
エラがはった顔立ちの原因には、骨格によるものと、
エラ部分にある咬筋（咬む筋肉）が発達したものがあります。
奥歯をぐっと噛みしめた時に耳の下あたりに大きなふくらみができる場合は、咬筋が発達し
ている状態です。
咬筋（咬む筋肉）に注射することで筋肉の動きを緩和させ、
約1ヶ月程すると筋肉が痩せ、エラが小さくなり小顔になります。

エラにボトックス注射を繰り返すことで、咬筋が発達せず痩せた状態が続くため、
小顔効果が保たれます。歯ぎしりが気になる方にもおすすめ。

ボトックス治療の本場、
アメリカでは男女問わず浸透☆

海外セレブやモデルたちの中でも大人気！ 厚生労働省認可
ボトックスビスタ
アラガン製使用

15,000円+税
25,000円+税
25,000円+税

30,000円+税
15,000円+税
15,000円+税
15,000円+税

25,000円+税

月曜 16：00～19：00
金曜 11：00～14：00、16：00～19：00

しわ取り治療

米国では、ボツリヌス製剤による治療は、
非手術的治療の中で、

最も施術回数の高い人気美容治療です。

シワを無くすだけで
見た目年齢マイナス10歳🎵
しわは治療できます！

老けたと感じるポイントは
『しわ』です。

※ 治療後一時的に内出血が起こったり、注射痕が残る場合がございます。

ボトックスは天然のタンパク質です。

笑った時にできる目尻のしわ、眉を動かした時にできる眉間や額のしわなど、
表情を作るときに筋肉の動きに合わせて皮膚が伸縮することにより、しわができます。

表情筋に注射することで、表情じわの原因となる筋肉の動きを緩和させるので、
しわが目立たなくなります。
しわが深くならないように定期的に施術することをおすすめします。

気になる表情ジワ
• 読書しているとき
• 携帯を見ているとき
• ＰＣを見ているとき
• 考え事をしているとき



老化により減少した
ボリューム

ヒアルロン酸を皮膚の
深い箇所に注入

ボリューム減少が改善した肌
効果は1年程度持続します。

25,000円+税

35,000円+税

月曜 16：00～18：30

お気軽にＳＴＡＦＦまでお尋ねください♪

ﾋｱﾙﾛﾝ酸注射

ほうれい線や気になるしわに！

・鼻ﾌﾟﾁ・ﾘｯﾌﾟ
・顎先・ほうれい線

厚生労働省による、品質・有効性・安全性の厳しい審査を経て承認を受けた製品です。

♥ほうれい線やマリオネットラインのしわに
しわの溝を注入で目立たなくし、お顔の印象をグッと若返らせます。

♥鼻筋や鼻先に入れて鼻高さんに
♥顎先に入れてシャープな印象に
♥唇に入れてぽってりハリのある女性らしい口元に

https://www.hibiya-skin.com/subject/hyaluronic.html


🍓ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ&ﾌﾟﾗｾﾝﾀVCｲｵﾝ導入3回ｺｰｽ

🍓ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸VCｲｵﾝ導入5回ｺｰｽ

🍓超音波ｱﾐﾉEM導入（ｿﾉﾌｫﾚｰｼｽ）

選べるｺｽﾒ付

🍓ﾚｰｻﾞｰﾌｪｲｼｬﾙ（顔全体脱毛）＆
ｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝAPPSﾋﾞﾀﾐﾝCｲｵﾝ導入

2019.12.1～2020.2.29

洗顔では取り切れない汚れを落とします。他施術との組み合わせがおすすめです！
ニキビ・毛穴の黒ずみ・ザラツキ・くすみなどのお悩みに．．．◎
この時期かさつくお肌に、保湿効果の高いﾌﾟﾗｾﾝﾀまるまる1ｱﾝﾌﾟﾙ使用し導入します。
美白をしながら、ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ美容成分をたっぷり吸収できるﾌﾟﾗﾝです。

