
治療費のご案内



写真 説明 料金（税込）

口元の輝きと美しさを演出する信頼のホワイトニングです。
ホームホワイトニングより、高い濃度の薬液を使用するので
早くキレイになりたい方にお勧めです。

白くキレイな歯で自信をもって、おもいっきり笑ってみませんか
♪♪

所要時間：１時間

初回 ２万円

２回目以降 １万５千円

写真 説明 料金（税込）

ご自宅で行うホワイトニングです、

少し時間はかかりますがその分、白さが長持ちします。

また、オフィスホワイトニングの施術後の白さをキープし、色の
後戻り防止にもお勧めです。

トレー（片顎） ３千円

ジェル単品 ２千円

写真 説明 料金（税込）

オフィスホワイトニングとホームホワイトニングの
お得なセットです。

組み合わせる事により更にキレイに！
そして白さを長く持続させます。

所要時間：オフィス１時間

２万５千円

※ホーム用ジェル２本

●オフィスホワイトニング

●ホームホワイトニング

●デュアルホワイトニング



写真 説明 料金（税込）

神経を取った後の歯の変色を白くします。

目安：３回～５回程度行います

所要時間：３０分

・初回 ５千円

・２回目以降 ２千円

●ウォーキングブリーチ

写真 説明 料金（税込）

歯肉の表面にある色素沈着を薬剤を用いて取り除き本来の美し
い歯肉に戻すことが出来ます。

歯肉がキレイだと歯もより白く見えます

所要時間：３０分

６千円

※ホワイトニングを併せて行う場合
￥１０００引き

●ガムピーリング

写真 説明 料金（税込）

お茶の茶渋やタバコのヤニが気になる方におすすめです。

パウダーとエアーの力で汚れを落とし
ご自身の歯を本来の白さに戻します。

所要時間：３０分

６千円

●ジェットエアフロー



メニュー名 写真 材質 審美性 耐久性 説明 保証・再治療割引 料金（税込）

ゴールド（PGA）
インレー

ゴールド ☆☆ ☆☆☆
☆☆

歯を削るのに限界がある場
合、強い歯ぎしりの方の奥
歯に使用しています。

・使用年数１年以内
無料保証

・２～３年以内
４０％割引

・４～１０年以内
１０％割引

注）
半年毎にメインテナン
スで来院されている
患者様に限ります。

９万円

※別途、診察料がかかります

オールセラミック
インレー

ジルコニア
・

e-max

☆☆☆
☆☆

☆☆☆
☆☆

金属を使用しないため、金
属アレルギーの心配がなく、
透明感のある美しさを作る
ことが出来ます。

変色も少なく自然な輝きを
長期に維持します。

ﾚｲﾔﾘﾝｸﾞ ５万５千円

単色 ３万３千円

※別途、診察料がかかります

ハイブリッド
インレー

ハイブリッ
ドレジン

☆☆☆
☆

☆☆☆ 金属を使用しないため、金
属アレルギーの心配はあり
ません。

セラミックに比べ透明感・
耐久性は劣りますが、白く
目立ちにくいのが特徴です

保証なし

１万５千円

※別途、診察料がかかります

合金インレー 合金 ☆ ☆☆ 健康保険を用いる場合には、
銀またはパラジウム等を含
有した合金を使用すること
が義務付けられています。
歯が銀色に黒ずんでくるこ
とが短所です。

