
🍏LEDﾋｰﾗｲﾄ&APPSﾋﾞﾀﾐﾝCｲｵﾝ導入

乾燥が気になる季節！APPSﾋﾞﾀﾐﾝCでしっとり肌へ
LEDの温かい光で、リラクゼーションとしても♡
しっかりケアしたい方には5回ｺｰｽもございます！
※施術後一時的に、赤み・火照りを感じることがございます。

・1回
・5回ｺｰｽ
↳有効期限3カ月

⇒ 6,000円＋税
⇒ 25,000円＋税

・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

🍏BBL光治療＆APPSﾋﾞﾀﾐﾝCｲｵﾝ導入

ﾋｰﾄｼｮｯｸﾌﾟﾛﾃｲﾝにより内側から艶・ハリが期待できます
ｽｷﾝﾀｲﾄ施術後に、その日の気分、肌状態で、ﾌﾟﾗｾﾝﾀｲｵﾝ導入か、
LEDﾋｰﾗｲﾄのどちらかお選び頂けます♡より輝きのある肌へ

🍏ｽｷﾝﾀｲﾄⅡ &

・1回 ⇒ 19,000円＋税

♥同日施術限定 ｽｷﾝﾀｲﾄ首 10,000円＋税
※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。

🍏ﾌｪｲｽﾘﾌﾄ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♪
気になる部分はｽﾎﾟｯﾄ照射をして、毛穴が目立ちにくい肌へ導きます♪

Shinagawa Autumn Plan
2020.9.1～11.30

🍏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。

・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
※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。

・1回 ⇒ 13,000円＋税
・3回ｺｰｽ ⇒ 36,000円＋税

↳有効期限6カ月

ｺｰｽご購入の方はLEDﾋｰﾗｲﾄを1回お試し頂けます🎁
※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。

LEDﾋｰﾗｲﾄ or ﾌﾟﾗｾﾝﾀｲｵﾝ導入シミ・そばかすが気になる方!!
夏に受けた強い紫外線により、シワ・たるみが気になるようになったり、シミ・
そばかすが濃くなり、お悩みが増える時期、、早めの対処でお肌は変わります♡

イオン導入に
追加オプション 🍏ﾌﾟﾗｾﾝﾀAPPSﾋﾞﾀﾐﾝCｲｵﾝ導入５回ｺｰｽ

乾燥が気になる時期🍂小ジワは、乾燥により生まれます、、
抗酸化・保湿力の強いﾌﾟﾗｾﾝﾀを追加してしっとり肌へ♡

・5回ｺｰｽ ⇒ 17,000円＋税
↳有効期限3ヵ月

※施術後一時的に、赤みがでることがございます。

🍏超音波導入(ｿﾉﾌｫﾚｰｼｽ)＆LEDﾋｰﾗｲﾄ

・1回 ⇒ 8,000円＋税
・3回ｺｰｽ ⇒ 22,500円＋税

※まれに、赤み・かぶれの症状が起こることがございます。

↳有効期限3カ月

超音波の温熱効果により、リンパ循環を良くし、むくみをとることはも
ちろん、ｱﾐﾉEMジェルは超音波の振動によりコラーゲンへ変化します。
もちもちで潤いのある肌へ導いてくれます♡

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


コラーゲンピール
水光注射などダウンタイムのある施術が苦手な方
お肌にハリ、艶をもたらしたい方、小じわ、たるみが気になっ
てきたな～と感じる方におすすめです❤

・初回価格(全顔) ⇒ 9,800円+税
・２回目以降(全顔) ⇒ 14,800円+税
・首(顎下～頚部前面) ⇒ 12,800円+税
・手の甲 ⇒ 9,800円+税
※施術から2～3日、乾燥・赤みの症状が残ることがございます。

ｻﾘﾁﾙ酸ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ
＆APPSﾋﾞﾀﾐﾝCｲｵﾝ導入

ニキビで悩まれている方にまずおすすめしたいのは、こちら!!
肌表面の角質を取り除き、詰まりを取り除きます

・初回価格 ⇒ 8,800円+税
・３回ｺｰｽ ⇒ 27,000円+税
↳有効期限3カ月 ☆ｺｰｽご購入の方はLEDﾋｰﾗｲﾄを1回お試し頂けます🎁

※まれに、赤み・かぶれの症状が起こることがございます。

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
が気になる方におすすめ💛

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HPよりご予約下さい。
☎03-5715-1150

ダーマペン４

ヴェルベットスキン

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、エイジングケアしていく治療法‼回数を重ねる
毎にべビースキンへ♡♥凹凸のあるニキビ跡や傷跡を治したい方、お
肌を滑らかに変えたい方におすすめです❤

