
厚生労働省承認機器

A.顔全体を1周 15,000円(税込)

B.顔全体を2周 25,000円(税込)

C.完全オーダーメイド 38,000円(税込)

①シミ・くすみ

②赤ら顔・毛細血管拡張・くすみ
③たるみ・ハリ感

⑤小鼻キワの毛細血管拡張・ニキビ痕赤み

④シミ・眉間や鼻根などにあるシミ

①or②
④⑤は各5ショット5,500円(税込)で追加可能

④⑤は各5ショット5,500円(税込)で追加可能

①＋②＋③どれでも選択可能で顔全体2周
お肌の状態によりカスタマイズします。

①＋①or②or③ ※2周目の①は施術時の赤み具合により選択できない場合もございます。

④⑤ショット数制限なし

広範囲照射(1ショット35㎜×15㎜の長方形) 15㎜×8㎜スポットで細かい部分を照射

追加オプション
・VCイオン導入 2,200円(税込)

・ケアシス 9,350円(税込)

・LEDヒーライトⅡ 3,300円(税込)



ｻﾘﾁﾙ酸ﾏｸﾛｺﾞｰﾙﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ

オーロラ レーザーフェイシャル

✦顔全体 ＋
プラセンタVCイオン導入

ケアシス
or

✦ｻﾘﾁﾙ酸ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ
＋ﾌﾟﾗｾﾝﾀVCｲｵﾝ導入

✦ﾚｰｻﾞｰﾌｪｲｼｬﾙ
＋VCｲｵﾝ導入

✦ｵｰﾛﾗ100ｼｮｯﾄ
＋VCｲｵﾝ導入

✦ｲｵﾝ導入をｹｱｼｽへ変更

選べる４回ｺｰｽ

✦顔100ｼｮｯﾄ
VCイオン導入

ケアシス

✦顔全体
VCイオン導入

ケアシス
oror ＋＋

✦LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ追加
オススメ併用

オススメ併用

オススメ併用

✦ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ追加 ✦ｽｷﾝｽｸﾗｲﾊﾞｰ追加 ✦LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ追加

✦LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ追加

薬剤を使って古い角質を除去し、柔らかく透明感のある肌へ導きます。

医療用脱毛ﾚｰｻﾞｰを高出力照射することで、
産毛のないツルっと美肌へ導きます。※女性用

光ｴﾈﾙｷﾞｰ(IPL)＋高周波(RF)で、シミ・ハリにアプローチ！
ハリのある透明肌へ導きます。

オススメ併用 ✦LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ追加

※体への施術はオーロラのみで

13,200円(税込)となります。

施術詳細はｺﾁﾗ👆施術詳細はｺﾁﾗ👆

施術詳細はｺﾁﾗ👆

https://www.hibiya-skin.com/subject/cp.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/laser.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


紹介をした方も紹介された方も、メリットがございます。
ご来院して自費合計金額によりクーポンGET

※3,000円(税込)以上

●10,000円(税込)以上：2,000円クーポンGET
●30,000円(税込)以上：6,000円クーポンGET

●10,000円(税込)未満：1,000円クーポンGET

詳しくは、お気軽にスタッフにお尋ねください。



両手の甲コラーゲンピール

※ホームケアとしてご使用して頂く保湿クリーム（ヘパリン類似物質クリーム）をご希望の方は1本230円（税込）でご購入して頂けます。

✦初回 5,000円（税込）

1回施術直後 施術前

手肌の年齢気になりませんか？早めにはじめる手のエイジングケア

✦２回目以降 7,500円（税込）
✦他施術と併用の場合 3,900円（税込）

※別部位でも適応となります。注射・クリアタッチの単体施術の場合は併用価格適応にはなりません。

施術詳細はｺﾁﾗ👆

https://www.hibiya-skin.com/subject/collagenpeel.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


ハリ 弾力 ツヤ 小じわ 透明感

ＴＣＡ（高濃度トリクロロ酢酸）・低濃度過酸化水素・コウジ酸を含む専用薬剤を使用して、マッサージをしながら
浸透させていくピーリングです。低濃度過酸化水素の配合により、赤み皮ムケが起こりにくくＴＣＡを真皮深層へ
浸透させます。ＴＣＡを真皮深層へ浸透することにより、繊維芽細胞を刺激し、コラーゲン生成を促し、若々しい
肌へ導きます。また、コウジ酸がメラニンの生成を抑え、シミを作りにくくします。

