
コラーゲンピールは高濃度トリクロロ酢酸（TCA）と低濃度過酸化水素（H2O2）と
コウジ酸からなる薬剤「PRX-T33」を使用したピーリング治療です。

肌表面を守りつつ真皮深層まで働きかけ、弾力を司るコラーゲンやエラスチンが
活性化され肌にやさしくマッサージしながら薬剤を浸透させ、

肌にハリや弾力をもたらします。
さらに強力な美白成分であるコウジ酸も配合されており、くすみや肝斑、

ニキビ痕の色素沈着にも効果が期待できます。

コラーゲンピール

施術時間：30分程度

施術間隔：2～3週間に1回を5回で1クール、その後も定期的な施術が効果的
※お肌のタイプによって間隔は異なります。

<禁忌・注意>

●皮膚に未治療の炎症や傷のある方
●皮疹またはヘルペス発疹、脂漏性皮膚炎で治療中の方

●コウジ酸に対するアレルギーのある方
●妊婦及び授乳婦

●ﾆｷﾋﾞ治療でﾃﾞｨﾌｪﾘﾝｹﾞﾙや過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙﾄﾚﾁﾉｲﾝを使用している方は前後１週間より休薬が必要

※ｱｰﾄﾒｲｸされている方は薬剤を塗布すると薄くなる可能性があるので、お申し出ください。

ハリ
弾力

ツヤ
透明感

小じわ

完全予約制 TEL 03-5220-1200
詳しくは医師・スタッフにご相談ください。

初回価格（全顔） 9,800円＋税
２回目以降（全顔） 14,800円＋税



Special menu

エクシリス

たるみも肌ツヤもくすみも気になる…
でも痛い施術は嫌…
そんな方におすすめの

スペシャルメニューです。

こちらのメニューは
月曜・火曜・水曜午後・木曜・金曜午前の

限定メニューです。
午前は11:00～13:00、午後は16:00～17:00まで

ご予約が可能です。

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をさせていた

だきます。

完全予約制
ご予約はお電話もしくはNETで★

📞 03-5220-1200

ケアシス

リフトアップ

うるおい

ハリ

ツヤ

× LED
ヒーライト×

21,000円＋税

※直後にほてりや赤みがでることがあります。



完全予約制
ご予約はお電話もしくはNETから…💻

📞 03-5220-1200

BODY
サリチル酸ピーリング

＆
ビタミンCイオン導入

こちらのメニューは
月曜・火曜・水曜午後・木曜・金曜午前の限定

メニューです。
午前は11:00～13:00、午後は16:00～17:00まで

ご予約が可能です。

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をさせていた
だきます。

二の腕・ﾃﾞｺﾙﾃ・背中・お尻・太もも裏などのｻﾞﾗﾂｷ・黒ずみ
毛孔性苔癬に日焼け後のしみ・そばかすにもOK ★
お肌の露出が多くなる季節にツルツルBodyを目指しませんか？

9,800円＋税
GAローション100mlをお一つプレゼント🎁

ニキビや毛穴・ざらつきなどが気になる部分に
ホームケアとしてお使いいただけます♬

※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。



79,800円+税

※ＶＩＯの剃毛代は、3,000円＋税となります。事前の剃毛をお願い致します。
※ＶＩＯの麻酔代は、2,000円＋税となります。

麻酔ご希望の場合は、事前にお申し出ください。麻酔時間15分

• 剃毛代全処理（3部位未処理の場合）
• 剃毛代全処理（2部位以下未処理の場合）
• 剃毛代 剃り残し（1部位につき）

6,000円+税
4,000円+税
500円+税

平日お得なプラン！気になる産毛まで脱毛できるチャンス♪
初めての方も、やり残した方も、この期間に是非どうぞ♡

55,000円+税

完全予約制
ご予約はお電話もしくはNETから…💻

📞 03-5220-1200

脱毛の当日・無断ｷｬﾝｾﾙに関して
脱毛のご予約が増えたため、ご予約が
取りにくくなっております。
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。

※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。



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

水曜 11:00～14:00
木曜 11:00～14:00 16:00～19:00
金曜 16:00～19:00
土曜 11:00～13:00 15:00～17:30
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





ラエンネックP.O
（飲むプラセンタ）

プラセンタエキスはヒトの胎盤由来のもので、
お肌だけでなく全身に改善効果が現れます。

胎盤には、アミノ酸やタンパク質、脂質、糖質などの栄養素と、
身体の働きを活発にするビタミン・ミネラル・核酸・酵素といった

生理活性成分、細胞の新陳代謝を促す成長因子など、
胎児の成長に欠かせないあらゆる栄養素がたっぷり含まれています。

効果・効能
美肌・美白、発毛促進、皮膚の保湿作用、アトピー性皮膚炎、
シミ、創傷治癒促進、生理不順・生理痛の改善、肝臓機能強化、
肩こり・腰痛改善、便秘改善など

1箱(100カプセル)
19,000円＋税

医療機関のみで処方できる「ラエンネックPO」は、
忙しい方や通院が難しい方でも

継続して摂取できるヒトプラセンタ由来の経口薬です。

・購入に際し、同意書が必要となります。
・ラエンネックPOは、注射や点滴とは違い、献血の制限を設けません。
・服用当初は、1日2カプセル程度から始めて、慣れてきたら1日2～6カプセルの間で症状や
体調にあわせて調整して下さい。水またはお湯で服用して下さい。1日2～3回に分けても、
1度に服用しても構いません。

