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Bridal Dental Esthetics純白のドレスに映える口元で、人生最高の日をプロデュース

0120-174-418
横浜アークデンタルクリニック新横浜

一生で一番あなたが輝く日！　とび
っきり最高の笑顔をみなさんにお見
せするため、早めはやめにご準備を。
ご新婦様だけでなくお2人揃っての
美しい笑顔をおすすめします。
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院長 
四條佳奈さん

ラ・プレシアトライアルキットをプレゼント
予約時に「CLASSYウェディングを見た」で、
プラセンタ化粧品ラ・プレシア トライアルキ
ットをプレゼント。2011年3月31日まで。

HAPPY ♥  NEWS

れいな歯から美しい笑顔へ」を
コンセプトに、口腔内をはじめ

唇、フェイシャル、全身ケア、ヒアルロ
ン酸によるアンチエイジングなどのメニ
ューも。ブライダルプランは挙式経験
のあるプランナーがしっかり計画を立て
てくれるから、安心しておまかせして。

「き

花嫁の美しい笑顔は
きれいな口元から

054-366-6480
静岡あおやぎ歯科

あおやぎ歯科では、皆様の最高のブ
ライダルのために、出来る限りのプ
ロデュースを致します。どうぞお気
軽にご相談ください。皆様のご来院
を心よりお待ちしております。
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院長 
青柳拓さん

すべてのメニューが10％OFFに
予約時に「CLASSYウェディングを見た」で、
10％OFF。友人紹介・成立で１０％還元＆お
友達も20％OFF。2011年6月30日まで。
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ンチエイジング学会認定ビュー
ティーアドバイザーが在籍。ア

メリカから薬液を取り寄せるホワイト
ニングのほか、口内リンパマッサージ、
ヒアルロン酸注射によるシワ取りメニ
ュー、ブライダル矯正もあり。これで、
挙式前の口元のケアは完璧！

ア

ヒアルロン酸注射による
エイジングメニューも

menu

住所／静岡県静岡市清水区追分1-3-37
診療時間／9:30～12:00、14:00～19:30
休／水、日祝　駐車場／3台
HP／www.yagi6480.com/
アクセス／静鉄桜橋駅より徒歩5分

■オフィスホワイトニング 50,000円～
■ホームホワイトニング 35,000円～
■ブライダル矯正 150,000円～
■ヒアルロン酸注射 100,000円
■デンタルエステ 5,000円

044-959-2285
川崎フェリーチェデンタルクリニック

最高のSmileの日を迎えるお手伝
いをさせて頂くため、充分なカウン
セリングで時間的にも経済的にも無
理のないタイムテーブルを作成しま
す。人生最良の日を作りましょう。
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院長 
福川佳照さん

オフィスホワイトニングが50％OFF
予約時に「CLASSYウェディングを見た」で、
オフィスホワイトニング（12本63,000円）
が50％OFFに。2011年3月31日まで。
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正認定医による歯列矯正、ホワ
イトニング、審美改善などの豊富

なメニューから、それぞれに適した治療
を行う。ブライダルコースは挙式のおよ
そ1ヶ月前から受付可能。新百合ヶ丘オ
ーパ内のビューティーゾーンにあるので、
通院者は女性が多数というのも嬉しい。

矯

ファッションビル内の
気軽に通えるクリニック

menu

住所／川崎市麻生区上麻生1-1-1 opa2F
診療時間／平日10:00～20:00、土日祝
10:00～18:00
休／水　駐車場／180台
HP／www.felice-dental.com/
アクセス／小田急線新百合ヶ丘駅より徒歩1分

■ティースクリーニング（6本～） 3,150円～　
■ホワイトニング（12本） 21,000円～　
■ティーストリートメント（6本～） 3,150円～　
■TMTCコース（全顎） 10,500円　
■スモーカーズコース（全顎） 10,500円　
■ブライダルコース 63,000円～（応相談、個人
により異なる）

029-254-1011
茨城MODERN DENTAL 中庭歯科医院

ぴったりのウェディングプランを一
緒に考え、オーダーメイドでご提供
します。多くの人に祝福される記念
すべき日を輝く白い歯で迎えて、誰
もがうらやむ花嫁になりませんか？
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副院長 
中庭麻友子さん