施術前 5回施術約2ヶ月後 施術前 5回施術約2ヶ月後

施術詳細はｺﾁﾗ👆

※初回時のみ保湿クリーム付

https://www.hibiya-skin.com/subject/collagenpeel.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


施術詳細はｺﾁﾗ👆

ヴェルベットスキンとは、ダーマペン４とコラーゲンピールを同時に行うコンビネーション治療です。
ダーマペン４で肌表層に無数の穴を開けてからコラーゲンピールの薬剤を塗布することで、有用
成分をさらに肌内部まで浸透させます。ダブルアプローチすることにより、単独施術よりもさらに
肌のターンオーバーをあげ、皮膚再生を促し、コラーゲン生成も促します。

●プラスαの美白美容液 ブライトライト 2,200円(税込)

●施術後のおすすめアイテム 3Dマスク 3,300円(税込)

●施術後のおすすめ施術 LEDヒーライトⅡ 3,300円(税込)

ダーマペンを使う施術時に使用する美白力の高い美容液です。コウジ酸やカンゾウ根等による働きでメラニンの形成を抑えます。

ダーマペン・ヴェルベットスキン・ウーバーピールの施術後に使用するマスクです。赤み・ひりつき・
皮むけなどのダウンタイムにおすすめです。コウジ酸配合で美白にアプローチ★ホームケアにもGood◎

温かい光を浴びるだけでハリツヤ★赤み・ひりつき・皮むけなどのダウンタイムにも◎

※初回時のみ保湿クリーム付

●3Dマスク3枚セット 7,500円(税込)

https://www.hibiya-skin.com/subject/velvet.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


ニキビ
色素沈着

毛穴

肌老化

くすみ
1回施術2週間後施術前

ニキビ痕の赤み

※鼻＆両頬の施術時は、
麻酔代別途1,100円(税込)頂きます。

●プラスαの美白美容液 ブライトライト 2,200円(税込)

●施術後のおすすめアイテム 3Dマスク 3,300円(税込)

●施術後のおすすめ施術 LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ 3,300円(税込)

ダーマペンを使う施術時に使用する美白力の高い美容液です。コウジ酸やカンゾウ根
等による働きでメラニンの形成を抑えます。

ダーマペン・ヴェルベットスキン・ウーバーピールの施術後に使用するマスクです。赤み・ひりつき・
皮むけなどのダウンタイムにおすすめです。コウジ酸配合で美白にアプローチ★ホームケアにもGood◎

温かい光を浴びるだけでハリツヤ★赤み・ひりつき・皮むけなどのダウンタイムにも◎

麻酔中に行える
特別価格点滴あります。

※初回時のみ保湿クリーム付

施術詳細はｺﾁﾗ👆

●3Dマスク3枚セット 7,500円(税込)

https://www.hibiya-skin.com/subject/uberpeel.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


施術詳細はｺﾁﾗ👆

施術前 3回施術3ヶ月後

毛穴の開き

凹凸のある
ニキビ痕

ハリ・ツヤ

小じわ

※鼻＆両頬の施術時は、麻酔代別途1,100円(税込)頂きます。

●プラスαの美白美容液 ブライトライト

●施術後のおすすめアイテム 3Dマスク

ダーマペンを使う施術時に使用する美白力の高い美
容液です。コウジ酸やカンゾウ根等による働きでメ
ラニンの形成を抑えます。

ダーマペン・ヴェルベットスキン・ウーバーピールの
施術後に使用するマスクです。沈静するため、赤み・
ひりつき・皮むけなどのダウンタイムにおすすめです。
コウジ酸配合で美白にアプローチ★

●施術後のおすすめ施術 LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ
温かい光を浴びるだけでハリツヤ★赤み・ひりつき・
皮むけなどのダウンタイムにも◎

3,300円(税込)

2,200円(税込)

3,300円(税込)

※初回時のみ保湿クリーム付

●3Dマスク3枚セット 7,500円(税込)

https://www.hibiya-skin.com/subject/dermapen4.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


