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※税込価格表示

◆✦平日17:00まで！✦◆

※まれに、赤み、腫れの症状が起こることがあります。

●顔全体・あご裏あり 55,000円 ＋額 60,000円
●顔全体・あご裏なし 44,000円 ＋額 50,000円
✦首追加 11,000円追加

◆✦定価改定しました✦◆

●顔全体・あご裏あり 107,800円
●顔全体・あご裏なし 77,000円
●頬 41,800円
●あご裏 41,800円

ハリ たるみ ほうれい線

しわ

✦麻酔クリーム 2,200円追加

詳細はこちら
CLICK ＞

●目まわり 22,000円
●額 22,000円
●目まわり＆額 38,900円
●首 22,000円

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


0

※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。

真珠のような

水のような

シルクのような

若々しい

●1回 24,200円※麻酔代込
●2回セット 42,900円※麻酔代込

セット有効期限3ヶ月間

※税込価格表示

✦プラセンタ(エイジングケア) 3,300円追加
✦ビタミンＣ(しみ・くすみ) 2,200円追加
✦ビタミンＢ(ニキビ・肌荒れ) 2,200円追加
✦トランサミン(肝斑・美白) 2,200円追加
✦マイクロボツリヌス(小じわ) 33,000円追加

◆✦お悩みに合わせて美容有用成分追加✦◆

●LEDヒーライトⅡ

3,300円追加
●ケアシス

9,350円追加

麻酔中に行える特別価格点滴あります。

詳細はこちら
CLICK ＞

おすすめ併用

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


施術前
2週間に1回
4回施術後

※まれに、赤みやかぶれの症状が
起こることがあります。

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。

詳細はこちら
CLICK ＞

美肌

●顔全体 14,960円
●ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ＋顔全体 15,950円
毛穴の汚れを除去してからプレミアム美容液をしっかり導入！導入率↑↑

●顔全体＋ブライトライト３Dマスク 15,950円
首までかかるヒアルロン酸と美白成分コウジ酸のマスクをｹｱｼｽの合間で乗せた後、
マスクの美容成分とプレミアム美容液を同時に導入！しっとりぷるぷる！

●顔全体＋LEDヒーライトⅡ 15,950円
光を浴びてハリツヤ↑内側からｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱができるLEDﾋｰﾗｲﾄⅡと組み合わせ！

エイジングケア

美白
保湿

※税込価格表示

●ペップビューミスト 4,200円
施術時に導入する美容液と同様成分の化粧水。メイクの上からもシュッと保湿◎

●お持ち帰り用ブライトライト３Dマスク1枚 3,300円
●お持ち帰り用ﾌﾞﾗｲﾄﾗｲﾄ３Dﾏｽｸ3枚ｾｯﾄ 7,500円

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


※税込価格表示

●トラネキサム酸ビタミンCイオン導入 顔全体＆首
海藻パック付 お持ち帰り用ブライトライト３Dマスク1枚

8,900円

※まれに赤みやかぶれの症状が起こることがあります。

詳細はこちら
CLICK ＞

夏に受けた紫外線ダメージに。肝斑やシミ、乾燥が気になる方へおすすめ★
海藻パック付で保湿＆浸透率↑↑首までしっかり導入します！
首までかかるヒアルロン酸＆美白成分コウジ酸のマスクをお持ち帰り❤

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


施術前 1回施術直後

※閉塞感があります。まれに、赤みや
ほてりの症状が起こることがあります。

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!

※税込価格表示

細胞レベルからのエイジングケア 詳細はこちら
CLICK ＞

●LEDヒーライトⅡ 6,600円
●ケアシス＋顔LEDヒーライトⅡ 15,950円
●VCイオン導入＋顔LEDヒーライトⅡ 7,700円
●VCｲｵﾝ導入＋顔LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ4回ｺｰｽ 22,000円 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


※まれに赤み、水疱、色素沈着の
症状が起こることがあります。

●顔全体1周＋

シミ／赤ら顔 フィルター1種類

VCイオン導入をケアシスへ変更 8,250円追加※その都度

※税込価格表示

顔全体①周

VCイオン導入 16,100円
or

ケアシス 24,350円

●顔全体2周＋
VCイオン導入 26,100円

ケアシス 34,350円

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

顔全体②周

✦オプション✦
スポット照射

シミスポット照射／
赤みスポット照射

各5ショット毎

5,500円追加

1周または2周を選択の方
細かい部分や

特に気になる部分へ

ｼﾐ／赤ら顔／たるみ ﾌｨﾙﾀｰ2種類

or

●顔全体2周＋VCｲｵﾝ導入2回ｾｯﾄ 48,900円
※セット有効期限3ヶ月間

VCイオン導入をケアシスへ変更 8,250円追加※その都度

完全オーダーメイド

●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

詳細はこちら
CLICK ＞

1ショット

550円追加
※2ショットまで

通常

ケアシス 47,350円

VCｲｵﾝ導入 39,100円
or

https://www.hibiya-skin.com/subject/m22.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円頂きます。

