かぶせもの（クラウン）前歯編
写真

種類

利点

短所

価格（税込） 補償期間

オールセラミッククラウン
（ジルコニアかポーセレン
ジャケットクラウン）
ジルコニア、セラミックのみ

・透明感が最も優れている
・天然歯に近似した色合い、質感が再
現出来る
・長期的に色の変化が無い
・汚れが付きにくい（手入れしやすい）

・著しい変色歯には使用不能
・場合により前処置で歯の漂白が必
要
・衝撃的な力で破損
することがある

ジルコニア
\118,800
セラミック
￥102,600

・天然歯に近似した色合い、質感
メタルボンドクラウン
・適合性がよい
（金属焼付陶材冠）
・長期的に色の変化が無い
陶材用金合金(貴金属：プレ
・汚れが付きにくい（手入れをしやす
シャスメタル,セミプレシャス）
い） ・強度に優れ、壊れにくい。

・衝撃的な力で破損することがある

プレシャスメ
タル
￥108,000
５年間
セミプレシャ
スメタル
\102,600

・強度と共に、弾力性がある
エステニア前装冠
・適合性がよい
（ハイブリッドクラウン）
・硬質レジン前装冠と比べ、透明感、
白金加金（プラチナとゴール
色合いがよい
ドの合金）か１８Ｋ金合金
・陶材に比べ安価

・陶材に比べ、透明感、光沢感に劣る
・長期的に若干変色することがある
・衝撃的な力で破損することがある
・多少プラーク（歯垢）がつきやすい。

白金加金
\81,000
５年間
１８K金合金
\77,760

硬質レジン前装冠
金銀パラジウム合金
（健康保険適用）

・透明感、光沢感は出にくい
・一般的に変色しやすい
・強度の問題で、裏側に金属を使用
する ・熱を通しやすい（神経への刺
激）
・適合性が劣る(自費：貴
金属に比べ）
・プラーク（歯垢）がつきやすい。

\12,000 程
度 （３割負 ２年間
担で）

・比較的安価である。

５年間

かぶせもの（クラウン）奥歯編
写真

種類と使用金属・材料 利点
・透明感が最も優れている
オールセラミッククラウ
・天然歯に近似した色合い、質感が
ン
（ジルコニアか
再現出来る
ポーセレンジャケットク
・長期的においても色の変化が無い
ラウン）
・汚れが付きにくい（手入れをしやす
ジルコニア、セラミック
い） ・金属アレルギーの方にも使用
のみ
可能

短所

価格（税込） 補償期間

・場合により事前に歯の漂白が必要
・衝撃的な力で破損することがある
・噛み合わせが強いもしくはきついと
ころで使えないことがある

ジルコニア
\118,800
セラミック
￥102,600

・天然歯に近似した色合い、質感が
再現出来る
・長期的においても色の変化が無い
・汚れが付きにくい（手入れしやすい）
・強度に優れ噛み合わせの条件によ
る制限がない

・噛み合わせが強いもしくはきついと
ころで使えないことがある
・金属アレルギーの方に使えないこ
とがある。
・まれにわれることがある。

プレシャスメ
タル
￥108,000
５年間
セミプレシャ
スメタル
\102,600

エステニア前装冠
（ハイブリッドクラウン）
白金加金（プラチナと
ゴールドの合金）か１８
Ｋ金合金

・審美的に優れている。
・強度と共に、弾力性がある
・奥歯で白い素材として使える
・陶材に比べ安価

・陶材に比べ、透明感、光沢感に劣
る ・長期的に若干変色することが
ある
・強度の問題で、使えないことがある
・多少プラーク（歯垢）がつきやすい。
・金属アレルギーの方に使えないこ
とがある。

白金加金
\81,000
５年間
１８K金合金
\77,760

全部鋳造冠（FCK)
白金加金（プラチナと
ゴールドの合金）もしく
は２０Ｋか１８Ｋ金合金

・強度に優れ、適度な弾力性がある
・噛み合わせの条件によらず使用可
能 ・適合性がよく、安定する
・壊れにくい

・金属色が目立ってしまう。
・金属アレルギーの方に使えないこ
とがある
・熱を通しやすい（神経への刺激）

白金加金
\86,400
５年間
１８K金合金
\81,000

・比較的安価である。

・金属色が目立ってしまう。
・金属アレルギーの方に使えないこ
とが多い
・熱を通しやすい（神経への刺激）
・適合性が劣る(自費:貴金属に比べ）
・プラーク（歯垢）がつきやすい。

