
♥♥♥大人気の施術をお得な福袋価格で♥♥♥

美しい肌で新年を始めませんか？

①ステラＭ22 全顔２周＆トラネキサム酸イオン導入

②コラーゲンピール＆ケアシス
※2週間の治療間隔が必要

◎ステラM22はオプションがつけられます

海藻パック 1,100円 スポット照射無制限 1,100円

①ジェネシス＆ビタミンCイオン導入＆ＬＥＤヒーライト

②エクシリス＆ビタミンCイオン導入

③コラーゲンピール＆ケアシス
※②→③ 2週間の治療間隔が必要

49,500円(税込)

39,000円(税込)

購入可能期間：2023年1月1日～1月31日迄
有効期限：2023年4月28日迄

※１月中にお支払いが済んでいない方は対象外ですのでお気を付けください。
期限の延長は認められません。有効期限は厳守でお願い致します。

18,500円(税込)

①サリチル酸ピーリング＆ビタミンＣイオン導入

②顔脱毛＆ビタミンＣイオン導入

※1週間の治療間隔が必要

※施術の順番は当院の指定となりますのでご了承下さい。

毛穴・美肌

美白・保湿

たるみ・はり肌

【福袋併用限定】 オプションございます◎

✓ 毛穴のお掃除 ディープエレクトロクレンジング ￥3,300
✓ 肌細胞の覚醒 医療用LED ヒーライト ￥4,400
✓ イオン導入追加薬剤 各￥1,100～1,650
✓ イオン導入をグレードアップでケアシスに変更 ￥9,900
✓ 同日施術限定で当院点滴メニューが全て20％OFF



【完全予約制】

ご予約はお電話もしくはNETで♪
WEB予約は24時間受付中！

℡ 03-5220-1200

2022.12.1～2023.2.28

モータス：体脱毛
「Motus AX モータスAX」は、毛乳頭および毛根周囲の領域に

ダメージを与えることにより、新たな毛の再生を防ぐ不再生脱毛を行います。
脱毛したい部位にハンドピースを動かしながら徐々に熱を入れ、
毛根を弱めていきます。施術中はほんのり温かい感じです。

ダイオードレーザー：顔脱毛
「ダイオードレーザー」は、レーザーのエネルギーを皮膚の表面を通過して

毛根に集中し瞬間的に高熱を生じさせ、毛根に接している毛包や
毛乳頭に熱を加えることで、毛の再生機能をなくして脱毛します。

♡日比谷院では２種類の医療レーザーを使い分けています♡

※表示価格は全て税込みです。

※施術後まれに赤み・水疱・色素沈着することがあります。

★脱毛を受けられる方へお願い★

脱毛する前日もしくは当日にご自身で剃毛をお願いしております。
剃毛していない場合は別途剃毛代が発生します。

剃毛代 狭い範囲 550円 広い範囲 1,１00円

剃毛時間は施術時間に含まれておりません。
未処理では次のご予約の患者様へ大変なご迷惑をおかけしてしまいます。

また安全に適切な施術を行うための妨げとなります。

やむ負えない事情で当院での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。
事前に前処理を怠っていた場合、

当日の施術をお断りさせて頂くことがございます。

＊剃毛代全処理（３部位未処理の場合） 6,600円
＊剃毛代全処理（２部位以下未処理の場合） 4,400円
＊剃毛代 剃り残し（１部位につき） 550円

5,500円

8,800円

5,500円

18,700円

30,800円

5,500円

33,000円

44,000円

11,000円

11,000円

13,200円

33,000円

8,800円

660円

※表示価格は全て１回の税込料金です※

＊ 両ひじ下(手指甲含む） 11,000円

＊ 両ひざ下(足指甲含む) 11,000円

＊ うなじ＋背中上部 15,000円

＊ 背中全面 15,000円

＊ VIO(麻酔代込み) 24,800円

両ワキ

うなじ

手の甲・指

両ひじ上

腕全体（手指甲含む）

両ひざ

両太もも

足全体（足指甲含む)

背中ハーフ（上半分・下半分）

Ｖライン

顔脱毛＋グリシルグリシンイオン導入

顔脱毛+グリシルグリシンイオン導入 ３回コース

（有効期限 購入日から４カ月）

体5㎝×5㎝

１ショット

★デリケートゾーンの剃毛に関してのお願い★

冬だけ PRICE DOWN!!

