
施術詳細はｺﾁﾗ👆
IPLという光を照射することにより、表皮のメラニン色素やヘモグロビンに反応し、
シミ・そばかす・くすみ・赤ら顔などの様々なスキントラブルにアプローチできる美肌治療。
数種類のフィルターを使い分けることで、肌の悩みや肌質に合わせてカスタマイズできます。
毛細血管拡張・ニキビ痕の赤み・小じわ・たるみ・ハリにもGood◎

2021年2月 厚生労働省承認

各5ショット毎 5,500円(税込)で追加可能

オプション(2種類) 細かい部分やよりアプローチしたい部分へスポット照射

メインプラン（3種類のうちいずれか選択）

✦顔全体1周＋VCイオン導入 17,200円(税込)

顔全体1周：シミ／赤ら顔 フィルター1種類

✦顔全体1周＋VCイオン導入2回ｾｯﾄ 30,000円(税込) ｾｯﾄ有効期限3ヶ月間

シミスポット照射／ニキビ痕赤み・毛細血管拡張スポット照射

VCイオン導入をケアシスへ変更 8,250円(税込)追加※その都度

✦顔全体2周＋VCイオン導入2回ｾｯﾄ 49,000円(税込) ｾｯﾄ有効期限3ヶ月間

✦顔全体2周＋VCイオン導入 27,200円(税込)

VCイオン導入をケアシスへ変更 8,250円(税込)追加※その都度

顔全体2周：シミ／赤ら顔／たるみ フィルター2種類

✦顔全体＋VCイオン導入orLEDﾋｰﾗｲﾄⅡ 40,200円(税込)

VCイオン導入orLEDﾋｰﾗｲﾄⅡをケアシスへ変更 8,250円(税込)追加

完全ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ顔全体2周：シミ／赤ら顔／たるみ フィルター3種類スポット照射無制限

お ♪

https://www.hibiya-skin.com/subject/m22.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


施術詳細はｺﾁﾗ👆

※まれに、赤み、腫れの症状が起こることがあります。

●顔全体・あご裏なし
●顔全体・あご裏あり

＋首
＋額

●頬
● あご裏
●首
●目まわり
●目まわり＆額麻酔ｸﾘｰﾑ 2,200円(税込)追加

✦LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ 3,300円(税込)追加
✦VCイオン導入 2,200円(税込)追加
✦ケアシス 9,350円(税込)追加

施術前 1回施術直後

たるみハリ ほうれい線しわ

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


ヒアルロン酸を皮膚の浅い層に少しずつ
均等に注入します。
乾燥やハリツヤ不足、目元の小じわに
お悩みの方にオススメです。
一度に9本の針を刺すスタンプ方式です。

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

●1回 24,200円(税込)※麻酔代込
●2回セット 42,900円(税込)※麻酔代込
セット有効期限3ヶ月間

✦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)

麻酔中に行える
特別価格点滴あります。

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


※顔全体施術時以外は、麻酔代別途1,100円(税込)頂きます。

●顔全体 20,350円(税込)※麻酔代込
●顔全体2回ｾｯﾄｾｯﾄ有効期限3ヶ月間 36,300円(税込)※麻酔代込
●鼻＆両頬 初回トライアル 15,180円(税込)
●鼻＆両頬 2回目以降 16,500円(税込)
●平日11:00～13:00

※初回時のみ保湿クリーム付

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

●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)

●3Dマスク3枚セット 7,500円(税込)

鼻(目頭ラインまで)or顎or両こめかみ 11,000円(税込)

●ブライトライト＆3Dマスク＆LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ
4,800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


●顔全体 初回の方 26,180円(税込)※麻酔代込
●顔全体 2回目以降 31,350円(税込)※麻酔代込

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)

●ブライトライト＆
3Dマスク＆

LEDヒーライトⅡ

4,800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

●顔全体 初回の方 26,180円(税込)※麻酔代込
●顔全体 2回目以降 31,350円(税込)※麻酔代込
●鼻＆両頬 18,150円(税込)

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。中和・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)

●ブライトライト＆
3Dマスク＆

LEDヒーライトⅡ

4,800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👆
※まれに、赤みやかぶれの症状が起こることがあります。

施術前
2週間に1回
4回施術後

電気穿孔法とも呼ばれるエレクトロポレーションにより、角質細胞の細胞膜に一
時的にスペースを作り、高分子の美容有用成分を肌の奥まで導入する治療です。
他の施術後のダウンタイム緩和や日焼け後の炎症の沈静にも適した施術です。

●ケアシス顔全体 1回 14,960円(税込)
プレミアム美容液導入

●ケアシス顔全体 2回ｾｯﾄ 26,900円(税込)
プレミアム美容液導入 ｾｯﾄ有効期限3ヶ月間

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。

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


ハリ

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。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。

※ヒリヒリ感や灼熱感を感じたり、赤みが出ることがあります。

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👆

弾力 ツヤ 小じわ 透明感

VCｲｵﾝ導入 18,700円(税込)

