1本 20,000円+税 2本 35,000円+税
★これまでのトラネキサム酸に新成分が追加されました★

8,800円+税

D-ｱﾐﾉ酸が肌の初期老化の一因となる基底膜のﾀﾞﾒｰｼﾞにｱﾌﾟﾛｰﾁします！
表皮・真皮の働きを高め、健やかで健康的なお肌へ・・・若々しい美白肌を目指します。
肌内部で起きている、ｼﾐ部位の炎症状態を鎮め、ﾒﾗﾉｻｲﾄの活性化を抑制・肌荒れを防止
また、海藻ﾊﾟｯｸには消炎作用があり、お肌全体を鎮静させます。
LEDﾋｰﾗｲﾄの力で肌全体のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝを整えます！

ニキビ・しみ・毛穴・赤み・火傷痕・色素沈着などの
おなやみにエイジングケア・あらゆるお悩みに全てアプローチ
肌への保湿・乾燥トラブルにもおすすめ◎コラーゲンの生成にも◎
皮脂分泌・抗酸化・皮膚のダメージ・キメのお悩みに◎
たっぷり保湿の海藻パックで、お肌の奥から潤いで満たします🎵

有効期限 3カ月
水光注射とは、専用の機械を使用しヒアルロン酸等の美容液を
皮膚の浅い層に注入し、肌質の改善を行う施術です。
たっぷりの美容成分を直接お肌の内側へ．．．肌内部のコラーゲン密度を高めます。

各 1,000円+税
30,000円+税
※麻酔代が別途 2,000円+税かかります。

美容先進国韓国で大人気！
自然なモチ肌を実感♪

二の腕・ﾃﾞｺﾙﾃ・背中・お尻・太もも裏などのｻﾞﾗﾂｷ・黒ずみ
毛孔性苔癬に日焼け後のしみ・そばかすにもOK ★
ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞすることで不要な角質が取れ、手触りﾂﾙﾂﾙの滑らかなBodyへ・・・

18,900円+税

9,800円+税

有効期限 3カ月

2,000円+税
顔と首の色の差が気になる！日焼けした！ﾆｷﾋﾞがある！くすんでいる！
年齢が出やすい首のｹｱに、たっぷりのﾋﾞﾀﾐﾝCでうるおい補給～～★

有効期限 3カ月
浴びてしまった紫外線を早めにﾘｾｯﾄしたい！
日焼けしてしまった肌や､ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ前にも♪
透明感ある色ﾑﾗのない肌へ・・・

17,000円+税
4,000円+税

5,000円+税

お肌に適したフィルターで全顔をダブル照射（2回）した後、
細かいシミの狙い撃ちが可能な特殊アプリケーターを使用し、
細かい部分をさらにピンポイト照射でくまなくケア★
お肌の色や症状に合わせたフィルターを選択し、一人一人に合わせた的確な施術で、
しみ・そばかす等のターゲットをしっかりケア★スモールアダプタを使用することで、シミを的確にスポット照射！

BBL 3回 ＆ APPSﾋﾞﾀﾐﾝCｲｵﾝ導入 3回
有効期限6カ月

24,000円+税 有効期限3カ月 内側から輝くﾂﾔ
45,000円+税 有効期限6カ月
綺麗な素肌

3,000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。

お肌モチモチ・ぷりぷり・元気にふっくら見せたい方へ

19,000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！

49,000円+税

8,800円＋税
スキンタイトⅡ ＆ LEDﾋｰﾗｲﾄ
有効期限 3か月

定期的なお肌のメンテナンスに！ 肌本来の透明感へ★

26,000円+税

3回コース

有効期限6カ月

★毛穴に効くｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝ★ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ効果のﾌﾟﾗｾﾝﾀのｲｵﾝ導入
それぞれ、オプションで同日施術もお勧めです❤ 3,000円+税

29,000円+税

お肌の深い層から、緩んだｺﾗｰｹﾞﾝを刺激！

12,000円+税

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！

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！

各 1,000円＋税
●ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸

美白・しみ・そばかす・肝斑にﾌﾟﾗｽとﾏｲﾅｽ電気でたっぷり20分間の施術です。

●ﾌﾟﾗｾﾝﾀ

保湿・コラーゲン生成・細胞再生・純度100％のﾌﾟﾗｾﾝﾀ

●ｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝ

皮脂分泌・毛穴の凹み・毛穴のお悩みに◎

●海藻ﾊﾟｯｸ

毛穴レス・つるっと肌★スベスベ・たまご肌✨

12,000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！

お肌をコーティングし、沈静ｲｵﾝ導入力ＵＰ↑ 導入時間がプラス5分間に🎵

3,000円+税
毛穴のお掃除に！毛穴の黒ずみ・ごわつき・ざらざらに！
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．．．◎

★オプションのみ価格 2,000円+税

ヒーライトの590nmの波長が表皮細胞の覚醒や毛細血管の
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

5,000円+税
8,500円+税

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ト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！！

海外セレブや韓国で話題の白玉点滴です！
国内でも芸能人の間や口コミで広がり、話題で人気の点滴です。
こんな方々におすすめです！
❤強力インナーホワイトニングで体内のサビつきから守ります！
❤自黒に悩んでいる。全身のホワイトニングをしたい方。
❤紫外線が気になる。見た目が若くなりたい。

12,500円+税

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
10g
15ｇ
20ｇ

4,800円+税
6,400円+税
8,800円+税
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

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

7,000円+税
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等も配合した点滴です。
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！！
ビタミンB群はアルコールの分解にも有用なので。二日酔いなどにもおすすめです。