リップエステなどのセットが50％OFF
予約時に「CLASSYウェディングを見た」で、リッ
プエステなどのセットが50％OFF。友人紹介で
ホワイトニング10％OFF。2011年5月31日まで。
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式日に合わせてスケジュールを
決める、オーダーメイド方式。

専門知識のある歯科医師・歯科衛生士
の充実サポートはもちろん、エステサロ
ンとの提携で最新のホワイトニングが
受けられる。ホワイトニングやマニキュ
アなどのクイック審美治療もあり。

挙

オーダーメイド治療で
最高のウェディングを

menu
■ホワイトニング2回セット 35,000円　
■各種セラミック治療（1本） 50,000円～（種類
により異なる）
■フッ素クリーニング（上下、ヤニ・ステイン除去
含む）7,000円～　
■歯のマニキュア（1歯） 3,000円～
■リップエステ・舌のクリーニング・口腔内マッサ
ージのセット 10,000円～（個別コースあり）　

住所／茨城県水戸市河和田2丁目1-7
診療時間（エステ部門）／水9:00～15:00、木～土9:00
～13:00、14:30～18:00
休／月火、日祝　駐車場／10台
HP／www.myk-dental-beauty.jp/
アクセス／JR赤塚駅より徒歩5分

075-722-8911
京都北山吉川歯科クリニック

挙式前は、何かと慌ただしいもの。
当院では最先端の技術を取り入れ
て、挙式の当日までに丁寧かつスピ
ーディな審美治療ができます。お時
間のない方も、ぜひご相談ください。
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院長 
吉川明求さん

ホームホワイトニングを半額で！
予約時に「CLASSYウェディングを見た」で、
自宅で歯を白くできるホームホワイトニングと歯
科検診ドックが半額に。2011年11月19日まで
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Ｄ光学カメラを使った最先端の
セレック治療は、その日に医院

でかぶせものを作るから、１回の来院
で治療が終了。カメラ映りが気になる
銀歯もたった１日でスピーディーに白
くすることができるので、口元を気に
せず最上級の笑顔を見せて。

3

ドレスにふさわしい
輝く白い歯を手に入れる

menu
■歯科検診ドック 35,000円（右に記載の条件で半額）
■セラミック1 歯 100,000円（一日来院）、
80,000円（翌日来院）
■ホームホワイトニング（漂白）上下 40,000円
（マウスピース込、右に記載の条件で半額）
■オフィスホワイトニング 片顎 20,000円
■矯正歯科（歯列矯正） 700,000円～
■ワンステップ矯正 100,000円

住所／京都市北区上賀茂高縄手町75
クルーセ神山1F
診療時間／9:30～13:00、14:30～19:00
休／水日祝　駐車場／4台
HP／http://kitayama-dc.net/
アクセス／京都市地下鉄北山駅より徒歩5分

0797-21-5655
兵庫医療法人社団TDC

タバタデンタルクリニック

歯科治療は技術によって、治療経過
や患者様の満足度が大きく異なりま
す。タバタデンタルクリニックでは、
患者様の笑顔とご満足のために多く
の経験と実績を重ねています。

院長 
田畑勝彦さん

国から口コミで患者が集まり、
有名人やタレントも多数通院。

ジルコニアセラミックの経験は日本ト
ップクラスを誇り、審美治療やインプ
ラントの技術は、海外の歯科大学や著
名なドクターからも支持されている。
加えてPMTC（プロによる歯のクリー
ニング）やホワイトニングと、患者に
あわせた審美治療を7名の歯科医師が
行なう。東京・青山にも分院「ルネス
青山デンタルクリニック」がある。

全

芸能人も数多く通院する
トップクラスの技術

menu

住所／兵庫県芦屋市船戸町10-18
診療時間／月火木金9:30～13:00、
14:30～20:00　水土9:30～13:00
休／日祝　駐車場／4台
HP／http://www.tdc.gr.jp/
アクセス／JR芦屋駅より徒歩3分

