
深いむし歯のかぶせもの【臼歯部】 

 

 保険適用 自由診療（自費） 

名 称 

（材料） 
金銀パラジュウム合金 

レジン（合成樹脂） 

※小臼歯に限る ゴールド（金合金） レーザーボンド 
セラミック 

（メタルボンド） 

オールセラミック 

ゼノスターカラーリング e.max レアリング 

画 像 

       

特 徴 

金額安価 

いわゆる銀歯 

金額安価 

プラスチックの冠 
歯に優しい 

美しく自然 

金属（コバルト）の内冠

にセラミック【陶材】を

焼き付けたもの 

美しく自然 

金属の内冠にセラミッ

ク【陶材】を焼き付けた

もの 

美しく自然 

ジルコニア【超硬質セラ

ミック】を削り出し、色

調を着色したもの 

美しく自然 

ジルコニア【超硬質セラ

ミック】の内冠にセラミ

ック【陶材】を焼き付け

たもの 

強度は強いが色調が銀

色の為、口の中では黒く

見える。 

金属アレルギーが起こ

ることがある。 

食事・嗜好品（コーヒー、

たばこ等）による着色、

変色（個人差あり）。摩

耗しやすく光沢が無く

なる。 

貴重性、生体親和性に優

れており辺縁封鎖性に

も非常に優れている。 

自然な透明感・優れた色

調再現性を持つ変色、着

色や磨り減りが長期的

になく信頼性がある。 

生体に優しく、天然歯の

ように美しい。変色、着

色や磨り減りが長期的

になく信頼性がある。 

生体に優しく、天然歯の

ように美しい。変色、着

色や磨り減りが長期的

になく信頼性がある。 

生体に優しく、天然歯の

ように美しい。変色、着

色や磨り減りが長期的

になく信頼性がある。 

審美性 ★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 

耐久性 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 

生体親和性 ★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 

価 格 
約\5,000 

（保険 3 割負担の場合） 

約\４,000 

（保険 3 割負担の場合） 
\53,000 \50,000 \80,000 \70,000 \90,000 

保 証 2 年 2 年 ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 

    

※保証については、修理・再製に要する費用を当クリニックが負担したします。ただし、保証期間においては、最低半年毎の定期検査を 

受けて頂くことが条件となります。 

※症例により適応できない場合があります。※価格は税別の金額です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保証については、修理・再製に要する費用を当クリニックが負担したします。ただし、保証期間においては、最低半年毎の定期検査を 

受けて頂くことが条件となります。 

※症例により適応できない場合があります。 ※価格は税別の金額です。 

深いむし歯のかぶせもの【前歯部】 

 

 保険適用 自由診療（自費） 

名 称 

（材料） 

レジン前装冠 
（金銀パラジュウム合金） 

レジン冠（合成樹脂） レーザーボンド 
セラミック 

（メタルボンド） 
オールセラミック ラミネートべニア 

画 像 

      

特 徴 

金額安価 

銀歯の表面にレジン（合

成樹脂）を貼り付けた冠 

金額安価 

プラスチックの冠 

美しく自然 

金属（コバルト）の内冠

にセラミック【陶材】を

焼き付けたもの 

美しく自然 

金属の内冠にセラミッ

ク【陶材】を焼き付けた

もの 

美しく自然 

ジルコニア【超硬質セラ

ミック】の内冠にセラミ

ック【陶材】を焼き付け

たもの 

美しく自然 

生まれつき歯が変色し

ていたり、歯が欠けた場

合等の治療法 

食事・嗜好品（コーヒー、

たばこ等）による着色、

変色（個人差あり）。摩

耗しやすく光沢が無く

なる。金属アレルギーが

起こることがある。 

食事・嗜好品（コーヒー、

たばこ等）による着色、

変色（個人差あり）。摩

耗しやすく光沢が無く

なる。 

自然な透明感・優れた色

調再現性を持つ変色、着

色や磨り減りが長期的

になく信頼性がある。 

生体に優しく、天然歯の

ように美しい。変色、着

色や磨り減りが長期的

になく信頼性がある。 

生体に優しく、天然歯の

ように美しい。変色、着

色や磨り減りが長期的

になく信頼性がある。 

生体に優しく、天然歯の

ように美しい。変色、着

色や磨り減りが長期的

になく信頼性がある。 

審美性 ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 

耐久性 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 

生体親和性 ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 

価 格 
約\７,000 

（保険 3 割負担の場合） 
約\４,000 

（保険 3 割負担の場合） 
\50,000 \80,000 \90,000 \50,000 

補 償 2 年 2 年 ３年 ３年 ３年 ３年 



 

※保証については、修理・再製に要する費用を当クリニックが負担したします。ただし、保証期間においては、最低半年毎の定期検査を 

受けて頂くことが条件となります。 

※症例により適応できない場合があります。 

※価格は税別の金額です。 

神経処置後の土台【コア】 

 

 保険適用 自由診療（自費） 

名 称 

（材料） 
銀合金 ゴールド（金合金） ファイバーコア 

画 像 

   

