
【コラーゲンピール】

【ウーバーピール】

メーカー提供

【ヴェルベットスキン】

顔全体 初回 26,180円（麻酔込み）

顔全体 2回目以降 31,350円（麻酔込み）

【リスク・副作用】

施術中、多少痛みや熱い感じ・ピリピリ感があります。まれに施術後、皮膚の赤み・かゆみ・腫れ・内出血・皮むけなど生じる事があります。

洗顔は１２時間出来ません。

※完全予約制

蒲田グランデュオ皮膚科

📞03-6424-5560
WINTER PLAN

2022.12.01～2023.0.2.28

顔全体 初回 26,180円（麻酔込み）

顔全体 2回目以降 31,350円（麻酔込み）
【リスク・副作用】

施術中、多少痛みや熱い感じ・ピリピリ感があります。まれに施術後、皮膚の赤み・かゆみ・腫れ・内出血・皮むけなど生じる事があります。

洗顔は１２時間出来ません。

顔全体 初回 9,900円

顔全体 2回目以降 12,100円

【ダーマペン】

※当院でコラーゲンピールの施術が初めての方

※当院でウーバーピールの施術が初めての方※当院でヴェルベットスキンの施術が初めての方

【リスク・副作用】

施術中、多少痛みや熱い感じ・ピリピリ感があります。まれに施術後、皮膚の赤み・かゆみ・腫れ・内出血・皮むけなど生じる事があります。

※コラーゲンピールは施術直後から、お化粧できます。

顔全体 20,350円（麻酔込み）

鼻（ 鼻根、鼻周り）

アゴ

両こめかみ

額（眉間含む）

※顔全体以外の部位は麻酔代1,100円で承ります。

各11,000円

プラスα美白美容液

＜ブライトライト＞ 2,200円
コウジ酸やカンゾウ根など配合の美容液です。

ダーマペンの際にヒアルロン酸と一緒に使用すると

効果的です。

【おすすめ追加メニュー】

ダーマペン・ヴェルベットスキン・ウーバーピールの施術による

皮膚の赤み、ひりつき、皮ムケなどの症状に適しています。

コウジ酸配合で美白効果もあります。

肌のハリ感・つや感・毛穴など ニキビ ニキビ跡など

毛穴 ニキビ跡など 肌のハリ感・つや感

〈3Dマスク〉１枚3,300円

3枚7,500円

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


:

顔あご裏含む（1回 55,000円）

顔あご裏なし（1回 44,000円）

【リスク・副作用 】 照射の痛み、施術後の赤み・腫れが出ることがあります。

顔あご裏含む（1回 77,000円）

顔あご裏含まない（1回 66,000円）

目の周り（1回 22,000円）

両頬（1回 41,800円）

あご裏（1回 41,800円）

目の周り（1回 18,700円）

両頬（1回 39,600円）

あご裏（1回 22,000円）

平日限定17：00までメニュー 時間を過ぎると施術できません

水光注射1回分（ヒアルロン酸×1本） 24,200円（麻酔込み）

水光注射2回分（ヒアルロン酸×2本） 42,900円（麻酔込み）
【リスク・副作用】施術中の痛み、施術後の内出血・赤み・一時的な膨疹が起こることがあります

12時間お化粧できません。

★プラセンタ（美肌 アンチエイジング） 1,100円

★トランサミン（シミ くすみ） 1,100円

★ビタミンC（美肌 美白） 1,100円

★マイクロボツリヌス （小じわ） 33,000円

フェイスリフトレーザー

（ホホ 2000ショット 9,900円）

フェイスリフトレーザー

（顔全体 ５０００ショット 15,400円）

【リスク・副作用】まれに施術後の赤み・痒みがでることがあります。

★初回：サリチル酸ピーリング（顔）＋イオン導入＋化粧品付き

1回 11,000円

当院でのサリチル酸ピーリングの施術が初めての方

（化粧品は悩みに合わせて、ｼﾐｹｱｾｯﾄ ﾆｷﾋﾞｾｯﾄ

UVｾｯﾄ から1つ選べます）

★2回目以降：サリチル酸ピーリング（顔）＋イオン導入

1回 11,000円

★お得なコース 有効期限：ご利用から４か月
（サリチル酸ピーリング＋イオン導入）×3回ｺｰｽ＋選べるオプション

39,600円→29,700円

初回：顔全体（1回 11,000円）
※当院でのフォトフェイシャルの施術が初めての方

2回目以降：顔全体（1回 16,500円）
【リスク・副作用】照射の痛み、照射後に赤み・痒みが出ることがあります。

レーザーフェイシャル（顔）＋イオン導入

（1回 13,200円）
【リスク・副作用】照射時の痛み、施術後の赤み・痒みが出ることがあります。

【ダブロゴールド】

【水光注射】

追加

薬剤

【フェイスリフトレーザー】

【サリチル酸ピーリング】

【フォトフェイシャル】

【レーザーフェイシャル】

リフトアップ効果 ハリ感
ニキビ 毛穴など

肌のハリ感・つや感・小じわなど

シミ くすみ など

ハリ感 ダブロ後のケア
脱毛効果 シミなど

※選べるオプション

（通常のイオン導入にプラセンタORグリシルグリシンをコース3回分

追加いたします！！）

https://www.hibiya-skin.com/subject/doublo.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=kamata_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/cp.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=kamata_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/suikou.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=kamata_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/m22.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=kamata_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/liftup.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=kamata_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/laser.html?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=kamata_pdf


