
希望患者価格一覧表（消費税込）
分類 シリーズ 製品名 単位 税込（10％）

歯ブラシ

ルシェロ

ルシェロ 歯ブラシ B-10 / P-10 / OP-10  1本 ¥360
ルシェロ 歯ブラシ B-10 / P-10 / OP-10  5本セット ¥1,800
ルシェロ 歯ブラシ B-20ピセラ / P-20ピセラ 1本 ¥310
ルシェロ 歯ブラシ B-20ピセラ / P-20ピセラ 5本セット ¥1,550
ルシェロ 歯ブラシ B-30グラッポ / P-30グラッポ 1本 ¥360
ルシェロ 歯ブラシ B-30グラッポ / P-30グラッポ 5本セット ¥1,800
ルシェロ 歯ブラシ I-20インプラント 1本 ¥360
ルシェロ 歯ブラシ I-20インプラント 5本セット ¥1,800
ルシェロ 歯ブラシ W-10（ホワイト） 1本 ¥410

プロスペック

プロスペック 歯ブラシ アダルト 1本 ¥360
プロスペック 歯ブラシ ヤング / スリム  1本 ¥330
プロスペック 歯ブラシプラス 
スタンダード / スタンダードスリム / コンパクト / コンパクトスリム 1本 ¥330

プロスペック 歯ブラシプラス タイニー / スモール 1本 ¥280
プロスペック 歯ブラシプラス ミニ 1本 ¥310
プロスペック 歯ブラシプラス ワンタフト 1本 ¥430
プロスペック 歯ブラシプラス ファミリーセット 1セット ¥1,920

－ アタッチメント用歯ブラシ 1本 ¥790

音波振動歯ブラシ プリニア

プリニア スマイル （ホワイト） 一式 ¥10,450
プリニア マルチフィットブラシ / 密集極細毛ブラシ 2本1組 ¥1,000
プリニア ワンタフトブラシテーパー 2本1組 ¥510
プリニア用 カーブフロートブラシ / ステインオフブラシ 2本1組 ¥1,000
プリニア用 ワンタフトブラシ / ワンタフトブラシ（ウルトラソフト） 2本1組 ¥450
プリニア用 テーパーカーブフロートブラシ 2本1組 ¥1,210

歯間清掃用具

ルシェロ

ルシェロ 歯間ブラシ ハンドル付 1パック ¥530
ルシェロ 歯間ブラシ 替ブラシ 4個 1パック ¥280
ルシェロ ペリオブラシ ハンドル付 1パック ¥650
ルシェロ ペリオブラシ 替ブラシ 4個 1パック ¥830
ルシェロ フロス アソートセット （アンワックス 30m×2・ミントワックス 30m×4） 1セット ¥1,980
ルシェロ フロス アンワックス 30m / ミントワックス 30m 1個 ¥330
ルシェロ フロス アンワックス 200m / ミントワックス 200m 1本 ¥1,470
ルシェロ フロッサー ハンドル付（フロスヘッド 7個入） 1パック ¥530
ルシェロ フロッサー フロスヘッド 30個入 1セット ¥530

プロスペック

プロスペック 歯間ブラシⅡ スリーブ付 4本1パック ¥620
プロスペック 歯間ブラシⅡ スペアー 6本1パック ¥790
プロスペック 歯間ブラシ アングル アクア 1本 ¥130
プロスペック 歯間ブラシ アングル アクア 4本1パック ¥520
プロスペック 歯間ブラシ カーブ アクア 1本 ¥140
プロスペック 歯間ブラシ カーブ アクア 4本1パック ¥560
プロスペック 歯間ブラシ カーブ 4本1パック ¥560

歯みがき剤

ルシェロ

ルシェロ 歯みがきペースト B（ベーシック） アソートセット 6本1函 ¥3,060
ルシェロ 歯みがきペースト B（ベーシック） 90g 1本 ¥510
ルシェロ 歯みがきペースト P（ペリオ） アソートセット 6本1函 ¥3,180
ルシェロ 歯みがきペースト P（ペリオ） 70g 1本 ¥530
ルシェロ ペースト ラ･フランス 65g 1本 ¥530
ルシェロ ペースト マスデント F 60g 1本 ¥1,860
ルシェロ 歯みがきペースト ホワイト 100g 1本 ¥1,980
ルシェロ ポイントケアジェル 30g 1本 ¥710

プロスペック プロスペック 歯みがきペースト 65g 1本 ¥540
プリニア 音波&電動歯ブラシ用歯みがきペースト 65g 1本 ¥540

－ シュミテクト 歯周病ケア フッ素1450ppm 90g 1本 ¥730
－ おとなのトータルケア歯みがきジェル 90g 1本 ¥1,170
－ こども用はみがき 40g 1本 ¥190

洗口液 － プラチ･ナノテクトEX 100mL 1本 ¥1,380
含嗽薬 － 「薬用」オーラルステリ 50mL 1本 ¥790

染色材

プロスペック プロスペック 歯垢染色液 5mL / 歯垢染色ジェル 5g 1本 ¥360
プロスペック プロスペック 歯垢染色液 40mL / 歯垢染色ジェル 40g 1本 ¥1,390

－ プラークチェックジェル BR 5g 1本 ¥380
－ プラークチェックジェル BR 40g 1本 ¥1,390

デンタルガム リカルデント
リカルデント 粒ガム ボトル 6個 ※軽減税率 1函  ★ ¥5,820
リカルデント 粒ガム ボトル 1個 ※軽減税率 1個 ★    ¥970

義歯ケア

プラティカ プラティカ デンチャーブラシ 1本 ¥160
－ フレッシュクレンズ 125mL 1本 ¥1,160
－ ポリデント FP 48錠 1函 ¥710
－ 新ポリグリップ無添加 75g 1本 ¥1,100
－ ポリグリップパウダー無添加 50g 1本 ¥610

その他

－ MIペースト  40g （35mL） 1本 ¥1,730
－ 舌フレッシュ 1本 ¥870

ブレスバランス ブレスバランス ペースト 28g 1本 ¥1,050
プラティカ プラティカ ディスポーザブル口腔ケアスポンジ  50本 1函 ¥2,200

－ オーラルアクア ジェル 40g（35mL） 　 1本 ¥1,050
－ ペコぱんだ 1個 ¥880
－ ペコぱんだ 基本セット （S・MS・M 各1個） 1セット ¥1,650

ルシェロ ルシェロ 歯ブラシ キャップ/キャップ L 1個 ¥60
プロスペック プロスペック 歯ブラシ キャップ 1個 ¥60
プロスペック プロスペック デンタルミラー 1個 ¥220

※掲載の希望患者価格は2022年8月現在のものです。
★印は軽減税率対象製品（税込8%）です。