今のうちに賢くムダ毛対策◎

♡ ♡
♡

♡
♡

♡

https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_02.html/utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf


＊ CoQ10ｃｒｅａｍ or  CoQ10ｃｒｅａｍRICH

＊ 飲むプラセンタ ラエンネックP.O

＊Ｍソープ

＊ メタトロン クレンジングジェル
＋ セルケア GFプレミアム炭酸洗顔フォーム

アミノ酸・黒砂糖などの天然保湿成分を原料に作られた固形石鹸
きめ細かい泡立ちで潤いを保ちながら、汚れもきれいに落とせます！

1,650円（税込）

２カプセルで注射１本分★ お家で服用できるプラセンタです
肌荒れ 乾燥 疲労 肩こり 肝機能低下 アレルギー症状

１箱(100カプセル)   20,900円(税込)

通常5gの販売ですがご好評につき20ｇＢＩＧサイズの販売継続！
乾燥が気になる、これからの季節におすすめ◎

持ち歩き可能で手軽に使える機能性保湿クリームです

ＣｏQ10ｃｒｅａｍ ･･･しっとり ＣｏQ10ｃｒｅａｍRich・・・さっぱり

５ｇ 3,300円 → 4倍★ ２０ｇ 6,600円（税込）

＊ペップビューミスト

人気施術★ケアシスに使用するものと同じ成分配合の美容液◎
イデベノン、アルジルリン、成長因子で美白・ハリ・シワ・保湿！
気になるときにシュッとひと吹き！お化粧水としても◎

１本 5,280円（税込）

※表示価格は全て税込みです。

お気軽にお声掛けください！

＊ ナビジョンDR薬用スカルプローション

＊ペロバームローション

セット購入 9,800円（税込）

2022.12.1～
2023.2.28

頭皮の血行促進 栄養分を運びます 毛髪成長◎ 本数増殖◎
髪の成長期を延長 理想的なヘアサイクルへ！ ハリ・コシ・美髪
抜け毛を防いで黒髪を育てます。 ★頭皮ケア★ 女性おすすめ！

１本 6,600円（税込）

3つの特許成分と7つの有用成分で、抜け毛予防と毛の再生を促します。
ビタミンや食物エキスにより、自然でボリューム感のある
若々しい髪へ･･･ ★頭皮ケア★ 男性女性ＯＫです！

１本 9,900円（税込）

＊ APPSVCローション(大)×２本
＋CoQ10ｃｒｅａｍBIGサイズ

当院人気のコスメがセットになりました！APPSは保湿力が持続しやすいので
乾燥する冬におすすめ♪ 美白・くすみ・しみ・色素沈着・ハリ・キメ 気になる方へ！
そして、たっぷり使える美容クリーム付きです！
CoQ10ｃｒｅａｍか、CoQ10ｃｒｅａｍRICH お好きな方どちらか選べます◎
スキンケア後、メイク前、日中 いつでも使えます！ 毎日のエイジングケアに♡

19,800円（税込）

＊ HQ（ハイドロキノン）

ビタミンＡ誘導体 肌表面の古い角質を剝がします！
くすみ・しみ・にきび痕の凹凸 気になる方へ！
※濃度②0.025% ③0.05% ④0.1% ⑤0.2% ⑥0.4%

＊ RAC（レチノイン酸）

しみ・そばかす・肝斑・にきび痕の色素にアプローチ！
※濃度：HQ４％ HQ＋８％

５ｇ 3,300円(税込)

５ｇ 3,300円(税込)

★４倍サイズ★

クレンジングは油分を含まない濃厚なジェルタイプ！
カルノシン・タウリン・脂溶性ビタミンCなど美容有用成分配合。
洗顔フォームはノンパラベン・無香料・無着色で安心◎
当院のパウダーブースにて実際に使用しているものです！

https://www.hibiya-skin.com/cosme/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf/#appsvc
https://www.hibiya-skin.com/cosme/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf/#coq10
https://www.hibiya-skin.com/cosme/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf/#msoap
https://www.hibiya-skin.com/cosme/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf/#hq
https://www.hibiya-skin.com/cosme/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf/#rac


MENS 脱毛
医療用蓄熱式アレキサンドライトレーザー使用 敏感肌・アレルギー・アトピーの方もできます◎

鼻下＋あご＋あご下（裏側）３回コース(麻酔代含む)

(３回コースのみ麻酔代込・有効期限６カ月) 47,520円

★冬だけ 特別PRICE DOWN★

お得‼両ほほ＋鼻下＋あご＋あご下（裏側） 15,000円

両ほほ 7,700円
鼻下 4,400円
あご 5,500円
あご下（裏側） 5,500円

2022.12.1～
2023.2.28

★ 麻酔をご希望の場合は、事前にお申し出ください。 (麻酔時間15分)
★ 強度の日焼けをしている方、日焼けをする予定のある方は施術を延期していただくことを、お勧めしております。
★ 脱毛部位は前日か当日に必ず剃毛をしてください。未処理の場合には、剃毛・処理代を頂戴いたします。（3,300円）

※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。

＊追加料金 麻酔代 １部位 1,100円／２部位以上 2,200円

表示金額は全て一回毎の料金です 税込価格となっております

痛み
少なめ

ひじ下(手の甲･指含んでいません) 17,000円
ひざ下(足の甲･指含んでいません) 20,000円

胸部 19,000円
腹部 19,000円

毛根を
熱破壊

短時間で
脱毛幅広い

肌質対応

毛穴が気になる「鼻」の脱毛も追加できます！ 7,700円

※全て１回の料金です※

※同日に手の甲･指or足の甲･指を希望の方は、
別途5,500円追加で照射できます。

（＊1回あたり 15,840円）

※体の脱毛と同日にワキ脱毛を希望の方は、
別途9,900円追加で照射できます。

完全予約制
ご予約はお電話もしくはNETで♪

WEB予約は24時間受付中！
℡ 03-5220-1200

https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_02.html/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf


完全予約制
ご予約はお電話もしくはNETで♪

WEB予約は24時間受付中！
℡ 03-5220-1200

※施術直後にほてりや赤みがでることがあります。

エクシリス＆ケアシス＆LEDﾋｰﾗｲﾄ
29,800円(税込)

2022.12.1～
2023.2.28

超音波×高周波のダブル照射
✓ 超音波で脂肪細胞を分解
✓ 高周波で脂肪細胞の燃焼

透明感ハリ

★★こんな方におすすめ★★

＊痛い治療は苦手で続かない ＊二重あごが気になる
＊しわ・たるみが気になる ＊むくみやすい

＊ダウンタイムは避けたい ＊直後からメイクをしたい

こちらのメニューは
月曜・火曜・水曜午後・木曜・金曜午前に

ご予約をお願い致します。
午前11:00～13:00、午後16:00～17:00までの

ご予約のみとなります！
※初めて治療を受けられる方は予約の10分前まで、
２回目以降の方は5分前までにお越しください。

当日は医師の診察には入らず施術させて頂きます。

引き締め 潤い

https://www.hibiya-skin.com/subject/exilis.html/utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf


完全予約制
ご予約はお電話もしくはNETで♪

WEB予約は24時間受付中！
℡ 03-5220-1200

※施術中に眩しさや痛みを感じることがあります。
施術後は赤みやヒリつき、かさぶたができる可能性がございます。

新型フォトフェイシャルで
しみのない透明感のある美肌へ

ステラM22 スポット照射
打ち放題！

ケアシス ＆ LEDヒーライト

34,000円(税込)

2022.12.1～
2023.2.28

こちらのメニューは
月曜・火曜・水曜午後・木曜・金曜午前にご予約をお願い致します。
午前は11:00～13:00午後は16:00～17:00までのご予約が対象です！

全顔２周

しみ たるみ赤ら顔

一人ひとりのお肌悩みに応じたトータル美肌ケア！
お好きなフィルターを2種類選んで
スペシャルオーダーメイド治療♡

https://www.hibiya-skin.com/subject/m22.html/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf


完全予約制
ご予約はお電話もしくはNETで♪

WEB予約は24時間受付中！
℡ 03-5220-1200

87,780円(税込) 60,500円(税込)

上半身
１回プラン

足全体
（足の甲・指含む）
お尻・VIO

腕全体（手甲・指含む）
胸（乳輪含む）・両わき
お腹・うなじ・背中全体

月曜・火曜・木曜 11:00～/12:00～/16:00～
水曜16:00～ 金曜日11:00～/12:00～
上記いずれかのお時間でご来院できる方のみ対象です。

※赤み・ヒリヒリ感が出る場合があります

上半身 or 下半身脱毛

2022.12.1～
2023.2.28

下半身
１回プラン

【剃毛に関してのお願い】
剃毛は施術時間に含まれないため、未処理の状態でのご来院は、次でお待ちの方に
ご迷惑がかかります。また、安全かつ適切な施術の妨げとなります。やむを得ない
事情で剃毛をご希望される方は、事前に必ずご連絡下さい。別途料金がかかります。

連絡がなく剃毛を怠っていた場合、施術をお断りする場合がございます。

【剃毛代】狭い範囲 550円/広い範囲1,100円
（VIO）3部位未処理6,600円/2部位未処理4,400円/1部位550円

【麻酔代】一部位1,100円/VIO2,200円（各税込）

【脱毛の当日・無断キャンセルに関してのお願い】
広範囲でご予約を頂いた状態での無断キャンセルや、当日の急なキャンセルは
他の方にご迷惑がかかります。度重なるキャンセルを行われた場合には、
今後のご予約をセーブさせていただきますのであらかじめご了承下さい。

1回で広範囲！
女性脱毛プラン

https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_02.html/utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf


完全予約制
ご予約はお電話もしくはNETで♪

WEB予約は24時間受付中！
℡ 03-5220-1200

１部位 11,000円(税込)

お顔 or お身体

サリチル酸ピーリング
＆ビタミンCイオン導入

2022.12.1～
2023.2.28

お顔はもちろん、背中・二の腕・デコルテ・お尻・太もも裏などの

ざらつき・黒ずみ・毛孔性苔癬、日焼け後のシミやそばかすにもOK★

紫外線が弱くなったこの時期にツルツルBodyを目指しませんか？

※直後に赤みやかさぶた、かぶれの症状が出ることがあります。

こちらのメニューは、
月曜・火曜・水曜午後・木曜・金曜午前

にご予約をお願い致します。
午前は11:00～13:00 午後は16:00～17:00

までのご予約のみとなります！

美白
効果にきび

対策
透明感

パーツご相談ください♪

https://www.hibiya-skin.com/subject/cp.html/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf
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