Shinagawa
Woman’s
医療脱毛Plan
2021.3/1～5/31

お得な３回ｺｰｽのご用意もございます♡
✿両ワキ
✿乳輪回り
✿両ひじ下(手の甲、指含む)
＊有効期限6か月

⇒ 13,200円(税込)
⇒ 13,200円(税込)
⇒ 36,300円(税込)

期限内にコース消化されなかった場合や、途中で治療終了された場合の返金は行
いませんのでご了承下さい。

※3回ｺｰｽﾌﾟﾗﾝ以外、1回毎のお値段となります。
※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。
※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、
今後のご予約を制限させていただきます。

VIO（ﾊｲｼﾞﾆｰﾅ）脱毛＆麻酔代含む
Vライン
Iライン（外陰部）
Oライン（肛門周囲）
ヒップ

→
→
→
→
→

22,000円(税込)
11,000円(税込)
8,250円(税込)
8,250円(税込)
12,100円(税込)

うなじ
背中（上半分or下半分）
腹部
乳輪回り
へそ周り（5㎝×5㎝）

→
→
→
→
→

5,500円(税込)
11,000円(税込)
11,000円(税込)
5,500円(税込)
5,500円(税込)

両ワキ
両ひじ下（手の甲・指含む）
両ひじ上
両ひざ下（足の甲・指含む）
両太もも

→
→
→
→
→

5,500円(税込)
13,200円(税込)
13,200円(税込)
19,800円(税込)
27,500円(税込)

顔全体（ﾚｰｻﾞｰﾌｪｲｼｬﾙ）&
ｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝVCｲｵﾝ導入
★同日特別ｵﾌﾟｼｮﾝ 鼻毛脱毛

→ 13,200円(税込)

足全体（足の甲・指含む）
★同日特別ｵﾌﾟｼｮﾝ ヒップ脱毛

→ 44,000円(税込)
→ 11,000円(税込)

腕全体（手の甲・指含む）
★同日特別ｵﾌﾟｼｮﾝ 両ワキ

→ 25,300円(税込)
→ 3,300円(税込)

→ 2,200円(税込)

★ﾃﾞﾘｹｰﾄｿﾞｰﾝの剃毛に関してのお願い
お越しいただく当日か前日までに必ず御自身で剃毛の前処理をお願い致
します。やむを得ない事情でこちらで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。剃毛についてのご料金は下記になります。
事前の前処理を怠っていた場合、当日の施術をお断りさせていただくこ
とがございますので、ご了承下さいませ。
• 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）
完全予約制
お電話かHPよりご予約下さい
QRコードよりご予約フォームへ
☎03-5715-1150

5,500円(税込)
3,300円(税込)
550円(税込)

Liftera-V～痛みの少ないHIFUリフティング
メスや糸を使わない

切らないフェイスリフト
アプリケーターを動かしながらHIFUを照射
皮膚の土台
SMAS筋膜まで届く✨

初回価格

全顔：

44,000円(税込)

❁４週～６週未満で来院された場合、初回価格で照射頂けます

49,500円(税込)
上顔(額+目周り)： 20,000円(税込)
下顔(両頬+顎下)： 41,000円(税込)
首： 23,000円(税込)
2回目以降 全顔：

※妊娠中の方は施術出来ません。
※糸リフト、金の糸を挿入されている方、心臓ペースメーカーや体内に金属を挿入されている方は施術出来ません。
※インプラントをされている方は熱さを強く感じることがあります。
※施術後まれに、赤み、腫れ、一時的な色素沈着の症状が出ることがあります。
※施術後1週間程度、施術部位に筋肉痛に似た違和感を感じることがあります。
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弾力
ニキビ跡
毛孔性苔癬

小じわ
毛穴

このようなお悩みの
ある方におすすめの施術

ツヤ
透明感

お肌の再生能力を高める治療です
コラーゲン産生を促し、滑らかな肌へ

全顔
⇒
20,350円(税込)(麻酔代含む)
両二の腕(外側)
⇒
16,500円(税込)(麻酔代含む)
鼻・両頬 [初回価格]
⇒
15,180円(税込)
鼻・両頬 [2回目以降]
⇒
16,500円(税込)
両頬
⇒
14,300円(税込)
鼻or顎or両こめかみor額
⇒
11,000円(税込)
(鼻根、鼻周り)

★お悩みに合わせて薬液を追加して効果up
・Hyla Active+Antioxidant Cocktail 2,200円(税込)
⇒ニキビ・ニキビ跡対策・抗酸化
※ﾋﾞﾀﾐﾝC ﾅｲｱｼﾝｱﾐﾄﾞetc. .
・Hyla Active+Brite Lite 2,200円(税込)
⇒美白・色素沈着
※ｺｳｼﾞ酸 etc. .
◎施術後、再生機能を高める皮膚再生因子(EGF)
ﾊﾟｯｸも5,500円(税込)で追加可能

(眉間含む)

※全顔、両二の腕以外の部位は麻酔代別途：1,100円(税込)頂きます。
完全予約制
お電話かHPよりご予約下さい。
☎03-5715-1150

※施術前に、麻酔ｸﾘｰﾑを塗布させていただきます。
※個人差はありますが、施術後1週間程度、乾燥感・ヒリヒリ感・腫れ・赤み・内出血を生じることがあります。
施術後の乾燥を防ぐため、初回時に、ヘパリン類似物質クリームを1本お渡しします。
※施術当日の洗顔・メイクはお控え下さい。翌日から可能です。

