
FAX No：０３－５４６８－１６５０ ＜お客様御記入欄＞

　　＊ FAXの誤送信が増えております。 貴院名：

  　　　FAX番号をお間違えにならぬようご注意下さい。

宛  先　：　株式会社プロシード

　（お問合せ電話番号：　03-5468-1666） 御芳名：

＊弊社の営業日は土日祝日を除く月曜日から金曜日となります。

＊全ての商品は東京から宅急便にてお送りいたします。 住　所：〒

電話番号：

配達希望日：　　　　 　月　 　　　日（　 　　曜日）

A）暫間インプラント

注文No. 定価(税別） ご注文数（個） ご注文金額

DMPF2010SN I-FIX TP インプラント　直径2.0mm×スクリュー長10mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF2010LN I-FIX TP インプラント　直径2.0mm×スクリュー長10mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF2013SN I-FIX TP インプラント　直径2.0mm×スクリュー長13mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF2013LN I-FIX TP インプラント　直径2.0mm×スクリュー長13mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF2016SN I-FIX TP インプラント　直径2.0mm×スクリュー長16mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF2016LN I-FIX TP インプラント　直径2.0mm×スクリュー長16mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF2510SN I-FIX TP インプラント　直径2.5mm×スクリュー長10mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF2510LN I-FIX TP インプラント　直径2.5mm×スクリュー長10mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF2513SN I-FIX TP インプラント　直径2.5mm×スクリュー長13mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF2513LN I-FIX TP インプラント　直径2.5mm×スクリュー長13mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF2516SN I-FIX TP インプラント　直径2.5mm×スクリュー長16mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF2516LN I-FIX TP インプラント　直径2.5mm×スクリュー長16mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF3010SN I-FIX TP インプラント　直径3.0mm×スクリュー長10mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF3010LN I-FIX TP インプラント　直径3.0mm×スクリュー長10mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF3013SN I-FIX TP インプラント　直径3.0mm×スクリュー長13mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF3013LN I-FIX TP インプラント　直径3.0mm×スクリュー長13mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF3016SN I-FIX TP インプラント　直径3.0mm×スクリュー長16mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF3016LN I-FIX TP インプラント　直径3.0mm×スクリュー長16mm×カラー4mm ¥4,500 　

販売名：I-FIX TP インプラント　承認番号：22500BZX00386000
小計　A 　

B）サージカルツール

注文No. 商品名 定価（税別） ご注文数（個） ご注文金額

DPD ポイントドリル ¥8,000

DDE ドリルエクステンション ¥7,000

DMD13TC ミニストレートツイストドリル  直径1.3mm ¥8,000

DMD18TC ミニストレートツイストドリル  直径1.8 mm ¥8,000

DMD23TC ミニストレートツイストドリル  直径2.3mm ¥8,000

DMRL ミニラチェットドライバー ロング ¥5,000

DMRS ミニラチェットドライバー ショート ¥5,000

DMML ミニマシンドライバー　ロング ¥5,000

DMMS ミニマシンドライバー　ショート ¥5,000

DRD09 ヘックスドライバー 0.9mm ¥5,000

DMDP デプスゲージ ¥2,000

DRW ラチェット　ドライバー ¥12,000

DMKC I-FIX キットケース ¥20,000

小計　B

C）技工用パーツ

注文No. 商品名 定価（税別） ご注文数（個） ご注文金額

DMPL ラボアナログ ¥2,500

DMPTC テンポラリーキャップ ¥2,000

販売名：Cleanlant技工用器材　届出番号：13B1X00199DT0007
小計　C

注）右記価格は消費税を含んでおりません。お支払額は

　　右記価格に消費税を加えた価格になります。

◆◆ お支払方法 ◆◆　　以下のお支払方法のうちいずれかをご選択いただきますようお願い致します。

　　　 郵便局振込み ・・・振込み手数料は、お客様のご負担となります。（請求書到着後、2週間以内のお支払いをお願い致します。）

　　　 銀行振込み ・・・振込み手数料は、お客様のご負担となります。（請求書到着後、2週間以内のお支払いをお願い致します。）

　　　 代金引換（現金） ・・・佐川急便の代金引換システムを使用します。振込み手数料は、弊社で負担致します。

　　　 代金引換（クレジットカード） ・・・佐川急便の代金引換システムを使用します。振込み手数料は、弊社で負担致します。

　　      　　　　　　　　　　　             　（ご使用いただけるカード： VISA, JCB, Master, Orico, SAISON, OMC, ｱﾒﾘｶﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ, ｼﾞｬｯｸｽ, DC, UFJ,

　  　　　　　   　　　　　　     　　         　 NICOS, KC CREDIT, Diners Club, AEON, Life CARD, CF Card, 全日信販, ｱﾌﾟﾗｽ, ﾃｨｰｴｽｷｭｰﾋﾞｯｸ　以上）  
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即時暫間インプラントシステム　I-FIX　TP　インプラント　　注文書

