上半身プラン

腕全体(手の甲指先含む)､
腹､胸(乳輪周り含む)､ワ
キ､背中全体
49,000円(税込)

所要時間：90分

腕全体プラン
腕全体(手の甲指先含む)
所要時間：60分

下半身プラン

22,000円(税込)

Body前面(胸・腹)

胸(乳輪周り含む)
腹

足全体(足の甲指先含む)
ヒップ
所要時間：60分

35,000円(税込)

所要時間：60分

※まれに赤み水疱色素沈着が起こる場合がございます

14,800円(税込)

お電話でご予約下さい ☎03ｰ5715-1150

有効期限4か月

49,800円(税込)麻酔代含む

✿オプション✿
ヴェルヴェットスキンへ変更したい方
ウーバーピールへ変更したい方

追加12,000円(税込)
追加12,000円(税込)

※オプションはコース消化中でも都度払いで変更可能です
※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。

ｰ１回分ｰ
–１回分ｰ

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

🍉2022.6.1～2022.8.31🍉

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、滑らかな
お肌へ導く治療。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！

引き上げ
引き締め

・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 : 14,300円(税込)
･顎裏 : 11,000円(税込)
施術後に..
･顎裏+首: 14,300円(税込)
超保湿EGF
※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)
○ハイドロジェルマスク(２枚付き)
施術後１枚使用､お持ち帰り用1枚➡3,500円(税込)

ハリ
弾力

たるみ

SMAS筋膜・皮下組織・真皮の３層にアプローチ､熱凝固の作用により､お顔全体を
引き上げ小顔へ導きます。
【その他部位】

・初回価格 全顔： 44,000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

ハイドロジェルマスク

・2回目以降 全顔： 49,500円(税込)

２枚：3,500円(税込)
EGF配合の美容液をたっぷり含んだマスクを施術の後
に10分間浸透させます！肌の白さや透明感UP✨
１枚は施術後にもう一枚はご自宅でホームケアとして
お使い下さい💜

※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。

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

×

ダーマペン4で肌表面に無数の穴を開け､PRX-T33を塗布していく施術です
微細な穴より有用成分を確実に浸透させ内側から美白やハリ・艶のある肌へ導きます。
相乗効果により毛穴の引き締めや肌質の改善も期待できるアンチエイジングに適した治療です。

・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)
※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。

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

リフテラV

・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)

★ハイフシャワー

リフテラV1クール終了した方、リフテラVを試す前にもう少しマイルドなもので引き締め治療をしてみたい方におすすめ♥
ハイフシャワーを組み合わせることでリフテラVの引き締め効果が持続しやすくなります♪

・1回価格

両頬： 16,000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)ﾊｲﾌｼｬﾜｰも同様
※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。

ハリ

艶

保湿力

コラーゲン生成を促す薬剤

コラーゲンピール

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
・2回目以降
・4回ｺｰｽ

全顔 ：10,780円(税込)
全顔 ：16,280円(税込)
全顔 ：48,000円(税込)

【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)

★有効期限６カ月

×

ダーマペン４で肌表面に無数の穴を開け、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が微細な穴から浸透し､炎症性のニキビや炎症後の色素沈着に
効果を発揮、お肌全体を生まれ変わらせ炎症のない美しいお肌へ導きます

・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)
【その他部位】※麻酔代別途 1,100円(税込)
・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)
※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。

★+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モードのみ)
※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。

毛穴

引き締め

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

レーザーのシャワーで毛穴を引き締め、引きあがった肌へ◎毛穴の開きやダウンタイムが気になる方へお勧め

･1回
･3回ｺｰｽ

全顔：14,300円(税込)
全顔： 39,600円(税込)

★有効期限６ヵ月

コｰスご購入の方LEDﾋｰﾗｲﾄ(1回)プレゼント🎁

💜+11,000円(税込)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。

細胞膜に微細な【隙間】を開けることにより､イオン導入ではできなかった､高分子の美容成分を
お肌に浸透させるワンランク上の保湿美肌ケア✨

・全顔１回 ➡ 14,960(税込)

・首or手の甲

【HOT＆COOL】

【HOTモードのみ】

・全顔３回コｰス➡ 42,900(税込)
【HOT＆COOL】

➡12,760円(税込)

★有効期限３ヵ月

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)

※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。

★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。

医療用の特殊な波長の光によりシミ・そばかす・くすみ・赤ら顔などお肌の
お悩みを総合的にケアする美肌治療

BBLs光治療
＆ケアシス(COOLモｰド)
・初回価格 ➡25,080円(税込)
(ｼﾐｹｱｾｯﾄ付き)

・２回目以降➡26,180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)

BBLs光治療
＆APPSビタミンCイオン導入
・初回価格 ➡18,700円(税込)
(ｼﾐｹｱｾｯﾄ付き)
・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。

表面の角質を取り除き、ターンオーバーを整え、肌触り良くニキビが出来にくいツルスベ卵肌へ

【顔】 サリチル酸ピーリングMENU

微弱な電流により美容有用成分をイオン化､肌の奥まで浸透させることにより潤いのあるお肌へ導く保湿ケア

・１回 ➡ 6,600(税込)
・５回コｰス➡ 27,500(税込)

・５回コｰス➡ 25,000円(税込)
★有効期限３ヵ月

★有効期限３ヵ月
ｲｵﾝ導入
追加薬剤

※まれに赤みが残ることがあります。

・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)

