
HiBiya Winter Plan
2019.12.1～2.29

初回プラン

＋

or

選べる導入！
初回キャンペーン

ヒアルロン酸
１本９０ショット

20,000円＋税

★スペシャルオプション★
ヒアルロン酸＋ボツリヌス５０単位

その他お悩みに合わせたオプションを追加できます。
詳しくはスタッフにご相談ください。

（有効期限３ヶ月）
39,000円＋税

この夏デビューしたケアシス。
イオン導入の２０倍の導入力といわれ、アルジルリン、イデベノン、

成長因子配合のプレミアム美容液を導入します☆

13,600円＋税

＋
or

同日施術で効果アップ！
イオン導入・ケアシスのどちらかを選択できます。

初回プラン

しみ・そばかすを薄くしたい

お肌がくすんできた
小じわが気になる

お肌にハリをだしたい

こんな方におすすめ こんな方におすすめ

イオン導入：19,000円＋税
ケアシス ：24,000円＋税

保湿効果

プラセンタ入り

不動の人気No.１

＋

LEDヒーライト

１回プレゼント

ヒアルロン酸を皮膚の表層に均一に注入し
キメ細かい水面のようなツヤ肌に導きます。

こんな方におすすめ

ハリのある肌になりたい

くすみ・乾燥が気になる

小じわ・ちりめんじわが気になる

肌の透明感を取り戻したい

40,000円＋税（全顔）

※直後に軽い赤みがでることがあります。

49,000円＋税

レーザーと併用もしくは
お持ちのコースのイオン導入から変更の場合

＋8,500円＋税

お顔の施術と併用もOK
フォトフェイシャル、ジェネシス、水光注射、ケミカルピーリング、LEDヒーライト、

エクシリス、顔脱毛、Vビーム、フラクショナルレーザーとの組み合わせ。

水光注射

美白 ハリ小じわ つや

※直後に軽い赤みがでることがあります。

※併用の場合は１０分間クールモードの施術です。

※直後に軽い赤みと薄いかさぶたが
できることがあります ※直後に軽い赤みがでることがあります。

※直後に内出血・赤み・一時的な膨疹ができることがあります

平日５時までのご予約
好評につき継続♡スペシャルメニュー

× × LEDヒーライト

たるみ治療で人気のエクシリスに最新導入機器ケアシスでお肌に美容成分を導入。
さらにLEDヒーライトでお肌にハリとツヤを！

29,800円＋税 ※直後にほてりや赤みがでることがあります。

フォトフェイシャル

ビタミンC
イオン導入

ケアシス

ジェネシス

ビタミンC
イオン導入

ケアシス

エイジングケア３回コース

フォトフェイシャル
or

ジェネシス
ビタミンCイオン導入

ケアシス（クライオエレクトロポレーション）

ケアシス３回コース

（有効期限６ヶ月）

うるおいクール
パック付

エイジングケアコース同時２個購入OK♡

をプレゼント
LEDヒーライト１回

ケアシス２回

（有効期限１年）



お肌のターンオーバー正常化を図る治療です。
毛穴が気になる方やニキビにお悩みの貴に適した施術となります。

また古い角質層の蓄積はくすみ・しみ・乾燥の原因にも。
つるんとひと皮むけたお肌を目指します！

選べる導入プラン
初回キャンペーン

同日施術で効果アップ！
イオン導入・ケアシスのどちらかを選択できます。

初回プラン

＋

or

こんな方におすすめ

毛穴が気になるニキビができやすい

肌のくすみが気になる

初回キャンペーンご購入の方に！ 人気のホームケアコスメセットをプレゼント

シミケアセット

APPSビタミンC化粧水30ml
HQクリーム5g
RACクリーム5g

ニキビケアセット

APPSビタミンC化粧水30ml
GAローション50ml
RACクリーム5g

UVセット

APPSビタミンC化粧水30ml
日焼け止めクリーム
SPF30 or SPF40

＆

30,000円＋税

こんな方におすすめ

赤みが気になる

小じわを改善したい

ニキビの痕を薄くしたい

お肌にハリをだしたい
まずはお試し！

初回トライアル

Ｖビーム顔全体
ビタミンＣ
イオン導入

＋

19,000円＋税

継続がおすすめ！

２回コース

＆ 毛穴引き締め効果

グリシルグリシン入り

産毛には皮脂や汚れが絡まりやすく、毛穴に雑菌が繁殖しやすい不衛生
な環境になります。毛を処理することで、雑菌や皮脂がたまりにく、毛穴の

奥まで洗浄もでき、ニキビの予防に！
お肌もワントーン明るく見えます♡

15,000円＋税

お好きなものを一つ選んでください ＆

シミ・しわ・たるみ・くすみ・色素沈着・
ターンオーバーの正常化・ニキビ菌の殺菌・ニキビ跡・

眼精疲労・レーザー治療後のダウンタイムに。

34,000円＋税

自費の施術は完全予約制。
ご予約は03-5220-1200まで💛

Ｖビーム顔全体

46,000円＋税

２回コースを２つ同時購入の方！
ビタミンCイオン導入を４回プレゼント

しわ・たるみの改善

ウルトラプラスXC
（効果持続時間：９か月～１年間）

25,000円＋税
※別途、5,000円＋税の
