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お問い合わせ

関連製品

歯周ポケット測定器　Pam
Pam（パム）で計測したポケットの数値が達
人プラスに自動的に入力されます。

医院価格：138,000円～

クラウド型予約システム アポデント
達人プラスと連携し様々な機能でスムーズな予約を
実現します。

初期費用：59,800円　月額利用料：5,000円

医院さんと患者さんをつなぐ ナビック
ナビックガイドにある補綴物情報PDFを達人プラス
ヘ保存可能です。

初期費用：39,800円　月額利用料：5,000円

〒271-0091
千葉県松戸市本町11-5　明治安田生命松戸ビル5階
TEL. 047-364-7656   FAX. 047-364-7657
E-mail　info@narcohm.co.jp　　URL　https://www.narcohm.co.jp

一般的名称
JMDN70697000
歯周ポケット測定器
機器の分類
クラスII  管理医療機器
特定保守管理医療機器
認証番号
228AIBZX00027000
製造販売業者
株式会社ナルコーム
住所
長野県佐久市蓬田1251-239

達人プラス オプション製品

ＵＳＢ接続タイプ　フットスイッチ
口腔内カメラの画像を取り込む際、手を使用しないで
フットスイッチを踏み画像を取り込みます。

医院価格：14,800円

ＵＳＢ接続タイプ　ダブルフットスイッチ
左のスイッチで静止画取り込み、右のスイッチで動画
録画の開始、停止というように足元の操作で行えます。

医院価格：19,800円

月額利用料

1年パック

3年パック

6年パック

Windows 8.1  /  Windows 10 /  Windows 11
※XP、Vistaでは動作しません
※親機は、Professionalエディションが対象となります
※Windows 7SP1につきましては、インストール可能ですが、既にMicrosoft
　のサポート対象外となっておりますのでご注意ください。

※お使いの画像やデータが増えた場合、そのデータを格納するためのハードディスクもしくはその他のメディアが別途必
要になります。 　※ご使用の環境によっては、上記システムを満たしていても正常に動作しないことがございます。
※Microsoft、Windows、Microsoft 365は、米国MicrosoftCorporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

インストール媒体
弊社ホームページからダウンロードをお願いします。
インストール用DVDをご希望の場合は、別送（有償） になります。

【動作環境】
達人プラス親機
・ Windows8.1  64bit版
・ Windows10  64bit版
・ Windows11
・ Windows Server 2012
・ Windows Server 2012 R2
・ Windows Server 2016

達人プラスtouch
・ Windows11
・ iOS  10.0以上
・ Android  4.4以上

※達人プラスtouch動作確認機種はiPad, iPad mini, iPod touchです。
※上記OSを満たしていてもインストールできない場合があります。
※最新の動作環境は弊社ホームページにてご確認ください。

【画面表示サイズ】
iPad、iPad miniでのご利用時はプラーク、ポケット入力画面は、
全顎表示となります。その他デバイスに関しては、画面サイズに
より1/4顎表示となることがあります。

 【注意事項】
・本製品は、達人プラスが無いと使用できません。
・達人プラスVersion6.37以上にアップデートが必要です。
・達人プラスVersion1、2、3、4、5ではご利用いただけけません。
・達人プラスtouchの価格には、達人プラスの価格は含まれておりません。
・達人プラス親機は、Adobe Acrobat Readerを使用できる環境が
　必要です。
・達人プラスtouchをインストールまたは更新するには、
　インターネットに接続しApp StoreまたはGoogle Playから
　ダウンロードが必要です。
・1/4顎表示の端末では画像印刷はご利用いただけけません。
　全顎表示サイズ（iPad等）の場合のみ画像印刷機能をご利用いただけます。
・製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
　最新の情報は弊社HPをご覧ください。
・本製品には端末は含まれておりません。

達人プラスtouch 仕様

達人プラス 必要システム 達人プラス 利用料

本製品は「達人プラス」のオプション製品です。
「達人プラス」が無いとご使用できませんので、予めご了承ください。 ＋

※Pad, iPod touch, iOS, App Storeは、Apple Inc.の商標です。
※Android, Google Play は、Google Inc.の商標です。
※Windows, Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国及び
 その他の国における登録商標または商標です。

【達人プラスtouch】　医院価格：58,000円

対応OS

画面解像度

ハードディスク

その他

達人プラスは同じ医院内のPCに何台でもインストールができます。
また、ネットワークを作ることでデータを共有することができます。
※ネットワークでご使用の場合は正常なネットワーク環境が整っていることが条件となります。
※インターネット環境の無いコンピュータでのご利用は、一部のサポートが制限されます。

達人プラスへのデータコンバートについて
達人プラスVersion3～5からはデータのコンバートが可能です。
ただし、達人プラスVersion2からはデータのコンバートには費用がかかります。