１日２カプセル内服するだけで注射１本分の効果！

注射や点滴になかなか通えない方にも・・・

★ﾌﾟﾗｾﾝﾀ注射と併用してもより効果的です！
１ｱﾝﾌﾟﾙ 2,000円+税～
お気軽にＳＴＡＦＦまでお尋ねください♪



＆
or

エイジングケア３回コース

or ＋
プラセンタ入り

ビタミンCイオン導入

コースご購入の方に
LEDヒーライト１回

プレゼント🎁

49,000円＋税 （有効期限６か月）

フォトフェイシャル

HIBIYA SUMMER PLAN
2020.6.1～2020.8.31

エクシリス

フォトフェイシャル

※直後に赤みや薄いかさぶたがでることがあります。

初回料金 16,000円＋税
２回目以降 19,000円＋税

🌼 イオン導入🌼

初回料金 24,000円＋税
２回目以降 26,000円＋税

🐧 ケアシス🐧
しみ・そばかすの治療をしたい方
お肌のくすみが気になる方

※直後に赤みや薄いかさぶたがでることがあります。

ジェネシス

＆
or

初回料金 16,000円＋税
２回目以降 19,000円＋税

初回料金 24,000円＋税
２回目以降 26,000円＋税

🌷 イオン導入🌷

🐳 ケアシス🐳
たるみ毛穴が気になる方
小じわの改善、お肌のハリをお望みの方

※直後にほてりや赤みがでることがあります。

初回プラン
エクシリス(全顔)＋イオン導入

19,000円＋税

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です。

２回目以降
エクシリス(全顔)＋イオン導入

22,000円＋税
※直後にほてりや赤みがでることがあります。

ビタミンCイオン導入
＆

イオン導入：10,000円＋税 ケアシス：15,000円＋税

サリチル酸ピーリング

３回コース

30,000円＋税（有効期限3ヵ月）

コースご購入の方に
LEDヒーライト１回

プレゼント

ニキビ・毛穴の治療をしたい方
くすみを改善したい方
ハリ・弾力・若返り治療をお望みの方

＆

サリチル酸ピーリング or
ケアシス

グリシルグリシン入り
ビタミンCイオン導入

※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。

皮膚表面に電気の力でスペースをつくり、美容有用成分を導入する施術です。
神経幹細胞由来の美容液を使用するため、あらゆるお肌のお悩みに。

１回
13,600円＋税

ケアシス３回コース
39,000円＋税

（有効期限3ヶ月）

フラクショナルレーザーやフォトフェイシャルなど
お顔の施術と一緒にやることもできます。

（イオン導入、クレンジング、クリアタッチは￥13,600円となります。

併用価格8,500円＋税（単品施術と併用の場合）

ケアシス(クライオエレクトロポレーション）

イオン導入がセットになっているメニューは
イオン導入からケアシスに変更できます。

１回変更につき、その都度＋8,000円＋税となります。

ケアシスビタミンC
イオン導入

ビタミンC
イオン導入 ケアシス

ジェネシス

※直後に軽い赤みがでることがあります。



＆

肌細胞を増やしコラーゲン・エラスチンを増生し、シミ・たるみ・眼精疲労や
ニキビ・くすみ改善、筋肉痛や肩こりの解消が期待できます。

34,000円＋税（有効期限3ヵ月）
※直後に赤みやかぶれの症状がでることがあります。

５回コース

顔脱毛 ＆
グリシルグリシン入り
ビタミンCイオン導入

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、ニキビの予防にも。

お肌もワントーン明るく見えます。

12,000円＋税

イオン導入オプション
●トラネキサム酸

●プラセンタ

●グリシルグリシン

●海藻パック

美白やくすみ、肝斑に

保湿やエイジングケアに

皮脂分泌や毛穴のお悩みに

鎮静イオン導入力アップ

各1,000円＋税

ディープエレクトロ
クレンジング オプション

イオン導出の力で普段の洗顔では取り
切れない汚れをイオンのパワーでかき
出します。他のお顔の施術と併用がお
すすめです。

3,000円＋税

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

👉 お肌にうるおいを与えたい方
👉 キメを整えたい方
👉 小じわが気になる方
👉 くすみを改善したい方

１本 20,000円＋税
２本 35,000円＋税

ヒアルロン酸
（水光注射専用）

ベースのヒアルロン酸に追加でさらに効果UP！
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

●プラセンタ（エイジングケア）
●ビタミンC（美肌・美白）
●トラネキサム酸（透明感・美白）

各1,000円＋税

●マイクロボツリヌス（小じわ・ハリ） 30,000円＋税

※麻酔代が別途
2,000円＋税
かかります

トラネキサム酸 ビタミンCイオン導入＆ 海藻パック付

５回コース
👉 しみ・ニキビ・毛穴・赤み・火傷痕・色素沈着などのお悩みにアプローチ
👉 お肌への保湿やコラーゲン生成にも◎
👉 皮脂分泌・抗酸化・皮膚のダメージ・キメのお悩みに◎