特 徴 

金額安価 歯に優しい 
素材はガラス繊維強化

樹脂とプラスチック 

酸化、腐食する。金属ア

レルギーが起こること

がある。 

歯根が割れる可能性が

高い（くさび効果）。 

オールセラミッククラ

ウンには不適 

歯根が割れにくい（硬す

ぎず柔らかい金属のた

め）。 

症例によりオールセラ

ミッククラウンには不

適 

歯根が割れにくい（弾力

があり、しなるため、金

合金コアより優れる）。 

オールセラミッククラ

ウンとの組み合わせが

効果的。 

審美性 ★ ★★ ★★★ 

耐久性 ★★ ★★★ ★★ 

生体親和性 ★ ★★ ★★★ 

価 格 
\630～\760 

（保険 3 割負担の場合） 
\20,000 \10,000 

補 償 2 年 ３年 ３年 

浅いむし歯のかぶせもの【インレー・アンレー】 

 

 保険適用 自由診療（自費） 

名 称 

（材料） 
金銀パラジュウム合金 ゴールド（金合金） ハイブリットレジン セラミック 

画 像 

    

特 徴 

金額安価 

いわゆる銀歯 
歯に優しい 

美しく自然 

セラミック(焼き物)の

粒子とレジン(プラスチ

ック)を混ぜたもの 

美しく自然 

セラミック【陶材】を使

用し作成したもの 

強度は強いが色調が銀

色の為、口の中では黒く

見える。 

金属アレルギーが起こ

ることがある。 

貴重性、生体親和性に優

れており辺縁封鎖性に

も非常に優れている。 

自然な透明感・優れた色

調再現性を持つ。しか

し、変色しやすく、プラ

ークが着きやすい。 

生体に優しく、天然歯の

ように美しい。変色、着

色や磨り減りが長期的

になく信頼性がある。 

審美性 ★ ★★ ★★★ ★★★ 

耐久性 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 

生体親和性 ★ ★★★ ★★ ★★★ 

価 格 
\1,300～\1,800 
（保険 3 割負担の場合） 

小臼歯 \30,000 
大臼歯 \35,000 

小臼歯 \20,000 
大臼歯 \25,000 

\40,000 

補 償 2 年 4 年 3 年 ３年 
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その他の自由診療 

 

名 称 

（材料） 
インプラント 

ホワイトニング 

（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 

画 像 

    

特 徴 

虫歯や歯周病などで失った歯を取り戻す最新の歯

科治療です。 

歯のなくなってしまった所に人工歯根を埋め込み、

その上に人工の歯を装着する方法です。 

（しかし、骨の状態により不可能な場合がありま

す。） 

オフィスホワイトニングとは、歯科医院でホワイトニ

ングを行なう方法です。 

高濃度の薬液を使用し、さらにレーザーなどを当てて

薬剤の効果を高めるため、短期間で歯を白く出来ます

が、一度で希望の白さにならない場合には数回通院す

る必要があります。 

また、オフィスホワイトニングは短期間で歯を白くす

ることが出来るというメリットがある反面、短期間で

色の後戻りが起こりやすいというデメリットもあり

ます。 

ホームホワイトニングとは、クリニックで作製した

マウスピースなどに、ホワイトニング剤を入れ、自

宅で数十分から数時間程度装着する方法です。 

ホームホワイトニングのメリットは、効果が長持ちす

る点にあります。 

 

オフィスとホームを組み合わせることにより、それ

ぞれの長所を取り入れることのできる理想的なホ

ワイトニングです。短期間で白い歯になる上、効果

も長持ちするので、しっかりと歯を白くしたい人に

はおすすめです。 

 

価 格 \250,000～ （上下顎 12歯）\29,000 
（片顎）\19,800 

（両顎）￥29,800 

（片顎）\44,800 

（両顎）￥54,800 

補 償 ４年    
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スマートデンチャー 

 

名 称 

（欠損本数） 

チタン床併用スマートデンチャー 

１～２本 ３～8 本 9～14 本 

画 像 

   

特 徴 

 

通常の入れ歯はクラスプという金属のバネが付いていて、そのバネを歯にかけることによって入れ歯を安定させていますが、新しいタイプのこの入れ歯には、その金属のバネがありません。 

そのため、笑ったりした時に金属が「キラッ」とみえることがなく、遠眼には入れ歯を入れていることがわからないくらい目立たないのです。 

この入れ歯は、バネの部分にある程度の弾力性のあるピンク色の素材を使うことで、歯に「カチッ」とはまり入れ歯が安定するのです。このため、装着感が良く食べる時に動いたり落ちたり

しません。 

スマートデンチャーの優れた点 

スマートデンチャーは、従来の入れ歯と比べて以下の点において優れています。 

特徴１ 自然な美しさ（従来の部分入れ歯にみられる金属のバネがありません。大きく口を開けても入れ歯だと判らないほど自然に見えます。） 

特徴２ 快適なつけ心地（入れ歯自体が薄くて軽い仕上がりなので、口の中がすっきり感じられるようです。その分、入れ歯のつけ心地が良く違和感も少ないのではないでしょうか。） 

特徴３ 他の歯にも優しい（残っている歯に金属のバネで固定する（しがみつく）従来の部分入れ歯と違い、金属バネの存在しない入れ歯「スマートデンチャー」は残ってる歯に過重なる負

担をかけずにしっかりと入れ歯を固定できるようです。しっかり噛めて、残っている歯の健康も維持出来るようにも思います。 

価 格 \160,000 \210,000 260,000 

補 償 3 年 