【LEDヒーライト】

A）LEDヒーライト＋イオン導入

B）プラセンタイオン導入（顔・首）

C）ディープクレンジング＋グリシルグリシンイオン導入

D)トラネキサム酸イオン導入＋パック付き

E）プラセンタイオン導入＋

トラネキサム酸イオン導入

≪リスク・副作用≫まれに施術後に赤み、かゆみが出ることがあります。

①オリジナル プラセンタ点滴

②オリジナル ホワイトニング点滴

③オリジナル にんにく点滴

④オリジナル αリポ酸点滴
≪リスク・副作用≫まれに内出血、血管痛、気分不快が起こることが

あります。

★スーパーニンニク点滴 9,900円

★二日酔い点滴 7,700円

★プラセンタファイブ点滴 7,700円

☆6g 4,400円

☆10g 7,700円

★１５g 12,100円

★20g 14,850円
※当院で高濃度ビタミンC点滴が初めての方は、必ず6gからとなります。
≪リスク・副作用≫まれに内出血、血管痛、気分不快が起こることがあります。

とにかく疲れていて元気になりたい方におすすめです。

①LEDヒーライト（顔）＋プラセンタイオン導入

5回コース（有効期限２ヶ月） 24,200円

②ＬＥＤヒーライト 単独 追加プランなし 3,300円
（他のお顔の施術との併用はできません）

≪リスク・副作用≫まれに施術後の赤み、かゆみが出ることがあります。

最終受付17：30まで（時間が過ぎてしまうと施術できませんのでご了承ください）

プラセンタイオン導入5回コース（有効期限２ヶ月）

16,500円

≪リスク・副作用≫まれに施術後の赤み、かゆみが出ることがあります。

【プラセンタイオン導入】

【高濃度ビタミンC点滴】

【選べる5940円プラン】

【選べる5500円点滴】

【おすすめオリジナル点滴】

初めての方は

６gからの開始です

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


両ワキ 4,400円

Ｖライン 8,800円

背中（上部or下部） 13,200円

両手指＆甲（足でもＯＫ） 3,300円

両ひじ下 13,200円

両ひじ上 14,850円

両腕全体 24,200円

両ひざ下（足指～膝半分まで） 14,850円

両ひざ 4,400円

口まわり 5,500円

全顔 9,350円

うなじ 7,700円

頬 5,500円

鼻下 3,300円

アゴ 4,400円

アゴ下 5,500円

アゴ＋アゴ下 8,580円

鼻下＋アゴ＋アゴ下＋ホホ 15,400円

両手指＆甲 4,400円

両ワキ 8,800円

両ひじ下 16,500円

両ひざ下 25,300円

腹部 22,000円

胸部 22,000円

医療用脱毛プラン（1回）

普段のお手入れを楽にしてみませんか？
毎朝の髭剃りを楽に してみませんか？

★ ★ ★ ★ ★女性★男性共通 5×5㎝の範囲 4,400円★ ★ ★ ★ ★ ★

脱毛麻酔クリーム 狭い範囲1,100円 広範囲2,200円

麻酔時間がありますので、予約の際に必ず麻酔希望とお伝えください。

脱毛剃毛代（狭範囲 １カ所） 550円

※Ｖライン・うなじは1,100円となります。

脱毛部位に毛が残っていた場合は剃毛代かかりますので

前日・当日にカミソリなどで剃ってからご来院ください。

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


おすすめドクターズコスメ

・APPS（小）【化粧水】＋EACH【乳液】＋Mソープ【固形石けん】 11,000円

11,550円

スタートセット：保湿力に優れた化粧水・乳液・石鹸のセットです

VCﾛｰｼｮﾝ30ｍｌ 3,300円
VCﾛｰｼｮﾝ50ｍｌ 5,500円

高濃度リン酸ビタミンC配合の化粧水です

APPS VC 30ｍｌ 4,400円
APPS VC 50ｍｌ 6,160円

肌の内部までしっかり浸透し、保湿力に優れています

メタトロンのクレンジングジェル 1箱200㎖ 5,500円

肌をいたわりながら、メイクや汚れをすっきり落とすマイルドなクレンジングです。

油分を含まず、肌に負担がかかりにくいジェルタイプで、こっくりしたテクスチャーです。

COQ10RICH 2,200円

EGF配合（細胞再生因子）で内側から弾力のある肌へ

導きます

COQ10クリーム 2,200円

コエンザイムQ10を1％配合した高機能エイジングケア

クリームです

・APPS（大）＋COQ10クリームorCOQ10RICH 9,900円

・APPS（小）＋COQ10クリームorCOQ10RICH 6,600円化粧水と

保湿クリームのセット

・APPS（大）【化粧水】＋EACH【乳液】＋Mソープ【固形石けん】

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


筋肉量を増やしたい！

皮下脂肪量を減らしたい！

自発的に運動はせずに筋肉を鍛えたい！

トレーニング効果の更なる向上を目指している！

長期的な運動による効果を短期間で達成したい！

★腹部or臀部（１回）→ 66,000円→モニター価格あります。

44,000円→モニター価格あります。

30分
寝ているだけで

腹筋2万回

【 】
モニター

募集中‼

初回限定価格

もあります

モニター、初回限定の詳しい価格はスタッフにお尋ねください。

★上腕or下肢（１回）→

【リスク・副作用】 施術中の痛み・施術後の筋肉痛が起こる事があります。

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