17,500円+税

肝斑がある為、BBLﾌｫﾄﾌｪｲｼｬﾙや、ﾚｰｻﾞｰ治療ができない。そんな方の為に・・
ﾒﾗﾆﾝ生成阻害作用炎症抑制作用・炎症後の色素沈着・老人性色素班
皮膚のﾊﾞﾘｱ機能を高め肌荒れを防ぎ、透明感のあるお肌へ

HQ & RACｾｯﾄ
肝斑・色素沈着に

APPSﾋﾞﾀﾐﾝC化粧水30㎖
うるおい補給

20,000円+税

or

潤いたっぷり。乾燥して砂漠のようなお肌にも超音波のもつ温熱作用とﾏｯｻｰｼﾞ作用により、
肌の深部から代謝を高めながらﾘﾝﾊﾟ循環を促します。
皮膚内に空洞形成を起こし、ｲｵﾝ導入では不可能なお肌の深層部へ成分を到達させます。
ｲｵﾝ導入では物足りない方へ是非・・・
アミノ酸は目の下のｸﾏの改善やハリ感をアップさせます。
お肌の中でｺﾗｰｹﾞﾝへ変化する成分です。 8,000円+税

産毛には皮脂や汚れが絡まりやすく、毛穴に雑菌が繁殖しやすい不衛生な環境になります。
毛を処理することで、雑菌や皮脂がたまりにくく、毛穴の奥まで洗浄もでき、
ニキビのお悩みにも◎ シェービングの手間が省け、お肌環境にもGOODです！
さらにｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝが毛穴をしっかり引締めます！

12,000円+税

たるみや毛穴治療、自分に何があってるのかわからない。そんな方へ是非！

🍓ｽｷﾝﾀｲﾄ4000ｼｮｯﾄ ＆ ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟYAGﾚｰｻﾞｰ3000ｼｮｯﾄ

20,000円+税（有効期限2ヵ月）

🍓ｽｷﾝﾀｲﾄⅡ＆LEDﾋｰﾗｲﾄ

・1回ｾｯﾄ
・3回ｺｰｽ有効期限6カ月

🍓ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟYAGﾚｰｻﾞｰﾗｲﾄ（ｼｬﾜｰ照射のみ）

🍓ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟYAGﾚｰｻﾞｰ（ｽﾎﾟｯﾄ照射付）

🍓ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟYAGﾚｰｻﾞｰ（ｽﾎﾟｯﾄ照射付）3回ｺｰｽ
LEDﾋｰﾗｲﾄ1回付

36,000円+税

♥同日施術限定
ｽｷﾝﾀｲﾄ首

表面に温かいシャワーを浴びるような感覚の施術です。
皮膚内部まで到達したレーザーが、肌内部のコラーゲンの生成を活性化させます。
新しいコラーゲンや弾力繊維が張り巡らされ、キメが整い若々しい肌へ！

19,000円+税
49,000円+税

10,000円+税

12,000円+税

15,000円+税

※同日施術不可

内側と外側からたるみ毛穴を持ち上げ、毛穴引き締めにも！

有効期限3カ月

有効期限2カ月

有効期限6カ月

https://www.hibiya-skin.com/subject/electrocleansing.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/ion.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/ion.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/ultrasonic.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/ultrasonic.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/laser.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/laser.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/skintight.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/skintight.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/liftup.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/liftup.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/liftup.html


気になるｼﾐ・そばかすをお肌の上層部へ浮き上がらせ、
お肌の色ムラを改善します。

当院のBBL治療はｺｺが違う！お肌全体をくまなくダブル照射（2回）した後、
細かいｼﾐの狙い撃ちが可能な特殊ｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰで、小さなｼﾐもピンポイト照射でくまなくケア★

・初回限定価格

・3回ｺｰｽ
LEDﾋｰﾗｲﾄ1回付

8,800円+税

27,000円+税

590nmと830nmの2波長の近赤外線を連続照射し、皮膚の深部及び皮下組織・筋肉層まで
ｴﾈﾙｷﾞｰを到達させることで、細胞ﾚﾍﾞﾙでのｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱができます。
ほんのり温かい光とｵﾚﾝｼﾞ色のﾗｲﾄが,ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ効果と心理的癒しも◎

