
2022.12.1(木) ▶ 2022.12.28(水)

MerryChristmas
開催期間

56,800円(税込)

🎁

Campaing

ｰ CAMPAIGN –

29,800円(税込)

(医療用ハイフ)

＊ヒアルロン酸を皮膚表面に注入し内側からハリ弾力を高めます
エレクトロポレーションによる集中保湿に加えてEGFパックでさらに

保湿成分をプラス。みずみずしいプルプル美肌プランです

(エレクトロポレーション)

(エレクトロポレーション)

＊リフテラVでお顔全体を筋膜からグッと引き上げ、
エレクトロポレーションで保湿成分を奥まで導入集中保湿します。
引き上がったお肌にさらにコラーゲンを補うメンテナンス施術付き

🎁

※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

※施術から一週間戦後、内出血・腫れ・赤みの症状が残ることがございます。

※ハイフシャワーはセット施術のためご返金､割引は行いませんのでご了承下さい。



2022.12.1
▶2.28

メスや針を入れないたるみ治療

・全顔 ：20,350円(税込)

・両二の腕(外側) ：16,500円(税込)

※麻酔代込みの値段です

💜+9,350円(税込)でケアシスを追加できます(COOLモードのみ)

※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： 44,000円(税込)

・2回目以降全顔： 49,500円(税込)

★6週間で来院された場合、初回価格で施術して頂けます

【その他部位】

・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)

❄
×

❄

❄❄

❄
❄

❄
❄

・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)

💜+9,350円(税込)でケアシスを追加できます(COOLモードのみ)

※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。

・頬+鼻：18,150円(税込)

・額 ：13,750円(税込)

・両頬 ：16,500円(税込) 

・顎 ：13,750円(税込)

・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)

※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。

💜+9,350円(税込)でケアシスを追加できます(COOLモードのみ)

・水光注射 ヒアルロン酸のみ

首全体１回分 ➡ 22,000円(税込)

・水光注射 ヒアルロン酸+ボツラックス50単位

首全体１回分 ➡ 38,500円(税込)

麻酔代別途：1,100円(税込)

・全顔１回分➡ 22,000円(税込)

・全顔２回分➡ 38,500円(税込)

・麻酔代別途 ➡2,200円(税込)

※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。

お悩みに合わせて薬液を追加しさらに美肌へ

♡ﾌﾟﾗｾﾝﾀ(ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ) 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)

♡ﾏｲｸﾛﾎﾞﾂﾘﾇｽ(小じわ) 33,000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。

💜+9,350円(税込)でケアシスを追加できます(COOLモードのみ)

・1回価格 両頬： 16,000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。

💜+11,000円(税込)でケアシスが追加できます(HOT＆COOLモード)ﾊｲﾌｼｬﾜｰも同様

・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

両こめかみ or 額(眉間含む)

➡ 11,000円(税込)

･両頬 ➡14,300円(税込)

･顎裏 ➡11,000円(税込)

･顎裏+首➡ 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)

ニキビ跡が気になる方

➡2,200円(税込)美白・肝斑・色素沈着が気になる方

➡2,200円(税込)

保湿、ダウンタイムの短縮をしたい方 2枚 ➡3,500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。

💜+11,000円(税込)でケアシスが追加できます(HOT＆COOLモード)ﾊｲﾌｼｬﾜｰも同様

【その他部位】

★有効期限6ヵ月

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


・１回 ➡ 6,600(税込)

・５回コｰス➡ 27,500(税込)

・ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 1,650円(税込)

・ﾌﾟﾗｾﾝﾀ 1,100円(税込)

・海藻ﾊﾟｯｸ 1,650円(税込)

・ｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝ1,100円(税込)

ｲｵﾝ導入
追加薬剤

※まれに、赤みが残ることがあります。

※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。

※ケアシスへ変更不可

サリチル酸ピｰリング
＆ケアシス(COOLﾓｰﾄﾞ)

・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

サリチル酸ピｰリング
＆APPSビタミン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

･1回 プラセンタｲｵﾝ導入付き 全顔：14,300円(税込)

･3回コース プラセンタイオン導入付き 全顔：37,800円(税込)

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

❤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、出来ない場合がございますので事前予約をお願い致します。 ※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。

★有効期限６ヵ月

★有効期限３ヵ月

BBLs＋PBライト
＆ケアシス(COOLモｰド)