ヴェルベットスキンは、ダーマペン4とコラーゲンピールを、組み合わせ
たメニューです。この2つの施術を組み合わせることにより、コラーゲン
ピールの有効成分を、さらにお肌内部まで浸透させることが出来ます！
※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。

・全顔 ⇒ 18,500円+税
・両二の腕(外側) ⇒ 15,000円+税
・初回の方のみ 鼻・両頬 13,800円+税でお試しも出来ます。
鼻・両頬ﾌﾟﾗﾝは、今回で終了となります☆彡
まずは、狭い範囲で試してみたいという方はこの機会に是非！

さらに！お悩みに合わせて薬剤を追加できるようになりました♡
〇ニキビ跡には…Antioxidant Cocktail➡2,000円＋税
〇美白・色素沈着には…Brite Lite➡2,000円＋税
※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) ⇒ 23,800円+税
・2回目以降(全顔) ⇒ 28,500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

顔の産毛が気になる方はもちろん、毛穴の引き締めにも！
顔脱毛後に、毛穴に効くｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝｲｵﾝ導入も付いています！
ワントーン明るい素肌に👍
※まれに、赤み・ヒリヒリ感の症状が出ることがございます。

・1回 ⇒ 12,000円+税

※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。

https://www.hibiya-skin.com/subject/cp.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/suikou.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/laser.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
※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。

ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱに最適!!
肌荒れ・肝機能低下・アレルギー症状にお悩みの方に
もおすすめ!!

５回ｾｯﾄ⇒ 12,500円+税
↳有効期限3カ月

※まれに、腫れ・内出血が起きることがあります。

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ｶﾌﾟｾﾙまで服用OK

100ｶﾌﾟｾﾙ 19,000円+税

体の疲れを残したくない、疲れがとれない、と
お悩みの方はこちらがおすすめ💛
飲酒前後に点滴すると、代謝が早く、肝臓を休めたい方もぜひお試し
ください🍺

⇒ 5,000円+税
※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。

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はもちろん！
ﾋﾞﾀﾐﾝCを投与することで免疫力も向上も期待できます。
風邪、ウイルスに負けない体作りを💪★

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

※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。

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。内側からエイジングケアがしたい方

⇒ 8,500円+税
※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。

高濃度ﾋﾞﾀﾐﾝC点滴とｽｰﾊﾟｰ白玉点滴を
同日に行っていただいた場合
高濃度ﾋﾞﾀﾐﾝC点滴の金額が
下記表記となります💛

６g ⇒ 2,800円+税
10g ⇒ 4,400円+税
15g ⇒ 6,800円+税
20g ⇒ 8,800円+税

ﾋﾞﾀﾐﾝCで
免疫力up

ウイルスに
打ち勝つ体に❕

基礎代謝を上げるために必要な、αリポ酸とLカルニチン
を配合しており、効率よく痩せやすい体質を作っていく点
滴です❤

⇒ 4,000円+税
※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。



初回価格
⇒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

METATRONｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ

今、話題のメタトロンクレンジングジェルが、
当院でも取り扱い開始となりました☆
油分を含まない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
時の肌への摩擦を軽減します。洗いあがりは、しっとり滑らか♡
オールスキン対応で、敏感肌の方にも使用して頂けます。
サンプルもございます♪お近くのスタッフまでお声かけ下さい♥

200ml 5,000円+税

乾燥が気になり始めるこの時期に！
肌浸透の良いAPPSﾋﾞﾀﾐﾝC化粧水と、抗酸化の高いCOQ10クリームを組み合わ
せて、しっとり、なめらか肌♪
乾燥からくる、シワ・たるみを予防し、ハリ・艶のある肌へ導いてくれます♡

⇒ 6,000円+税

皮膚科専門医
増岡院長が監修
全身用固形石鹸

⇒ 1,500円+税

アミノ酸複合成分・天然保湿因子配合
お肌に必要な潤いをｷｰﾌﾟしたまま、汚れのみを優しく洗い上げます♡
保湿力に優れ、乾燥を防いでくれます♪
無香料・無着色で、お肌に優しく
全身に使用して頂いてOKな洗顔石鹸です❤💛

M-SOAP♡ｴﾑｿｰﾌﾟ