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
コｰスご購入の方LEDプレゼント🎁

※ケアシスへ変更不可

お腹に当てて

NEW

ダイエットにも◎

ヒｰライトの温かい波長が血液循環を促し､肩こり腰痛などあらゆるお悩みの解消が期待できます

単発

4,000円(税込)

・３回コース 10,000円(税込)
★有効期限1ヵ月

・10回コース 30,000円(税込)

※まれに、赤みが残ることがあります。

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)

NEW

★有効期限３ヵ月
コｰスご購入の方LEDプレゼント🎁

【選べるボディ】 部位別サリチル酸ピーリングMENU
不要な角質を落とし保湿を行うことで手触りツルツル滑らかBodyへ
お好きな部位をひとつお選び下さい

首デコルテ or ヒップ or 背中
＋ 各部位 APPSイオン導入

14,000円(税込)

★有効期限4ヵ月

夏
ヒアルロン酸と美容成分を微細な針で皮膚の浅い層へ注入｡内側からみずみずしく水光のような輝く
お肌へ導くケア。お肌内部のコラーゲン密度を高めハリと弾力アップも期待できます

・全顔１回分 ➡ 22,000円(税込)
・全顔２回分 ➡ 38,500円(税込)
★有効期限6ヵ月

・麻酔代別途 ➡2,200円(税込)

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)
♡ﾏｲｸﾛﾎﾞﾄｯｸｽ(小じわ) 33,000円(税込)

💜+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、内出血・腫れ・赤みの症状が残ることがございます。

❤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、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。

背中全体美肌プラン

毛を処理することで雑菌の繁殖を防ぎピーリングと組み合わせることでニキビを予防しゴワつきのないつるんとしたお肌へ
※ケアシスへ変更不可
❶ 背中脱毛【全体】 + イオン導入
❷ 背中ｻﾘﾁﾙ酸ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ【全体】 + イオン導入

27,000円(税込)
※①②はセットプランです。施術は①②の順番で行います。

↳有効期限２ヵ月

※①と②の施術は同日にできません。必ず２週間以上の間隔を開
けて頂く必要がございます。
※お部屋の確保がございますのでご予約はお電話のみで承ります。
※脱毛によりまれに、赤み・ヒリヒリ感の症状が出ることがございます。
※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。

シングル(600mg) ➡ 4,900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

6g
10g
15g
20g

➡ 5,280円(税込)
➡ 7,040円(税込)
➡ 9,680円(税込)
➡ 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。

➡ 4,400円(税込)
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。

※ニオイが気にならない無臭タイプ

➡ 5,500円(税込)

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など
にお勧めです。

有効期限３ヵ月

➡ 13,750円(税込)
エイジングケア､肌荒れ､肝機能低下､肩こり､アレルギー症状､
アトピー性皮膚炎の方にお勧めです。

➡ 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。

※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。

30ml
セット価格
4,800円(税込)

ビタミンC５％配合
毛穴を引き締め､皮脂の分
泌を整え、炎症を鎮めたい
方へお勧めのさっぱりタイ
プの化粧水です。

50ml
100ml

4,400円(税込)
7,700円(税込)

GAローション
古い角質を取り除くAHA配
合。肌表面を滑らかに整え、
後からつける化粧水や美容
液の浸透をよくします。

50ml

豊富に含まれた成長因
子がお肌の栄養補給や、
乾燥をふせぎます。施
術後のケアにも◎

高濃度のビタミンE・A・Cさら
にヒアルロン酸配合の乳液です。
エイジングケア、毛穴の引き締
め、美白におすすめです。

従来のビタミンCの１００倍の浸
透力とされるAPPSVCは、シミや色
素沈着の他、乾燥肌やしわにお悩
みの方にもおすすめです。ハリ・
弾力を与え、毛穴を引き締め、キ
メの整った肌へ導きます。

30ml

8,800円(税込)

★セット価格★
EACHミルクとその他のお化
粧品を同時ご購入により
EACHミルクの価格が、、、

5,500円(税込)
7,700円(税込)

6,600円(税込)

２枚 3,500円(税込)
５枚 8,000円(税込)

SPF30 PA+++
SPF50+ PA++++
SPF20

PA++

30ml

1,280円(税込)

お子様を紫外線からやさ
しく守る日焼け止め乳液。
敏感肌の大人の方にもご
使用いただけます。

強力な抗酸化作用で、
身体の内側から紫外線
をブロックします。
スクワラン・脂溶性ビタミンC・ビタミンE配合
肌なじみ良く、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､天然のパール色です。

30ml

2,860円(税込)

30日分
7日分

7,020円(税込)
2,160円(税込)

汗をおさえて気になるにおいをしっかり防ぐデオドラントクリームです。
有効成分クロルヒドロキシAl配合。汗をおさえて気になるにおいを防ぎ
ます。皮脂吸収パウダー配合でさらさら感が長続きします。

30g

2,200円(税込)

今だけ、MT洗顔料
ミニサイズ×2
をプレゼント

オイルフリーで濃厚なジェルタイプのマイルドクレンジング♡
濃厚なジェルが、顔と手の間でクッションの働きをするため、
洗浄時の肌への摩擦を少なくします。洗いあがりは、しっとり
滑らか！敏感肌の方にも優しい オールスキン対応

200ml

5,500円(税込)

国際特許を取得した３つのハイブリッドペプチドが、毛母細
胞に働きかけ抜け毛を減らし、ハリのある黒髪へ導きます。
シャンプー・コンディショナー
ローション

各 3,850円(税込)
9,900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)

ポンプ式の泡タイプの洗顔フォーム
プッシュするだけで理想的な泡が出現、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。

150ml

4,620円(税込)

