
Veraviewepocs 3Df
ベラビュー  エポックス

Thinking ahead. Focused on life.



Veraviewepocs 3Df
New Frontier of the X-ray

ベラビュー エポックス3Dfは1台でパノラマ撮影、セファロ撮影、CT撮影が可能です。デジタ
ルテクノロジーを駆使し、より少ない X線照射線量で撮影できる、CT撮影が可能なパノラマX線
装置です。さらに洗練された多彩な画像処理により、多角的な診断に役立つことが期待できます。
簡単な位置付けと操作により、Ø40×H40mmの局所領域の撮影から、フルマウス対応のØ100
相当×H80mmのCT画像まで鮮鋭な画像を提供します。
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High Quality Images and Multiple Sizes

Easy Positioning for CT

X線の透過しやすい部位への
照射線量を下げて撮影する
ことで、患者さんへの照射線
量を最大40%低減 **します。
軟組織（上顎洞粘膜、皮膚な
どの境界）がよりクリアになり、
歯牙によるアーチファクトも低
減 **します。

設置スペースは、通常のパノラマ/セファロと
同じくコンパクトサイズです。

Dose Reduction機能

コンパクト
Dental-Arch FOV など、計 6種類の撮影領域
を持つことで、エンド、ペリオ、インプラント等
の様々な症例に対応することができます。

歯周から歯根膜空隙、歯槽骨
の状態などの観察が可能です。
インプラントの術前プランニ
ングから術後の観察にも有効
です。

症例に応じた撮影領域

高解像度 ボクセルサイズ
125µm*

Dental -Arch FOV (3Df-100)

より少ない照射線量で全歯列
の撮影を可能にする新搭載の
Dental-Arch FOV。歯列弓に
フィットさせたØ100相当の撮
影領域(FOV)を実現しました。

Dental-Arch FOV

(歯列弓型撮影領域)を新搭載

パノラマでは遠心根に病巣
があるかのように見えますが、
CT画像を確認すると、実際は
かなり湾曲した近心根（頬側）
の周りにのう胞があるのが確
認できます。

パノラマとCTのスムーズな連携
（根尖病巣の撮影例）

左右ビーム、水平ビーム、前
後ビームによる2方向スカウト
撮影を行った後、ディスプレイ
に出力された 2方向スカウト
画像上で関心領域をクリック
します。READYキーを押せば
自動的に回転アームは関心領
域の中心に移動し、適正なCT
撮影のポジショニングができ
ます。

2方向スカウト

CT撮影の前にパノラマスカウ
ト撮影を行います。そのまま
の位置付けで、パノラマスカ
ウト画像上の関心領域をクリ
ックし、READYキーを押せば、
その中心が撮影の中心になる
ように自動的にアームが移動
し、CT撮影ができます。

CT撮影後、パノラマ画像上のクロスマークを
ダブルクリックすれば、すぐにその領域の CT

画像が表示されます。

パノラマスカウト

Ø40 x H80 mmØ80 x H50 / 80 Ø40 x H40 / 80  

ø
10

0

Dental -Arch FOV 
(Ø100相当 x H50 / 80)

ノ ー マ ル モ ー ド に 対 し て、Dose 
Reductionモードを使用した場合。

Ø80,Ø40 FOVの時。
** 
* 
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術前観察に有効な下顎管描画
機能は、下顎管を見やすく表
示し、埋入位置までの距離や
頬舌的位置関係の把握に有効
です。

各社の形状データに加え、カ
スタムで長さと直径を設定した、
円柱状のインプラント体をCT
画像に重ね合わせる事で、埋
入イメージの説明が容易にな
ります。

下顎管描画機能

プレゼンテーション機能

3D Image for Implant Planning

Utility for Analysis

歯列弓に対する直交断面が観
察できます。

cMPR機能

撮影データをDICOM形式で
書き出すことにより、サードパ
ーティ製ソフトでインプラント
シミュレーション等に利用する
ことができます。

全顎に渡り、高解像度のボリュ
ームレンダリング画像を得られ
ます。インプラントのプランニ
ングから経過観察まで、スムー
ズに説明することが可能です。

インプラントシミュレーション
ソフトとの連携

ボリュームレンダリングで
インプラント確認

インプラントプレゼンテーショ
ンには、インプラントライブラ
リを使用することで、よりリア
ルな状況を患者さんに説明す
ることができます。

インプラントライブラリ

5 6



パノラマ撮影後に断層位置を
変更することが可能です。こ
れにより、撮影後でもフォーカ
スを修正することができます。
また、フォーカス位置を平面
だけでなく、深さの異なる点
を指定して合わせることが可
能です。調整はパノラマ画像
上でフォーカスを調整したい
点を選び、マウスをスクロー
ルすることで行うことができ
ます。

プレビュー画像が画面上の枠
の中に表示されるので画像を
直接確認しながらフォーカス
調整することが可能です。 外耳道孔以後へのX線照射を

カットして患者さんへの被ばく
量を低減することが可能です。
カットする領域は 3パターンか
ら選択することができます。

可変断層パノラマ

部分セファロ

Panorama

X-Yムーブメントと回転機構の
合成運動をコンピュータ制御
することにより、ムーブメント
アームは多彩な断層軌道を実
現し、理想に近い断層形態を
構築しました。

顎関節撮影時の最適な X線の
入射角の設定や歯の重なりの
少ないパノラマ画像など、多
彩な撮影機能を実現しました。

標準パノラマ

直交パノラマ

顎骨パノラマ

Cephalo

断層位置調整後断層位置調整前

ピクセルサイズが 96µmにな
り、トレースポイントをより見
つけやすくなりました。

高解像度セファロ

光センサーにより、患者さん
を動かさず位置付けすること
ができます。AF ( 自動位置付
け）機能は、光センサーが前
歯部の位置を計測し、アーム
を自動的に適正な断層位置に
移動する機能です。再現性の
良い X線画像を実現します。

