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2020
日頃より、インビザライン・システム治療の発展にご尽力いただき、誠に

ありがとうございます。

アライン・テクノロジー社では、先生方のインビザライン・システム治療

の経験値に合わせ、インビザライン・アドバンテージ・プログラム（以下

「プログラム」）をご提供させていただいております。

プログラムはステータスごとに分類されており、ステータスに応じて

製品の割引やその他のサービス／特典が提供されます。

このプログラムが、患者様へのよりよい治療の提供やクリニックの成長

など、先生方のクリニックをさらなる成功に導く一助となることを願って

おります。



 

 

インビザライン・アドバンテージ・プログラム
プログラム期間：1月1日～12月31日

10種類のステータス：

現在プログラムに属している場合は、自動的に2020年
のプログラムに登録されます。アライン社の他の割引
プログラムに参加されていない場合、あるいはその他の
代替的な合意が交わされていない場合は、プログラム
へのご参加資格があるものとします。

2020年のプログラム期間開始時のステータスは、前年
度のプログラム期間中に実施された対象治療のクリン
チェック治療計画承認済み件数によって決定されて
います。¹

プログラム期間内により高いステータスに昇格した場合、
昇格と同時にその割引や特典を受けられるようになり、
各ステータスの割引率は昇格後次の症例から適用され
ます。

ただし、次のプログラム期間の開始時点で、現在の
ステータスまたは対象治療件数  2 がステータス条件に
満たなかった場合は、実際の件数に応じてステータス
がダウングレードされます。3

ポイントは、次のプログラム期間のステータスとそれに関連
する割引率、サービス、特典を決定するために使用されます。

 ▲ 承認済み治療1件 = 100ポイント
 ▲ 対象治療：
コンプリヘンシブ パッケージ、ライト パッケージ、エクス
プレス パッケージ、インビザライン・ファーストーコンプリ
ヘンシブ パッケージ、インビザライン・システムーコンプ
リヘンシブ フェーズ2 パッケージ

 ▲ 対象期間：
2020年1月1日～2020年12月31日

獲得したポイントは、インビザライン・ドクターサイト（IDS）で
簡単にご確認いただけます。

 ▲ いつでも簡単にアクセス可能
 ▲ IDS上の新しい「アドバンテージ」タブ
• 獲得ポイントの進捗には、承認済みのポイント数と承
認待ちのポイント数が表示されます。
• 現在の進捗状況には、獲得したポイント数と次のス
テータスに昇格に必要なポイント数が表示されま
す。

 ▲ 症例カウントバナーには、プログラム期間と承認済み
ポイント数が表示されます。
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クリニックの発展

スタッフ様の治療割引

ステータス認定の盾

スタッフ様を対象とした
Invisalignオンライン講座

Invisalignオンライン講座の
「参考ページ」へのアクセス

＊ 各ステータスの割引率は、昇格後次の症例から適用されます。

スタッフ様の治療割引

コンサルツール

サービスと特典  4

割引率 5, 6 

（各ステータスの割引率は昇格後次の症例から適用されます）

臨床教育イベント7

スタディクラブへの参加機会

マスターコースへの参加機会

カントリーフォーラムへの参加機会

ステータス ブロンズ シルバー ゴールドⅠ ゴールドⅡ プラチナ プラチナ
エリート ダイヤモンド
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プログラム概要

コンプリヘンシブ  パッケージ、
ライト パッケージ

ビベラ・リテーナー 7



スタディクラブ
スタディクラブは、インターミディエイトの矯正治療や、歯
科医院におけるインビザライン導入の成功例を中心と
した内容になっています。イベントを通じて、他の先
生方とご交流いただき、治療経験を共有する貴重な機
会を提供いたします。経験豊富なインビザライン・ド
クターによる講演が開催されます。

カントリーフォーラム
最新のインビザライン治療のテクニックや参考情報
などについて先生方が自由に情報を交換できる場を
提供します。詳細は、弊社営業担当、またはカスタマー
サポートまでお問い合わせください。

マスターコース
マスターコースは、より多くのインビザライン臨床経験
を重ねていただくため、難易度の高い症例に対して、
クリンチェック治療計画の最適化などさまざまな
トピックで開催いたします。マスターコースは、ゴールド
以上のステータスの先生方にご参加いただけます。



Invisalignオンライン講座の
「参考ページ」へのアクセス
学習に役立つ資料や実際にクリニックのマーケティン
グ活動にご利用いただけるロゴや画像、クリニック内
で活用いただけるリーフレットやポスターなど、様々な
ご参考資料のファイルをダウンロードいただけます。
詳細は、https://www.invisalign-practice.com/jp/
をご覧ください。