・契約期間における利用ライセンス　　・製品の無償アップデート及びアップグレード
・フリーダイヤルによる電話サポート　・遠隔サポート

8,000円

90,000円

260,000円

490,000円

利用料に含まれるサービス

インストール用空きディスク 1GB以上
※登録データのための空きディスクは別途必要です。

1280 × 1024以上

インターネット接続、またはUSBポート

※全ての表示価格には別途消費税がかかります。
※掲載情報は2022年5月現在となりますので最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

初期費用0円

6,000円お得

28,000円お得

86,000円お得

6.2% OFF

9.7% OFF

14.9% OFF

安心の訪問設定サポート
訪問設定サポート（製品設定及び使用方法説明）をご希望の場合、￥100,000と交通費にて承ります。

※全ての表示価格には別途消費税がかかります。

H4

本製品に関するお問い合わせ先

達人プラス公式サイト

様々なデータを一括管理
良質なインフォームド・コンセントを実現



入力した検査データはわかりやすくビジュアル化され、印刷物として患者さんに提供することができます

歯周検査

簡単な入力で継続的なデータ管理ができます。わかりやすいイラストと数値で正しい情報を患者さんにお伝えすることができます。

ポケットの深さを測り、
達人プラスに直接数値を入力できます。

ポケット

豊富な印刷物
様々な印刷種類からデザイン、サイズなどを選択いただくことができます。

・お持ちのタブレット型端末を活用できます
・医院さまの端末にて何台でも使用可能です

訪問先で歯周検査の入力ができます。
画像を持ち出し、閲覧・お絵描きが可能になりました。

訪問診療でもご活用いただけますN EW

※iPad、iPad miniでのご利用時はプラーク、ポケット入力画面は、全顎表示となります。
　その他デバイスに関しては、画面サイズにより1/4顎表示となることがあります。

ポケット画面 プラーク画面 画像一覧画面 画像編集画面

 患者情報呼出し データの転送・印刷歯周検査入力
画像の閲覧・編集

選択可能な２種類の検査圧

Pam ： 20ｇ～25ｇ
Pam センシティブ ： 10ｇ～15ｇ

先端部は衛生的に優れたディスポチップ
先端部は取り外しが可能で、衛生面も考慮されたディスポ
タイプになっています。
また、患者さんの歯周ポケットの深さにあわせて使い分け
できる7mmと13mmの2種類の長さをご用意しています。

for

iPad
Android

患者情報

入力データ

【構成例】
・Pam 本体
・Pam USB 
・2連無線フットスイッチ
・Pam ワイヤレスキット

ワイヤレス

測定

入力情報送信

ペリオスタジオ（付属ソフト）
達人プラス（別売）

連携アプリケーション

数値の自動入力

オプション製品

リスク管理

口腔内のリスクをレーダーチャート化し、
目指す数値を具体的に示すことで患者さん
のモチベーションアップを図ります。

ダイアグノデントの検査データも取り込み、
管理することが可能です。

ダイアグノデント インプラント履歴

患者さんのインプラント履歴を時系列で管
理できます。使用材料や施術経過など計画
的なインプラント治療を行えます。

歯周検査、口腔内画像、レントゲン画像など、あらゆる検査結果をまとめて患者さんにご説明することできます。

治療計画

プラーク付着部位を色で表現することにより、磨き残し箇
所をイメージすることができます。
過去データとの比較やグラフなど患者さんのモチベーショ
ンアップにもつながります。

歯間ブラシの形状は4パターンです。
持ち手部分の色を変更できるので
医院さんでお勧めの歯間ブラシを
マスタで登録可能です。

プラーク

NEW
歯間ブラシ機能



画像管理・編集
画像の取り込みから、整理、編集、印刷までを総合的にサポートします

多彩な機能
様々なツールで院内の業務を幅広くサポートします

パソコンにインポートした画像・動画等のファイルを読み込み、メ
イン画面にドロップするだけで取り込めます。取り込み後すぐに編
集を始められます。

デジカメ取込 口腔内情報

ビジュアル的な治療計画書を作成し、良好な治療説明が行えます。
画像を入れることでより分かりやすく患者さんに伝えられます。

口腔内カメラなどから取り込んだデータを達人プラス上で自由に編
集することができます。
編集画像上で画像にコメントを書き込むこともできるので、診療内
容のメモやインフォームドコンセントに役立てることができます。

拡大編集

録画・保存した動画を比較再生することができます。
動画で比較することで、よりはっきりと状態の変化を患者さんに伝える
ことができます。

比較動画

・画像のトリミング 
・色の反転 
・コントラスト調整 

編集可能項目
・色相、彩度の調整
・ガンマ補正 
・カラーでの描画 

取り込んだ写真等のデータの中から、必要な画像を素早く検索できます。
また、検索した写真は拡大して確認することが可能です。

写真検索

様々なデータを簡単に取り込める

口腔内カメラ ※1
デジタルカメラ

位相差顕微鏡 ※1
画像ファイル

デジタルレントゲン TWAIN入力 ※2

※1 ご使用の機種によっては別途ビデオキャプチャーアダプターが
　　必要になる場合があります。
※2 フィルムレントゲンの取り込みには別途スキャナーが必要になります。