ケアシス 26,950円(税込)
or

●顔全体 初回の方 10,780円(税込)
●顔全体 2回目以降 16,280円(税込)

●顔全体+LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ+

●顔全体 3回ｺｰｽ ｺｰｽ有効期限3ヶ月間 39,600円(税込)
●首（顎裏～鎖骨上部※頸部前面のみ） 14,080円(税込) 他施術併用10,780円(税込)
●手の甲 10,780円(税込) 他施術併用7,800円(税込)

※他施術併用は、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。

※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


薬剤を使って皮膚の角質層を柔らかくして剥離・除去することで皮膚のターンオー
バーを正常にし、皮膚の再生を促します。
様々な肌トラブルはターンオーバーの乱れが原因のため、なんだか肌の調子が悪
い、肌荒れが続いている、そんな時にはケミカルピーリングがオススメです。
透明感のある滑らかで健やかな肌を目指しましょう。

施術詳細はｺﾁﾗ👆

※まれに赤みやかぶれの症状が起こることがあります。

●顔全体＋ケアシス 20,350円(税込)
●顔全体＋プラセンタVCイオン導入 12,100円(税込)
●顔全体＋プラセンタVCイオン導入4回ｺｰｽ 47,300円(税込)

毛穴

ニキビ

ざらつき

ｺｰｽ有効期限6ヶ月間

●ﾃﾞｨｰﾌﾟクレンジング
●スキンスクライバー
●LEDヒーライトⅡ

ﾌﾟﾗｾﾝﾀVCｲｵﾝ導入をケアシスへ変更 8,250円(税込)追加※その都度

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


●顔全体＋ケアシス 21,450円(税込)
●顔全体＋VCイオン導入 13,200円(税込)
●顔全体＋VCイオン導入4回ｺｰｽ 47,300円(税込)

施術詳細はｺﾁﾗ👆

医療用脱毛レーザーを高出力で照射することにより
産毛のないツルっと美肌へ導きます。
メラニン色素に反応して、美白・透明感のある肌へ
導くとともに真皮層にあるコラーゲンの生成を促し、
ハリのある肌へ導きます。

✦LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ追加

ｺｰｽ有効期限6ヶ月間

脱毛 美白 美肌

VCイオン導入をケアシスへ変更 8,250円(税込)追加※その都度

https://www.hibiya-skin.com/subject/laser.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


※まれに、内出血、血管痛、気分不快が起こることがあります。

詳細はｺﾁﾗ👆

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


くしゃみ、鼻水、目の痒み、
つらい花粉症の症状に

ボツリヌスを鼻孔に滴下して鼻の粘膜の神経(副交感神経)に作用させ、
花粉症の症状を緩和します。
早い方は施術を受けた当日から実感できます。
内服薬による眠気や倦怠感が苦手な方にもおすすめです。
※注射器の先端が鼻の奥に挿入されるため、違和感や痛みがあることがあります。

●アラガン社 ボトックスビスタ 8,800円(税込)
●ヒューゲル社 ボツラックス 5,500円(税込)

詳細はｺﾁﾗ👆 ®

®

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


34,650円(税込)

※紅斑、内出血が起こることがあります。
重いものが持ちづらい、肩が上がりにくいと感じることがあります。

詳細はｺﾁﾗ👆

つらい…

重い…

痛い…

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


抗酸化力に優れたコエンザイムQ10配合のしわクリーム。
乾燥や小じわ対策として、目元・口元、目元のクマにも◎
EGF(細胞再生因子)で細胞組織の働きを活発にさせ、
ビタミンE誘導体で血行を促します。
コラーゲンの合成(ビタミンA)、ハリ(カイネチン)成分も含まれ、
しっとりなめらかでツヤのある肌へ導きます。

コエンザイムQ10配合率が化粧品基準上限濃度の約34倍。
水分保持力に長け潤いやハリを与えるヒアルロン酸と
メラニン生成を抑える脂溶性ビタミンC誘導体を配合。
透明感のある健康的な素肌へと導きます。
のびが良く、肌への浸透も早いのでメイク前の美容液代わりにも◎

ﾄﾞｸﾀｰｽﾞｺｽﾒ
詳細はｺﾁﾗ👆

3,300円(税込) 6,600円(税込)

3,300円(税込) 6,600円(税込)

https://www.hibiya-skin.com/cosme/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf#coq10


●SPF50 PA＋＋＋＋
●ウォータープルーフ
●さらっとローションタイプ
●のびが良く、ボディにも◎
●完全遮光時に
●汗をかくレジャーやスポーツ時に

その他ﾄﾞｸﾀｰｽﾞｺｽﾒ
詳細はｺﾁﾗ👆

ビタミンCやフラーレン(抗酸化力はビタミンCの172倍)等の5種類の抗酸化成分を配合し、
紫外線により生じる活性酸素を無害化。
肌に有害な近赤外線やブルーライト等の影響から肌を守る成分を配合。
21種類の美容・保湿成分を配合。化粧下地にも◎
無香料・無着色・防腐剤無添加・無鉱物油・アルコールフリー。
アレルギー・ノンコメドジェニックテスト済み※全ての方にアレルギーやニキビが起こらないわけではありません。

