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無断複写・転載を禁じます。すべての商標、
会社名、および製品名は、それぞれ各社の
所有物です。

®および™の記載のない場合でもデンツプラ
イインプラントが自社の商標権を放棄するこ
とは一切ありません。

このマニュアルはアトランティス	ウェブ	
オーダーを使用するために必要な情報
を記載したユーザーガイドです。
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はじめに
トップページ
ウェブブラウザにwww.atlantisweborder.comを入力してください。

ドロップダウンメニューから言語を選択してください。

登録ユーザーは、電子メール	アドレスとパスワードを入力して、「続行」ボタンを押してログインしてください。

アトランティス	ウェブ	オーダー
はじめに
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オーダー入力
新規オーダー入力はオーダーページから入力します。「新規オーダー入力 >>」をクリックしてオーダーを開始してく
ださい。各項目ごとに、オーダー過程で案内が表示されます。	
◦「保存してホーム画面へ」をクリックすると、いつでも入力内容を保存し、適宜オーダー入力を完了させて、デン
ツプライインプラントにオーダーを確定することが可能です。
◦「オーダー名」をクリックして、直接オーダーを行ってください。
◦各項目の見出しをクリックして、オーダーの並び替えが可能です。
◦ステータス	欄のステータスが発送済の場合は、ステータスをクリックすると、発送の詳細をご覧いただけます。
◦「到着日」は、症例のお受け取り予定日になります。

ホーム画面

アトランティス	ウェブ	オーダー
オーダー入力

オーダーリスト
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注意：モデルタイプによって、ご利用いただけるデザインオプションが異なります。

続けるには「次へ」を、保存して後で戻って注文を完了するには「保存してホーム画面へ」をクリックしてください。

「モデル タイプ」が「石膏模型 − 可撤式ガム模型なし」の場合、
エマージェンス	プロファイル	径	オプション	は、「ノー ティッ
シュ ディスプレースメント」のみがご選択可能です。

「石膏模型 − 軟組織部なし」の場合、「粘膜縁下深さで設定」
のマージン	ポジションはご選択いただけません。

オーダーページ1 − 「オーバービュー」
「オーバービュー」に最初の症例情報を入力します。
「*」の付いている項目とインプラントの埋入部位の指定は必須項目です。

「デザイン確認有り − イメージ送付」
デザイン作成前に、アバットメント	イメージ画像を受信して、デザインの決定をするためには、このオプションを
選択してください。

「モデル タイプ」を選択してください。
該当する歯の番号のチェックボックスをクリックして、インプラントの埋入位置を選択してください。

アトランティス	ウェブ	オーダー
オーダー入力
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アトランティス	ウェブ	オーダー
オーダー入力

「デザイン確認有り − イメージ送付」を選択されると、「アバットメント イメージ画像 送付先アドレス」欄が入力必
須項目になります。アドレスは、アバットメントのデザイン過程で、デザインに関するご質問等がある場合の連絡
先となります。

アカウントユーザーは、症例イメージを2Dまたは3Dで共有していただけます。1番目の欄に入力されたEメール
の非アカウントユーザーは症例の3Dイメージにアクセスできます。2番目の欄に入力されたEメールの非アカウン
トユーザーは、症例の2Dイメージのみが受信できます。

アバットメントデザインにリクエストや変更を追加する場合は、アトランティス	ウェブ	オーダー内でアカウントユー
ザーによって入力される必要があります。
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アトランティス	ウェブ	オーダー
オーダー入力

アバットメント	デザインのイメージは、オーダー確定された後でも共有していただくことも可能です。
そのためには、オーダーリストから該当する症例のオーダー名をクリックして、オーダーを開いてください。

「イメージを送信」セクションにある「情報を編集 >>」をクリックしてください。

「情報を編集 >>」がクリックされると、ページが拡大されます。症例イメージを送信して情報を共有されたいEメー
ルアドレスを入力してください。
2Dイメージのみを送信されたい場合は、「3D 画像を含める」のチェックボックスからチェックを外して、「アドレス
を追加し、すぐに症例 イメージ送付 >>」をクリックしてください。	
さらに、再送信の簡便化のために、「オーバービュー」ページでのオーダー入力過程でアドレスを事前入力すると、
情報を共有したいEメールアドレス一覧が、このリンクの下にチェックボックスと共に表示されます。
オーダー入力過程で間違ったEメールアドレスにアクセス権を与えた場合、Eメールアドレスを確認して削除するこ
とができます。これで先に送信されたEメール内のアクセスリンクが無効になります。