6,000円+税
25,000円+税
45,000円+税

• ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸
• ﾌﾟﾗｾﾝﾀ
• ｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝ
• 海藻ﾐﾈﾗﾙﾊﾟｯｸ 3,500円+税

3,000円+税

1,500円+税
1,000円+税
1,000円+税
1,500円+税

17,000円+税

18,000円+税

45,000円+税

※施術によっては、まれに赤み・かぶれ・水疱・色素沈着等の症状が起こることがあります。

完全予約制 お電話かＮＥＴ予約にて ☎03-5715-1150

水光注射とは、ヒアルロン酸等の美容液を皮膚の浅い層に
専用の機械を使用し注入し、肌質の改善を行う施術です。

1,000円+税
1,000円+税
1,000円+税
30,000円+税

1本 20,000円+税
2本 35,000円+税

※麻酔代別途 2,000円+税

毛穴のつまりや不要な角質を取り除き、ﾆｷﾋﾞ・くすみ・ｺﾞﾜﾂｷのお悩みに！
皮膚の新陳代謝を整え健やかでﾄﾗﾌﾞﾙの起きにくい肌へ！

有効期限3カ月

ご存知ですか？同日に施術ができること。

これまで、フォトフェイシャルと深部からのリフトアップマシンは同日に施術ができず、
3～4週間の間隔をあけていただく必要がありました。また、それぞれ痛みを伴う施術が
多く、苦痛を伴うため中には途中で断念される方も・・・・・

しかし、当院のBBLはモードを変えるとスキンタイト（Skin Tyte） というリフトアップマシンに
早変わりし、BBL照射直後に施術が可能です。
お肌の弾力部分である真皮層に近赤外線を使って、効率よく熱を加えていく優れもの★

BBLは従来のIPL治療に比べ痛みもほとんどなく、今まで対応できなかった小さなシミにも
スポットで照射ができます。スキンタイトは、マッサージをされているような心地よい施術なのに、
直後からしっかりとリフトアップ効果が実感できます。ぜひお試しください！

・2回目以降

・3回ﾌﾟﾁｺｰｽ
有効期限6カ月

・初回ｼﾐｹｱｾｯﾄ付

・1回
・5回ｺｰｽ有効期限3カ月

・10回ｺｰｽ有効期限6カ月

29,000円+税

https://www.hibiya-skin.com/subject/bbl.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/bbl.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/led_healite.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/led_healite.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/ion.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/ion.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/electrocleansing.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/suikou.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/suikou.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/suikou.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/cp.html


