
極細の針でお肌の真皮層を傷つけ、お肌に備わっている「創傷治癒力」で、エイジングケアしていく
治療法。回数を重ねる毎に滑らかなべビースキンへ💚凹凸のあるニキビ跡や傷跡を治したい方にとて

もおすすめです💜

・全顔 ➡ 20,350円(税込)(麻酔代含む)

・両二の腕(外側) ➡ 16,500円(税込)(麻酔代含む)

気になるところだけ徹底的に治療したい！というお声にお応えして！

・鼻，両頬[初回] ➡ 15,180円(税込)

・鼻，両頬[2回目以降] ➡ 16,500円(税込)

・鼻(鼻根.鼻周り含む)or顎or両こめかみor額(眉間含む) ➡ 11,000円(税込)

･両頬 通常 20,350円(税込) ➡ 14,300円(税込)
※全顔、二の腕以外で施術される場合は麻酔代別途で頂きます。

麻酔代別途: 1,100円(税込)
さらに！お悩みに合わせて薬剤が追加できます♡

〇ニキビ跡には…Antioxidant Cocktail➡2,200円(税込)

〇美白・色素沈着には…Brite Lite➡2,200円(税込)

※施術から一週間前後、乾燥・内出血・腫れ・赤みの症状が残ることがございます。

メスや糸を使わない

切らないフェイスリフト！ たるみ
引き上げ
引き締め

ハリ
弾力

リフテラVは、HIFU(高密度集中式超音波)を、応用したフェイスリフティング＆タイトニング機器

です！顔全体の土台となるSMAS筋膜・皮下組織・真皮の３層にアプローチできるアプリ

ケーターを使用し、熱凝固させます。それにより、ハリ・弾力のある肌へ導きます✨

たるみケアをしたい方におすすめです★

・初回価格 全顔： 44,000円(税込)
※4～6週間で来院された場合、初回価格で施術して頂けます★

・2回目以降全顔： 49,500円(税込)

・上顔(額+目周り)： 20,000円(税込)

・下顔(両頬+顎下)： 41,000円(税込)

・首： 23,000円(税込)

※施術後まれに、赤み・腫れ、一時的な色素沈着を起こすことがあります。

※施術の特性上、1～2週間程度、筋肉痛のような違和感が出ることがあります。

皮膚の自然治癒力を利用した美肌再生治療

ダーマペン４ 毛穴

凹凸のある
ニキビ跡

ダーマペン専用の低刺激性オールインワン型ピーリング

ウーバーピールニキビ肌 くすみ
毛穴

ダーマペン４で肌表面に無数の穴を開け、その後ウーバーピールを塗布していく施術です☆マン

デル酸を主成分とした薬液で、低刺激なので、炎症性のニキビのある方にも使用できることが

特徴です！ニキビ肌でお悩みの方、ぜひお試し下さい❤美白成分も含まれていますので、くす

み、色素沈着があり、悩まれている方にもおすすめです💜

・初回価格 全顔：26,180円(税込)

・2回目以降全顔：31,350円(税込)

・頬+鼻：18,150円(税込)

・額：13,750円(税込)

・顎：13,750円(税込)

・両頬：16,500円(税込)
※施術から一週間前後、乾燥・内出血・腫れ・赤みの症状が残ることがございます。

ヴェルベットスキンは、ダーマペン4とコラーゲンピールを、組み合わせたメニューです☆

この2つの施術を組み合わせることにより、コラーゲンピールの有効成分を、さらにお肌内部まで浸透さ

せることができ、内側からハリ・艶のある肌へ導きます💛

ダーマペン４を利用したアンチエイジング法

ヴェルベットスキン

※施術から一週間前後、乾燥・内出血・腫れ・赤みの症状が残ることがございます。

・初回価格 全顔：26,180円(税込)(麻酔代含む)

・2回目以降 全顔：31,350円(税込)(麻酔代含む)

コラーゲン生成を促してくれる薬液をお肌に塗布し、お肌にハリ、艶をもたらし、回数を重ねるごとに潤

いのあるお肌へ導きます💜水光注射などダウンタイムのある施術が苦手な方にもおすすめです。
・初回価格 全顔： 10,780円(税込)

・2回目以降 全顔： 16,280円(税込)

・首(顎下～頚部前面) ： 14,080円(税込)

・手の甲 ： 10,780円(税込)