オーダーページ2 − 「アイテム」
「アイテム」を使用して、治療部位ごとにインプラントとアバットメントの詳細を決定します。
「インプラント タイプ」から、該当部位に対するインプラントの種類とサイズを選択して下さい。
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次に、「補綴 タイプ」で、セメント固定式またはスクリュー固定式のいずれかを選択してください。
	をクリックすると、補綴オプションに関する追加情報が記載されたポップアップイメージが現れます。

ドロップダウン	メニューから該当部位にご使用になりたい材質を選択してください。

注意：選択されたインプラントと補綴	タイプにご利用可能な材質のみが表示されます。

デザインされたアトランティス	アバットメントの複製をご希望の場合、材質選択と共に「デュプリケート アバットメン
ト」ボックスにチェックを追加してください。
ここで行われる変更は、初期設定の詳細を変更するものではございません。

アトランティス	ウェブ	オーダー
オーダー入力

続けるには「次へ」を、進捗状況を保存して後からオーダーを再開してオーダーするには、
「保存してホーム画面へ」をクリックしてください。

アイテムページは、「デザイン設定表示」に初期設定されています。
該当部位に対する詳細をご覧にならない場合は、「デザイン設定非表示」をクリックしてください。
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アトランティス	ウェブ	オーダー
オーダー入力

注意：ジルコニアアバットメントは、インプラント中心からそれぞれの隣在歯の隣接面まで2.5mmのスペースが必
要です（全直0.5mm）。

	をクリックすると、追加情報や図がポップアップ画面で現れます。

「材質」のドロップダウン	リストからアバットメント材質を選択してください。
をクリックすると、材質オプションの追加情報が表示されます。
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オーダーページ 3 − 「パラレリズム」
「パラレリズム」を使用して、互いに平行にしたいアバットメントを選択してチェックボックスで選択します。
平行に設定されたパラレル	アバットメントは同一色でグループ化されます。

続けるには	「次へ」 をクリックしてください。
進捗状況を保存した後でウェブ	オーダーを再開してオーダーを完了するには	「保存してホーム画面へ」をクリックし
てください。

アトランティス	ウェブ	オーダー
オーダー入力
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完了して、オーダーをデンツプライインプラントに送信するには、「オーダー確定」ボタンをクリックしてください。

アトランティス	ウェブ	オーダー
オーダー入力

オーダーページ4 − 「請求および発送」
「請求および発送」は、事前に入力された詳細情報を示します。
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アトランティス	ウェブ	オーダー
オーダーチケット

オーダーチケット
アトランティス	ウェブ	オーダーでオーダーの確定を行うと、オーダー内容の要約を含む「オーダーチケット」が表
示されます。
デンツプライインプラントがオーダーチケットを受信すると、	オーダーチケットによって症例が特定されます。
ページの最下部にある「オーダーチケットを印刷」をクリックして、お客様のオーダーチケットを印刷してください。
アトランティス	アバットメントオーダーに関して、お客様番号、アカウント名、オーダー設定、請求先等がオーダー
チケットに表示されます。
デンツプライインプラントにご連絡いただく際に、この番号をお伝えいただくと、よりスムーズなサポートが可能と
なります。
ガムシリコン付き石膏模型と一緒に、必要に応じて対合模型（バイトインデックス必須）またはワックスアップ（最
終歯冠形態）と共にオーダーチケットをデンツプライインプラントにお送りいただく必要があります。

「オーダー情報を表示」をクリックして、この症例のすべての入力項目を確認してください。
アトランティス	ウェブ	オーダーに入力されたあらゆるオーダーの状況をご確認いただくためには、「オーダーリスト」
リンクをクリックしてオーダーページに戻っていただく必要があります。



14

デザイン承認のための確認

オーダー入力中に「デザイン確認有り − イメー
ジ送付」を選択すると、デザイン確認のために
アバットメント	デザインのイメージのご確認が
可能になります。アバットメント	デザインのイ
メージは、アトランティス	ウェブ	オーダーアカウ
ントに掲載されます。
さらに変更があれば、コメントボックスに指示を
入力して「送信」をクリックしてください。修正
されたアバットメント	デザインのイメージの準
備ができましたら、Eメールにて通知いたします。
デザインをご確認いただき、製造工程に進む事
にご納得いただけましたら、「デザイン決定」に
チェックをして、「送信」をクリックしてください。

アトランティス	ウェブ	オーダー
デザイン承認のための確認
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レイター オーダー	ページには2つの選択肢があります。

アトランティス	ウェブ	オーダー
レイター オーダー

レイター オーダー
オーダー確定済のアバットメント	デザインは、デジタルデータとして保存されているため、最初のオーダーが発送さ
れた後に、同じデザインのアバットメント、またはデザインに変更を加えたアバットメント、またはアバットメントスク
リューをオーダーして頂くことが可能です。
オーダーページからオーダー名を参照、もしくはステータスが「発送済み」の症例を検索してください。
操作欄の「レイター オーダー」をクリックして開始してください。