　

規格

合計

販売名：Cleanlant インプラント手術用器具　認証番号：223AKBZX00136000

販売名：Cleanlant手術用器具　　　　　　　　 届出番号：13B1X00199DT0005



FAX No：０３－５４６８－１６５０ ＜お客様御記入欄＞

　　＊ FAXの誤送信が増えております。 貴院名：

  　　　FAX番号をお間違えにならぬようご注意下さい。

宛  先　：　株式会社プロシード

　（お問合せ電話番号：　03-5468-1666） 御芳名：

＊弊社の営業日は土日祝日を除く月曜日から金曜日となります。

＊全ての商品は東京から宅急便にてお送りいたします。 住　所：〒

電話番号：

配達希望日：　　　　 　月　 　　　日（　 　　曜日）

A）暫間インプラント ＊ご希望のサイズを１０本お選びください。

注文No. 定価(税別） ご注文数（個） ご注文金額

DMPF2010SN I-FIX TP インプラント　直径2.0mm×スクリュー長10mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF2010LN I-FIX TP インプラント　直径2.0mm×スクリュー長10mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF2013SN I-FIX TP インプラント　直径2.0mm×スクリュー長13mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF2013LN I-FIX TP インプラント　直径2.0mm×スクリュー長13mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF2016SN I-FIX TP インプラント　直径2.0mm×スクリュー長16mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF2016LN I-FIX TP インプラント　直径2.0mm×スクリュー長16mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF2510SN I-FIX TP インプラント　直径2.5mm×スクリュー長10mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF2510LN I-FIX TP インプラント　直径2.5mm×スクリュー長10mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF2513SN I-FIX TP インプラント　直径2.5mm×スクリュー長13mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF2513LN I-FIX TP インプラント　直径2.5mm×スクリュー長13mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF2516SN I-FIX TP インプラント　直径2.5mm×スクリュー長16mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF2516LN I-FIX TP インプラント　直径2.5mm×スクリュー長16mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF3010SN I-FIX TP インプラント　直径3.0mm×スクリュー長10mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF3010LN I-FIX TP インプラント　直径3.0mm×スクリュー長10mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF3013SN I-FIX TP インプラント　直径3.0mm×スクリュー長13mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF3013LN I-FIX TP インプラント　直径3.0mm×スクリュー長13mm×カラー4mm ¥4,500 　

DMPF3016SN I-FIX TP インプラント　直径3.0mm×スクリュー長16mm×カラー2mm ¥4,500 　

DMPF3016LN I-FIX TP インプラント　直径3.0mm×スクリュー長16mm×カラー4mm ¥4,500 　

販売名：I-FIX TP インプラント　承認番号：22500BZX00386000 小計　A 10本 45,000円 　

B）サージカルツール

注文No. 定価（税別） ご注文数（個） ご注文金額

DMK ¥85,000 1 85,000円

販売名：Cleanlant インプラント手術用器具　認証番号：223AKBZX00136000 小計　B 各1個 85,000円

注）右記価格は消費税を含んでおりません。お支払額は 130,000円

　　右記価格に消費税(8％）を加えた価格になります。 130,000円

 

C）技工用パーツ　(セット別売品）

注文No. 商品名 定価（税別） ご注文数（個） ご注文金額

DMPL ラボアナログ ¥2,500

DMPTC テンポラリーキャップ ¥2,000

販売名：Cleanlant技工用器材　届出番号：13B1X00199DT0007 小計　C

　

◆◆ お支払方法 ◆◆　　以下のお支払方法のうちいずれかをご選択いただきますようお願い致します。

　　　郵便局振込み ・・・振込み手数料は、お客様のご負担となります。（請求書到着後、2週間以内のお支払いをお願い致します。）

　　　銀行振込み ・・・振込み手数料は、お客様のご負担となります。（請求書到着後、2週間以内のお支払いをお願い致します。）

　　　代金引換（現金） ・・・佐川急便の代金引換システムを使用します。振込み手数料は、弊社で負担致します。

　　　代金引換（クレジットカード） ・・・佐川急便の代金引換システムを使用します。振込み手数料は、弊社で負担致します。

　　      　　　　　　　　　　　             　（ご使用いただけるカード： VISA, JCB, Master, Orico, SAISON, OMC, ｱﾒﾘｶﾝｴｷｽﾌﾟﾚｽ, ｼﾞｬｯｸｽ, DC, UFJ,

　  　　　　　   　　　　　　     　　         　 NICOS, KC CREDIT, Diners Club, AEON, Life CARD, CF Card, 全日信販, ｱﾌﾟﾗｽ, ﾃｨｰｴｽｷｭｰﾋﾞｯｸ　以上）  
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I-FIX　TP　インプラント　スターターセット　特別価格注文書

即時暫間インプラントシステム　

規格

スターターセット合計

当販売価格は当社直販の場合にかぎり有効です　　　　　

商品名

I-FIX　サージカルキット

小計　A＋B