施術料がかかります。

治療対応日：
水曜日AM、木曜日、金曜日PM、土曜日

詳しくはご相談ください。

※全ての注射において一時的な内出血を伴う場合があります。

※ボリフト（持続性１年～１年半）
【１本１ｃｃ ３5,000円+税】もあります！

ヒアルロン酸注射

※直後に赤みやかさぶた、かぶれの症状がでることがあります

※直後にかぶれ・炎症の症状が
でることがあります

※直後に赤みやかぶれの症状がでることがあります

※直後に赤みやかさぶた、かぶれの症状がでることがあります

イオン導入：12,000円＋税
ケアシス ：17,000円＋税

※赤み・内出血・腫脹・炎症・色素沈着を伴うことがあります。

サリチル酸ピーリング

ビタミンC
イオン導入 ケアシス

サリチル酸ピーリング ビタミンCイオン導入

３回コース

Ｖビーム

顔脱毛 ビタミンCイオン導入

ＬＥＤヒーライト

5回コース

（有効期限３ヶ月）

（有効期限３ヶ月）

エクシリスしわ たるみほうれい線
超音波とラジオはの同時照射により

皮膚の奥深くまで熱を与えることができます。
お顔の引き締め・タイトニングに適しています。

たるみの治療にはこちらがおすすめ！

まずはやってみて！

初回トライアル 18,900円＋税
続けてキープ！

２回コース 42,000円＋税
２回コースを２つ

同時購入の方！

ビタミンCイオン導入を

４回プレゼント



点滴キャンペーン

ビタミンC濃度をグンとあげることにより、
美白・にきび・しわ・たるみなどお悩みに適しています

風邪対策にも♡
高濃度ビタミンC点滴

６g
￥6,000円＋税

１０g
￥8,000円＋税

１５g
￥11,000円＋税

２０g
￥14,000円＋税

お顔の施術中に、一緒に点滴はいかがですか？
同時施術された方→2,000円引き★
※割引後の値段を表示しています。

高濃度
ビタミンC点滴

6g：4,000円＋税
10g：6,000円＋税
15g：9,000円＋税
20g：12,000円＋税

白玉点滴
グルタチオンを主成分とする点滴。

日焼けしてしまった方にも！
600㎎ 5,000円＋税

1200㎎ 10,000円＋税

スーパー
にんにく点滴
エナジーチャージ！

7,000円＋税

αリポ酸
点滴

代謝UP、美肌にも
5,000円＋税

プラセンタ・
ビタミンカクテル

点滴
エイジングに適した点滴

肩こり、眼精疲労
5,000円＋税

プラセンタ
ファイブ点滴

プラセンタ５A
＋ビタミン配合
7,000円＋税

当院
人気No.１

フォトフェイシャル・ジェネシス・エクシリス・ケミカルピーリング・ケアシス
・ビタミンCイオン導入・Vビーム、顔脱毛、LEDヒーライトの施術と組み合わせ

全ての点滴・注射において、一時的な内出血などを伴う場合があります。

美肌点滴
ビタミン点滴＋アミノ酸
美肌＆エナジーチャージ！

7,000円＋税

約１５分 約１５分

約１５分

約１５分約１５分
約１５分

約１５分

約４５分 約４５分

約３０分

R1.12.1～2.29



おすすめドクターズコスメ

次世代型APPS
高浸透ﾋﾞﾀﾐﾝC化粧水

美肌・しわ・しみ・弾力・キメ・毛穴引き締め

ﾋﾞﾀﾐﾝC誘導体の数倍～数十倍の浸透力！
プロビタミンCの化粧水で

エイジングケアしましょう！

30ml 5,000円＋税
50ml 7,000円＋税

高濃度ビタミンE・A・C、
さらにヒアルロン酸配合の乳液。

70g  2,000円+税

厚生労働省承認
まつげ貧毛症治療薬

15,000円+税

3,000円＋税

しみ・そばかす・色素沈着

強力な美白剤。メラニン色素を
抑えて、シミケアしましょう！

ニキビ・毛穴・くすみ・ざらつき

3,000円＋税

200ml 6,000円+税

SPF30 PA++
防腐剤不使用・ﾉﾝｹﾐｶﾙ・

ｱﾚﾙｷﾞｰﾃｽﾄ済み
2,000円+税

SPF40 PA+++
ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ・防腐剤不使用・

ﾉﾝｹﾐｶﾙ・ｽｸﾜﾗﾝ，ﾋﾞﾀﾐﾝC，E配合・
敏感肌OK

CoQ１０を化粧品基準濃度の
３４倍。ﾋﾞﾀﾐﾝC,E,ﾋｱﾙﾛﾝ酸も
配合。美白・潤い・ハリに。

20g 6,000円+税
※５g 3,000円+税

EGF(細胞再生因子)の力で細胞組織
を活性化。ﾋﾞﾀﾐﾝE・A,ｶｲﾈﾁﾝ配合。
弾力・小じわ・ｺﾗｰｹﾞﾝ増加

30ml 8,000円+税
※他コスメと一緒にご購入頂くと、

6,000 ¥＋税になります。

敏感肌・乾燥肌・アトピー肌にも…

保湿力に優れた
オールスキン固形石鹸
ｱﾐﾉ酸・天然保湿因子配合

古い角質を落とし正常化することで、
透明感のあるツルツル肌へ！

頭皮の血流を促しヘアサイクルを整
え、毛髪成長期を延長しながら豊か
な黒髪を育てる薬用育毛剤です。
ハリコシツヤボリューム白髪予防…

なくなり次第終了となります

2,600円+税


