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Aadva® Mill LW-Ⅰ
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▪DentalDesigner TM    ▪AbutmentDesigner TM

▪Denture Frame Soft
▪Aadva software L-CAM
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精度＆作業効率の向上を追求する
Aadva® CAD/CAM システム

“Aadva CAD/CAM システム”には、高精度の補綴装置を効率的に作製できる、

さまざまな先進機能が搭載されています。

さらに精度を高めた先進の3Dデンタルスキャナを組み合わせることで、

多様なニーズへの対応を可能にしています。

ジーシー CAD/CAM 加工センター

支台歯形成
印象採得

歯科医院

Milling Studio（ミリングスタジオ）

加工物送付 加工物送付

設計データ送信 模型送付

印象・模型送付補綴装置送付

設計データ送信

補綴装置

補綴装置 設計データ

接着

印象 模型

加工物送付

設計データによる加工

技工所

Aadva Scan＋Aadva Millを所有するラボ Aadva Scan、
Aadva Mill
いずれも所有

していないラボ

Aadva Scanを所有するラボ

Aadva Mill LW-Ⅰ
Aadva Mill LD-Ⅰ

Aadva Scan

Aadva Scan による計測 + 設計 Aadva Mill LW-Ⅰ／LD-Ⅰによる設計データからの加工

Aadva Scan

Scanning Studio（スキャニングスタジオ）



〈仕様〉
外形寸法=478mm（幅）×332mm（奥行）×283mm（高さ）●電源
AC100V…50/60Hz●消費電力45VA●重量19.7kg●使用光
源LED（青）

〈製品構成〉
Aadva スキャンD2000一式＝Aadva スキャンD2000（スキャナ
本体）、パソコン（ソフトウェアインストール済み）、ソフトウェア（デンタ
ルデザイナー）、オクルージョンセットアップツール
〈包装〉
・Aadva scan D2000 一式、オクルージョンセットアップツール付き

AadvaスキャンD2000
一般医療機器 13B1X00155000282

● 効率的なスキャニングステップを実現する“オールインワンスキャン”
計測物を入れ替えることなく、上顎模型、下顎模型、咬合状態を1回のスキャンで計測できます。
そのため、作業時間を低減でき、計測作業を効率的に行えます。

“オールインワンスキャン”を実現する3つの機能

支台歯＆歯列模型を一括スキャン

スキャン効率の高いマルチラインスキャ
ン（27本の青色LED）により短時間に
高精度なスキャニングができるため、歯
列模型に支台歯をセットしたまま支台歯
の計測が行えます。

咬頭嵌合位も同時取得

オクルージョンセットアップツールを用
いることにより、上顎・下顎を別々にス
キャニングしても上下顎模型の咬合位
を把握、CAD上に咬合関係を反映させ
ることができます。

上下顎模型連続スキャン

計測テーブルが2つ搭載されており、上
下顎模型を同時にセットして連続でス
キャン可能なため、模型の入れ替えなど
に要する時間を低減できます。

27本の青色LEDラインによる
計測が行えるため，計測時間を
大幅に短縮することができます。

DENTAL SCANNER

Aadva® Scan D2000

Aadva Scan D2000 Aadva Scan D850
LEDの本数 27本 1本

スキャン時間
支台歯模型 15sec 25sec

全顎模型 25sec 55sec



● 設置場所を選ばない省スペース設計
省スペース設計のため、さまざまなシーンに設置いただけます。また、作業をし
やすいようにフロントパネルは斜め上方にスライドさせる機構を採用しています。

●ユーザフレンドリーな設計ソフト
見やすく操作もしやすい、高いユーザビリティの設計ソ
フトとなっています。模型の計測を行なう際、計測する
順番を自由に決められるため、効率の良い作業を実現し
ます。

〈仕様〉
外形寸法＝335mm（幅）×362m m（奥行）×283mm

（高さ）●電源AC100V 50/60Hz●消費電力45VA●
重量15.8kg●使用光源LED（青）
〈製品構成〉
Aadva スキャン D850一式＝Aadva スキャン D850