※ 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。

20ｇ

1,000円＋税
クリニックオリジナル コスメ
皮膚科専門医 増岡院長が監修した全身用固形石鹸

しみ・くすみ・乾燥肌にオススメの美容液です。
朝・夜のスキンケアの際、お化粧水で十分に肌を潤わせた後、
半ﾌﾟｯｼｭ～1ﾌﾟｯｼｭを出して薄く顔全体に馴染ませてください。

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。

1,500円+税

たった1粒のカプセルで1日中効果が続き！
強力な抗酸化で紫外線と光老化をシャットアウト！
紫外線対策は「塗る」と「飲む」のwケアで！！

リピーター様続出！
売れています！！

★バーベキューや運動会等、外でのイベント時に！
★ゴルフ等、外でのスポーツ時に！
★海外旅行や、リゾート地や観光地での外出時に！
★1年中、日焼けしたくない方に！！
☆男性のＵＶケアや全身のＵＶケアに・・・。
☆塗り直し、飲み直しなし◎

強力な抗酸化で
紫外線と光老化をシャットアウト

ＳＰＦ40 ＰＡ+++
1箱（30日分）6,500円+税
1袋（7日分） 2,000円+税

2,200円+税

スクワランオイル・脂溶性ビタミンＣ・ビタミンＥ配合
しっとり肌なじみが良く、アンチエイジング効果も◎
天然のパール色で、お肌を明るく見せお化粧下地としてもＯＫ！！スポーツ時や旅先へ

1箱100ｶﾌﾟｾﾙ
プラセンタとは英語で胎盤という意味です。
19,000円+税
プラセンタ製剤とは、胎盤そのものではなく、
胎盤から細胞分裂を促進する成長因子や栄養素を抽出したもののことです。
忙しい方でも継続的に摂取しやすい内服薬です。
に相当する

ニオイの原因にアプローチ！！

1日2～6カプセルを体調や状態に合わせて服用。
1日の中で分けて服用しても問題ありません。

軽く伸びて、ベトつかない感触のクリームです。
ニオイの原因である、汗と菌を抑えます。
汗を抑えて気になるニオイをしっかり防ぎます。
嬉しいビタミンC・ビタミンE配合です！

ワキや足などの気になる汗を抑えます。

プラセンタエキスを摂取することができ、医療機関のみで処方できる薬剤です。

15,000円+税
1日1回、
まつ毛の根元につけるだけ♪
臨床試験では第16週の時点で
「グラッシュビスタ」を使用した8割の人の印象度が改善したと結果が出ています。
医療用に開発された医薬品なので、安心♪

専用ブラシ140本 5ml 約2ヵ月半分

30ｇ 2,000円+税

完全個室で安心して施術

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

いつか介護される時の為に、
脱毛される方も増えています。
白髪は脱毛が出来な為、
ｱﾝﾀﾞｰﾍｱが黒いうちに行う必要があります。

※VIOの剃毛代は、3,000円＋税となります。事前の剃毛をお願い致します。麻酔時間30分

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

12,000円+税
3,000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。

40,000円+税
10,000円+税
23,000円+税
3,000円+税

5,000円+税
12,000円+税
12,000円+税
18,000円+税
25,000円+税
★剃毛代 狭範囲 300円+税 広範囲 1,000円+税~
※
※

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

自費の施術は完全予約制です。ご予約は03-5715-1150まで。

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☆

安心ﾘﾗｯｸｽの個室施術
皮膚トラブルある方でも安心
（皮膚科専門医在中）

★最新医療ﾚｰｻﾞｰ完備★
平日19時でもOK !!
（麻酔は30分前）

•
•
•
•
•
•

両ほほ+鼻下+あご+あご下（裏側） 32,000円+税 →
両ほほ
14,000円+税 →
鼻下
6,000円+税 →
鼻毛
5,000円+税 →
あご
7,000円+税 →
あご下（裏側）
9,000円+税 →
★麻酔クリーム 1部位1,000円+税

• 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
2,000円+税
4,500円+税
4,500円+税

2部位以上2,000円＋税

12,000円+税
40,000円+税
40,000円+税

→ 6,000円+税
→ 12,000円+税
→ 12,000円+税

※ 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。
※ 脱毛部位は前日か当日に必ず剃毛をしてお越しください。
未処理の場合には、剃毛・処理代を頂戴いたします。
（3,000円+税）
※ 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
。

自費の施術は完全予約制です。ご予約は03-5715-1150まで。

臨床試験では、1年間投与することで、58％の改善効果が
見られました。さらに2年間では68％、3年間では78％の
改善効果が見られています。

日本製のプロペシアのジェネリック医薬品です。
新薬（先発医薬品）と同じ有効成分を使っており、
品質、効き目、安全性が同等なお薬です。

2016年3月発売のお薬です。Ⅱ型5α-還元酵素だけでなく
5α-還元酵素のⅠ型、Ⅱ型ともに阻害しAGAの原因である
DHTの産生を強力に抑制します。 またレセプターの占有率が
プロペシア（フィナステリド）よりも高く、「Ⅰ、Ⅱ型の5α-還元酵素をと
もに抑制すること」、「占有率が高いこと」からプロペシアよりも強力に
DHTの産生を抑制します。
AGA治療薬は即効性のある薬ではありません。最低でも３ヵ月以上は服用する必要があります。
効果を感じ始める時期は4～6ヵ月となりますので、6ヶ月間は継続して内服しましょう。

ご希望の際には、医師またはスタッフまで。
℡ 03-5715-1150