AF自動位置付け機能

撮影部位に応じて､リアルタイ
ムに X線量をコントロールす
るDDAE機能により、画像の
ダイナミックレンジを向上させ
た、見やすい画像が得られます。

ソフトウェア上で、X線画像の
全体濃度の調整、細部の濃淡
の強調、対数変換を行うこと
で、より見やすい画像を実現
しました。

DDAE（デジタルダイレクトオ
ートエクスポージャー）機能

AIE（オートイメージエンハン
サー）補正機能

位置調整された断層

患者さん（被写体）と X線管の
距離を一定に保つことにより、
拡大率が一定の画像を得られ
ます。また、断層軌道を変え
ずに、患者さんと X線管との
距離を変えることで、拡大画
像を得ることができます。
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Specifi cations  

販売名：
タイプ：
一般的名称：
電源：
消費電力：
質量：
機器の分類：
医療機器認証番号：
法定耐用年数（償却年数）：

X線
管電圧：
管電流：
焦点の呼び：

CT撮影
撮影時間：
撮影領域：

パノラマ撮影
撮影時間：

断層軌道：

セファロ撮影（オプション）
撮影方向：

ベラビュー　エポックス
3Df - 40P / 100P / 40CP / 100CP
アナログ式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
AC 100V  50/60Hz
2.0kVA
約190kg（セファロ付きは約 260kg）
管理医療機器（クラスⅡ）特定保守管理医療機器
20900BZZ00259000
6年

60-90kV（撮影モードにより異なります）
1-10mA（撮影モードにより異なります）
0.5

約 9.4秒
3Df - 40P / 40CP     -  40x40, 40x80
3Df - 100P / 100CP  - 40x40, 40x80
                                 80x50, 80x80
                                 100x50, 100x80

ハイスピードモード（標準パノラマ）約 7.4秒
ファインモード（標準パノラマ）約15秒　（3Df - 100P / 100CPのみ）
標準パノラマ (標準・顎骨・直交 )
小児パノラマ (標準・顎骨・直交 )
上顎洞パノラマ (前方・後方 )
顎関節 4分割

3Df - 40CP    - 正面方向、 側面方向
3Df - 100CP  - 正面方向、 側面方向

*セファロはオプションとなります。

*パノラマおよびセファロ撮影機能の詳細はベラビュー エポックス 2Dのカタログを参照ください。

*ベラビュー エポックス 3Dfは必ず床および壁面に固定してください。

*X線撮影時には必ず防護服を着用願います。

-  拡大率  1.3倍一定 / 1.6倍一定
-  拡大率   1.3倍一定 / 1.6倍一定
-  拡大率   1.5倍一定
-  拡大率  1.3倍一定

Network System in Clinic

当社の歯科画像管理ソフト
i -VIEW*を使ってネットワー
クを構築し、当社のデジタル
画像機器を接続することが可
能です。いつでもどのチェア
サイドでも診断・計画・患者さ
んへの説明を行うことができ
ます。

DICOM3.0規格に準じたネ
ットワーク環境を備えた医
療機関への導入が可能です。
DICOMは、医療情報システ
ム間でデジタルデータを通信
したり、保存したりする方法を
定めた国際規格です。

DICOMにより医療画像機器
をメーカーや機種の違いに関
係なく使用でき、各種診断画
像や検査情報を相互にやりと
りすることができます。また、
HIS/RISとの連携によるシス
テム構築への配慮もされてい
ます。

当社の歯科画像管理ソフト
i -VIEWを使って、既存のネ
ットワークへ参加すること
が で き ま す。MWMで オー
ダーを検 索し、i -VIEWで撮
影、MPPSを使ってオーダー

院内ネットワーク

DICOM対応 DICOMネットワークへの参加

* i-VIEWは専用パソコンセットでのみ動
  作可能です。

3Df - 40P / 100P

（パノラマ ・ CT撮影）

3Df - 40CP / 100CP

（パノラマ・セファロ ・ CT撮影）

Veraviewepocs3DX

Soaric

Megadixel

Digora

ScanXDOC-5 Trinity Core

Penscope

ステータスを更新し、PACS
へ画像を送信できます。また
DICOMプリンタへ接続する
ことで高品質のプリントアウト
が可能です。
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Diagnostic/ Imaging Equipment

Treatment Units

Handpieces & Instruments

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries

発売

ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。

仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

大阪本社　   大阪府吹田市垂水町3-33-18　〒564-8650  TEL 06-6380-2525
東京本社　   東京都台東区上野2-11-15   〒110-8513  TEL 03-3834-6161

www.dental-plaza.com

本社工場　   京都府京都市伏見区東浜南町680   〒612-8533  TEL 075-611-2141
久御山工場　京都府久世郡久御山町大字市田小字新珠城190    〒613-0022  TEL 0774-43-7594

製造販売・製造