健康保険適
用 \5,000
２年間
程度 （３割
負担で）

メタルボンドクラウン
（金属焼付陶材冠）
陶材用金合金(貴金
属：プレシャスメタル,セ
ミプレシャス）

全部鋳造冠（FCK)
金銀パラジウム合金
（健康保険適用）

５年間

ブリッジ（橋義歯）奥歯編
写真

種類と使用金属

利点

・透明感が最も優れている
ジルコニアフレーム
・天然歯に近似した色合い、質感
ブリッジ
・長期的に色の変化が無い
（ジルコニア＋セラミッ
・汚れが付きにくい（手入れしやすい）
ク）
・金属アレルギーの方にも使用可能

短所

価格（税込） 補償期間

・場合により事前に歯の漂白が必要
・衝撃的な力で破損することがある \118,800
・噛み合わせが強いもしくはきついと ×本数
ころで使えないことがある

５年間

メタルボンドクラウン
（金属焼付陶材冠）
陶材用金合金(貴金
属：プレシャスメタル,セ
ミプレシャス）

・天然歯に近似した色合い、質感
・適合性がよい
・長期的に色の変化が無い
・汚れが付きにくい（手入れしやすい）
・強度に優れ噛み合わせの条件によ
る制限がない

・噛み合わせが強いもしくはきついと
ころで使えないことがある
・金属アレルギーの方に使えないこと
がある。
・まれにわれることがある。

プレシャスメ
タル
￥108,000
セミプレシャ ５年間
スメタル
\102,600
×本数

エステニア前装冠
（ハイブリッドクラウン）
白金加金（プラチナと
ゴールドの合金）か１８
Ｋ金合金

・審美的に優れている。
・適合性がよい
・強度と共に、弾力性がある
・奥歯で白い素材として使える
・陶材に比べ安価

・陶材より、透明感、光沢感に劣る
・長期的に若干変色することがある
・強度の問題で、使えないことがある
・多少プラーク（歯垢）がつきやすい。
・金属アレルギーの方に使えないこと
がある。

白金加金
\81,000
１８K金合金 ５年間
\77,760
×本数

\86,400
・強度に優れ、適度な弾力性がある
全部鋳造冠（FCK)
・金属色が目立ってしまう。
（白金加金）
・噛み合わせの条件によらず使用可
白金加金（プラチナと
・金属アレルギーの方に使えないこと \81,000
能
５年間
ゴールドの合金）もしく
がある
(１８K金合
・適合性がよく、安定する
は２０Ｋか１８Ｋ金合金
・熱を通しやすい（神経への刺激）
金）
・壊れにくい
×本数

全部鋳造冠（FCK)
金銀パラジウム合金
（健康保険適用）

・比較的安価である。

・金属色が目立ってしまう。
・金属アレルギーの方に使えないこと
が多い
・熱を通しやすい（神経への刺激）
・適合性が劣る（自費貴金属に比べ）
・プラーク（歯垢）がつきやすい。

健康保険適
用 \5,000
×本数 程 ２年間
度 （３割負
担で）

＊エステニア前装冠のみ金属を金銀パラジウムでＦＣＫと併用可(エステニア前装冠分￥64,800×本数＋ＦＣＫ分32,400×本数）：5年間保証

ブリッジ（橋義歯）前歯編
写真

種類と使用金属

利点
・透明感が最も優れている
・天然歯に近似した色合い、質感
ジルコニアフレーム
・長期使用においても色の変化が無
ブリッジ
い
（ジルコニア＋セラミッ
・汚れが付きにくい（手入れをしやす
ク）
い） ・金属アレルギーの方にも使用
可能