コラーゲン生成を促す薬剤

コラーゲンピール

毛穴

ハリ 保湿力艶

※施術から2～3日間、乾燥・赤みの症状が残ることがございます。

🌻2021.６/1～8/31🌻

ﾚｰｻﾞｰの光で毛穴を引き締める

ﾌｪｲｽﾘﾌﾄYAGﾚｰｻﾞｰ
毛
穴

ﾚｰｻﾞｰのシャワーで毛穴を引き締め、引きあがった肌に導きます☆

毛穴の開きが気になる方に特におすすめ！気になる部分にｽﾎﾟｯﾄ照射でさらに毛穴にアプローチ💜

･1回 ➡ 14,300円(税込)

･3回ｺｰｽ ➡ 39,600円(税込)
↳有効期限6カ月 ☆ｺｰｽご購入の方はLEDﾋｰﾗｲﾄを1回お試し頂けます🎁

💜１回 11,000円(税込)追加でケアシスが追加できます(HOT＆COOLモード)

※施術後まれに、赤み・一時的な色素沈着を起こすことがあります。

引
き締

め

Shinagawa Summer PLAN

たるみ治療ならコチラ！！

艶ハリ

ニキビ肌・毛穴
どちらにもアプローチしたい方♡

毛穴レスなツヤ肌を目指したい方☆

凹凸肌を滑らかに変えたい方♡

https://www.hibiya-skin.com/subject/lifterav.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=shinagawa_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/dermapen4.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/dermapen4.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=shinagawa_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/uberpeel.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=shinagawa_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/velvet.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=shinagawa_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/collagenpeel.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=shinagawa_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/liftup.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=shinagawa_pdf


浸透率はｲｵﾝ導入の約20倍

ケアシス

針を使わず、薬剤を肌の奥まで届けることが出来るのが、このケアシスエレクトロポレーション💜

その浸透率は、イオン導入の２０倍！！

また、従来のｲｵﾝ導入や、超音波導入では浸透させることが出来なかった、高分子な薬剤成分を浸透

させることが可能になりました💜他施術との併用で、さらに理想の肌に導きます✨

プレミアム美容液ペップビューは

神経系幹細胞から抽出された高機能美容液

💜7つの成長因子とペプチド配合で、さまざま

なお悩みにアプローチ☆塗るボトックスと言わ

れるアルジルリンも配合✨

当院ではペップビューという肌の回復

再生を促せる美容液を使用しています❤

・全顔1回 ➡ 14,960円(税込)[HOT＆COOL]

・全顔3回ｺｰｽ ➡ 42,900円(税込)[HOT＆COOL]
↳有効期限3ヵ月

・首or手の甲 ➡ 12,760円(税込)[HOTモード]

・他施術との併用 全顔1回 ➡ 9,350円(税込)[COOLモード]
※併用価格をご利用頂ける施術には限りがあります。クリアタッチ・ｲｵﾝ導入・ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞとの併用は出来ません。

くすみ・ハリ・弾力

ヒアルロン酸を細かい針で、直接お肌表面に注入していく施術。キメ・毛穴・くすみを整えたい方、年齢か

らくるちりめんジワ・乾燥が気になる方におすすめ💛

お悩みに合わせて薬液を追加しさらに効果up

♡ﾌﾟﾗｾﾝﾀ(ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ) 1,100円(税込)

♡ﾋﾞﾀﾐﾝC(美肌・美白) 1,100円(税込)

♡ﾄﾗﾝｻﾐﾝ(透明感・美白) 1,100円(税込)

♡ﾏｲｸﾛﾎﾞﾄｯｸｽ(小じわ) 33,000円(税込)

1本 22,000円(税込)

2本 38,500円(税込)

↳有効期限6ヵ月

麻酔代別途 2,200円(税込)

乾燥、年齢からくるちりめんジワに

水光注射

フォトフェイシャル

BBL光治療

※施術から一週間前後、内出血・腫れ・赤みの症状が残ることがございます。

シミ・そばかすが気になる方はこちら！

光エネルギーが肌のキメを整え、赤ら顔や、色ムラにもアプローチしてくれます💜

BBL光治療+APPSﾋﾞﾀﾐﾝCｲｵﾝ導入
・初回ｼﾐｹｱｺｽﾒ付 ➡ 18,700円(税込)

・2回目以降 ➡ 19,800円(税込)

・3回ｺｰｽ ➡ 49,500円(税込)
↳有効期限6カ月

※まれに、赤み・水疱・色素沈着の症状が起こることがございます。

BBL光治療+ケアシス(COOLモードのみ)
・初回ｼﾐｹｱｺｽﾒ付 ➡ 25,080円(税込)

・2回目以降 ➡ 26,180円(税込)

