
コラーゲンピール
くすみ解消！

お肌の内側からハリ感
を取り戻す

お肌の張り
アップ

肌質改善

美白・透明感

個人差はありますが、これらのことが期待できる施術となっております

NEW

＊施術後に乾燥感を感じることがあります。
初回時、ヘパリン類似物質クリーム１本付けさせていただきます。

初回価格 9,800円+税
２回目以降 12,800円+税



Shinagawa Spring Menu

🌸ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸VCｲｵﾝ導入５回ｺｰｽ 大好評
プラン♪

肝斑、シミ、くすみが気になる方におすすめ！

20,000円＋税有効期限3カ月

🌸超音波アミノEM導入(ｿﾉﾌｫﾚｰｼｽ)3回ｺｰｽ
乾燥を防ぎ、艶やかな肌へ。
痛みもダウンタイムもなく効果的な施術です。

有効期限3カ月 21,000円＋税
１回 8,000円＋税

🌸ﾚｰｻﾞｰﾌｪｲｼｬﾙ(顔全体脱毛)&
ｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝAPPSﾋﾞﾀﾐﾝCｲｵﾝ導入

🌸LEDﾋｰﾗｲﾄ&APPSﾋﾞﾀﾐﾝCｲｵﾝ導入

顔の産毛が気になる方はもちろん、毛穴の引き締めにも！

美肌ケア 目元のクマに🐻
LEDの温かい光でリラクゼーション効果も◎

・1回
・5回ｺｰｽ 有効期限3カ月
・10回ｺｰｽ 有効期限6カ月

6,000円＋税
25,000円＋税
45,000円＋税

イオン導入に
追加オプション

・ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 1,500円＋税
・ﾌﾟﾗｾﾝﾀ 1,000円＋税
・ｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝ 1,000円＋税
・海藻ﾊﾟｯｸ 1,500円＋税

🌸ｽｷﾝﾀｲﾄ30000ｼｮｯﾄ &

たるみ、毛穴治療、なにが自分に合っているかお困りの方に
おすすめ☆彡この施術が初めての方、お試しの１回のみご予
約可能です。(基本、両頬のみの施術です)

※同日施術不可

ﾋｰﾄｼｮｯｸﾌﾟﾛﾃｲﾝにより内側からハリ、艶をもたらします。
ｽｷﾝﾀｲﾄ施術後にLEDﾋｰﾗｲﾄを浴びて相乗効果◎

20,000円＋税(有効期限2カ月)

お試し施術の後、ｺｰｽでの
ご購入もできます🐭

🌸ｽｷﾝﾀｲﾄⅡ & LEDﾋｰﾗｲﾄ

・1回 19,000円＋税
・3回ｺｰｽ 49,000円＋税

↳有効期限6カ月

♥同日施術限定 ｽｷﾝﾀｲﾄ首 10,000円＋税

🌸ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟYAGﾚｰｻﾞｰ(ｽﾎﾟｯﾄ照射付)

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することで更に効果的👌

・1回 13,000円＋税
・3回ｺｰｽ 36,000円＋税

↳有効期限6カ月

３回ｺｰｽご購入の方にLEDﾋｰﾗｲﾄ1回ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ🎁

12,000円+税

ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟYAGﾚｰｻﾞｰ3000ｼｮｯﾄ



♥コラーゲンピール

新しく加わったプランです♪
水光注射などダウンタイムのある施術が苦手な方。
肌にハリ、艶をもたらしたい方、肌質改善を期待し
たい方におすすめです❤

初回価格 9,800円+税
２回目以降 12,800円+税

♥BBL光治療 &
APPSﾋﾞﾀﾐﾝCｲｵﾝ導入

しみ、そばかすが気になる方！
気になるシミをお肌の上に浮き上がらせ
お肌のムラを無くしてくれます❤

♥ｻﾘﾁﾙ酸ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ＆
APPCﾋﾞﾀﾐﾝCｲｵﾝ導入

肌表面の角質を取り除いて詰まりを無くします。
ニキビで悩まれている方はぜひ！！

初回価格 8,800円+税
３回ｺｰｽ 27,000円+税

New プラン★

・初回ｼﾐｹｱｺｽﾒ付 17,000円+税
・2回目以降 18,000円+税
・3回ｺｰｽ 45,000円+税

↳有効期限6カ月

♥BBL ＆ ｽｷﾝﾀｲﾄⅡ◎同日施術ﾌﾟﾗﾝ

ｼﾐｹｱ､ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｹｱを同時に行いたい方🐑
同日に施術出来るので、忙しい方におすすめ

29,000円+税

♥ｵﾌﾟｼｮﾝMENU(同日お顔施術された方のみ)

