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インビザラインとは 

 インビザライン® システムは、１９９７年に米国アライン・
テクノロジー社から発売された、最新の歯科矯正理論とアラ
イン・テクノロジー社独自の3次元画像化技術やCAD/CAM
（光造形）等の最先端技術を融合させた、金具やワイヤーを
使わない、透明マウスピース型の全く新しいタイプの歯科矯
正治療システムです。従来の矯正治療の色々なデメリットを
解消した画期的なシステムで、現在世界中で普及しており、
インビザラインについての教育研修を受け認定医を取得し、
実際の治療に取り入れているドクターが全世界に約４万人い
ます。 

 また、インビザラインで矯正治療を受けた方が３４０万人を
突破しており（２０１５年９月現在）今も毎年１０万人 単位
で増え続けています。世界的に爆発的な人気を誇り、医学的
にも完成された画期的なシステムです。厚さ0.5mm程度の透
明なマウスピースを一日20時間以上口腔内に装着をし、2週
間ごとに新しいマウスピース （アライナー）に交換していく
ことによって歯を徐々に移動していきます。治療期間により
アライナーをいくつも交換していくのが特徴です。 

 １つのアライナーで０．２５mm程度歯が移動するようにコ
ンピューターで設計されるので、正確な矯正治療をすること

が可能です。 

 



インビザラインシステムのメリット 

２．自分で取り外しが可能 

１．目立たない 

３．痛みがない 

インビザライン・は厚さ約０．５mm
と薄く、透明で 目立たないため、装着
していることがわからず、 見た目にス
トレスを感じさせないのが特徴です 

ワイヤーを使った治療の場合、締め付
けられる痛みや、 金具が唇や頬の内側
にあたってできる口内炎による 痛みが
出る場合があります。 
インビザラインはそのような心配はあ
りません。  

取り外しが可能なため、いつでも簡単
に歯の お手入れができ、口腔内を健康
な状態に保つことが できます。 

 
今までの矯正装置はワイヤーや器具の
間を特殊な 歯ブラシで磨かなくてはな
らず汚れも非常にたまり やすいので、
虫歯や歯周病のリスクが高かったの で
すがインビザラインはその心配も無く
なりました 



６．ホワイトニングが同時にできる 

４．簡単で安心 

5．食事や会話がしやすい 

７．治療の精密性が大幅にUP 

金属製のワイヤーやブラケット
（金具）を使用しないため、 治療
期間中に装置が脱落するなどのト
ラブルを起こすことが ありません。
また、金属アレルギーの心配もあ
りません。  

矯正治療が始まる前に、個人別の
精密な ３ -D シミュレーションを
作成をします。 
治療後の完成予想図が見れるので
とても 安心です。また、治療の精
密性も大幅に アップできます。  

２～３日はやや慣れない感じがあり
ますが、それ以降は会話もスムーズ
にできます。接客業、営業職など職
業柄人前で話す 機会が多い方にとて
もおススメな矯正システムです。 
また、食事のときは取り外せるので、
いつもどうり食べたり 飲んだりする
ことが可能です 

ホワイトニング用ジェルをマウス
ピースの中に 入れて使えば矯正し
ながら歯も白くできます。 

 



治療の進め方 

１．カウンセリング 

２．治療を予測した『３-Dシュミレーション』の作成 

実際に作られた歯型を、３－Ｄスキャ
ンによりデータ化します。その後、専
用ソフト「 ClinCheck 」を用いて上下 
前後左右３６０°あらゆる角度から見る
ことができる３‐D シミュレーション
を作成致します。 
動画で治療過程を見ることができ、完
成イメージも見ることができます。 
治療に入る前に、完成予想図を一緒に
ご覧になって頂き「前歯をもっとこう
したい」などのご要望がありましたら 
修正を加え、ご要望にできる限り沿え
るよう進めてまいります。 

 

現在の歯並びなどのお悩みや、ご希望
などをお伺いします。 
現在の状況に合わせた、いくつかの治
療方法をご案内します。 

矯正治療を始めることになりましたら、
お口の中の精密検査をします。 
レントゲン、口腔内写真、虫歯・歯周
病などのチェック、歯型模型の製作、
治療シミュレーションなどを行います 



４．治療開始 

５．定期的なチェック 

マウスピースは上下セットで個別
に包装されています。 包装されて
いる袋に使う順に「番号」が記入
されていますので No. １から順番
に装着していきます。 

 
取り外しはとても簡単です。あと
は着けておくだけで徐々に 歯並び
が改善します。２週間おきに新し
いマウスピースに 交換していきま
す。１日２０時間の装着が目安で
す。 
睡眠中もつけて頂きます。お食事
と歯を磨くときは外し下さい。 

  

