
名称 説明 写真
保証
期間

処置部位 合計 合計

ジルコニアボンド
クラウン

ジルコニアの表面にセラ
ミックを焼き付けたもので
す。ジルコニアのフレーム
に用いるジルコニアボンド
は、透明感があり最も天然
の歯に近い色彩の冠。金属
アレルギーを起しにくい。

3年 １箇所につき ¥121,000 ¥169,400

ジルコニアクラウン

ジルコニアは、強く、軽
く、そして体に優しいセラ
ミックです。医科では、骨
の代替素材として人工関節
に使用。金属アレルギーを
起しにくい。（色は白色で
す）

3年 １箇所につき ¥78,650 ¥110,110

e-max
クラウン

新しいセラミック素材で、
強度が強いことが特徴で
す。透明感があるので、天
然の歯に近い色彩を再現で
きます。金属アレルギーを
起こしにくい。

3年 １箇所につき ¥69,300 ¥97,350

e-max
インレー

新しいセラミック素材で、
強度が強いことが特徴で
す。透明感があるので、天
然の歯に近い色彩を再現で
きます。金属アレルギーを
起しにくい。

3年 １箇所につき ¥50,050 ¥70,400

名称 説明 写真
保証
期間

処置部位
メタルマージン

（冠の縁が金属）
消費税
10％ 合計 カラーレス

（冠の縁まで白い）
消費税
10％ 合計 メタルマージン

（冠の縁が金属）
消費税
10％ 合計 カラーレス

（冠の縁まで白い）
消費税
10％ 合計

前歯・小臼歯 ¥101,000 ¥10,100 ¥111,100 ¥109,500 ¥10,950 ¥120,450 ¥141,500 ¥14,150 ¥155,650 ¥153,500 ¥15,350 ¥168,850

大臼歯 ¥109,500 ¥10,950 ¥120,450 ¥118,000 ¥11,800 ¥129,800 ¥153,500 ¥15,350 ¥168,850 ¥165,500 ¥16,550 ¥182,050

前歯・小臼歯 ¥98,500 ¥9,850 ¥108,350 ¥110,000 ¥11,000 ¥121,000 ¥138,000 ¥13,800 ¥151,800 ¥154,000 ¥15,400 ¥169,400

大臼歯 ¥110,000 ¥11,000 ¥121,000 ¥115,500 ¥11,550 ¥127,050 ¥154,000 ¥15,400 ¥169,400 ¥162,000 ¥16,200 ¥178,200

合計 合計
¥5,500 ¥7,700

名称 説明 写真
保証
期間

処置部位 合計 合計

ファイバーコア

虫歯が進行し、炎症が神経
にまで到達した場合、虫歯
と神経を除去し歯の内部が
空洞になるので補強のため
の土台を歯に差し、それに
冠をかぶせます。グラス
ファイバー製で歯に近い弾
性なので、歯の根に負担を
かけず、透明感があり天然
の歯に近い土台です。