マイ・コンサルツールは、クリニックやスタッフ様に関する
情報や画像、ご自身の症例などの情報を追加し、コンサ
ルツールをカスタマイズできる機能です。
詳細は、https://www.invisalign-consult.com/jp
をご覧ください。

マイ・コンサルツール

すべてのスタッフ様を対象とした
オンライン講座
「Invisalignオンライン講座」は、医師の先生方をはじめ、
クリニックの皆様がインビザライン・システム治療や治療
の流れをより深く理解するためのものです。
詳細は、 https://www.invisalign-practice.com/jp/
をご覧ください。

スタッフ様の治療割引
スタッフ様が実際にインビザライン・システムを使用す
ることは、インビザライン治療を行なう上で患者様に
とってもスタッフにとってもメリットがあると考えます。全
ステータスの先生方のスタッフ様に50％OFFが適用さ
れます。ただし、適用症例数はステータスによって異
なり、対象は常勤スタッフとなります。 8, 9

ステータス認定の盾
プラチナ以上のステータスに達した先生方には、イン
ビザライン・システムにおける実績に応じた記念盾を
贈呈いたします。プログラム期間中に、高いレベルの
アドバンテージ・ステータスに昇格した場合は、新しい
ステータスの認定記念盾をお贈りいたします。



1 .毎年1月1日から12月31日までを「プログラム期間」として
集計します。プログラム期間の最初の割引ステータスは、ア
ライナーの出荷日に関係なく、先生のインビザライン・アカウ
ント上の前年の総治療承認数によって算出されます。プログ
ラム期間中に、新しいステータスに移行する場合は、新しい
割引率が適用になります。 2.「対象治療件数」は、クリンチェック
治療計画承認件数に基づいて決定されます。対象治療件数
は1年ごとに集計され、(ⅰ)コンプリヘンシブ パッケージ、
(ⅱ)ライト パッケージ、(ⅲ)エクスプレス パッケージ、(ⅳ)イン
ビザライン・ファーストーコンプリヘンシブ パッケージ、(ⅴ)イン
ビザライン・システムーコンプリヘンシブ フェーズ2 パッケー
ジの治療オプション（以下、インビザライン治療オプション）が対
象となります。キャンセルとなった治療、ビベラ・リテーナー、追
加アライナー、交換アライナー、その他関連製品送料および手
数料など、記載された治療オプション以外はプログラムの対
象となりません。大学の研究プログラムまたは第三者機関か
ら承認される症例は対象治療件数としてカウントすることは
できません。 3.各特典の適用にあたり、一定の条件を満たす必
要があります。プログラムに参加した者は、アライン・テクノロジー
社とインビザライン・ドクターとの良好な信頼関係が損なわれ
た場合、アライン・テクノロジー社代表者、従業員、またはアラ
イン・テクノロジー社の代理人の裁量により、インビザライ
ン・アドバンテージ・プログラムへの参加資格を終了すること
に合意したものとみなされます。健全性の損失については、支
払の未納や遅延、インビザライン・ブランドの不正使用、アライ
ン・テクノロジー社インビザラインに関する価格取引条件の

違反（アライン・テクノロジー社による技術および広告基準、
広告契約を含みます）、問題のある事業慣行および類似事
項が含まれます（ただし、これらに限定されません）。 4 .サー
ビスおよび特典は、随時変更される場合があります。またこ
れらは、参加者の診察拠点地域の適用法令、規則、条例を
準拠し、これに従って解釈されるものとします。 5.(ⅰ)コンプリ
ヘンシブ パッケージ、 (ⅱ)ライト パッケージ、（ⅲ）インビザラ
イン・ファーストーコンプリヘンシブ パッケージ、（ⅳ）インビザ
ライン・システムーコンプリヘンシブ フェーズ2 パッケージの
治療における最初のアライナー料金に限り、割引を適用する
ものとします。 エクスプレス パッケージ、ビベラ・リテーナー、
追加アライナー、交換アライナー、キャンセルとなった治療、
その他関連製品、送料および手数料などは割引対象となりま
せん。 6.割引プログラムは特に記載のない限り、他のプログラ
ムと組み合わせることはできません。提出済み、または完了し
た治療を別の診療アカウントに移動して追加の割引を受ける
ことはできません。 7.アライン・テクノロジー社は、雇用証明書を
要求する権利を有します。割引対象として申請頂いたスタッフ
に対する割引の拒否、ならびに雇用証明書の妥当性の判断
は、アライン・テクノロジー社の独自の裁量によるものとします。 
8.アライン・テクノロジー社は、雇用証明書を要求する権利を
有します。割引対象として申請頂いたスタッフに対する割引
の拒否、ならびに雇用証明書の妥当性の判断は、アライン・テ
クノロジー社の独自の裁量によるものとします。 9 .法令で禁
止されている場合、本プログラムは無効となります。
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