（スキャナ本体）、パソコン（ソフトウェアインストール済み）、
ソフトウェア（デンタルデザイナー）

〈包装〉
・Aadva スキャン D850 一式

Aadva スキャン D850
一般医療機器 13B1X00155000281

バイトを装着した模型をスキャン。ラフ
なクイックプレビュースキャンの後、選
択エリアを詳細スキャンします。

対合歯模型をスキャ
ンし、咬合関係に基
づいて合成します。

ブリッジのダブルスキャン。 透明性を変化させて計測したワックスパターンの厚
さを確認、薄い箇所には盛り足すことも可能です。

計測した作業用模型にスタディモデルを合成
し、同形態のクラウンを設計できます。

ダブルスキャンコーピング対合歯・バイト計測

スタディモデルのスキャン。

バイトのスキャン

● 多数支台歯を
 効率的にスキャン
マルチダイスキャンにより、複数の支台歯
を一括計測できます。多数支台歯症例の
場合、計測作業を大幅に簡略化できます。

DENTAL SCANNER

Aadva® Scan D850



● スタディモデルを利用したデザイン
支台歯形成した歯列模型と、スタディモデルをCADソフトウェ
ア上で重ね合わせて、参考にしながら歯冠形態を設計できます。
ロングスパンのブリッジでもワックスアップすることなく、容易に
設計することができます。

DentalDesigner™は、クラウン、ブリッジなどの補綴装置をデジタル
で設計できるソフトウェアです。複雑なモデリングを迅速・簡単にし、高品
質、高精度な補綴装置を作製できます。

● モデルデータを活用した設計
“Smile Composer”機能によりライブラリに保存された歯列
のモデルデータから補綴装置を設計可能なため、欠損が多い症
例において設計時間を短縮できます。また、ワックスアップした
模型をスキャニングして、そのデータをライブラリに保存するこ
とも可能です。

● テンポラリー・クラウンの設計
スタディモデルを計測し、マージンと製作するテンポラリークラ
ウンの厚さを設定することで均一な厚さのテンポラリークラウ
ンを自動的に設計することができます。手作業で製作すると手
間と時間がかかる作業を簡単に短時間で済ませます。

● アナトミカルコーピング、
 カットバッククラウン
アナトミカルコーピングは、フルアナトミカルクラウンをカット
バックして設計します。カットバック時にリンガルバンドを付与す
ることも可能です。

隣接、舌側面を支持するリンガル
バンド。

アナトミカルコーピングはクラウンから設計されます。

CAD/CAMシステムで作製したジルコ
ニアフレーム。

ファーストプロビジョナルクラウン。 ファーストプロビジョナルの形態を参考に
デジタルでセカンドプロビジョナルを設計。

セカンドプロビジョナルクラウン。 スタディモデルを利用して作製したテンポラリー・クラウン。

レイヤリングは、イニシャルIQプレス
オーバージルコニア。

■ Aadva ZirconiaディスクST（ ジルコニアフレーム作製） ■セラスマート（小臼歯クラウンの作製）

■ Aadva PMMAディスク（プロビジョナル・クラウンの作製） （テンポラリー・クラウンの作製）

小臼歯を支台歯形成。 口腔内装着

SOFTWARE

DentalDesigner TM

（デンタルデザイナー）



フィクスチャーアナログを埋込んだ模型
にAadva スキャニングジグを締結、ス
キャニングします。

デジタルデータ上でインプラントの位置を
決定。その上にデジタル設計します。

● アバットメントの
 平行維持機能
複数のカスタマイズドアバッ
トメントを設計する場合でも
アバットメント同士の平行性
が保てるようになっています。

● スクリューリテインアバットメントを
 CAD上で簡単にデザイン
解剖的なスクリューリテインアバットメントを設計できます。咬
合面形態を付与した
アバットメントや、そ
の 形 態 から築 盛 量
をカットバックしたア
バットメントの設計が
可能です。

● アバットメント専用のソフトウェア
従来のFDアバットメントのようにワックスアップモデルを作製す
ることなく「Aadva スキャニングジグ」をスキャニングすること
で、直接デジタルでデザインすることができます。

● インプラントブリッジも設計可能
専用のスキャニングジグを活用して設計することで、より高い精
度が必要なインプラントブリッジも設計することができます。

SOFTWARE

Denture Frame Soft
（デンチャーフレームソフト）

デンチャーフレームソフトがアドオンされることによりパーシャルデ
ンチャーのフレームおよびクラスプを設計ができるようになります。
クラスプや連結装置、スケルトン、バーなどデンチャーの構成要素を
手軽にデジタルでデザインすることができます。また、CAD上で義
歯の着脱方向の決定やアンダーカット量の測定などサベヤーの機
能が使用できます。