2年 ¥18,700 ¥26,400

前歯・小臼歯 ¥54,000 ¥5,400 ¥59,400

大臼歯 ¥58,800 ¥5,880 ¥64,680

¥76,000

¥83,000

医療生協組合員価格（外税） 消費税10％ 医療生協未加入者価格（外税） 消費税10％

¥5,000 ¥500 ¥7,000 ¥700

¥17,000 ¥1,700 ¥24,000 ¥2,400

消費税10％ 医療生協未加入者価格（外税） 消費税10％

医療生協組合員価格（外税） 医療生協未加入者価格（外税）

生協王子歯科/自費料金表

ハイブリッドレジン
前装金属冠

（フルカバー）

歯と同じ色の硬いプラス
チックで被われた冠
（全体が歯と同じ色で金属
が見えない）

ハイブリッドレジン
前装金属冠
（ベニア）

歯と同じ色の硬いプラス
チックで被われた冠
（裏側が一部金属のため、
金属が少し見える。）

※上記ゴールドの場合

3年

2019年10月1日改定
医療生協未加入者価格（外税）医療生協組合員価格（外税）

医療生協組合員価格（外税）

歯の色と同じで変色しない
瀬戸物で被われた冠
（全体が歯と同じ色で金属
が見えない）

メタルボンド
クラウン

（フルベーク）

メタルボンド
クラウン

（ベニア）

歯の色と同じで変色しない
瀬戸物で被われた冠
（裏側が一部金属）

3年

3年

¥7,600 ¥83,600

¥8,300 ¥91,300

¥63,000 ¥6,300 ¥88,500 ¥8,850

¥45,500 ¥4,550 ¥64,000 ¥6,400

¥154,000 ¥15,400

医療生協組合員価格（外税） 消費税10％ 医療生協未加入者価格（外税） 消費税10％

¥110,000 ¥11,000

¥7,150 ¥100,100 ¥10,010¥71,500



名称 説明 写真
保証
期間

処置部位 合計 合計
１歯～４歯 ¥35,200 ¥49,500

５歯～８歯 ¥44,550 ¥62,700

９歯～13歯 ¥63,250 ¥88,550

総入れ歯 ¥81,400 ¥114,400

アタッチメント
入れ歯

やや複雑な装置を用いて装
着する部分入れ歯。バネが
見えないため見た目が良い
ものです。

２年

磁性アタッチメント
入れ歯

磁石がついていてはずれに
くくなっている入れ歯。金
属がないので見た目が自
然。磁石の力で入れ歯を安
定させます。

２年

名称 説明 写真
保証
期間

処置部位 合計 合計
部分床入れ歯 ¥259,050 ¥363,000

総入れ歯 ¥305,250 ¥427,350

総入れ歯
(チタン床） ¥374,550 ¥524,700

ゴールドクラスプ

金主体の金属で出来た部分
入れ歯の金具。ゴールドは
しなやかで歯におさまりや
すく、銀色より印象が明る
く見えます。

2年 １箇所につき ¥49,500 ¥69,300

１歯～４歯 ¥52,800 ¥74,250

５歯～８歯 ¥105,600 ¥147,950

９歯～13歯 ¥158,400 ¥222,200

義歯名入れ
義歯の裏側に氏名を入れま
す。（組合員・非組合員同
料金）

保証外 ¥1,100 ¥1,100

消費税10％医療生協未加入者価格（外税）消費税10％医療生協組合員価格（外税）

入れ歯の床の多くの部分が
金属で出来ている丈夫な入
れ歯。保険の入れ歯よりも
薄くする事が出来ます。保
険の入れ歯より違和感も少
ないと言われています。

¥3,200

¥38,850

¥9,600

¥144,000 ¥14,400

¥235,500

¥277,500

¥340,500

¥4,800

¥96,000

¥47,700¥477,000

¥4,500

¥33,000

¥27,750

¥330,000

¥388,500

消費税10％

¥80,500

¥32,000

¥1,000

金属床入れ歯
（コバルトクロム） ２年

※料金は、作製部位により使用する材質と量が異なるため、詳細は担当医にご確認下さい。

※料金は、作製部位により使用する材質と量が異なるため、詳細は担当医にご確認下さい。

医療生協組合員価格（外税） 消費税10％ 医療生協未加入者価格（外税）

¥6,750

¥34,050

¥4,050

¥23,550

¥5,750

¥7,400

¥40,500

¥57,500

¥74,000

¥100 ¥1,000 ¥100

暫間入れ歯
治療開始当初にとりあえず
咬めるようにするための仮
の入れ歯

2年

保証外

¥202,000 ¥20,200

軟性総入れ歯

裏側が柔らかい素材で裏打
ちされた入れ歯。入れ歯が
歯茎にあたる部分が柔らか
いため、通常の入れ歯より
痛みが少ないと言われてい
ます。弾力性のある軟性樹
脂を使用しているので、歯
茎にかかる負担が少ない
分、徐々に劣化し、耐久性
が弱いのが欠点です。

