医療レーザー脱毛

表示金額は全て税込価格です

2021.9.1～2021.11.30

MENU

PRICE

＊１回毎の金額です

両ワキ
うなじ
両ひじ下(手指甲含む）
両ひじ上
腕全体（手指甲含む）
手の甲・指
両ひざ下(足指甲含む）
両ひざ
両太もも（両ひざ含む）
足全体（足指甲含む)
足の甲・指
胸＋腹部
お尻
背中全体
Ｖライン
ＶＩＯ
*デリケートゾーン脱毛に伴う麻酔代

顔脱毛＋ｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝｲｵﾝ導入
体5㎝×5㎝
１ショット
※施術後まれに赤み・水疱・色素沈着することがあります。

5,500円
8,800円
16,500円
18,700円
30,800円
5,500円
16,500円
5,500円
33,000円
44,000円
5,500円
38,500円
16,500円
22,000円
11,000円
33,000円
2,200円
13,200円
8,800円
660円

当院は2種類の医療レーザーを使用しております！
万が一のトラブルも
皮膚科医在中のクリニックなので安心。

＊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
毛乳頭を焼灼し、毛の再生機能をなくして脱毛します。

＊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。
《デリケートゾーンの剃毛に関してのお願い》
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

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

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

秋のおすすめコスメ
2021.9.1～11.30
前回好評だったこの組み合わせ♥

ＨＱクリーム
色素沈着の原因となるメラニン色素を抑え、
シミ・そばかす・肝斑・ニキビ痕などの色素を薄くしていきます
お顔・お身体どこでも◎ 医師の診察がなくても販売可能です
５ｇ → 3,300円（税込）

APPS VC (大) & EACHミルク
安定人気のお化粧水と乳液の組み合わせ！
ＡＰＰＳ･･･美白 キメ しみ 弾力 毛穴引き締め
EACH･･･高い保湿力 美白 抗酸化作用

APPSVCローション50㎖とEACHミルク30㎖

★同時購入なら！ 13,200円(税込)
この機会にぜひお試しください♪

強力な抗酸化作用◎ 肌老化防ぐ！

Ｕ・Ｖlock
・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！
・ビタミンＣ・Ⅾ・シルクペプチド等、美肌成分を６種類配合

１５個まで!!! ＊１週間分 1,000円(税込)
U･Vlock １週間分 ＆ Ｍソープ 同時購入なら
3,500円（税込）

ＣｏQ10ｃｒｅａｍ ＣｏQ１０ｃｒｅａｍRich

※Ｕ･Ｖlockが無くなり次第終了となります。

お肌に優しい
保湿タイプの
洗顔・全身用の
固形石鹸です

日常使いに！ 塗る日焼け止め
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（税込）

4倍★

２０ｇ 6,600円（税込）

メタトロン クレンジングジェル
油分を含まず濃厚なジェルタイプのクレンジングです。
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。
お肌に潤いを与えながら汚れやメイクを落とします。
1本 200ｍｌ 5,500円（税込）

パウダーブースに置いているクレンジング・洗顔料も販売しております。
ご希望の方はスタッフまでお気軽にお声掛け下さい。

サンスクリーンミルク３０ｏｒ５０
紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル）の肌色タイプの日焼け止めクリームです。
・ノンパラベン、無香料、無鉱物油、合成着色料フリー、アルコールフリー。
・敏感肌やダメージを受けた肌の方にもお使いいただけます。（ウォータープルーフ）
・小鼻や額のテカリや化粧崩れを防ぎ、毛穴を目立ちにくくさせます。
・べたつき・負担感・被膜感を軽減し、滑らかな使い心地です。
・化粧下地としても、全身にもご使用頂けます。

30ml 各2,860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）

2021.9.1～2021.11.30
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ＯＫ◎

痛み
少なめ

幅広い
肌質対応

短時間で
脱毛

毛根を
熱破壊

表示金額は全て一回の料金です 全て税込価格となっています

両ほほ＋鼻下＋あご＋あご下（裏側）
両ほほ
鼻下
あご
あご下（裏側）
＊追加料金

麻酔代

１部位

1,100円／２部位以上 2,200円

その他、BODYプランもあります！詳しくはスタッフまで◎
・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お越しください。
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。

脱毛は完全予約制です
ご予約はお電話もしくは
WEBからお願い致します。
ネット予約は24時間受付中です♪
初めての方もご利用いただけます
ＴＥＬ 03-5220-1200

【予約可能時間】
月曜日～金曜日
11：00～14：00
16：00～19：00
土曜日
11：00～13：00
15：00～17：00

17,600円
7,700円
4,400円
5,500円
5,500円

毎
朝
サの
ヨ髭
ナ剃
ラり
しか
よら
う
！

R3.９.1～11.30

エクシリス

× ケアシス ×
26,400円(税込)

LED
ヒーライト

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プラン♪
こちらのメニューは
月曜・火曜・水曜午後・木曜・金曜午前に
ご予約をお願いいたします。
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をさせていただきます。

リフト
アップ

艶

ハリ

うるおい
※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で♪
WEB予約は24時間受付中！
℡ 03-5220-1200

2021.9.1～11.30

広範囲
まとめて
一気に脱毛。
月曜・火曜・木曜日
11:00～/12:00～/16:00～
水曜16:00～
金曜日の11:00～/12:00～
いずれかのお時間でご来院できる方限定！

87,780円(税込)
60,500円(税込)
【脱毛の当日・無断ｷｬﾝｾﾙに関して】

•
•
•

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）

6,600円（税込）
4,400円（税込）
550円（税込）

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。

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♡

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

2021.9.1～11.30

こちらの木曜キャンペーンが初めての方にコスメプレゼント♥
ＧＡローション or ＶＣローション(小) or RAC
お好きなものをおひとつお選びくださいませ♪ ※お一人様初回時１回のみのお渡しとなります

1部位 10,000円（税込）
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、日焼け後のしみ・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、かぶれの症状がでることがあります。

こちらのメニューは木曜日に
ご予約をお願いいたします。
午前は11:00～13:00、
午後は16:00～17:00までの
ご予約が対象となります！

保険治療との
併用おすすめ♥
矢野先生へ
ご相談ＯＫ！

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。

繰り返すニキビにお悩みの方！
ご希望があれば保険診療へ案内可能◎
ピーリングを行いながら

正しく内服・外用を使用することも
おすすめです★★★
（薬の処方を希望される場合は保険証が必要となります）

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