●顔全体 20,350円※麻酔代込
●鼻＆両頬 初回ﾄﾗｲｱﾙ 15,180円
●鼻＆両頬 2回目以降 16,500円
●鼻＆両頬 2回セット 31,500円施術前 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

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

●施術後の美白＆沈静 ブライトライト3Dマスク 3,300円
●ブライトライト3Dマスク 3枚セット 7,500円
赤み・ひりつき・皮むけなどのダウンタイムに。
ホームケアにもGood◎

●施術時のプラスα美白 ブライトライトジェル 2,200円

●施術後のおすすめ施術 LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ 3,300円
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◎

●ブライトライト＆
3Dマスク＆
LEDヒーライトⅡ

4,800円

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。

※税込価格表示

※セット有効期限3ヶ月間

詳細はこちら
CLICK ＞

おすすめ併用

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


ニキビ

色素沈着

※チクチクした痛みを感じたり、
赤みやひりつきが出ることがあります。

1回施術2週間後施術前

ニキビ痕の赤み

●施術時のプラスα美白 ブライトライトジェル 2,200円

●施術後の美白＆沈静 ブライトライト3Dマスク 3,300円

●施術後のLEDヒーライトⅡ 3,300円

中和・赤み・ひりつき・皮むけなどのダウンタイムに。
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

●ブライトライト3Dマスク3枚セット 7,500円

●ブライトライト＆
3Dマスク＆
LEDヒーライトⅡ

4,800円

●顔全体 初回の方 26,180円※麻酔代込

●顔全体 2回目以降 31,350円※麻酔代込

●鼻＆両頬 18,150円

※税込価格表示

※鼻＆両頬の施術時は、 麻酔代別途1,100円頂きます。

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。

詳細はこちら
CLICK ＞

おすすめ併用

https://www.hibiya-skin.com/subject/uberpeel.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※麻酔代込
●顔全体 2回目以降 31,350円※麻酔代込

肌のキメを整え柔らかくツヤのある滑らかな肌へ

●施術時のプラスα美白 ブライトライトジェル 2,200円

●施術後の美白＆沈静 ブライトライト3Dマスク 3,300円

●施術後のLEDヒーライトⅡ 3,300円

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。

赤み・ひりつき・皮むけなどのダウンタイムに。
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

●ブライトライト3Dマスク 3枚セット 7,500円

●ブライトライト＆
3Dマスク＆
LEDヒーライトⅡ

4,800円

※税込価格表示

詳細はこちら
CLICK ＞

おすすめ併用

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


※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

弾力

ツヤ

小じわ

透明感
VCｲｵﾝ導入 18,700円

ケアシス 26,950円
or

●顔全体 初回の方 10,780円
●顔全体 2回目以降 16,280円

●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

※初回時のみ保湿クリーム付 ※税込価格表示

ハリ

詳細はこちら
CLICK ＞

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


※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
●顔全体＋プラセンタVCイオン導入 12,100円
●顔全体＋プラセンタVCイオン導入4回ｺｰｽ 47,300円

古い角質を剥がしてツルツルすべすべタマゴ肌に

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 2,200円追加
●LEDヒーライトⅡ 3,300円追加

ﾌﾟﾗｾﾝﾀVCｲｵﾝ導入をケアシスへ変更 8,250円追加※その都度

※税込価格表示

詳細はこちら
CLICK ＞

おすすめ併用

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


●LEDﾋｰﾗｲﾄⅡ追加 3,300円追加

ｺｰｽ有効期限6ヶ月間

脱毛 美白

VCイオン導入をケアシスへ変更 8,250円追加※その都度

※税込価格表示
●顔全体＋ケアシス 21,450円
●顔全体＋VCイオン導入 13,200円
●顔全体＋VCイオン導入4回ｺｰｽ 47,300円

※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。

詳細はこちら
CLICK ＞

美肌

おすすめ併用

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