🐨LEDﾋｰﾗｲﾄ ⇒ 3,500円+税
🐨ﾃﾞｨｰﾌﾟｴﾚｸﾄﾛｸﾚﾝｼﾞﾝｸ ﾞ⇒ 3,000円+税
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。

♥水光注射(ﾋｱﾙﾛﾝ酸)

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
です。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効果的

1本 20,000円+税
2本 35,000円+税
↳有効期限3ヵ月

麻酔代別途 2,000円+税

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) 1,000円+税
♡ﾋﾞﾀﾐﾝC(美肌・美白) 1,000円+税
♡ﾄﾗﾝｻﾐﾝ(透明感・美白) 1,000円+税
♡ﾏｲｸﾛﾎﾞﾄｯｸｽ(小じわ) 30,000円+税

完全予約制
お電話かnet予約をご利用下さい。☎03-5715-1150

↳有効期限3カ月 ☆ｺｰｽご購入の方にはLEDﾋｰﾗｲﾄを1回ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ🎁



体に必要な栄養を体の内側からﾁｬｰｼﾞ‼
お肌はもちろん、身体共に元気に👍

5,000円+税

ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱに最適☆肌荒れ・肝機能低下・アレル
ギー症状が気になられている方にもおすすめ☆

12,500円+税 有効期限3カ月

ラエンネックPO(飲むﾌﾟﾗｾﾝﾀ)もございます。
2ｶﾌﾟｾﾙで注射1本分の効果🐧1日2～6ｶﾌﾟｾﾙ服用

100ｶﾌﾟｾﾙ 19,000円+税

大好評ﾌﾟﾗﾝ♪
疲労感がなかなか改善しない方。飲み会続きで肝
臓を休めたい方もぜひお試しください🍺🌸🍙

5,000円+税

美白・美肌を目指したい方、
ニキビ跡などの色素沈着でお悩みの方におすすめ♪
ﾋﾞﾀﾐﾝCを投与することで免疫力も上がり、
風邪のひきにくい体へ♬

６g ⇒ 4,800円+税
10g ⇒ 6,400円+税
15g ⇒ 8,800円+税
20g ⇒ 10,800円+税

海外セレブや韓国で話題の白玉点滴！好評につき再開♥
国内でも芸能人の間や口コミで広がり、話題で人気の点滴
です。こんな方におすすめです♪
❤強力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。見た目が若くなりたい。

8,500円+税



♥顔・からだ用
♥水・汗に強い
♥石けんでｷﾚｲにおとせる
♥お子さまから敏感肌の大人の方まで
♥保湿たっぷり日焼け止め乳液
♥ｱﾚﾙｷﾞｰﾃｽﾄ・ﾊﾟｯﾁﾃｽﾄ済み

おとこのこのひやけどめ
おんなのこのひやけどめ

余分な物は入っておらず、お子様のお肌に安心して使用して頂
けます。お肌のデリケートなおとなの方にもおすすめです♪

25㎖ 1,800円+税

SPF20
PA++

初回限定 3,000円+税

お得な5回ｺｰｽ(有効期限3ヵ月)

⇒ 17,500円+税

遺伝子組み換えを一切行っていない特殊なｶﾛﾁﾛｲﾄﾞが多
く含まれた自然のﾄﾏﾄを原料に作られたｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄです🍅

☆お肌の水分ﾊﾞﾗﾝｽを整えます
☆お肌の加齢老化をストップ
☆日焼け止め効果とお肌の保護
☆肝斑を薄くしたい方

お肌をｷﾚｲにしたいすべての方へ♡
1箱30錠
12,500円+税

ﾋﾞﾀﾐﾝC5％配合のさっぱりしたお化粧水です。
ﾋﾞﾀﾐﾝCはお肌のさまざまなトラブルを防いでくれます♡
紫外線が強くなるこの時期にしっかりケアをして、しみ、
シワ、たるみ予防を!!
ニキビが出来やすい方にもｵｽｽﾒ!!

100㎖ ⇒ 5000円+税

当院のｺｽﾒを5,000円以上購入して頂いた方にﾅﾋﾞｼﾞｮﾝDR薬用ｽｶﾙﾌﾟｴｯｾﾝｽ(ﾐﾆﾎﾞﾄﾙ)を1本ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ🎁♥
無くなり次第終了です!!お早めにどうぞ💛