３．マウスピース作製 

インビザラインの場合は、シミュ
レーションを元に、治療用のマウ
スピース（アライナー）を作成し
ます。 
ステップごと（２週間おき）に交
換するため、通常で３０～４０個
のマウスピースができあがります。 
マウスピースの作成は、アメリカ
のアラインテクノロジー社で行う
ため手元に届くまで２週間前後の
日数が かかります。  

インビザラインの場合、2週間か
ら２か月に１回、定期チェックに 
ご来院頂きます。きちんと歯が動
いているかどうか、 シミュレー
ションと照らし合わせて確認を致
します。 
治療期間は、歯並びの症状により
異なりますが、 おおよそ１年～
２年半の間ぐらいの方が多いです。 
ワイヤーを使った場合と、それほ
ど変わらないか、少し だけ長く
なるぐらいです。 



下の歯が上の歯より前に出ています。 

上下の前歯の傾きに問題がある場合と、上下
顎の大きさに問題がある場合とがあります。 

うまく咬めないだけでなく、発音に影響する
こともあります。 

「舌」のくせや遺伝的も原因に挙げられます。 

 

治療できる歯並びの状態 

反対噛合(受け口) 

上下顎前突 

上顎前突(出っ歯) 

上顎の前歯が前にとび出しています。 
上下の前歯の傾きに問題がある場合や、
上顎が前に出ていたり、下顎が小さ
かったり後ろに位置している場合に、
この状態になります。 
上顎の前歯をぶつけたりしやすい歯並
びで、唇を閉じるのが難しく上顎の歯
ぐきが目立つこともあります。 
指しゃぶりや「舌」のくせ、顎関節症、
遺伝などが原因となります。 

上下の顎や前歯が前に傾いて、上下の口
唇が前にとび出した状態になっています。 
唇が閉じにくく、無理に唇を閉じると、
オトガイの筋肉が緊張して、いわゆる顎
無し状態の顔になります。 

空隙歯列(すきっぱ) 

歯と歯の間に隙間があいている状態です。 
歯が小さい、顎が大きい、舌を前に出す
癖があったり舌が大きいことなどが原因
となります。 



治療できる歯並びの状態 

叢生(乱ぐい歯) 

歯が凸凹にならんでいる状態を叢生歯列
（乱ぐい）といいます。 上顎の犬歯（糸
切り歯）が飛び出している場合を「八重
歯」と呼びます。 
歯が生えている骨の大きさと歯の大きさ
のアンバランスによるスペース不足が原
因です。歯ブラシが行き届かずに汚れが
残り、虫歯や歯周病にかかりやすくなり
ます。 
唇が八重歯に引っかかって邪魔になる場
合もあります。 

開口 

上顎の前歯が下顎の歯をおおって、
下の前歯がほとんど見えません。 
このような咬み合わせは下顎の運動
を制限します。 
上顎の前歯が延び過ぎている場合は、
歯ぐきが目立つ場合もあります。 
成長期の患者様で、骨の大きさに問
題がある場合は、早い時期に治療を
開始して、顎の成長管理を行います。 

過蓋咬合 

咬んでも、上下の歯が咬み合いません。 
前歯でものを咬み切ることが難しく、発
音に影響が出る場合もあります。 
前歯が当たっていないため、奥歯にかか
る力が大きくなり、奥歯が磨りへったり、
痛みが出たりすることもあります。 
顎関節症、「舌」のくせ、口呼吸、遺伝
などが原因として挙げられます。 



10代 男性 

        治療前                        治療後 

       治療前                        治療後     

上顎劣成長に伴う叢生および反対咬合のために装着
開始。３５個のマウスピースで１年５か月で改善し
た。噛み合わせなど微調整のため、2015年３月現在
治療中。 

 インビザライン矯正症例１ 



女性 20代 

       治療前                        治療後     

       治療前                       治療後     

矯正治療後、一部後戻りがあったため装着開始。７
個のマウスピースで3か月半で改善 

 インビザライン矯正症例２ 



 インビザライン矯正症例３ 

30代 女性 

       治療前                        治療後     

補綴後 

7個のマウスピースで３か月で改善。その後
前歯の被せ物の治療をした。 



 インビザライン矯正症例４ 

40代 女性 

       治療前                         治療後    

狭窄歯列弓および叢生のため治療開始 

2013年4月より1年5か月の予定であったが、1年後設計
変更が生じたため再度計画し直し、2015年12月中心の
ずれを改善するため再度計画し、現在治療中 

              治療前                                          治療後 



 インビザライン矯正症例５ 

50代 女性 

       治療前                        治療後     

       治療前                        治療後     

噛み合わせの不調による不定愁訴の改善のた
め、装着開始。再設計を含め３１個、約２年
で治療終了。不定愁訴は改善した。 



 インビザライン矯正症例６ 
60代 女性 

       治療前                       治療後     

下顎狭窄歯列弓改善のため装着開始 

３２個のマウスピース、1年３か月で改善。その
後、上の前歯の被せ物の治療をした。 

補綴後 



よくある質問 FAQ 

  
 

  

  