■ジルコニアセラミック 157,500円　
■ラミネートベニア 12,600円
■インプラント（手術） 315,000円、（上部構造）
157,500円
■ホワイトニング（オフィス） 31,500円、（ホームキ
ット）26,250円
■メラニン色素除去（上顎・下顎） 各21,000円

096-373-8020
熊本医療法人 菅鉢会

ピュアデンタルクリニック 新大江歯科診療所

住所／熊本県熊本市新大江2丁目11-9
診療時間／月～金9:00～19:00
（土～17:00）
休／日祝　駐車場／14台
HP／www.pure-implant.com/
アクセス／JR豊肥本線水前寺駅より徒歩5分

menu
■ブライダル矯正 350,000～750,000円　
■ホームホワイトニング（自宅で手軽に行えるトレ
イ型のホワイトニング） 36,000～61,000円
■ガムピーリング（歯ぐきの黒ずみ除去） 15,000円
■オールセラミックス、ラミネートベニア（芸能
人やモデルにも愛用者の多い陶器の差し歯） 
110,000円～

0596-35-0805
三重杉原歯科

人生の晴れ舞台を、より素敵な笑顔
で迎えて頂きたいと思っています。
我々スタッフ一同、心を込めて最大
限のお手伝いをさせて頂きます。ど
うぞお気軽にご来院ください。
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院長 
杉原誠さん

先着30名にホワイトニング無料サービス
予約時「CLASSYウェディングを見た」で、平日
12:00～14:00来院の先着30名はホワイトニング＋
トリートメントケアが無料に。2011年3月31日まで。
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った１時間ほどの施術で効果が
目に見えて分かるオフィスホワ

イトニングは、忙しい挙式前にぴった
り。トリートメントケアもセットになっ
ているので、白さと艶が同時に手に入る。
決してムリな治療は勧めず、コミュニケ
ーションを大切にしてくれるから安心。

た

１回で効果を実感できる
オフィスホワイトニング

menu

住所／三重県伊勢市馬瀬町352-2
診療時間／9:00～13:00、15:00～20:00
休／木、日祝（祝日・矯正のある週は木曜
診療）　駐車場／12台
HP／www.sugiharashika.com/
アクセス／JRほか伊勢市駅より三交バス
乗車、下野工業団地バス停徒歩2分

■ホワイトニング＋トリートメントケア  10,000円
■ホームホワイトニング＋トリートメントケア 30,000円
（液のみ追加の場合は5,000円で購入可能）　
■矯正歯科 350,000円～
その他の治療もお気軽にご相談ください

PR by AD-SOUKEN　043-202-7751

menu

住所／神奈川県横浜市港北区新横浜
3-8-4 レジアス新横浜1F
診療時間／平日10:00～20:00、土日祝9:30～15:00
休／無休　駐車場／なし（提携駐車場有）
HP／www.arc-shinyokohama.com/
アクセス／JRほか新横浜駅より徒歩3分

■ブライダルティースエステプラン（3ヵ月前コー
ス）115,500 円（内容：事前調査、全顎の歯石除去、
オフィスホワイトニング2回、PMTC3 回、ホー
ムホワイトニングキット、リップエステ2回、フェ
イシャルエステ2回）　
■ヒアルロン酸 63,000 円　
■リップエステ（追加）2,670 円　
■ LEDライトスパ（10 分）1,050 円

結婚式は、お口元に自信を持って輝
く笑顔で迎えたいもの。ブライダル
矯正、ホワイトニング、セラミック治
療などその方に合った最適な治療プ
ランを計画し、ご提案いたします。
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院長 
菅鉢孝治さん

常１～２年かけてじっくり行う大
人の矯正治療は、結婚が決まっ

てから間に合わせるのは難しいもの。そ
れでも、一生に一度の晴れ舞台を綺麗
な歯で迎えたい。そんな花嫁の気持ち
に応えるのがブライダル矯正メニュー。
見た目の悪い箇所を優先的に治療して、
挙式日からハネムーンなど、大切な行事
の間は一時的に矯正装置を外してくれる
配慮が嬉しい。矯正しながら、安心し
て晴れの日を美しい口元で迎えられる。

通

晴れ舞台に向けて
短期間で歯並びを改善