経口で摂取することのできない大量のﾋﾞﾀﾐﾝＣを点滴することで、
血中のビタミンＣ濃度を急激に上昇させ、短時間で全身にいきわたらせます。

体内に吸収されたビタミンＣの力で、様々なお悩みにおすすめ！！

6g 4,800円+税
10g 6,400円+税
15ｇ 8,800円+税
20ｇ 10,800円+税

こんなお悩みの方に◎
風邪・疲労・シミ・肝斑・生活習慣病予防・アレルギー症状

花粉症・アトピー・うつ症状．．．．．
美白・美肌・コラーゲン合成効果・ニキビ・ニキビ痕・老化

12,500円+税
エイジングケア・肌荒れ・乾燥・肝機能低下

肩凝り、筋肉痛、眼精疲労、疲労
アトピー性皮膚炎、アレルギー症状

にんにくの成分でもあるビタミンB群を中心にビタミンC等も配合。
疲労に◎ 摂取した糖質を分解し、体や脳が活動するのに

必要なエネルギーに変える働きを助けます。

αリポ酸も含有、基礎代謝・疲労のお悩みにおすすめで、
痩身時のサポートとしても、ピッタリです！！

美肌にかかせないビタミンC・ビタミンB群・ビタミンH・α-リポ酸・アミノ酸など
配合した美容点滴。さらに肝斑にアプローチするトランサミンも配合し、

お身体の内側から、しみ・そばかす・くすみを徹底的にケア！
栄養をチャージして、肌と身体ともに元気に。

夜7時まで受付可能なので、仕事帰りにもＯＫです！！

5,000円+税

5,000円+税

3,000円+税

5分で
ﾁｬｰｼﾞ💉

詳細はＳＴＡＦＦまで、お気軽にお尋ね下さい♪

※ 点滴施術は、まれに内出血・血管痛・気分不快が起こる可能性がございます。

強力な解毒と代謝、栄養補給にこだわった当院の点滴です。
体内に残ったアルコール成分を一気に代謝させ、不快感・疲労を軽減します。
アミノ酸・解毒酵素・ビタミン剤を配合し、肝機能に適した成分など6種類が含まれています。
仕事なのに二日酔いが残ってしまった方へ、仕事の合間でも受けて頂けます。
また、お酒を飲む前に点滴を受けて頂くと悪酔いしにくくなり、翌日の二日酔いも軽減できます。

7,000円+税
抗炎症（ﾄﾗﾝｻﾐﾝ）
抗酸化（VC・ｱﾐﾉ酸）
風邪の引き始め
風邪予防に

疲労回復・滋養強壮

ｴﾈﾙｷﾞｰ代謝を活発にして、
神経や筋肉の働きを改善

高い抗酸化力（ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ）
ﾋﾞﾀﾐﾝC=ﾚﾓﾝ50個分
ﾋﾞﾀﾐﾝB群もﾊﾞﾗﾝｽよく配合
美白・美肌・ﾆｷﾋﾞに

https://www.hibiya-skin.com/subject/tenteki.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/tenteki.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/tenteki.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/tenteki.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/tenteki.html


おとこのこのひやけどめ
おんなのこのひやけどめ
医療機関取扱商品
お子さまの為に優しさを追求した商品です。

♥顔・からだ用
♥水・汗に強い
♥石けんでｷﾚｲにおとせる
♥お子さまから敏感肌の大人の方まで
♥保湿たっぷり日焼け止め乳液
♥ｱﾚﾙｷﾞｰﾃｽﾄ・ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ済み

25ml 1,800円+税

• ｱﾙｺｰﾙ
• 合成着色料
• 石油系合成界面活性剤
• 鉱物油・香料
• 紫外線吸収剤
• ﾊﾟﾗﾍﾞﾝ

SPF20
PA++

♦不使用成分
♦大人も使える優しい日焼け止め♦

飲む日焼け止めも常時、ご用意しております。

アミノ酸複合成分・天然保湿因子配合。
お肌に必要な潤いをｷｰﾌﾟしたまま、汚れのみを優しく洗い上げます。
保湿力に優れ、乾燥を防ぐ効果の高い黒砂糖や、
その他天然保湿成分を原料に作りました。
ﾏｲﾙﾄﾞでｿﾌﾄな泡立ちがお肌を守ります。
無香料・無着色の優しい全身用洗顔石鹸です♪

ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ・毛穴の引き締め・美白にｵｽｽﾒです。
のびがよく、肌への密着力いも優れているため、
日焼け止めや化粧下地との相性も◎
冬の過酷な環境からお肌を守ります。 ﾆｷﾋﾞも◎

皮膚科専門医
増岡院長が監修
全身用固形石鹸 1,500円+税

ヒーライトの590nmの波長が表皮細胞の活性や毛細血管の
血液促進を助け、腰痛や肩こりの解消に★
血行促進・代謝促進を促し抜け毛予防や頭皮の活性化し、薄毛対策にも

初回限定 3,000円+税

17,500円+税

https://www.hibiya-skin.com/cosme/#coq10
https://www.hibiya-skin.com/cosme/#glashvista
https://www.hibiya-skin.com/cosme/#msoap
https://www.hibiya-skin.com/cosme/#eachmilk
https://www.hibiya-skin.com/subject/led_healite.html