注意：新規のオーダー番号が割り振られます。
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再スキャン不要
オーダー確定済のアバットメント	デザインと同じデザインのアバットメント、または材質の変更や、最小限のデザ
インの変更を加えたアバットメントをオーダーする場合のレイター	オーダーには、「再スキャン不要」をクリックして
ください。
オーダーページ 1 − 「オーバービュー」は、オリジナルの症例番号とオリジナルの症例のデータをすべてを表示し
ます。グレー表示された欄以外のデータは変更することができます。

アトランティス	ウェブ	オーダー
レイター オーダー

アバットメントスクリュー
アバットメントをオーダーされなくても、アバットメントスクリューのみ単体でオーダーしていただくことができます。

「アバットメント スクリュー」リンクをクリックして、「オーバービュー」ページを開いてください。
担当者情報を確認して、アバットメントスクリューを単体で追加オーダーされたい歯番号とインプラントを選択して
ください。

注意：	アバットメントスクリューが必要ない歯番号とインプラントは、チェックマークをはずしてください。

「オーダー確定」ボタンをクリックしてオーダーを確認されるか、「次へ」をクリックして、請求および発送情報を修
正してください。
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オーダーページ 3 − 「パラレリズム」
「オーバービュー」ページ内の「症例のオーバービュー」において、保存されたオリジナルのデータと同じユニット
がすべて選択されている状態でなければ、「パラレリズム」のページは表示されても、ユニットをパラレルに変更す
ることはできません。

アトランティス	ウェブ	オーダー
レイター オーダー

オーダーページ 2 − 「アイテム」は、オリジナルの症例のデータをすべて表示します。
すべてのデータはデザインの詳細の編集が可能ですが、症例の再スキャンが必要になる為、インプラントタイプの
編集は除きます。

注意：デジタルデータとして、最初のオーダー時に保存されたオリジナルのデータをご覧になりたい場合は、「設
定の初期化」をクリックしてください。

指示欄に再作製症例に関する新規のコメントを追加することができます。
オリジナル症例のコメントが前回作製症例に関する指示欄で読取り専用としてご確認いただけます。
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オーダーページ 4 − 「請求および発送」は、オリジナルのオーダーの際に入力された情報をそのまま示しています。
確定される前に、すべての情報を再度確認してください。すべての欄は編集可能です。

アトランティス	ウェブ	オーダー
レイター オーダー
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アトランティス	ウェブ	オーダー
マイアカウント

必要に応じて、アカウント情報を編集し、「保
存」ボタンをクリックして、マイ	アカウント	
ページに戻ってください。

「イメージをEメールにて送付」項目から、E
メールで通知を受けたいイメージについて、
ご希望をお選びください。

– なし：	Eメールでのイメージの送付はなし
（ユーザーが入力する症例である場合も含
む）

– このユーザーが入力したオーダーのみ：	
マイアカウントに記載されているユーザー
が入力した症例のイメージのみを、Eメー
ルで送付

– 入力されたすべてのオーダー：	どのユー
ザーが症例を入力したかに関わらず、全
てのイメージをEメールで送付

アトランティス 3D エディターは、アカウント
のIDおよびパスワードでログインしたアカウ
ントユーザー（アカウントマネージャー）の
みが、対象アカウントの全ユーザーに、アト
ランティス	3D	エディター機能を有効または
無効にする設定ができます。

注意：アカウントマネージャーによって、ア
トランティス	3D	エディターのオプションが有
効にされる場合、各ユーザー単位でも、機
能を有効にするか無効にするかを設定できる
ようになります。

マイアカウント
マイ	アカウント	ページで、マイ	アカウントに登録をされているアカウントユーザー	のIDおよびパスワードでログイ
ンしたアカウントマネージャーは、「情報を編集 >>」リンクをクリックして、アカウント情報を編集することができ、

「新規ユーザーの追加 >>」をクリックして、新規ユーザーを追加することができます。
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「登録」をクリックして、新規ユーザーを追加
すると「マイ アカウント」ページに戻ります。
新規ユーザーはアカウント確認のためのE
メールを受信します。
各ユーザーは、同じアカウントに、異なるパ
スワードでログインし、各ユーザーがアトラ
ンティス	ウェブ	オーダーで作業をすることが
可能です。

新規ユーザーを追加するには、「新規ユー
ザーの追加 >>」リンクをクリックして、ユー
ザーの姓、名、および電子メールアドレスを
該当する欄に入力してください。

アトランティス	ウェブ	オーダー
マイアカウント

必要に応じて、マイ	アカウント情報を編集し、
「保存」ボタンをクリックして、「マイ アカウン
ト」ページに戻ってください。
パスワードを変更するためには、「マイ アカ
ウント」ページの最下部の「パスワード変更 
>>」をクリックしてください。
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編集されたら、「保存」をクリックしてオーダー設定ページに戻ってください。