  

  

Q.インビザラインでの治療期間は、どのぐらいかかりますか？ 

A.現在、インビザラインで治療を受けられている方の平均期間は、半年～ 
２年ぐらいです。歯並びの状態によって個人差があります。 

Q.現在５０歳を超えていますが、インビザラインでの治療は可能ですか？  

A.はい、可能です。インビザラインでの矯正治療には、年齢制限（上限） 
がございません。 

Q.下の歯だけ治したいんですが、片方だけでもできますか？  

A.はい、可能です。料金については、「料金表」をご確認下さい。 

 ※ かみ合わせの状況によって、上下で矯正が必要な場合もございます。 

Q.他の歯科医院で、歯を抜かいないと矯正できないと言われました。  
インビザラインで治療可能でしょうか？  

A.インビザラインでの矯正治療は「歯を抜かない」で行うことが基本になり  
ます。ですが、歯並びの状態によって抜歯が必要になる場合もございます。
その場合は、少し長めの治療期間と、場合によってはマウスピースと補助的
な装置が必要になる場合もございます。 
他院では抜歯が必要だと言われても、インビザラインでは歯抜かずに治せる
ことがあります。 

Q.現在、他の歯科医院でワイヤー矯正を行なっている最中ですが、 
インビザラインに変えたいと思っています。可能ですか？  

A.はい、可能です。費用は通常どうりの金額になります。途中からという 
ことでの割引はございません。 
 また、現在通われている医院からも治療費の返金は受けられないと思い

ますのでご了承ください。 

Q.かみ合わせが悪くて、顎関節症になっていると診断を受けました。 
インビザラインで噛み合わせも治せるのでしょうか？  

A.治療可能です。矯正治療は、かみ合わせを治すのが本来の目的ですの
で、歯並びがキレイになってもかみ合わせが悪いままということはござ
いません。 
かみ合わせを正しく治すために歯の移動を行なった結果、歯並びが良く
なる（見栄えが良くなる）というのが矯正治療の一般的な考え方だと
思って下さい。 



A.はい、可能です。八重歯は日本人にとても多い歯列不正のタイプです。 
八重歯が、歯ぐきのかなり高い位置にあったり、歯並びのカーブから大きく
離れていたりした場合は、他の補助装置が必要になる場合もございますので、
詳しくはカウンセリングでご質問ください。 

 

Q.インビザラインで八重歯の治療はできますか？  

A.イビザラインでの矯正治療が始まると、2週間～１ヵ月に１回の割合でご
来院して頂きます。 

Q.現在、遠方に住んでいて頻繁には通えないのですが、どのぐらいのペー
スで通院が 必要になりますか？土日でも大丈夫ですか？  

Q.支払いは、現金とカードを両方使ってできますか？  

Q.ずっと付けてなくちゃならないんですか？  

A.はい、可能です。現金とカードを併用して頂いても大丈夫です。 

クレジットカードで、分割払いもできます。 

A.インビザラインは矯正装置です。継続して装着することにより、矯正力が
働く構造になっています。 
１日、２２時間以上の装着が目安になります。歯磨きとお食事の時以外は、
基本的には就寝時も含めて装着したままになります。 



種類および治療費 

 永久歯列の大人の方に、より包括
的な治療が可能です。どの様は歯
ならびにも幅広く対応します。イ
ンビザライン・フル。 

       ８５万円+税 ※１ 

 

 10代のお子様にも、対応していま
す。思春期の見た目の気になるお
年ごろにも最適。インビザライ
ン・ティーン。装置の紛失した場
合も追加料金なしで新しいアライ
ナーに交換できます。 

       ８５万円+税 ※１ 

 

 比較的軽い不正咬合の場合には、
インビザライン・ライトが適応可
能です。 

       ６０万円+税 

 

 より軽度の不正咬合でしたら、最
短7回のマウスピース交換、3.5ヶ
月で治療終了のインビザライン・
アイセブンがおススメです。 

       ４０万円+税 

※１ 症例、治療期間により別途費用負担あり 



二子玉川エンジェル歯科 
158－0049 
世田谷区玉川4－8－4深志ビル２階 
TEL：03－3700－8241 
HP  : http://www.dental-shuttle.co.jp 
 



       ってなに？ 

ワイヤーや金属を一切使わずに透明
なマウスピースを使って歯並びを治
す最新の矯正装置です。 
 
ハリウッドセレブが使用していたこ
とから人気に火が付き、現在は全世
界で約３００万人以上の方がこのシ
ステムできれいな歯並びを手に入れ
ています。 

インビザラインシステムのメリット 

• 見えない矯正 
• 装置の脱落トラブルがない 
• 清掃がしやすい 

• 取り外しが容易で食事
も清掃も今までどおり 

• ホワイトニングが同時に可
能 

• 子供から大人まで誰でもでき
る 

• 専用の３Dシュミレーションで
仕上がりイメージが見れる 


