
デンタルクリンでは、白く輝く自然な白い歯を保ち、口臭やムシ歯・歯周病予防に効果的な歯のクリーニングメニューやプロの歯科衛生士
が行う歯磨きメニュー、もっと白い歯のためのホワイトニングメニュー等をラインナップしております。おひとりおひとりのお口の状態や
今後の予測についてもわかりやすくご説明し、最良と考えられるメニューをご提案いたします。

お口のキレイ専科

デンタルクリンメニュー

定価 4,200円
※
奥歯（臼歯上下）の
場合は5,250円
となります。

●初めての方におすすめ、気になる前歯のためのクイックメニュー
特に気になる前歯の表裏のプラーク（歯垢）や歯石を除去し、さらに歯
の汚れや着色を取り除き本来の自然な白く輝く色をとりもどします。
デンタルクリンクリーニングをお試しになりたい方、お忙しい方におす
すめの効率的なコースです。

●2回目以降、継続的にお口のキレイをサポートする個別ご提案メニュー
お口のキレイを継続していただくために、歯の汚れや着色（ステイン）を
中心にとり除き、本来の自然な歯の白さを保ちます。
3～4ヶ月での継続受診が白い歯を保つ目安です。

定価 5,250円

プラーク
除去

歯石
除去

着色
除去

プラーク
除去

着色
除去

口臭
対策

ケア
アドバイス

施術30分
＋カウンセリング15分

施術30分
＋カウンセリング15分

施術60分
＋カウンセリング30分

施術40分
＋カウンセリング15分

※2回目以降
カウンセリング15分

おすすめ デンタルクリン クイックコース（前歯上下） 内容・効果価格 所要時間

ステインクリン コース（2回目以降の方に） 内容・効果 所要時間

定価 8,400円
通常単品合計
定価 9,450円

●すべての歯のキレイに最適なデンタルクリンメインメニュー
前歯や奥歯すべての歯についているプラーク（歯垢）や歯石を除去し、
さらに歯の汚れや着色（ステイン）を、気持ちよく快適にとり除きます。
ムシ歯と歯周病予防に効果的で、且つ本来の自然な白く輝く歯をとりもど
します。初めての方にお得で効果的なセットメニューとなっています。

プラーク
除去

歯石
除去

着色
除去

口臭
対策

ケア
アドバイス

おすすめ デンタルクリン コース（すべての歯） 所要時間

デンタルクリン
クイック臼歯コース

汚れのつき具合に合わせて、

カスタマイズメニューをご提案

短時間にお口のキレイ

【定期ケア】  3～4 ヶ月に 1回がおすすめです【はじめてのケア】

じっくり時間をかけて
クリーニング

※事前にデンタルクリンコース
　受診が必要な場合があります。

デンタルクリンコース

ホワイトニングメニュー

詳しくはスタッフにお尋ね下さい。
お口の状態にあった最良のメニューをご提案いたします。

デンタルクリン
クイックコース

デンタルクリン クリーニングメニュー 歯の着色・汚れをとり除き、ナチュラルな白い歯に
プラーク（歯垢）・歯石をとり、ムシ歯・歯周病・口臭予防に効果的。

おすすめコースガイド

●お口の健康を守りたい方におすすめの重点メニュー　
ムシ歯や歯周病の原因であるプラーク（歯垢）や歯石、さらにブラ
ッシングではとれないバイオフィルムをとり除きます。口臭予防にも効
果があります。
年3～4回のコース受診がお口の健康を保つ目安です。

定価 4,200円

プラーク・歯石クリン コース（2回目以降の方に） 内容・効果 所要時間

□  前歯の汚れをキレイにしたい

□ ちょっと試したい

□ お出かけ前に

□  歯の汚れが全体についている

□  口臭が気になる

□  大切な行事の前に

□  ムシ歯・歯周病の予防をしたい

□  もっと歯を白くしたい

□  結婚式がもうすぐ

□  入学・入社をひかえている

残りの奥歯（臼歯）も
気になる・・・

お口の中を
全部キレイにしたい !!