●SPF30 PA＋＋
●紫外線吸収剤不使用

(ノンケミカル)
●せっけんで落とせる
●しっとりミルクタイプ
●肌負担少なく敏感な時にも◎

3,080円(税込) 3,080円(税込)

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


施術詳細はｺﾁﾗ👆

●初回の方 1本 33,000円(税込)
●最終注入から2ヶ月以内の再注入 1本 33,000円(税込)

薄毛の悩みは注射でアプローチ！

施術前
3週間に1回

4回施術3週間後

7種類の特許取得ペプチドを配合した薬剤を直接頭皮に注入していきます。
薄毛・抜け毛・軟毛・白髪・ハリ・コシ・ツヤが気になる方に◎
ホルモンに作用しないため、女性にも男性にもおすすめです。
注入に使用するのは非常に細い針のため、痛みは感じにくいとされています。

施術前
3週間に1回

4回施術3週間後

LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ

3,300円(税込)追加

ペロバーム
ローション(60ml)

9,900円(税込)

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


両ワキ 5,500円(税込) 両指(手or足) 各4,400円(税込)

顔全体 11,000円(税込) 両指＋甲(手or足) 各5,500円(税込)

口周り 5,500円(税込) 両上腕 13,750円(税込)

胸(乳輪含む) 19,250円(税込) 両前腕 13,750円(税込)

乳輪 5,500円(税込) 両大腿(前面) 16,500円(税込)

おなか 16,500円(税込) 両大腿(全周) 27,500円(税込)

うなじ 5,500円(税込) 両ひざ 5,500円(税込)

背中(上or下) 各13,750円(税込) 両下腿(前面) 13,750円(税込)

ヒップ 16,500円(税込) 両下腿(全周) 22,000円(税込)

Ｖライン 11,000円(税込) １ショット 660円(税込)

施術詳細はｺﾁﾗ👆

https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_03.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


その他点滴注射詳細はｺﾁﾗ👆

●600㎎ 5,500円(税込)
●1200㎎ 11,000円(税込)

お肌の漂白剤（ホワイトニング）と呼ばれる
医療用グルタチオンを高濃度配合。
透明感のある色白美肌へ。
肝機能を強化してエイジングケアにも◎

●プラセンタ(１A)

1,100円(税込)追加
お悩み全部まとめてケア❤

※まれに、内出血、血管痛、気分不快が起こることがあります。

●αリポ酸

550円(税込)追加
エイジングケアにGood★

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


施術詳細はｺﾁﾗ👆●ステラM22 両ホホのみ1周 12,500円(税込)

●ヘアフィラー

✦エナジーチャージ点滴

3,300円(税込)

●脱毛プラン 医療機関専用のｱﾚｷｻﾝﾄﾞﾗｲﾄﾚｰｻﾞｰを使用しております。

シミ・くすみ・そばかす・赤ら顔が気になる方へ。厚生労働省承認機器。女性プランも可。
透明感＆若々しさ＆清潔感をGET！

✦ひげ全体(両頬・顎・顎裏・鼻下) 15,400円(税込)
✦両前腕(肘下～指先) 16,500円(税込)
✦両下腿全周(膝真ん中～指先) 26,500円(税込)
✦両手の甲・指 6,600円(税込)
✦胸(鎖骨下～肋骨下まで) 9,900円(税込)
✦おなか(肋骨下～腸骨まで) 9,900円(税込)

※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。

施術詳細はｺﾁﾗ👆

※赤み、色素沈着の症状が
起こることがあります。

疲れた体へ。ビタミンB群を
ベースにもうひと踏ん張り！
を支えます。お酒を飲む機
会が多い方へもおすすめ◎

薄毛・抜け毛・軟毛・白髪が気になる方！
特許取得済みのペプチド複合体を頭皮に直接注入。
✦初めての方 1本 33,000円(税込)
✦最終注入から2ヶ月以内の再注入 1本 33,000円(税込)

施術前
2週間に1回

4回施術2週間後

施術詳細はｺﾁﾗ👆

※内出血や赤み、一時的な肌の膨疹が起こることがあります。

♦おすすめ併用♦
✦LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ 3,300円(税込)

♦ホームケア♦
✦ﾍﾟﾛﾊﾞｰﾑﾛｰｼｮﾝ(60㎖) 9,900円(税込)

麻酔代別途2,200円(税込)～

◆オプション追加◆

✦ｼﾐor赤みｽﾎﾟｯﾄ照射5ｼｮｯﾄ5,500円(税込)

※まれに、内出血、血管痛、気分不快が
起こることがあります。

https://www.hibiya-skin.com/subject/m22.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_03.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/hairfiller.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=yaesu_pdf


紹介により当院を初めて知られた方
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。