保険の範囲 保険適用

〇 中程度の虫歯 ～補綴物の費用～



メニュー名 写真 材質 審美性 耐久性 説明 保証・再治療割引 料金（税込）

オールセラミック
クラウン

ジルコニア
・

e-max

☆☆☆
☆☆

☆☆☆
☆☆

金属を使用せず、セラミッ
クだけで出来たクラウンで
す。

強度に優れ変色も少なく
透明感のある健康的で自然
な美しさを長期に維持する
ことが出来ます。
金属アレルギーの心配もあ
りません。

前歯・奥歯に使用します。

【 ハイクオリティ 】
超一流の歯科技工士が製作しま
す。仕上がりにご満足いただけ
ると思います。

【 レイヤリング 】
患者様の残存歯に合せた色調で
製作し、自然な印象を再現しま
す。

【 グラデーション 】
色味が４層になっている材質を
使用し、天然歯に近い色調を再
現します。

・使用年数１年以内
無料保証

・２～３年以内
４０％割引

・４～１０年以内
１０％割引

注）
半年毎にメインテナン
スで来院されている
患者様に限ります。

ﾊｲｸｵﾘﾃｨ ２０万円

ﾚｲﾔﾘﾝｸﾞ １３万円

ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ ９万５千円

単色 ５万５千円

※別途、診察料と仮歯代が
かかります

レイヤリング
クラウン限定！！

前歯１２本セット
１２５万円

前歯６本セット
６９万円

前歯４本セット
４８万円

※別途、診察料と仮歯代が
かかります

〇 大きい虫歯 ～補綴物の費用（保険外：自費負担）～



メニュー名 写真 材質 審美性 耐久性 説明 保証・再治療割引 料金（税込）

ゴールド（PGA）
クラウン

ゴールド ☆☆ ☆☆☆
☆☆

歯を削るのに限界がある
場合、強い歯ぎしりの方
の奥歯に使用しています。

・使用年数１年以内
無料保証

・２～３年以内
４０％割引

・４～１０年以内
１０％割引

注）
半年毎にメインテナン
スで来院されている
患者様に限ります。

１８万円

※別途、診察料と仮歯代が

かかります

メタルセラミック
クラウン

メタル
＋
セラミック

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆☆

金属の上にセラミックを
焼き付けたクラウンです。

透明感は若干失われます
が、強度に優れ保険のプ
ラスチックのクラウンと
は異なり、擦り減り・変
色は少なく前歯・奥歯に
使用します。

５万５千円

※別途、診察料と仮歯代が
かかります

〇 大きい虫歯 ～補綴物の費用（保険外：自費負担）～



メニュー名 写真 材質 審美性 耐久性 説明 保証・再治療割引 料金（税込）

合金クラウン 合金 ☆ ☆☆ 健康保険を用いる場合に
は、銀またはパラジウム
等を含有した合金を使用
することが義務付けられ
ています。

歯が銀色に黒ずんでくる
ことが短所です。

保険適用 保険適用前装鋳造冠
（ぜんそうちゅう
ぞうかん）

合金
＋
レジン

☆☆ ☆☆ 健康保険を用いる場合に
は、銀またはパラジウム
等を含有した合金を使用
することが義務付けられ
ています。
表面はプラスチックで覆
われています。

合金部が銀色に黒ずんだ
り、プラスチック部が変
色したりすることが短所
です。

〇 大きい虫歯 ～補綴物の費用（保険適用）～



メニュー名 写真 材質 審美性 耐久性 説明 保証・再治療割引 料金（税込）

ゴールドブリッジ ゴールド ☆☆ ☆☆☆
☆☆

歯を削るのに限界がある場
合、強い歯ぎしりの方など
の奥歯に使用します。

・使用年数１年以内
無料保証

・２～３年以内
４０％割引

・４～１０年以内
１０％割引

注）
半年毎にメインテナン
スで来院されている
患者様に限ります。

５４万円～

※別途、診察料と仮歯代が
かかります

セラミック
ブリッジ

ジルコニア ☆☆☆
☆☆

☆☆☆
☆☆

失った歯の両サイドの歯を
固定源とし、連結固定して
製作する方法です。隣の健
康な歯を削ったり・負担を
かけてしますなどの欠点は
ありますが、条件によって
は失った場所に歯がまるで
あるかのように違和感ない
ものを作ることもできます。

１６万５千円～

※別途、診察料と仮歯代が
かかります

メタルセラミック
ブリッジ

メタル
＋
セラミック

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆☆

金属の上にセラミックを焼
き付けたブリッジです。

透明感は若干失われますが、
強度に優れ保険のプラス
チックのクラウンとは異な
り、擦り減り・変色は少な
く前歯・奥歯に使用します。

１６万５千円～

※別途、診察料と仮歯代が
かかります

保険適用ブリッジ 合金
＋
レジン

☆ ☆☆
保険の範囲 保険適用

〇 ブリッジ



メニュー名 写真 材質 審美性 耐久性 説明 保証・再治療割引 料金（税込）

インプラント チタン
＋
上部構造：
ジルコニア

☆☆☆
☆☆

☆☆☆
☆☆

インプラントの発展は
入れ歯の限界がその背景
にあり、その発展は
入れ歯が落ちないように
違和感が少なくしっかり
噛めることを実現してき
ました。
さらに現在では、残って
いる歯を守るという領域
にまで発展しております。

