
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

https://www.hibiya-skin.com/subject/ion.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/ultrasonic.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/laser.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/led_healite.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/skintight.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/skintight.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/liftup.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/liftup.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/liftup.html


♥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＆
APPS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6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🎁

https://www.hibiya-skin.com/subject/bbl.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/cp.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/suikou.html


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💛

https://www.hibiya-skin.com/subject/led_healite.html


老化により減少した
ボリューム

ヒアルロン酸を皮膚の
深い箇所に注入

ボリューム減少が改善した肌
効果は1年程度持続します。

25,000円+税

35,000円+税

月曜 16：00～18：30

お気軽にＳＴＡＦＦまでお尋ねください♪

ﾋｱﾙﾛﾝ酸注射

ほうれい線や気になるしわに！

・鼻ﾌﾟﾁ・ﾘｯﾌﾟ
・顎先・ほうれい線

厚生労働省による、品質・有効性・安全性の厳しい審査を経て承認を受けた製品
です。

♥ほうれい線やマリオネットラインのしわに
しわの溝を注入で目立たなくし、お顔の印象をグッと若返らせます。

♥鼻筋や鼻先に入れて鼻高さんに
♥顎先に入れてシャープな印象に
♥唇に入れてぽってりハリのある女性らしい口元に

https://www.hibiya-skin.com/subject/hyaluronic.html


エラがはった顔立ちの原因には、骨格によるものと、
エラ部分にある咬筋（咬む筋肉）が発達したものがあります。
奥歯をぐっと噛みしめた時に耳の下あたりに大きなふくらみができる場合は、咬筋が発達し
ている状態です。
咬筋（咬む筋肉）に注射することで筋肉の動きを緩和させ、
約1ヶ月程すると筋肉が痩せ、エラが小さくなり小顔になります。

エラにボトックス注射を繰り返すことで、咬筋が発達せず痩せた状態が続くため、
小顔効果が保たれます。歯ぎしりが気になる方にもおすすめ。

ボトックス治療の本場、
アメリカでは男女問わず浸透☆

海外セレブやモデルたちの中でも大人気！ 厚生労働省認可
ボトックスビスタ
アラガン製使用

15,000円+税
25,000円+税
25,000円+税

30,000円+税
15,000円+税
15,000円+税
15,000円+税

25,000円+税

月曜 16：00～19：00
金曜 11：00～14：00、16：00～19：00

しわ取り治療

米国では、ボツリヌス製剤による治療は、
非手術的治療の中で、

最も施術回数の高い人気美容治療です。

シワを無くすだけで
見た目年齢マイナス10歳🎵
しわは治療できます！

老けたと感じるポイントは
『しわ』です。

※ 治療後一時的に内出血が起こったり、注射痕が残る場合がございます。

ボトックスは天然のタンパク質です。

笑った時にできる目尻のしわ、眉を動かした時にできる眉間や額のしわなど、
表情を作るときに筋肉の動きに合わせて皮膚が伸縮することにより、しわができます。

表情筋に注射することで、表情じわの原因となる筋肉の動きを緩和させるので、
しわが目立たなくなります。
しわが深くならないように定期的に施術することをおすすめします。

気になる表情ジワ
• 読書しているとき
• 携帯を見ているとき
• ＰＣを見ているとき
• 考え事をしているとき