ノンクラスプ
デンチャー

（部分入れ歯）

ハリガネを用いず金属が見
えない部分入れ歯。金具を
使用しないため、見た目も
良く装着感も良いですが、
耐久性が弱いため3年おき
に作り変える必要がありま
す。金属アレルギーは起こ
しにくいですが、壊れたら
修理が出来ません。

2年

¥48,000 ¥67,500

¥63,000

¥134,500 ¥13,450

¥45,000

¥104,000

¥4,500

¥5,700

¥8,050

¥10,400

¥57,000

総入れ歯 ¥81,000 ¥8,100 ¥89,100 ¥113,500 ¥11,350 ¥124,850

¥6,300¥45,000



名称 説明 写真
保証
期間

処置部位 合計 合計

スポーツマウスガード

樹脂で出来ており、衝撃を
吸収する目的のため装用に
より擦り減っていくもので
す。

1年 ¥10,450 ¥14,850

¥3,850 ¥5,500

¥15,950 ¥22,550

¥550 ¥770

小臼歯 ¥55,000 ¥77,000

大臼歯 ¥77,000 ¥107,800

小臼歯 ¥88,000 ¥123,200

大臼歯 ¥110,000 ¥154,000

小臼歯 ¥18,700 ¥26,400

大臼歯 ¥26,400 ¥37,400

【組合員価格について】※当院は医療生協の歯科のため組合員価格を表示しています。

¥700 ¥70

¥14,000

¥9,500 ¥950

消費税10％ 医療生協未加入者価格（外税） 消費税10％

3年

3年

2年

金主体の金属で被う冠
(20K)

保険適用外で用いる銀色の
冠（金銀パラジウム合金）

ゴールドインレー
（20K）

金主体の金属でできた部分
的な被せ物

¥50

＊保証期間が経過してしまった場合や、契約書を紛失された場合も保証が受けられませんのでご注意下さい。

＊保証を受けられる際には、自費の契約書をご提示下さい。

　※契約書の再発行は致しませんので、紛失されないようご注意下さい。

＊正常な使用状況で保証期間内に起こった破損や脱離、製作物のトラブルが発生した場合には、修理・再装着・再製作については無償にて行います。

【保証できないケース】※全額有料となります。
＊故意による破損。ご本人の不注意、事故、外傷など当院での責任ではないケース。

＊ものすごく硬い物を噛んで歯が欠けてしまったり、根の先の炎症によって被せたものを取り外さなければならないケース。

＊利息はつきませんが、お預かりした出資金は脱退時に全額お返し致します。

【保証期間について】※自費の料金を全額納入された方が対象です。
＊自費で購入されたものについて、当院でメインテナンスを受けられた方が対象です。

＊加齢などにより歯茎がやせて下がってしまったことが原因で歯が合わなくなった場合には、歯の品質とは異なりますので保証出来ません。

＊当院で診療を受けられていないケースや、歯科医師の指導に従わないケース。

※診察料金は別途かかりますので、ご了承下さい。

パラクラウン

＊組合員様は残高をご確認の上、組合員証をご提示下さい。

ゴールドクラウン

¥50,000

¥70,000

¥80,000

¥100,000

¥11,200

¥500

¥2,400

¥3,400

¥17,000

¥7,000

¥9,800

医療生協組合員価格（外税）

¥1,700

¥2,400¥24,000

¥5,000

¥7,000

¥8,000

¥10,000

矯正のための抜歯
※同時に処方箋を発行した場合には別途１，０５０円必要で
す。

¥14,500 ¥1,450 ¥20,500 ¥2,050

自費のみの診療代金（1回につき）
※保険診療日の治療については保険診療優先となります。 ¥500

＊組合員価格でのご利用は5口（5千円）からとなります。

¥70,000

¥98,000

¥112,000

¥140,000

¥24,000

¥34,000

フッ素塗布 ¥3,500 ¥350 ¥5,000

¥13,500 ¥1,350