★19,140円(税込)追加でBBL3回ｺｰｽのｲｵﾝ導入をケアシスに変更できます❤

※まれに、赤み・かぶれの症状が出ることがあります。

抗酸化力の高いAPPSﾋﾞﾀﾐﾝCで乾燥が気になる方にもしっかり保湿★LEDの温かい光でリラ

クゼーション感のある施術💛目元のクマで悩まれている方にもおすすめです！
※ケアシスへの変更不可

基本のお手入れ♪

LEDﾋｰﾗｲﾄ＆APPSﾋﾞﾀﾐﾝCイオン導入

･1回 ➡ 6,600円(税込)

･5回ｺｰｽ ➡ 27,500円(税込)

↳有効期限3ヵ月

・ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 1,650円(税込)

・ﾌﾟﾗｾﾝﾀ 1,100円(税込)

・ｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝ 1,100円(税込)

・海藻ﾊﾟｯｸ 1,650円(税込)
※まれに、赤みが残ることがあります。

❤その他ｵﾌﾟｼｮﾝ❤(同日にお顔の施術をされた方のみ)

★LEDﾋｰﾗｲﾄ ➡ 3,850円(税込)

★ﾃﾞｨｰﾌﾟｴﾚｸﾄﾛｸﾚﾝｼﾞﾝｸ ﾞ➡ 3,300円(税込)
当日の追加は、対応出来ません。事前予約をお願い致します。

完全予約制

お電話かHPよりご予約下さい

QRコードよりご予約フォームへ

☎03-5715-1150

ニキビ肌治療ならまずはコレ

ｻﾘﾁﾙ酸ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ

ニキビが良く出来て、お悩みの方は、まずは、こちらの施術を!!

表面の角質を取り除き、ターンオーバーを正常化させ、ニキビが出来にくい肌へ導く治療です★

ｻﾘﾁﾙ酸ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ＆APPSﾋﾞﾀﾐﾝCイオン導入
・初回価格 ➡ 9,680円(税込)

・3回ｺｰｽ ➡ 29,700円(税込)
↳有効期限3ヵ月 ☆ｺｰｽご購入の方はLEDﾋｰﾗｲﾄを1回お試し頂けます

イオン導入の
追加オプション

ｻﾘﾁﾙ酸ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ＆ケアシス(COOLモードのみ)
・初回価格 ➡ 16,060円(税込)

・3回ｺｰｽ ➡ 48,840円(税込)
↳有効期限3ヵ月 ☆ｺｰｽご購入の方はLEDﾋｰﾗｲﾄを1回お試し頂けます

顔の産毛が気になる方はもちろん、毛穴の引き締めにも！

レーザーの熱エネルギーで、ニキビの原因となるアクネ菌の殺菌にもなるため、ニキビ肌の方にもおすすめ☆

💜１回 6,380円(税込)追加でｲｵﾝ導入をケアシスへ変更できます(COOLモードのみ)
※まれに、赤み・ヒリヒリ感の症状が出ることがございます。

顔の脱毛★

レーザーフェイシャル

レーザーフェイシャル＆ｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝイオン導入
・全顔1回 ➡ 13,200円(税込)

ｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝでさらに

毛穴の引き締めを💛

小じわ・乾燥 艶・くすみ

しみ・そばかす・くすみ

繰り返すニキビ・詰まり

☀夏の期間の特別ﾌﾟﾗﾝ☀

+2,200円(税込)で背中の

ピーリングに変更できます★

ｺｰｽ購入中の方も

その都度変更OK👍

背中のピーリングご希望の際

は、必ずお電話にてご連絡下

さい♥

乾燥
日焼け後のケア

産毛・毛穴・ニキビ肌

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


しみ、ニキビ跡、色素沈着でお悩みの方❤美白・美肌を目指したい方❤

ﾋﾞﾀﾐﾝCを投与し、風邪、ウイルスに打ち勝つ体つくりを一緒にしていきましょう♪

６g ➡ 5,280円(税込)

10g ➡ 7,040円(税込)

15g ➡ 9,680円(税込)

20g ➡ 11,880円(税込)
※まれに、血管に沿って痛みが出ることや、内出血が起こることがあります。

高濃度ﾋﾞﾀﾐﾝC点滴

こんな方におすすめです！！

❤ｲﾝﾅｰﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ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。内側からエイジングケアがしたい方