※加工は、3Dプリンタで行い金属床のフレームおよびクラスプのキャストパターンを作製することができ
ます。

AbutmentDesignerTMは、カスタムアバットメントをデジタルで設計
できるソフトウェアです。各種インプラント体の埋入位置を読み込んで三
次元的に周辺組織との位置関係や形態を確認しながら設計が行えますの
で、様々な症例に高い精度で対応します。

SOFTWARE

AbutmentDesigner TM

（アバットメントデザイナー）

さらに精度が求められる連結歯には、Aadvaスキャニングジグ
(DIF用）を使用します。



ミリングマシーン 加工できるもの 加工できる材料
テンポラリークラウン、プロビジョナルレストレーション 【PMMA】Aadva PMMA ディスク
コーピング、クラウン、コーピングブリッジ
クラウンブリッジ

【ジルコニア】
Aadva Zirconiaディスク ST/EI/NT

クラウン
【ハイブリッドレジン】 セラスマート

ジーシー
CAD/CAM加工センター

アバットメント 【チタン】【ジルコニア】
コーピング、クラウン
コーピングブリッジ、クラウンブリッジ

【ジルコニア】
  Aadva Zirconiaディスク ST/EI/NT

インプラント ブリッジ 【チタン】

Aadva Scan D710／Aadva Scan D810
〈製品構成〉Aadva スキャン（AD 付） 一式＝Aadva スキャン（スキャナ本
体） 、パソコン（ソフトウェアインストール済み）、ソフトウェア（アバットメント
デザイナー（AD）、デンタルデザイナー）
※ソフトウェアのライセンスは1年契約です。2年目以降は、1年毎にソフト
ウェアのライセンスの更新が必要となります。
〈価格〉
Aadva スキャンD710（AD付）  ￥5,200,000
Aadva スキャンD710（ADなし）  ￥4,860,000
Aadva スキャンD810（AD付）  ￥5,740,000
Aadva スキャンD810（ADなし）  ￥5,400,000
デンタルデザイナー（AD付）ライセンス料・年額  ￥288,000
デンタルデザイナー（ADなし）ライセンス料・年額  ￥240,000
※AD:アバットメントデザイナー
歯科技工室設置型コンピュータ支援・製造ユニット
Aadva スキャン　一般医療機器 13B1X00155000216
Aadva スキャンD810　一般医療機器 13B1X00155000245

Aadva Mill LD-Ⅰ  (ディスク加工専用) Aadva Mill LW-Ⅰ (ブロック加工専用)

Aadva Scan D710 Aadva Scan D810
スキャナタイプ ラインレーザー 2カメラ3軸 
カメラ計測精度 ±20μm ±15μm
カメラ解像度 1.3MPixel 5MPixel
外形寸法 W340×D330×H290mm
重  量 15kg

計測対象

石こう模型（歯列模型、スタディモデル、対合歯模
型）
ワックスパターン、対合歯咬合面のバイト印象
※D810のみ：模型に描記した設計線のスキャニ
ングが可能。

製造販売元 製造元

（ロッソコルサ）

コンポジット、セラミック、セラスマートの加工が行えるミリングマシンで
す。従来製品同様、冷却水を用いた湿式加工を行います。工具長補正
はタッチセンサー方式。工具交換や材料の連続供給を自動で行います。

ジルコニア、PMMAなどディスク状の材料を加工できる乾式のミリン
グマシン。簡単な操作で適切な設計位置に移動が行えるほか、目的
に応じて加工時間優先か精度優先かのモード選択も行えます。

製造販売元

〈仕様〉外形寸法=W580×D730×H600mm●重量=127kg●電源
=AC100V 50/60Hz●電源入力=1,000VA●加工方式=切削・湿式●
軸移動量（可動範囲）=X220×Y100×Z110mm/A360°●スピンドル
回転数=Max.50,000min-1●加工材料=セラスマート、GN-セラムブロ
ック、グラディアブロック●自動バー交換機能、バー長補正機能、バー寿命管
理機能、材料自動供給機能
〈価格〉AadvaミルLW-Ⅰ一式（AadvaソフトL-CAM付）￥4,980,000
Aadvaミル用PC一式(本体、CAMソフト、モニター) ￥340,000
保守料・年間￥５０,０００ ※ハード
ウェアの保守は１年契約です。２年
目以降は、１年毎にハードウェアの
保守契約の更新をお勧めします。
AadvaヴェリータLab
一般医療機器
13B1X00155000202

〈仕様〉外形寸法=W580×D700×H600mm●重量=109kg●電源
=AC100V 50/60Hz●電源入力=1,000VA●加工方式=切削・乾式●
軸移動量（可動範囲）=X220×Y100×Z110mm/A360°●スピンドル回
転数=Max.50,000min-1●加工材料=Aadva Zirconiaディスク ST、
Aadva Zirconiaディスク EI、Aadva PMMA ディスク●自動バー交換機
能、バー長補正機能、バー寿命管理機能
〈価格〉AadvaミルLD-Ⅰ一式（AadvaソフトL-CAM付）￥4,980,000
Aadvaミル用PC一式(本体、CAMソフト、モニター) ￥340,000
保守料・年間￥５０,０００ ※ハード
ウェアの保守は１年契約です。２年
目以降は、１年毎にハードウェアの
保守契約の更新をお勧めします。
AadvaヴェリータLab
一般医療機器
13B1X00155000202
製造販売元

MILLING MACHINE

Aadva® Mill LW-Ⅰ
（ブロック加工専用）

MILLING MACHINE

Aadva® Mill LD-Ⅰ
（ディスク加工専用）

SOFTWARE

Aadva® software L-CAM

工具交換や材料の連続供給を自動で行えるミリングマシンです。冷却水を用いた湿式
加工により、コンポジット、セラミックなどの各種ブロックを加工できます。

工具交換を自動で行えるディスク専用のミリングマシンです。冷却液を使わないドライ
（乾式）加工により半焼結ジルコニアディスクとPMMAディスクを加工できます。

（ロッソコルサ）

「Aadva Mill LD-Ⅰ」及び「Aadva Mill LW-Ⅰ」のパソコンに標準搭載されているソフトウェ
アです。補綴装置の適合性を上げるために、マージンラインを自動認識してドリルの加工線を
算出します。また、材料ごとに推奨する加工条件が設定されており、その都度、加工条件を選択
するのではなく材料を選択することで自動で最適な加工条件を設定することができます。

〈仕様〉
外形寸法=W580×D700×H600mm●重量=109kg●電源=AC100V 
50/60Hz●電源入力=1,000VA●加工方式=切削・乾式●軸移動量（可動範囲）
=X220×Y100×Z110mm/A360°●スピンドル回転数=Max.50,000min-1
●加工材料=Aadva Zirconiaディスク ST/EI/NT、Aadva PMMAディスク●自動
バー交換機能、バー長補正機能、バー寿命管理機能

〈価格〉
AadvaミルLD-Ⅰ一式（AadvaソフトL-CAM付）
Aadvaミル用PC一式（本体、CAMソフト、モニター）
Aadva ヴェリータ Lab　一般医療機器 13B1X00155000202

〈仕様〉
外形寸法=W580×D730×H600mm●重量=127kg●電源=AC100V 
50/60Hz●電源入力=1,000VA●加工方式=切削・湿式●軸移動量（可動範囲）
=X220×Y100×Z110mm/A360°●スピンドル回転数=Max.50,000min-1
●加工材料=セラスマート、GN-セラムブロック、グラディアブロック●自動バー交換機
能、バー長補正機能、バー寿命管理機能、材料自動供給機能

〈価格〉
AadvaミルLW-Ⅰ一式（AadvaソフトL-CAM付）
Aadvaミル用PC一式（本体、CAMソフト、モニター）
Aadva ヴェリータ Lab　一般医療機器 13B1X00155000202



※1=製造販売元 株式会社ジーシー
※2=製造販売元 （株）ジーシーデンタルプロダクツ

※本カタログに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標、または商標です。 ※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格は、2016年7月現在のものです。 ※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
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Aadva
Zirconia ディスク
高強度ジルコニア製コーピングを作製するた
めのAadvaミルLD-Ⅰ専用ディスク。半焼結
体のため、最終焼成が必要です。ケースに応
じたカラーリング処理もできます。
〈種類〉9種=ST14、ST18、ST25、El14、
El18、El25、NT14、NT18、NT25　ST：
スタンダード、E：l 工ナメルインテンシブ、NT：
ナチュラルトランスルーセント
数字はディスク厚さディスク径：98.5mm全
種共通
〈包装〉1函1枚入=ST14、EI14、NT14 
ST18、EI18、NT18
ST25、EI25、NT25
Aadva Zirconiaディスク
管理医療機器　225AFBZX00051000
Aadva ZirconiaディスクNT
管理医療機器　22BAFBZX00120000
※2