ウーバーピール
ハリ
艶

ニキビ肌

美白

ダーマペン４専用の低刺激性ピーリング
ニキビ肌を治療したい方！ワントーン明るい素肌へ。

主成分の『マンデル酸』が
ターンオーバーの乱れを正常に戻し、
コラーゲンの最構築を助けます。
抗炎症作用もあるため、
炎症性のニキビがある方もご使用頂けます💜

★ダーマペン４は痛みがあり続かなかった。
★炎症性のニキビが治らない。
とお悩みな方に特におすすめ！

初回価格 全顔(麻酔代含む)： 26,180円(税込)
2回目以降 全顔(麻酔代含む)：31,350円(税込)
頬+鼻
⇒ 18,150円(税込)
額
⇒ 13,750円(税込)
顎
⇒ 13,750円(税込)
両頬
⇒ 16,500円(税込)
全顔以外のパーツは、麻酔代別途：1,100円(税込)頂きます。

※他、体のパーツで施行できる部位もございますので詳しくは、スタッフまでお問合せ下さい｡
※施術中、多少の痛み、熱感、ヒリヒリ感を感じることがあります。
※施術後、12時間は洗顔・メイクが出来ません。
※施術後1週間程度、内出血・腫れ・赤み・乾燥・薄い皮むけの症状が出ることがあります。
◎初回時にヘパリン類似クリームを１本お渡しします。

ダーマペン４とコラーゲンピールを組み合わせることにより

ワンランク上の美肌治療を。
ダーマペン４

コラーゲン
ピール

×
初回価格
全顔
26,180円(税込)
2回目以降
全顔
31,350円(税込)
完全予約制
お電話かHPよりご予約下さい
☎03-5715-1150

ヴェルベッﾄのような
柔らかで艶のある肌を目指して

✨２つの治療法により、うる艶肌に導く

コンビネーション✨

※施術前に、麻酔ｸﾘｰﾑを塗布させていただきます。すべて麻酔ｸﾘｰﾑを含む価格となります。
※個人差はありますが、施術後1週間程度、乾燥感・ヒリヒリ感・腫れ・赤み・内出血を生じることがあります。
施術後の乾燥を防ぐため、初回時に、ヘパリン類似物質クリームを1本お渡しします。
※施術当日の洗顔・メイクはお控え下さい。翌日から可能です。

CARESYS-S

～ケアシス‐S～

針を使うことなく肌深部まで
薬剤を届けることを可能にした機械
浸透率はイオン導入の約２０倍！！
こんなお悩みがある方におすすめ
☑注射せずに薬剤を注入したい
☑痛み・ダウンタイムのある施術が苦手
☑肌の乾燥が目立つ 潤いがない
☑肌にハリ・弾力を出したい
☑くすみが気になる
全顔: 14,960円(税込) (HOT＆COOLモード)
全顔３回ｺｰｽ: 42,900円(税込) (HOT＆COOLモード)
↳有効期限３ヵ月

首or手の甲：12,760円(税込) (HOTモードのみ)
他施術との併用：9,350円(税込)(全顔)
(COOLモードのみ)

使用薬剤はプレミアム美容液

【ペップビューは神経系幹細胞から抽出された美容液】
１．エイジングケアが期待できるイデベノンが配合されており
若々しい肌へ導きます💜
２．ダウンタイムのある施術後の肌にも使用可能♪
成長因子とペプチドにより肌再生を促します♪
３．塗るボトックスと呼ばれるアルジルリン配合で、ハリのある肌へ☆
７つの成長因子（グロウスファクター）とペプチドを含み
クリニック専用の美容液として開発された美容液が、
あらゆる悩みにアプローチし理想の肌へ導きます💕

※併用価格をご利用頂ける施術には限りがあります。
各種イオン導入・LEDﾋｰﾗｲﾄ・クリアタッチとは、ご利用頂けません
イオン導入➡ケアシスへの変更プランもございますので、場合により価格が変更致します
※まれに、直後に赤みの症状がでることがあります

Pepbuiw+💗

2021.3/1～5/ 31
・両頬＋鼻下＋あご＋あご
・両頬
・鼻下
・あご
・あご下(裏側)
・同日 特別ｵﾌﾟｼｮﾝ 鼻毛

⇒ 15,400円(税込)
⇒ 7,700円(税込)
⇒ 3,300円(税込)
⇒ 4,950円(税込)
⇒ 4,950円(税込)
⇒ 2,200円(税込)

・両手の甲・手の指
・胸毛(肩～鎖骨外～心窩部)
・腹毛(心窩部～腸骨部)

⇒ 6,600円(税込)
⇒ 13,200円(税込)
⇒ 13,200円(税込)

・ひじ下(手の甲・手の指含む)
⇒
・ひざ下(足の甲・足の指含む)
⇒
・背中ハーフ(上半分・下半分)
⇒
★麻酔ｸﾘｰﾑ 1部位1,100円(税込)

19,800円(税込)
30,800円(税込)
13,200円(税込)
2部位以上2,200円(税込)

◇お肌を傷つけてしまう可能性がありますので、剃毛はご自宅でしっかり行った上でご来院下さい。
◇剃毛されていない部位に関しての脱毛は、当日行えない場合もございますのでご了承下さい。
◇剃り残しのある部分は剃毛代金を頂いております。
・剃毛代 広範囲(1部位につき)
5,500円(税込)
・剃毛代 背部(1部位につき)
3,300円(税込)
・剃毛代 剃り残し(1部位につき)
550円(税込)

※ひげ脱毛は痛みを伴いますので麻酔ｸﾘｰﾑのご使用をお勧めしています。麻酔時
間に30分程度頂いております。
※強い日焼けをされている方は、当日のお肌の様子を見て施術出来可能性がご
ざいます。日焼けをする予定の方は、施術を延期して頂くことをお勧めしています。
※1回毎のお値段となります。
※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。

完全予約制
お電話かHPよりご予約下さい
QRコードよりご予約フォームへ
☎03-5715-1150

