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PRICE LIST

矯正 インプラント
1 相談・診断 初診相談 ¥0

2 相談・診断 精密検査・診断料 ¥41,400

3 表側矯正 メタル色プラケット（矯正基本料金） ¥714,000

4 表側矯正 クリア色プラケット ¥804,900

5 表側矯正 スーパークリア色プラケット ¥848,925

6 表側矯正 小児矯正（Ⅰ期治療） ¥132,300~¥299,250

7 部分矯正 メタル色プラケット ¥132,300

8 部分矯正 クリア色プラケット ¥165,400

9 審美矯正 裏側（STb） ¥1,323,000

10 審美矯正 裏側（インコグニート） ¥1,543,500

11 審美矯正 インビザライン ¥970,200

12 審美ワイヤー ゴールド&ホワイト色 ¥31,500

13 外科処置 ミニスクリュー（矯正用） ¥16,600

14 外科処置 SMAP 1枚＋スクリュー1本 ¥38,600 + ¥11,100

15 外科処置 コルチコトミー皮質骨除去術 片顎 ¥165,400~¥275,700

16 外科処置 ブライダル矯正（短期矯正＋ホワイトニング含む） ¥1,212,800 ~ ¥1,653,800

17 外科処置 静脈内麻酔 ¥55,200

18 調整料 調整料（大人） ¥4,200

19 調整料 調整料（小児） ¥3,150

20 調整料 調整料（インビザライン） ¥3,150

21 調整料 調整料（裏側矯正側） ¥5,250

22 調整料 保定装置（2個目から） ¥16,600

23 調整料 保定装置（クリア） ¥13,300

1 レントゲン CT撮影（豊洲） ¥15,750

2 レントゲン デンタル ¥1,200

3 レントゲン オルソレントゲン ¥5,800

4 埋入オペ GC ¥110,500

5 埋入オペ ノーベルアクティブ ¥243,000

6 埋入オペ ノーベルリプレイス ¥220,500

7 埋入オペ ストローマン ¥220,500

8 補足オペ ソケットリフト ¥11,100

9 補足オペ サイナスリフト　片側 ¥220,500

10 補足オペ ベニアグラフト/オンレーグラフト ¥165,500

11 補足オペ 固定用スクリュー

12 移植 GTR+材料 ¥55,200

13 移植 骨移植（GBR） ¥55,200

14 移植 骨移植材料（バイオス） ¥33,100

15 移植 骨移植（テルプラグ） ¥11,100

16 移植 骨移植（メンブレン） ¥33,100

17 検査 血液検査 ¥16,600

18 鎮静法 静脈内鎮静法 ¥55,200

19 中間構造 チタン アバットメント ¥69,500

20 中間構造 ジルコニア アバットメント ¥92,600

21 上部構造 エステニア ¥115,800

22 上部構造 メタルボンド ¥145,000

23 上部構造 ジルコニア ¥173,800

24 検診 インプラントメンテナンス検診 ¥6,300

25 歯石除去 自費スケーリング ¥6,300
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料金について

（1） 料金は通常料金を掲載しております。現金払いまたは振込の場合は割引がございます。 
（2）料金は全て税込価格となっております。
（3）利用する材料のメーカーにより金額が変動する場合がございます。
（4）  治療内容・治療範囲によって表示価格より本表示料金より低くなる場合がございます。

料金についてご不明点等御座いましたらお気軽にお問い合わせください。

青山一丁目タワーデンタルサロン
東京都港区南青山1-3-2 パークアクシス青山一丁目タワー1F 

mail: info@cosmedental-aoyama.net
web: http://www.cosmedental-aoyama.net

03-6721-1811

□受付時間
平日：10:00～13:30
　　 14:30～19:00
土曜：10:00～13:30
　　 14:30～18:00
□休診日
日曜・祝祭日

PRICE LIST

1 クリーニング　1回　30分　スケーリング・研磨 ¥11,100

義歯

審美

PMG

ホワイトニング

（2013.05 現在）

1 義歯 金属床　タイコニウム床 ¥463,000

2 義歯 　　　   PGA ¥926,000

3 エステティック義歯 エステティック義歯　メタル補強　多数歯 ¥463,000

4 エステティック義歯 　　　　　　　　　　メタル補強　中間欠損 ¥347,300

5 エステティック義歯 　　　　　　　　　　中間欠損 ¥231,500

6 エステティック義歯 　　　　　　　　　　3歯以下欠損 ¥173,800

7 エステティック義歯 マグフィット装置材料代込 ¥87,000

1 インレー Gold　インレー ¥69,500

2 インレー インレー単純 ¥40,500

3 インレー インレー複雑 ¥48,800

4 インレー ジルコニア　インレー ¥69,500

5 クラウン Pdクラウン ¥34,800

6 クラウン レジン前装冠 ¥58,000

7 クラウン Gold クラウン（PGA） ¥92,600

8 クラウン エステニアクラウン ¥87,000

9 クラウン メタルボンド ¥121,600

10 クラウン ジルコニア　クラウン ¥173,800

11 ラミネートベニア ラミネートベニア　e-max ¥104,000

12 コア ファイバーコア ¥23,000

1 ホーム ホームホワイトニング　上下顎 ¥44,100

2 ホーム ホワイトニング　追加ジェル ¥5,800

3 ホーム マウスピースのみ ¥5,800

4 オフィス オフィスホワイトニング ¥41,900

5 デュアル デュアルホワイトニング（ホーム＆オフィス） ¥66,150

6 除去 メラニン除去（上下） ¥11,000