歯科界における２０世紀
最大の発明です。

・使用年数１年以内
無料保証

・２～３年以内
４０％割引

・４～１０年以内
１０％割引

注）
医師の指示通りにメイ
ンテナンスで来院され
ている患者様に限りま
す。

ﾊｲｸｵﾘﾃｨ ４８万円

ﾚｲﾔﾘﾝｸﾞ ３９万円

ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ ３６万円

単色 ３３万円

※別途、診察料と仮歯代が
かかります

〇 歯を失った欠損部の治療

メニュー名 説明 料金（税込）

ＧＢＲ 人工骨や自家骨（自分の骨）を使用し、骨が少ないところを増やす処置です。 ５万５千円

ソケットリフト 骨の深さが足りないとき、インプラント用に削合した穴より上顎洞底部に骨を作る処置です。 １１万円

サイナスリフト 骨の深さが十分でなく、ソケットリフトでは対応できない場合にする処置です。 １１万円

〇 特殊なケース：骨の幅、高さが足りない時におこなう増骨手術



メニュー名 写真 材質 審美性 耐久性 説明 保証・再治療割引 料金（税込）

プレミアム
デンチャー

ノンクラスプ
＋

金属床

ノンクラスプ
・ポリアミド

樹脂

金属床
・チタン
・コバルト

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆

☆☆☆
☆☆

透明感があり、金属のバ
ネがないので入れ歯を入
れていることが分かりに
くく、審美性に優れてい
ます。

また臭いもつきづらく、
薄くて軽量で、装着時の
フィット感も良好です。

さらに金属床との併用で
耐久性にも優れ、たわみ
や歪み・破損の心配も軽
減されます。

・使用年数１年以内
無料保証

・２～３年以内
４０％割引

・４～１０年以内
１０％割引

注）
半年毎にメインテナン
スで来院されている
患者様に限ります。

総義歯
２６万４千円～

部分床義歯
１２万１千円～

コバルト床併用
３万３千円～６万６千円

チタン床併用
５万５千円～７万７千円

ナチュラルオペーク加工
３万３千円

イオンコート加工：金色
１万１千円

※別途、診察料がかかり
ます

保険適用
デンチャー

レジン ☆ ☆☆
保険の範囲 保険適用

〇 入れ歯



〇 矯正
メニュー名 写真 説明 保証・再治療割引 料金（税込）

マウスピース矯正 従来の固定式装置ではなく、着脱可能
な透明のマウスピースによる矯正です。
固定式に比べ装置が目立たず
清掃が簡単です。

治療期間の目安：１年以内

・保障なし

破損・紛失等による再作
製の場合は
１ピース９千円となりま
す。

分析料 ３万３千円

初回）
片顎３ピース ３万３千円

２回目以降）
片顎３ピース ２万２千円

※別途、診察料がかかります

上記同様

治療期間の目安：１年以上

・５年保証 分析料 ３万３千円

上下セット ５３万円

※別途、診察料がかかります



〇 小児矯正・育成

メニュー名 写真 説明 保証・再治療割引 料金（税込）

Ⅴキッズ
小児口腔機能育成装置

３歳になると乳歯が生えそろいます。
乳歯列の時期にお口の成長を促し
口腔機能（咬む・食べる・飲み込み
む・発音・呼吸）が育つ環境を整えて
あげましょう。

治療【開始】の目安：３～５歳

・保障なし

破損・紛失等による再作
製の場合は３万３千円と
なります。

初回） ５万５千円

２回目以降） ３万３千円

※別途、診察料がかかります

プレオルソ 「歯並び」だけではなく、「咬み合わ
せの改善」「お口ポカンの改善」「口
呼吸から鼻呼吸」「舌のトレーニング
による正しい嚥下・発音」などを目的
とした矯正法です。

治療【開始】の目安：６～８歳

・保障なし

破損・紛失等による再作
製の場合は３万３千円と
なります。

分析料 １万１千円

初回） ５万５千円
※Vキッズから継続の場合

４万４千円

２回目以降） ３万３千円

※別途、診察料がかかります

拡大床矯正 未発達でアンバランスなアゴと歯を
装置で拡大し歯を並べるスペースを
作る矯正方法です。

治療【期間】の目安：１年以内

・保障なし

破損・紛失等による再作
製の場合は５万５千円と
なります。

２２万円

※Vキッズ・プレオルソから
継続の場合は、使用期間に
よってお値引させていただ
きます。

※別途、診察料がかかります



〇 多項目・短時間唾液検査
メニュー名 写真 説明 料金（税込）

ＳＭＴ ＳＭＴは、唾液を使って見えな
いお口の状態を「見える化」し
ます！

検査方法はとても簡単で患者様
の唾液から５分で結果が出ます。

結果は「口腔清潔度」「歯の健
康」「歯ぐきの健康」を６項目
で分析・グラフ化します。
そして、それをもとに患者様に
あったセルフケアの方法をお伝
え出来ます。

是非一度、お口の状態を確認し、
ご自身にあった口腔ケアを、お
知りになってください！！

検査時間の目安：５分

検査料 １千円