施術詳細はｺﾁﾗ👆

施術詳細はｺﾁﾗ👆

麻酔中に行える
特別価格点滴あります。

※保湿クリームは付きません。

まずはピーリングで、角質を剥がして毛穴に溜まった汚れを除去します。
ピーリングの2週間後に毛穴が目立つ鼻＆両頬に、ダーマペンで微細な穴を
無数に開けてそれを治そうとする肌本来の力を利用し皮膚再生を図ります。
毛穴に集中アプローチ！！

https://www.hibiya-skin.com/subject/cp.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/dermapen4.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


施術詳細はｺﾁﾗ👆

≪パーツ照射≫

✦あご裏なし

✦あご裏あり

＋首

＋額

✦頬 or あご裏

✦目まわり or 首

✦目まわり＆額

麻酔ｸﾘｰﾑ 2,200円+税追加

◆オススメ併用◆

✦LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ

✦VCイオン導入

✦ケアシス

施術前 1回施術直後

≪顔全体照射≫

https://www.hibiya-skin.com/subject/doublo.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


施術詳細はｺﾁﾗ👆

施術詳細はｺﾁﾗ👆

施術詳細はｺﾁﾗ👆

https://www.hibiya-skin.com/subject/caresys.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/ion.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/suikou.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


施術詳細はｺﾁﾗ👆

シルクのような

若々しい

水のような

真珠のような

✦LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ
✦ケアシス

✦プラセンタ(エイジングケア)

✦ビタミンＣ(しみ・くすみ)

✦ビタミンＢ(ニキビ・肌荒れ)

✦トランサミン(肝斑・美白)

✦マイクロボツリヌス(小じわ)

https://www.hibiya-skin.com/subject/suikou.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


施術詳細はｺﾁﾗ👆

プレミアム美容液 ～ペップビュー～
神経系幹細胞から抽出された美容有用成分。

7つの成長因子(グロウスファクター)とペプチドを含み、
クリニック専用の美容液として開発されました。抗酸化
の働きをもつイデベノン、ハリを促すアルジルリン、
美白を促すアルブチン、しわや傷の治癒に働きかける

グロウスファクターが含まれています。

施術前
2週間に1回
4回施術後 ペップビューミスト

ペップビューと同じ成分の美容液。
気になる時にお化粧の上から、洗顔後の化粧水としても◎

美白美肌、ハリ弾力、しわ、肌荒れなどに癒しのミストシャワー♥

https://www.hibiya-skin.com/subject/caresys.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


●顔LEDヒーライトⅡ+ケアシス 15,950円(税込)

●顔LEDヒーライトⅡ+VCイオン導入 7,700円(税込)

●顔LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ+VCｲｵﾝ導入5回ｺｰｽ 27,500円(税込)

● LEDヒーライトⅡ 6,600円(税込)

2波長590㎚＆830㎚を連続照射することによる内側からのエイジングケア。
ほんのり温かい光を11分間浴びるだけで、ゆったりとしたリラクゼーション感のある施術です。

施術前 1回施術直後

施術詳細はｺﾁﾗ👆

□ シミ・くすみ
□ しわ・たるみ・肌の引き締め
□ ニキビ・ニキビ痕
□ ツヤ・キメ・クマ
□ ダウンタイムのある施術後のケア

□ 肩こり・腰痛・膝痛
□ 新陳代謝の低下・血行不良
□ 育毛・抜毛
□ 創傷や火傷などのケア

顔、頭皮、腰、お腹、肩など
気になるところどこにでも照射可能です。

美肌には、ケアシスやＶＣイオン導入で
美容有用成分をプラスがおすすめ♥

ｺｰｽ有効期限3ヶ月間

https://www.hibiya-skin.com/subject/led_healite.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


施術前

施術前

1回施術10日後

1回施術直後

高周波(RF：ﾗｼﾞｵ波)と赤外線の2つのｴﾈﾙｷﾞｰで、
ハリ感のある引き締まった肌へ導きます。

施術詳細はｺﾁﾗ👆

✦LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ
✦VCｲｵﾝ導入
✦ケアシス

https://www.hibiya-skin.com/subject/refirme.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf

