
歯科用口腔内スキャナー

光学印象、治療コンサルテーション、アライナー矯正に。

エー・オーラルスキャン



Go Digital.

リアルなカラー表現

専用クラウドと
オープンシステム

簡単操作

A-Oralscan 2は、口腔内の印象採得を簡単
操作でスピーディーに3Dデータ化するハンディースキャナーです。 

最新技術のAI機能を搭載し、複雑なデータを最適化して高精度でデータを作成します。
また、パウダーレスでのスキャンが可能になり、患者様の負担軽減や診察時間の短縮、満足度の向上を図
ります。
専用のクラウドシステムではスキャンデータの管理・保管はもちろん、技工所へのデータ送信など、歯科
医院と技工所のスムーズな連携を実現します。

歯科用口腔内スキャナー

エー・オーラルスキャン

複雑な設定も特別な手技も必要なく、直感的に使
えるインターフェイスを採用しています。
モーションセンサーを搭載し、スキャナーをマウ
スのように動かしてモニター操作が可能です。画
面の切り替えや機能変更など、スキャン開始から
データの確認まで1人で作業を完結することがで
きます。
また、リアルタイムスキャン機能でデータ化の進
捗を確認しながら進められ、過不足なく短時間で
の印象採得を可能にします。

パウダーレス
パウダー不要で、スキャンの工
程を簡素化し、患者様の負担も
軽減します。

AI機能搭載
SHINING 3Dが開発した3Dス
キャンシステムに人工知能を搭
載しています。スキャンしにくい
部分のデータ補完など、サポー
ト機能が充実しています。

高精度なスキャンデータで鮮明・
忠実なカラーを再現し、マージン
ラインの抽出も簡単です。

片顎スキャンがおよそ90秒。
リアルタイムで画面を確認しなが
らスキャンできるため、無駄があ
りません。

専用クラウドシステムを標準セットでご用意してい
ます。データのアップロードから簡単操作で技工
指示書の作成と技工所へのデータ送信（要事前
登録）が可能です。
また汎用性の高いSTL／OB Jデータで出力可能
で、デザインソフトウェアへの移行も簡単です。

with SHINING 3D

高精度
1歯当たりの誤差が平均+-5nm
という高精度スキャンが可能で、
より精度の高い補綴物を製作で
きます。スキルによる精度低下が
起きにくいのも特徴です。

高速スキャン

AI



サポート機能
スキャンしたデータからスピーディーに治療に進めるための様々なツールが用意されています。
歯科医院と技工所間の明確でスムーズなコミュニケーションが可能になり、納期短縮や品質向上など業
務効率アップをサポートします。

アンダーカットの確認

AI機能搭載

頬側・舌側などスキャンしにくい部分はAIが自動識別
し、3Dでデータを補完、最適化するので、何度もスキャ
ンする必要はありません。

SHINING 3D社が開発した3Dスキャンシステムには、高度な処理機能とAI（人工知能）を搭載しています。
AI機能が短時間でのスキャン、完全なスキャンデータ作成のサポートをします。

自動最適化
スキャンデータに不足があると、画面上に通知
が表示されます。不足箇所を追加スキャンすれ
ば、全体をスキャンしなおす必要はありません。

追加スキャン通知

マージンライン抽出

咬合確認 CADソフトへのデータ移行

正中調整

製品動画は
こちら

AfterBefore

対応範囲
インプラントをはじめ、様々な補綴治療に対応しています。

フルクラウン ベニア

ブリッジ インプラント矯正

インレー／アンレー



ライセンス費用：なし
保守・管理費用：選択制

・簡単アップロード
・シンプルかつ必要な機能が揃ったメッセージ管理
・動画やスクリーンショットもアップロード可能

専用デンタルクラウドシステム完備

製品仕様

本          体：W40×H55×D280mm
クレードル：W82×H55×D265mm

AC100～240V・50/60Hz

W11×H15×D11mm

USB 3.0

STL、OBJ

15fps (video-based)

0～15mm

DLP搭載の非接触スキャナー

700～1060hPa

10～40°C

MTBF：14,600時間（DMD/LEDを除く）

●PC環境

●部位説明

サ イ ズ

重 量

電 源

定 格 電 圧

視 野

インターフェイス

出力ファイル

Windows10 64bit～

Processor i7-7700以上

16GB以上

1TB以上

NVIDIA GeForce GTX 1060以上

スキャンスピード

焦 点 距 離

スキャン原 理

光 源 / 波 長

適 正 環 境

製 品 寿 命

O S

C P U

メ モ リ

ハードディスク

グラフィックボード

本          体：325g（ケーブル含まず）
クレードル：900g+100g

本          体：DC 5V/2A
クレードル：DC 12V/1.67A

● LEDライト

● スキャンチップ

曇り防止ヒーター付
● ミラー

● スキャナ本体

オートクレープ可能

ステータスを色で表示

医療機器承認番号30200BZI00005000
歯科用口腔内スキャナー A-Oralscan 2

・標準装備の為、月額利用料・容量も無制限
・リアルタイムで歯科医師・技工所とやりとりが可能



ワークフロー
デジタルデータを使用すれば、印象を梱包・発送する手間や、模型の管理・保管スペースも必要ありま
せん。
歯科医院での即日治療でも、技工所での製作が必要な場合でも、印象採得から技工所へのデータ送
信、デザイン、ミリングまでの納期短縮を可能にし、高品質な治療を提供します。

スキャン デザイン ミリングデータ送信 梱包・配達 治療完了

デジタルの場合デジタルの場合
Clinic Labo Clinic

スキャン デザイン ミリング 治療完了

デジタルの場合デジタルの場合 即日治療即日治療
Clinic

補綴治療

インプラント治療

印象採得 梱包・配達模型製作 鋳造 成形設計 梱包・配達 治療完了 模型保管

Clinic Labo Clinic
アナログの場合

スキャン 1回目手術 スキャン デザイン ミリングデータ送信 梱包・配達 治療完了

Clinic Labo Clinic
デジタルの場合デジタルの場合

デジタルの場合デジタルの場合 即日治療即日治療

スキャン 1回目手術 スキャン デザイン ミリング 治療完了

Clinic

1回目手術印象採得 印象採得 梱包・配達模型製作 鋳造 成形設計 梱包・配達 治療完了 模型保管

Clinic Labo Clinic
アナログの場合



製造・販売

販売代理店

発明特許

実用新案 ソフトウェア
著作権

58件
141件

デザイン
特許 68件

件145
SHINING 3D TECH. CO., Ltd.
No. 1398, Xiangbin Road, Wencun Street, Xiaoshan District, Hangzhou, China
http://www.shining3ddental.com

SHINING 3D社日本公式代理店

医療機器製造業登録　13BZ201189
第二種医療機器製造販売業許可　13B2X10353
高度管理医療機器等販売業貸与業許可　4814180384

SHIN ING 3Dは2004年に設立され、2014年8月8日に
OTC市場に上場しました（コード : 830978）。技術開発、
販売量、製品数、顧客満足度の全てで業界トップレベルを
誇ります。歯科市場向け最先端デジタル3Dシステムの開発
を進め、2012年には8年に渡る3D技術の集大成として、
3Dスキャナー、CADソフトウェア、3Dプリンターを同時リ
リースしました。
SHINING 3Dは、3Dスキャンから歯科修復物設計、3Dプ
リンターを使用した歯科修復物の造形まで、一貫した3Dデ
ジタル歯科ソリューションを提供いたします。

他、申請中の特許152件

平日 9:00～18:0003-5356-9151
03-5356-9171

ジャパンクオリティ株式会社
東京都中野区野方5-27-11
https://www.jquality.co.jp
Mail : info@jquality.co.jp

開発・製造