VIO（ﾊｲｼﾞﾆｰﾅ）脱毛＆麻酔代含む
Vライン
Iライン（外陰部）
Oライン（肛門周囲）
ヒップ

うなじ
背中（上半分or下半分）
腹部
乳輪回り
へそ周り（5㎝×5㎝）

両ワキ
両ひじ下（手の甲・指含む）
両ひじ上
両ひざ下（足の甲・指含む）
両太もも

顔全体（ﾚｰｻﾞｰﾌｪｲｼｬﾙ）&
ｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝVCｲｵﾝ導入

★同日特別ｵﾌﾟｼｮﾝ 鼻毛脱毛

足全体（足の甲・指含む）
★同日特別ｵﾌﾟｼｮﾝ ヒップ脱毛

腕全体（手の甲・指含む）
★同日特別ｵﾌﾟｼｮﾝ 両ワキ

→ 20,000円+税
→ 10,000円+税
→ 7,500円+税
→ 7,500円+税
→ 11,000円+税

→ 5,000円+税
→ 10,000円+税
→ 10,000円+税
→ 5,000円+税
→ 5,000円+税

→ 5,000円+税
→ 12,000円+税
→ 12,000円+税
→ 18,000円+税
→ 25,000円+税

→ 12,000円+税

→ 2,000円+税

→ 40,000円+税
→ 10,000円+税

→ 23,000円+税
→ 3,000円+税

脱毛のｺｰｽﾒﾆｭｰはないの？というお声にお応えして!!

3回コースﾌﾟﾗﾝはじめました♡
💛両ワキ ⇒ 12,000円＋税
💛乳輪回り ⇒ 12,000円＋税
💛両ひじ下(手の甲、指含む) ⇒ 33,000円＋税

＊有効期限6か月

期限内にコース消化されなかった場合や、途中で治療終了された
場合の返金は行いませんのでご了承下さい。

★ﾃﾞﾘｹｰﾄｿﾞｰﾝの剃毛に関してのお願い
お越しいただく当日か前日までに必ず御自身で剃毛の前処理をお願い致
します。やむを得ない事情でこちらで剃毛をご希望される場合、予約時
に必ずお申し出ください。剃毛についてのご料金は下記になります。
事前の前処理を怠っていた場合、当日の施術をお断りさせていただくこ
とがございますので、ご了承下さいませ。

• 剃毛代全処理（3部位未処理の場合） 5,000円＋税
• 剃毛代全処理（2部位以下未処理の場合） 3,000円＋税
• 剃毛代 剃り残し（1部位につき） 500円＋税

万が一のトラブルでも
皮膚科医在中の
クリニックなので安心🎵

2020.3.1～5.31

※3回ｺｰｽﾌﾟﾗﾝ以外、1回毎のお値段となります。
※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。
※広範囲で御予約頂いた状態での、無断ｷｬﾝｾﾙや当日ｷｬﾝｾﾙは他の患
者様へご迷惑となります。上記の内容を繰り返し行う方の場合、
今後のご予約をｾｰﾌﾞさせていただきます。

完全予約制
お電話かnet予約をご利用ください。
☎03-5715-1150



・両頬＋鼻下＋あご＋あご下 ⇒ 14,000円＋税
・両頬 ⇒ 7,000円＋税
・鼻下 ⇒ 3,000円＋税
・あご ⇒ 4,500円＋税
・あご下(裏側) ⇒ 4,500円＋税
・同日 特別ｵﾌﾟｼｮﾝ 鼻毛 ⇒ 2,000円＋税
・両手の甲・手の指 ⇒ 6,000円＋税
・胸毛(肩～鎖骨外～心窩部) ⇒ 12,000円＋税
・腹毛(心窩部～腸骨部) ⇒ 12,000円＋税

・ひじ下(手の甲・手の指含む) ⇒ 18,000円＋税
・ひざ下(足の甲・足の指含む) ⇒ 28,000円＋税
・背中ハーフ(上半分・下半分) ⇒ 12,000円＋税

★麻酔ｸﾘｰﾑ 1部位1,000円＋税 2部位以上2,000円＋税

men’s脱毛

男性も脱毛をする時代。より爽やかなあなたに変身
毎日の髭剃りが楽になり、ストレスの少ない生活を

◇お肌を傷つけてしまう可能性がありますので、剃毛はご自宅で
しっかり行った上でご来院下さい。

◇剃毛されていない部位に関しての脱毛は当日行えない場合もござ
いますのでご了承下さい。

◇剃り残しのある部分は剃毛代金頂いております。
・剃毛代 広範囲(1部位につき) 5,000円＋税
・剃毛代 背部(1部位につき) 3,000円＋税
・剃毛代 剃り残し(1部位につき) 500円＋税

※ひげ脱毛は痛みを伴いますので麻酔ｸﾘｰﾑのご使用をお勧め
しています。麻酔時間に30分程度頂いております。

※強い日焼けをされている方は、当日のお肌の様子を見て施
術出来ない可能性がございます。日焼けをする予定の方は
施術を延期して頂くことをお勧めしています。

※1回毎のお値段となります。
※まれに、赤み・水泡・色素沈着の症状がおこることがあります。

完全予約制
お電話かnet予約をご利用下さい ☎03-5715-1150

2020.3.1～5.31


