アクセサリーパッケージ

▪3Dプリンター本体
▪メインテナンス契約1年分
▪8h Remote Installation Support
▪スライシングソフトウェア
▪トレイ x1
▪造形プラットフォーム x1
▪キャリブレーションセンサー x1
▪スパチュラ x1
▪スクレイバー x1
▪UV防御眼鏡 x1
▪Tools x1
▪ガーゼ x1
▪USBメモリー x1
▪グローブ x1

▪レジンリザーバー x3
▪レジンリザーバー用キャビネット x1
▪造形プレート x1
▪プラットフォームハンドリングデバイス x1
▪デンタルパートナークリーナーリキッド 0.5㎏ x1
▪サーフェイスクリーナースプレー x1
▪ガラスビーカー x1
▪フィルターレジン用 x15
▪漏斗 x1
▪ハンドリングツールセット x1

P20/P30/P40

2種類以上
レジン使用時必要です

スターターセット

※注意：窒素ガス不要のUV重合器は推奨いたしません

CARES® P series  Workflow

▪Shera 光重合器

お得な
セット

CARES® Visual ソフトウェア

スライスデータ構築

スライシングソフトウェア P series

3Dプリント

超音波洗浄機* 二次硬化（UV重合器）* 完成

FFSなし

30
min

FFSあり

16
min

製作時間
を大幅に
削減

STL
OPEN 3Dデザイン & STLデータにエクスポート ＊お客様にご用意いただく必要がございます

二次硬化に必須（窒素ガス別途必要） 

│光重合器│必須 Option

◉ 重量：6kg　
◉ 寸法（D/W/H）: 310 x 310 x 140 (mm)
◉ 造形物硬化スペース（D/W/H）: 120x120 x 50 (mm)　
◉ 電源：100V-230V / 50ｰ60Hz

キャストパターン / サージカルガイド / テンポラリークラウンとブリッジ / ジンジバマスク
インプラントモデル / 矯正モデル / スプリント / デンチャーベース / 個人用トレー 

製 作 可 能 な
歯科技工物例

理想的な造形工程に対し、実際の
造形工程が順調に進行しているか
のモニタリングが可能。
失敗を防ぎ、無駄の削減をする
ことができる。

STL
OPEN