アトランティス	ウェブ	オーダー
詳細

詳細
オーダー設定は、詳細ページのオーダー設定セクションにある「情報を編集 >>」リンクをクリックして変更するこ
とができます。
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アトランティス	ウェブ	オーダー
デザイン設定

デザイン設定
「デザイン設定」ページで、「詳細の追加」、「新規プロファイル入力 >>」または「プロファイルの消去」をしていた
だけます。



23

詳細の追加
新規デザイン設定ページで、エマージェンス	プロファイル	径	オプションおよび	マージン	ポジション	オプションなど
のデザインの詳細を編集し保存していただくことができます。
必要な場合は、初期設定をオーダーごとに修正していただくことも可能です。
新規デザイン設定をされたら、「作成する」をクリックしてください。

1. ノー ティッシュ ディスプレースメント
軟組織の支持のないアバットメント。アバッ
トメントは、お預かりした模型のガムシリ
コンまたは石膏製の粘膜立ち上がり部に
接触しません。

2. サポート ティッシュ
解剖学的に形成されたアバットメントは、
お預かりしたガムシリコンの粘膜立ち上が
り形状よりも最大0.2mm大きくなります。
比較的容易に装着が可能です。

3. カントゥアー ティッシュ
中程度の直径に形成されたアバットメント
は、お預かりしたガムシリコンの粘膜立ち
上がり形状よりも最大1.0mm大きくなりま
す。

4. フル アナトミカル
可能な限り最良のエマージェンスプロファイルで提供される、最大直径のアバットメント。装着時には外科的切
開が必要になることがあります。

5. アナトミカル サポート
エマージェンス	プロファイルが最大かつコンケイブを用いた軟組織圧迫が最小の解剖学的アバットメントです。
アバットメントのサイズは、可能な限り最良のエマージェンス	プロファイル	径	によって決定され、マージンは、
粘膜縁下レベルまたは粘膜縁下直下に設置され、エマージェンス	シェイプはできるだけコンケイブにします。

アトランティス	ウェブ	オーダー
デザイン設定

エマージェンス プロファイル 径
オプション
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新規プロファイルを作成してから、「デザイン設定」ページの「詳細の追加」を選択して、プロファイルをカスタマ
イズして、新規デザイン設定ページにアクセスすることができます。（詳細は前ページをご参照ください。）

アトランティス	ウェブ	オーダー
デザイン設定

新規設定入力
デザイン設定名に、お客様の氏名または他の情報を用いて、新規デザイン設定を作成していただけます。

「オーバービュー」ページの「プロファイルの選択」で特定のデザインプロファイルを選択していただくと、自動的
にそのプロファイルに設定内容が使用されます。
新規プロファイルへのリンクをクリックして、プロファイル名を入力して「作成する」をクリックしてください。
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アトランティス	ウェブ	オーダー
ヘルプ

ヘルプ
オーダー過程中に、「ヘルプ − サポートマテリアル」を参照することで、アトランティス	アバットメントオーダーに
関連する追加情報をご確認いただけます。納期については、別途お送りした「発送カレンダー」をご参照ください。

アトランティス	ウェブ	オーダー内の	 のいずれかをクリックすると、オプションの図解が表示されます。	
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アトランティス	ウェブ	オーダー
ヘルプ

	のずれかをクリックすると、オプションの図解が表示されます。
詳細情報については、「アトランティス アバットメント デザインガイド」をご参照ください。

エマージェンス プロファイル 径 
オプション

モデルタイプ
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アトランティス	ウェブ	オーダー
メモ
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Atlantis	VAD™

Custom	Connect™

Soft-tissue	Adapt™

Natural	Shape™

BioDesign Matrix™

アトランティスは、アトランティス	バイオデザインマトリックスとして知られている
4つの重要な機能が組み合わさって構成されています。これらの機能は相互に作
用して、天然歯の機能と外観を再現するために軟組織をマネージします。歯科技
工所、歯科医師およびインプラント患者にとってのアトランティスのメリットです。

•	Atlantis	VAD™	−	最終歯牙形態および個々の患者の解剖
学的構造からデザインされています

•	Natural	Shape™	−	個々の患者の解剖学的構造に基づ
いた独自の形状とエマージェンス	
プロファイル

•	Soft-tissue	Adapt™	−	軟組織の治療および、最終補綴
物に適応するために有利な環境を
実現

•	Custom	Connect™	−	強力で安定した適合	-	主要なインプラント
システム用にカスタマイズされた接合部