短所

価格（税込

・場合により前処置で歯の漂白が必
要
\118,800
・衝撃的な力で破損することがある
×本数
・噛み合わせが強いもしくはきついと
ころで使えないことがある

補償期間

５年間

メタルボンドクラウン
（金属焼付陶材冠）
陶材用金合金(貴金
属：プレシャスメタル,セ
ミプレシャス）

・天然歯に近似した色合い、質感
・適合性がよい
・長期使用においても色の変化が無
い
・汚れが付きにくい（手入れをしやす
い） ・強度に優れ噛み合わせの条
件による制限がない

・噛み合わせが強いもしくはきついと
ころで使えないことがある
・金属アレルギーの方に使えないこ
とがある。
・まれにわれることがある。

プレシャスメ
タル
￥108,000
セミプレシャ ５年間
スメタル
\102,600 ×
本数

エステニア前装冠
（ハイブリッドクラウン）
白金加金（プラチナと
ゴールドの合金）か１８
Ｋ金合金

・審美的に優れている。
・適合性がよい
・強度と共に、弾力性がある
・奥歯で白い素材として使える
・陶材に比べ安価

・陶材より透明感、光沢感に劣る
・長期的に若干変色することがある
・強度の問題で、使えないことがある
・多少プラーク（歯垢）がつきやすい。
・金属アレルギーの方に使えないこ
とがある。

白金加金
\81,000
１８K金合金
\77,760
×本数

５年間

・透明感、光沢感は出にくい
・一般的に変色しやすい
硬質レジン前装冠
・強度の問題で、裏側に金属を使用
\12,000
金銀パラジウム合金 ・比較的安価である。
する
×本数 程度 ２年間
・熱を通しやすい（神経への刺激）
（３割負担で）
（健康保険適用）
・適合性が劣る(自費:貴金属に比べ）
・プラーク（歯垢）がつきやすい。
＊エステニア前装冠のみ金属を金銀パラジウムでＦＣＫと併用可(エステニア前装冠分￥64,800×本数＋ＦＣＫ分32,400×本数）：5年間保証

つめもの（インレー、アンレー 4/5冠）
写真

種類と使用金属

短所

価格（税込

補償期間

・衝撃的な力で破損することがある
・噛み合わせが強いもしくはきついと
ころで使えないことがある

¥48,600

５年間

ハイブリッド
(エステニア）

・審美的に優れている。
・強度と共に、弾力性がある
・奥歯で白い素材として使える
・接着が安定している。
・陶材に比べ安価
・金属アレルギーの方にも使用可能

・陶材に比べ、透明感、光沢感に劣る
・長期使用で若干変色することがある
¥32,400
・強度の問題で、使えないことがある
・多少プラーク（歯垢）がつきやすい。

５年間

白金加金（プラチナと
ゴールドの合金）
金合金（２０Ｋか１８Ｋ)

・強度に優れ、適度な弾力性がある
・噛み合わせの条件によらず使用可
能
・適合性がよく、安定する
・壊れにくい

・金属色が目立ってしまう。
・金属アレルギーの方に使えないこと
がある
・熱を通しやすい（神経への刺激）

\39,960
(白金加金）
\37,800
(金合金）

５年間

・比較的安価である。

・金属色が目立ってしまう。
・金属アレルギーの方に使えないこと
が多い
・熱を通しやすい（神経への刺激）
・適合性が劣る(自費：貴金属に比べ）
・プラーク（歯垢）がつきやすい。（適
合性の問題により）

健康保険適
用 \2,000
程度 （３割
負担で）

規定なし

セラミック

金銀パラジウム合金
（健康保険適用）

利点
・透明感が最も優れている
・天然歯に近似した色合い、質感
・強度に優れている
・長期使用においても色の変化が無
い ・汚れが付きにくい（手入れをしや
すい） ・金属アレルギーの方にも使
用可能

メタルアンレー(歯の頭を覆うもの）はそれぞれの定価に\5,400加算、 4/5冠（外側以外を覆うもの）はそれぞれの定価に\10,800加算 ：保証期間5年間
セラミックアンレー、ハイブリッドアンレーは,それぞれの定価に¥2,700加算、4/5冠（外側以外を覆うもの）はそれぞれの定価に¥5,400加算：保証期間5年間