20,000円+税
10,000円+税
7,500円+税
7,500円+税
11,000円+税

5,000円+税
10,000円+税
10,000円+税
5,000円+税
5,000円+税

5,000円+税
12,000円+税
12,000円+税
18,000円+税
25,000円+税

産毛には皮脂や汚れが絡まりやすく、毛穴に雑菌が繁殖しやすい不衛生な環境になります。
毛を処理することで、雑菌や皮脂がたまりにく、毛穴の奥まで洗浄もでき、ニキビの予防に！

また毛が無くなった分、毛穴の収縮が期待でき、お肌もワントーン明るく見えます。
シェービングの手間が省け、お肌への負担もなくなります。

12,000円+税

2,000円+税

40,000円+税
10,000円+税

23,000円+税
3,000円+税

アレキサンドライトという宝石を使用したレーザーで、
レーザーと同時に冷却ガスを発射することで皮膚を保護します。

アレキサンドライトレーザー又はロングパルスYAGレーザーの2種類から、
お肌の色・毛の太さ・部位・状態を診て、より適したレーザーを選択し、

治療することができるのが最大の特徴です。

自費の施術は完全予約制です。
ご予約は03-5715-1150まで。

2019.12.1～2020.2.29

※ 1回毎のお値段となります。
※ まれに、赤み・水疱・色素沈着の症状が起こることがあります。

• 剃毛代全処理（3部位未処理の場合）
• 剃毛代全処理（2部位以下未処理の場合）
• 剃毛代 剃り残し（1部位につき）

5,000円+税
3,000円+税
500円+税

脱毛の当日・無断ｷｬﾝｾﾙに関して
脱毛のご予約が増えたため、ご予約が取りにくくなっております。
広範囲で御予約頂いた状態での、無断ｷｬﾝｾﾙや当日ｷｬﾝｾﾙは
他の患者様へご迷惑となります。
上記の内容を繰り返し行う方の場合、今後のご予約をｾｰﾌﾞさせていただきます。

その他部位(身体）の剃毛代
• 狭範囲
• 広範囲

300円+税
1,000円+税

平日19時最終予約

https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_03.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_03.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_03.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_03.html


• 両ほほ+鼻下+あご+あご下（裏側）

• 両ほほ

• 鼻下

• あご

• あご下（裏側）

• 同日 特別ｵﾌﾟｼｮﾝ 鼻毛

• 両手の甲・手の指

• 胸毛（肩～鎖骨外～心窩部）

• 腹毛（心窩部～腸骨部）

14,000円+税

7,000円+税

3,000円+税

4,500円+税

4,500円+税

2,000円+税

6,000円+税

12,000円+税

12,000円+税

• ひじ下（手の甲・手の指含む）

• ひざ下（足の甲・足の指含む）

※ 麻酔をご希望の場合は、事前にお申し出ください。 麻酔時間30分

※ 強度の日焼けをしている方、日焼けをする予定のある方は、

施術を延期していただくことを、お勧めしております。

18,000円+税

28,000円+税

Q1、ひげ脱毛はどれ位の回数が必要ですか？

A1、平均5,6回で薄くなり、完全になくすには10回以上回数が必要です。個人差はあります。

Q2、痛みはどれ位ですか？

A2、毛根まで到達するレーザーなので痛みは伴います。

麻酔クリームの塗布をオススメ、薄くなってくるとともに痛みも軽減出来ます。

お痛みを確認しながら看護師が施術を行いますので、ご安心ください。

Q3、ひげのデザインは作れますか？

A3、可能です。担当看護師に詳しくご相談下さい。

医療用脱毛ロングパルスライトYAGレーザー使用。敏感肌・アレルギー・アトピーの方もＯＫ☆

自費の施術は完全予約制です。ご予約は03-5715-1150まで。

5,000円+税

3,000円+税

500円+税

https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_01.html