➡ 9,350円(税込)
※まれに、血管に沿って痛みが出ることや、内出血が起こることがあります。

スーパー白玉点滴

必要な栄養を体の内側からﾁｬｰｼﾞ💉ﾋﾞﾀﾐﾝ類を中心に、美肌・美白へ導きます♪

日焼け後のケアとしてもお試し下さい。

また、肝斑でお悩みの方にもおすすめの点滴です★

➡ 5,500円(税込)
※まれに、血管に沿って痛みが出ることや、内出血が起こることがあります。

基礎代謝を上げるために必要な、αリポ酸とLカルニチンを配合しており、効率よく

痩せやすい体質を作っていく点滴です❤運動後の疲労回復としても❤

➡ 4,400円(税込)
※まれに、血管に沿って痛みが出ることや、内出血が起こることがあります。

Special ﾀﾞｲｴｯﾄ点滴

体の疲れを残したくない、疲れがとれない、とお悩みの方はこちらがおすすめ💛

飲酒前後に点滴すると、代謝が早く、肝臓を休めたい方もぜひお試しください★

➡ 5,500円(税込)
※まれに、血管に沿って痛みが出ることや、内出血が起こることがあります。

ｽｰﾊﾟｰにんにく点滴

ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱにはこちら❤

肌荒れ・肝機能低下・アレルギー症状にお悩みの方もぜひお試し下し下さい☆

➡ 13,750円(税込)
↳有効期限3カ月

※まれに、腫れ・内出血が起きることがあります。

高濃度ﾋﾞﾀﾐﾝC点滴とｽｰﾊﾟｰ白玉点滴を同日に行って

いただいた場合、高濃度ﾋﾞﾀﾐﾝC点滴の金額が

下記表記となります💛

６g ➡ 3,080円(税込)

10g ➡ 4,840円(税込)

15g ➡ 7,480円(税込)

20g ➡ 9,680円(税込)

♡注射・点滴Plan プラセンタが５アンプルも入った美容アンチエイジング点滴☆

プラセンタ5アンプルに、疲労を取るビタミンB群、アミノ酸と抗酸化物質のビタミンC、

ビオチン、αリポ酸、グルタチオンなどを配合した贅沢なカクテル点滴です。特に疲れ

ている。急な肌荒れがつらい。と、お悩みな方におすすめ❤

➡ 7,700円(税込)
※まれに、血管に沿って痛みが出ることや、内出血が起こることがあります。

美容・美白点滴

ﾌﾟﾗｾﾝﾀ注射2A 5回ｾｯﾄ

プラセンタfive点滴

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


紫外線吸収剤・パラベン・鉱物油不使用
お肌に優しいSPF30PA+++ 
SPF50PA++++日焼け止め

スクワラン・脂溶性ビタミンC・ビタミンE配合で肌なじみが良く、
ウォータープルーフで、お化粧下地としてもご利用可能です♡
天然のパール色で明るい肌に導きます☆

➡ 2,860円(税込)

飲む日焼け止め

1箱（30日分）➡ 7,020円(税込) 1袋（7日分）➡ 2,160円(税込)

🍅お肌のハリ・弾力が無くなってきた方
🍅アンチエイジングサプリを探している方
🍅しみ、肝斑を薄くしたい方

1箱 30錠(1カ月分)   ➡ 13,750円(税込)

遺伝子組み換えを一切行っていない
ほぼ「無色」のトマトが、

肌を美白、美肌に導きます♡

ヒト由来飲むﾌﾗｾﾝﾀ
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♥
・疲れやすい・肌荒れしやすい方におすすめ！

2ｶﾌﾟｾﾙで注射1本分の効果!!
体調に合わせて 1日2～6ｶﾌﾟｾﾙまで服用OK100ｶﾌﾟｾﾙ 20,900円(税込)

○1日1粒のカプセル内服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」のダブルケアで徹底的に！

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、気になるニオイにア
プローチします！嬉しいビタミンC・ビタミンE配合♥

ワキや足などの気になる汗×ニオイへ

30g 2,200円(税込)

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。無香料・無着色でお肌に優しい全身用石鹸
夏のデリケートなお肌には、ぜひエムソープをお試し下さい♥

➡ 1,650円(税込)

ｸﾘﾆｯｸｵﾘｼﾞﾅﾙｺｽﾒ

従来のリン酸型ビタミンＣにパルミチン酸という油性成分を結合
させて作られた、アンチエイジングに適した化粧水♥コラーゲン
合成を促進させるため、ハリ・シワが気になっている方におすす
め☆肌内部まで、ビタミンＣを浸透させ、しみ予防としても◎
幅広い世代の方に使用して頂ける化粧水です♡

30㎖ ➡ 5,500円(税込)
50㎖ ➡ 7,700円(税込)

APPS VC化粧水を購入して頂いた方に、
Sunsoritﾓｲｽﾁｬｰﾘﾌﾄﾏｽｸを1枚ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ致します♡
美容液1本分の濃密マスク♡夏の特別ケアに是非
お試し下さい♥

さらに！
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