・初回価格 ➡22,880円(税込)

(ｼﾐｹｱｾｯﾄ付き)

・２回目以降➡22,880円(税込)

BBLs＋PBライト
＆APPSビタミンCイオン導入

・初回価格 ➡16,500円(税込)

(ｼﾐｹｱｾｯﾄ付き)
・２回目以降➡16,500円(税込)

・３回コース➡45,000円(税込)

★+19,140円(税込)でBBL3回ｺｰｽのｲｵﾝ導入をケアシスに

変更できます(COOLモードのみ)

★有効期限６ヵ月

※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。

・初回価格 全顔：9,900円(税込)

・2回目以降 全顔：12,100円(税込)

・4回ｺｰｽ 全顔：44,000円(税込)  

※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。

★有効期限６ヵ月

・初回限定 ➡ 11,000円(税込)

・全顔１回 ➡ 14,960円(税込)

・全顔３回コｰス➡ 42,900(税込)
★有効期限３ヵ月

・首or手の甲 ➡12,760円(税込)

【HOTモードのみ】

※クリアタッチ・ｲｵﾝ導入・ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞは併用料金にはなりません。

★成長因子+ペプチドが
お肌の再生を促進、若々しい肌へ

★ⅤＣとアルブチンの作用により、
お肌のトーンがアップ

★通称『塗るボトックス』アルジル
リンが、表情シワを浅くします。

・１回全顔・首 ➡ 23,000円(税込)

※まれに、赤みが残ることがあります。

・１回全顔・首 ➡ 23,000円(税込)

・１回全顔 ➡ 17,800円(税込)

★+2,200円(税込)でイオン導入＋9,350円(税込)でケアシスが追加できます(COOLモード)

【その他部位】

・首(顎下～頚部前面)

14,080円(税込)

・手の甲

10,780円(税込)

保湿
鎮静

ハリ
ツヤ

美肌
美白

ハリ
ツヤ

弾力
引き締め

美白

シミ ソバカス

保湿 美白 ニキビ
肌の
ざらつき

ハリ
キメ 小ジワ 毛穴

毛穴

くすみ
ハリ

赤ら顔

肝斑

各施術ケアシス併用変更料金
6,380円(税込)【COOLﾓｰﾄﾞ】ﾚｰｻﾞｰﾌｪｲｼｬﾙ､ｻﾘﾁﾙ酸Ｐ(イオン導入付)､BBL

11,000円(税込)【HOT＆COOLﾓｰﾄﾞ】ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟﾚｰｻﾞｰ､ﾘﾌﾃﾗV

9,350円(税込)【COOLﾓｰﾄﾞ】ｺﾗｰｹﾞﾝﾋﾟｰﾙ､ﾀﾞｰﾏP類､水光注射、サリチル酸Ｐ(単発)

首の横ジワ加齢じわにお勧めです

首の縦ジワ乾燥小じわにお勧めです

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/collagenpeel.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/caresys.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
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/caresys.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/led_healite.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


シングル(600mg) ➡ 5,000円(税込)

ダブル(1200mg) ➡ 9,350円(税込)

こんな方にお勧め
♥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方

➡ 4,400円(税込)

豊富な三大栄養素、ミネラルを含有。加えて胎盤から抽出した細胞
増殖因子により新しい若い細胞を増やします。細胞レベルで若々し
いお肌へ導く美肌エイジングケアです。
健康面でも‥肝機能強化､疲労回復、自律神経をと整え、肩こり､ア
トピー症状にお困りの方にもお勧めです◎

有効期限３ヵ月

➡ 5,500円(税込)

※ニオイが気にならない無臭タイプ

➡ 5,500円(税込)

美肌に必要なビタミンC､ビタインB群､ビタミンH､αｰリポ酸､
アミノ酸など配合した美容点滴。さらに肝斑へアプローチす
るトランサミンも配合し美肌・美白へ導きます。
お身体の内側からしみ･くすみを徹底的にケアします。

にんにく成分であるビタミンB群を中心に配合した点滴。
ビタミンBはアルコール分解にも有用なので二日酔いや疲
労回復にお勧めです。

基礎代謝を上げるために必要なαリポ酸､Lカルニチンを配合
した点滴。痩身時のサポートや疲労回復にお勧めです。

➡ 13,750円(税込)