価格

価格

価格

内容・効果



デンタルクリンホワイトニングコース (クリニックタイプ）
●その日のうちに短時間でできる歯のホワイトニングメニュー
デンタルクリンクリーニングで本来の歯の白さを取り戻した後に、もっ
と歯を白くしたいとのお口のキレイにお応えする歯の漂白メニューです。
カウンセリングの後にクリニックでホワイトニングを行います。 その日
のうちに歯を白くしたい方におすすめします。 最新のホワイトニング
方法なので、刺激も少なく安心です。 

内容 施術時間

 6歯まで
 定価 26,250円

12歯まで
定価 36,750円

エステティック ホワイトニングメニュー 歯をもっと白くしたい方のためのホワイトニング（歯の漂白）メニュー
ホワイトニングに関する相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

漂白 ケア
アドバイス

施術90分～120分
＋カウンセリング30分

1回目

60分
　＋カウンセリング30分

　　2回目

カウンセリング30分

※このコースの受診には別途デンタルクリンコースの受診が必要な場合があります。
　初回の方はカウンセリング・診断のお時間が必要になります。（30分程度）

ホワイトニング コース（ホーム タイプ）
●ご自宅でできる手軽なホワイトニングメニュー
カウンセリングの後に専用トレーを作成し自宅でホワイトニングを行います。 
（毎日４時間、２週間程度）ゆっくり歯を白くしたい方におすすめします。 
最新のホワイトニング剤なので、刺激も少なく安心です。 

内容 施術時間

上・下 定価

31,500円
漂白 ケア

アドバイス

プロフェッショナル歯磨き コース
●専門家による歯磨きメニュー
プロの歯科衛生士が、歯のすみずみまでブラッシング。
普段磨けていない個所の確認が出来ます。効果的な磨き方などもア
ドバイスいたしますので日々のセルフケアにも大変参考になるコース
です。

内容・効果価格

定価 1,890円

良い子の歯磨き コース（お子様向け）
●親子で正しい歯磨きメニュー
日々の歯みがき状態をチェックし、お子様に歯みがきの指導をいたします。
普段磨けていない個所の確認や、理想的な磨き方の方法をお母さ
んにお伝えしながら行います。お子様のお口の健康を守るためにおす
すめのコースです。

定価 1,890円

プラーク
除去

ブラッ
シング
ケア
アドバイス

プラーク
除去

ブラッ
シング
ケア
アドバイス

※プラーク（歯垢）をとる効果があります。
※歯石や着色（ステイン汚れ）は取れません。

※プラーク（歯垢）をとる効果があります。
※歯石や着色（ステイン汚れ）は取れません。

所要時間

所要時間

施術15分
＋カウンセリング15分

施術15分
＋カウンセリング15分

プロフェッショナル 歯磨きメニュー プラーク（歯垢）を丁寧に気持ちよく落とし、日々の歯磨き
アドバイスも行います。お子様の歯磨きの方法をお母様にご指導いたします。

デンタルクリン歯科ドック コース
●お口の状態を正確に知るために行う歯科ドックメニューです
お口の状態を先端の検査機器などを用いて、精密に行い、ムシ歯・
歯周病の予防のために最適なケアメニューをご提案します。
一生ご自分の歯でおいしく食べるために、ぜひ受診をおすすめします。
また、赤ちゃんが生まれるご家族の皆様（お父様、おじい様、おばあ
様）にもおすすめのコースです。

内容 所要時間

定価 6,300円～ 検査 ケア
アドバイス

個々のお口の状態にあわせ
個別メニューをご提案いた
します

デンタルクリン 歯科ドックメニュー むし歯や歯周病の状態やリスクについて、最新の検査方法を
用いておこないます。お口の状態に合わせた検査方法をご提案いたします。

価格

価格

価格

価格

内容・効果



漂白
クリニック
漂白
ホーム

ケア
アドバイス

ホワイトニングデュアルタイプ （クリニック＋ホームタイプ）
●2種類のホワイトニングを用いたスペシャルメニュー
デンタルクリンホワイトニング クリニックタイプとホームタイプの両
方を用いて歯を白くいたします。
2つのホワイトニングにより理想的な白さに仕上ります。

内容・効果価格

定価 47,250円
（6歯クリニックタイプ）

定価 57,750円
（12歯クリニックタイプ）

所要時間

来院回数3回
＋カウンセリング30分

- エステティック ホワイトニングスペシャルメニュー -special menu

- ホワイトニング商品 -

クリニックタイプ 1歯プラス
●1歯単位から対応の漂白オプションメニュー
クリニックタイプでさらに1歯単位で漂白する歯を追加できます。
もう1歯となりの歯も白くさせたい時におすすめです。

内容・効果価格

定価 2,100円

所要時間

施術5分

- ホワイトニングオプション -

ホームタイプ ホワイトニングジェル
●ホワイトニング専用ジェル
デンタルクリンホームタイプを受けられた方の追加用ジェル。
2週間以上続ける方やメンテナンス用に。

価格

定価
2組 6,300円

ホワイトニング トレー

●ホワイトニング専用トレー
デンタルクリンホームタイプを受けられた方でホワイトニングトレーが
壊れてしまった場合などもう一度作り直す際にご利用下さい。

ホワイトニングトレー
定価 5,250円
トレーケース
定価 　 420円

価格

トレーケース

Option

Whitening Goods

1歯
漂白