CAD/CAM ドリル
（Aadva Mill LD-Ⅰ用）

〈種類/包装〉
❶V-LDダミーバー 1本
❷V-LDボールエンドC-R1.0×25Ｈ 1本
❸V-LDボールエンドC1-R0.5×16H 1本
❹V-LDボールエンドC1-R0.3×6 1本
一般医療機器　13B1X00155000202
※1

Aadva
PMMA ディスク
〈用途〉プロビジョナル レストレーションの作製
〈色調〉ビタシェード3 色＝A1、A2、A3
〈種類〉１種 20D（φ98×20mm厚）
〈包装〉１函２枚入/1函５枚入
Aadva PMMA ディスク 歯科切削加工用レ
ジン材料
管理医療機器 223AABZX00079000
※2 

GNセラムブロック
〈形態〉3種=S（9.1×10.6×17.0mm）、
M（10.5×13.5×17.0mm）、L（14.2×
17.7×20.0mm）
〈色調〉7色=A1、A2、A3、A3.5、A4、B2、B3
〈包装〉5個セット（S、M単一包装）各1函/（L
単一包装）1函
歯科切削加工用セラミックス
管理医療機器　21800BZZ10043000
※2 

GNセラム アドオン
〈色調〉マージン2色、アドオン3色
〈包装〉アドオンキット1函＝M2、M3.5、ADT、
AD1、AD2各15g1本、マージンリキッド
20mL1本
〈単品包装〉マージン、アドオン各色15g1
本/マージンリキッド20mL1本
歯科用陶材
管理医療機器　21800BZZ10085000
※2

GNセラム ステイン
〈色調〉ステイン9色
〈包装〉ステインキット1函＝ステイン9色各
3g1本、グレーズ3g1本、ステインリキッド
20mL1本
〈単品包装〉ステイン各色3g1本/グレーズ
3g1本/ステインリキッド20mL1本
歯科セラミック用着色材料
管理医療機器　21800BZZ10053000
※2

CAD/CAM ドリル
（Aadva Mill LW-Ⅰ用）

〈種類〉
❶V-LWダミーバー
❷V-LWボールエンド（D-R1.5×11）
❸V-LWボールエンド（D-R0.5×6）
❹V-LWボールエンド（D-R0.3×3.6）
❺V-LWフラットエンド（D-2.0×10）
〈包装〉
V-LWダミーバー1本
V-LWボールエンド各種1本
（D-R1.5×11）
（D-R0.5×6）
（D-R0.3×3.6）
V-LWフラットエンド
（D-2.0×10）
一般医療機器　13B1X00155000202
※1

LW

LD CAD/CAM ドリル
V‐LD（PMMA用）
（AadvaミルLD-Ⅰ用）

PMMAディスク専用ドリルです。
〈種類/包装〉
❶V-LD（PMMA用）C1-R1.5×16 1本
❷V-LD（PMMA用）C1-R1.0×18 1本
❸V-LD（PMMA用）C1-R0.5×16 1本
一般医療機器　13B1X00155000202
※1

LD

Aadva Scan 関連製品

Aadva Scan 関連製品Aadva Mill 関連製品

LD 用　 LW =  用

歯科切削加工用レジン材料
セラスマート
ナノフィラーテクノロジーを採用した最新のCAD/
CAM用ブロックです。高い強度と豊富な色調ライ
ンナップですぐれた審美性と耐久性を両立しました。
〈形態〉12、14、14L
〈色調〉12色=A1LT、A2LT、A3LT、
A3.5LT、A4LT、（以下、近日発売）BL、
B1HT、B1LT、A1HT、A2HT、A3HT、
A3.5HT
〈包装〉1函=1個入り、5個入り（各形態別）
管理医療機器　225AABZX00180000
※2

Aadva スキャニングジグ

インプラント埋入位置を測定するための計測
冶具です。模型に埋入されたアナログに固定
してスキャニングすることで、CADソフトにイ
ンプラント埋入位置情報を取り込むことがで
きます。
〈包装〉
Aadvaスキャニングジグ1個
Aadvaスキャニングジグ（DIF用）1個
一般医療機器　13B1X00155000218
※1

Aadva スキャニングジグ
〈DIF用〉

Aadva スキャニングジグ

NEW

製造販売元 製造元発売元
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号
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