※点滴、注射は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。

6g ➡ 5,280円(税込)

10g ➡ 7,040円(税込)

15g ➡ 9,680円(税込)

20g ➡ 11,880円(税込)

短時間で血中のビタミンC濃度を急減に上昇させます。
ビタミンCによりシミや色素沈着､風邪やウイルスに負けない
身体作りなど様々なお悩みにアプローチしていきます。

➡ 7,700円(税込)

保湿、美白に優れたプラセンタを配合。
ビタミンB､C、H入りでニキビ、くすみ、クマなどの
肌トラブルにお困りの方にもお勧めの当院オリジナル
点滴です。

抗酸化

抗炎症

肌の再生

https://www.hibiya-skin.com/subject/tenteki.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=shinagawa_pdf#anc03
https://www.hibiya-skin.com/price/price_tenteki.html#anc05_05?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=shinagawa_pdf
https://www.hibiya-skin.com/price/price_tenteki.html#anc05_05?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=shinagawa_pdf
https://www.hibiya-skin.com/price/price_tenteki.html#anc05_05?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
https://www.hibiya-skin.com/subject/tenteki.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=shinagawa_pdf#anc05


APPS化粧水50ml
COQ10ｸﾘｰﾑorCOQ10ﾘｯﾁ

どちらか１つ

選べる スターターセット
Mソープ＋EACHミルク
＋APPS化粧水30ml

or

8,800円(税込) 

保湿力の高いリン酸型脂溶性ビタミンＣ
化粧水と抗酸化力に優れたコエンザイム
Ｑ10が配合されたクリームのセット。乾
燥や小じわが気になるこの時期にお勧め
です◎

エイジングケアセット
APPS化粧水30ml＋EACHミルク

選べるCOQ10クリームﾐﾆ＋EGF保湿マスク
MTクレンジング50gサイズ付き

10,000円(税込) 

12,000円(税込) 

20gBigサイズ 各6,600円(税込)

5gﾐﾆサイズ 各3,300円(税込)

シャンプー+コンディショナー+ローション

3点セット価格 12,320円(税込)

抜け毛や髪が細くなった方へお勧め
国際特許を取得した育髪ヘアケアセット

ポンプ式の泡タイプの洗顔フォーム
濃密泡で擦らず汚れを落としてくれる
ので敏感肌の方にもお勧めです。

紫外線からやさしく守る日焼け止め乳液。
お子様にも敏感肌の大人の方にもご使用頂
けます。室内日焼け止めとしても◎

MTクレンジング
おまけ付き

洗い終わりがつっぱらない､ジェルタイプ
のクレンジング。カルノシン、ビタミンC
などの有用成分配合により潤いながら優
しくメイクを落とします。

50g大容量!

ラエンネックPO

おとこのこおんなのこ
日焼け止め

ペロバーム

メタトロンクレンジング

50ml 4,620円(税込)

200ml 5,500円(税込) 30ml 1,280円(税込)

16,500円(税込)

厚生労働省認可 まつ毛治療薬
まつ毛の【長さ】【太さ】【濃さ】
などの印象が変わります。

専用ﾌﾞﾗｼ140本 5ml
約2カ月半分

30日分 7,020円(税込)

スキンケアの要となる洗顔、化粧水、乳
液の基礎化粧品をセットにした当院オ
リジナルコスメセット。

EGFハイドロジェルマスク

クリームはCoQ10、
CoQ10richのどちらか

お好きな方を
お選び下さい◎

2枚入り 各3,500円(税込)

5枚入り 各8,000円(税込)

1箱 100カプセル 20,900円(税込)

手軽に行える飲むプラセンタ療法。
豊富な栄養素と細胞増殖因子ももとに新しく
若々しいお肌へ導きます。通院が難しい方や
注射が苦手な方へお勧めです◎

or

増岡医師監修 当院オリジナルコスメセット
クレンジングから化粧水、乳液、美容クリーム、
パックを一式セットにしました。

エイジングケアを始めようと思っている
方や施術でキレイになったお肌の効果
を持続させたい方にお勧めです◎

高い浸透力で保湿が持続しやすい
＊APPS化粧水
高濃度ビタミンC.E.A.ヒアルロン酸配合
により伸びがよく保湿に優れた乳液
＊EACHミルク
天然保湿成分を原料に優しく洗い上げる
＊Mソープ

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