23,000円＋税（有効期限3ヵ月）
※直後に赤みやかぶれの症状がでることがあります。

ビタミンCイオン導入LEDヒーライト

赤い色素に吸収される特長を持ち、赤あざ、赤ら顔や
赤く色素沈着してしまったにきび痕の改善に適した治療法です。
また、レーザー光が線維芽細胞を刺激し、コラーゲンを増生し
小じわや目元のたるみでお悩みの方にも効果が期待できます。

Vビーム

初回プラン
Vビーム(全顔)＋イオン導入

19,000円＋税

２回目以降
Vビーム(全顔)＋イオン導入

22,000円＋税

※直後にかぶれ・炎症の症状がでることがあります。

ウルトラプラスXC
持続性：9ヵ月～1年

1本１cc
25,000円＋税

※別途、5,000円＋税の施術料がかかります。

ふっくらとしたハリのある若々しい印象へ…
ヒアルロン酸をしわやくぼみに注入することで、

もともと体内に存在していたヒアルロン酸と融合して
皮膚にふくらみをもたせ、くぼみを押し上げて

しわなどを目立たなくする治療です。

※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。

治療対応日
水曜AM・木曜
金曜PM・土曜

完全予約制
📞 ０３-５２２０-１２００

月曜～金曜
１１：００～１４：００、１６：００～１９：００
土曜
１１：００～１３：００、１５：００～１７：３０

※赤み・内出血・腫脹・炎症・色素沈着を伴うことがあります。

※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

ヒアルロン酸注入



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

内服では摂取することのできない大量のビタミンCを投
与します。

🍊 メラニン色素の形成を抑える効果が期待できます。
🍊 コラーゲンを作り、皮膚のハリ・たるみ予防に。
🍊 酸化を抑え、しみ・しわの防止に。
🍊 免疫力アップ！風邪予防やエナジーチャージに。
🍊 肌トラブルの予防に。

体内で発生する活性酸素の増加を抑え、細胞の酸化を防ぎ
ます。あらゆる臓器や細胞に働きかけ、活性酸素を抑えて
新陳代謝を促し、また有害物質を排出する効果にも優れて
います。

🔥 むくみや冷え性などに。
🔥 体内の毒素を排出する働き
🔥 体脂肪の増加を抑える働き
🔥 糖尿病を含む成人病の予防にも

5,600円＋税

美白・エイジング、エナジーチャージ、肝機能の向上が期
待される効果です。グルタチオンは3つのアミノ酸からな
り、紫外線や加齢に伴う活性酸素の増加、老化を防止し、
美しく透明感のある肌をキープします。

☼日焼けをしてしまった
☼色白になりたい
☼顔だけでなく、体も白くなりたい
☼美肌になりたい
☼肌のくすみが気になる
☼紫外線が気になる

600㎎ → 5,600円＋税
1200㎎ → 9,600円＋税

💉 エイジングケア・肌荒れ・肝機能低下・肩こり・筋
肉痛・眼精疲労・アトピー性皮膚炎・アレルギー症状

1アンプル2,000円＋税
2アンプル3,000円＋税

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。



🌷 皮脂の分泌をコントロールし毛穴の引きしめ効果に！
🌷 背中などの体用化粧水としてもOK
🌷 さっぱりした使用感で夏におすすめの化粧水です

50ml 3,400円＋税
100ml 5,950円＋税

SPF30 PA++ 防腐剤不使用
ノンケミカル
アレルギーテスト済み

☆さっぱりした使用感
☆のびが良いので全身用にも使いやすい

SPF40 PA+++

ウォータープルーフ
防腐剤不使用、ノンケミカル
スクラワン、ビタミンC・E配合

☆しっとりした使用感
☆敏感肌の方でもご使用できます
☆白浮きしない、お化粧下地としてもOK

1,700円＋税

2,210円＋税

☀抗酸化成分で塗るだけでは防げなかった紫外線カット！
☀１日１粒で２４時間効果が持続◎飲みなおし、塗りなおし
なし◎
☀その他６種類の美肌成分も配合し美肌効果も期待できる優
れもの！。

1箱30日分 6,500円＋税
1袋7日分 2,000円＋税

🌼 においの原因となる汗と菌を抑えます
🌼 軽くのびてべたつかない感触のクリームです！
🌼 ビタミンC・E配合

アミノ酸複合成分、天然保湿因子配合
無香料・無着色
皮膚科専門医 増岡院長が監修した全身用固
形石鹸
🍉 保湿に優れたモイスチャーソープ
🍉 全ての肌質の方にお使いいただけます
🍉 肌にやさしくマイルドな泡立ち

1,500円＋税

なくなり次第終了
となります

厚生労働省承認
まつげ貧毛症治療薬

15,000円＋税

１日１回
まつ毛の根本につけるだけ♬

30g 2,000円＋税

夏に使いたいオススメコスメが
お求めやすい価格になっております。

この時期にぜひ・・・♡