今までは１枚ずつ写真を確認し手動で
「達人プラス」に取り込んでいた作業
が、「達人プラス」と「アイスペシャル
C-Ⅱ/C-Ⅲ/C-Ⅳ」を組み合わせること
で簡単になります。

QR自動画像振り分け機能

アイスペシャルC-Ⅱ/C-Ⅲ/C-Ⅳとの
連携で症例写真の取り込みが簡単に。

・テキストの書き込み　
 など

見積書

症例写真や患者写真を使用することで、よりわかりやすい見積書を
作成できます。

簡単な操作でリコールはがきや、院内ポス
ターなどが作成できます。患者さんを一覧
検索し、宛名をまとめて印刷することもで
きます。デザインは随時更新されどんどん
増えていきます。

はがき・パンフレット薬剤情報

お薬の情報を写真付で印刷することができ
ます。

説明資料

予め収録されている症例写真やイラストを
説明用として使用でき、医院さんで追加も
可能です。

00:00:00

患者さんは専用アプリにログイン
し受け取った文章の内容を確認し
て動画の撮影を行います。

お口を録画
患者さんのご自宅での歯ブラシ風景などを撮影する機能です。
スマートフォンで撮影した動画を患者さんが送信することで
院内の達人プラスに保存されます。

ドラッグ＆ドロップで
簡単に取り込めます
ドラッグ＆ドロップで
簡単に取り込めます

コメントを書き込んで
より実用的な画像として編集できます。
コメントを書き込んで
より実用的な画像として編集できます。

患者さんが動画を送信すると達人
プラスにデータが届きます。

送信

メニュー画面の【お口を録画】か
ら患者さんに撮って頂きたい動画
の内容を文章で送信します。

送信

画像を様々なレイアウトで並べることができます。レイアウトした画像
で患者さんに説明し、そのまま印刷してインフォームドコンセントとし
ても使えます。

写真レイアウト

レイアウト30種類以上

はがき・パンフレット
各25パターン

随時追加予定

NEW

※この機能を使用する為にはインターネット環境が必要となります。



はがき・パンフレット

口腔内情報

見積書

薬剤情報

インプラント履歴

デジカメ取込

拡大編集

比較動画

写真レイアウト

写真検索

フォルダを開く

TWAIN入力

X線取込

プラーク

リスク管理

説明資料

ユーロペリオ

ダイアグノデント

患者メモ

治療計画

ポケット

まとめ印刷

自動取込

位相差撮影

汎用データ

印刷プレビュー

撮影

【機能一覧】
確かなインフォームドコンセントの提供で、

「また来たい」と思われる医院づくりをお手伝い
確かなインフォームドコンセントの提供で、

「また来たい」と思われる医院づくりをお手伝い
患者情報を一手に管理し、コミュニケーションの機会を増やす

患者情報 口腔内撮影 検査情報

スタッフの
モチベーションが上がる

患者さんの反応が変わる

達人プラスを無償でお試しいただけるトライアル版をご用意しました。

弊社ホームページからダウンロードして、ぜひお試しください。

　※トライアル版をインストールするPCにはインターネットの接続環境が必要です。

達人プラス　トライアル版
2週間

無料

 月額利用方式　　8,000円

無償のアップデートで常に最新バージョンを利用い
ただけるので買い替え不要です。
さらにインストールの台数制限はありません。

　　　　安心の訪問設定サポート

訪問設定サポート（製品設定及び使用方法説明）を
ご希望の場合、￥100,000と交通費にて承ります。
ご希望の方は弊社営業部までご連絡ください。

　  月額利用料で利用できるサービス

・無償のアップデート＆アップグレード
・フリーダイヤル
・遠隔サポート

　　　　　     遠隔サポート

お客様の要請により、相談員がリモートでお客様の
パソコンに接続し、お客様の画面を直接見ながらサ
ポートを行う、遠隔支援サービスです。

              カルテレセプトコンピュータ連携

カルテ・レセプトコンピュータに登録している患者さんのデータ
をそのまま活用することができます。
ご希望、お問い合せは弊社営業部までご連絡ください。

                           レントゲン連動

レントゲン画像を達人プラスに取り込むことができます。
ご希望、お問い合わせは弊社営業所までご連絡ください。

画面を使ってその場で説明、出力して印刷物をお渡し

いつでも全ての機能にアクセス 患者さんの全ての情報を一覧表示

お口を録画

操作履歴

矯正

※お得な年間パックもご用意しております。


