
※表示価格は全て税込表記です。

完全予約制
℡03-5220-1200

WEB予約なら
24時間対応中◎

HIBIYA SPRING PLAN 2023.3.1~
2023.5.31

水光注射
専用の機器を使用してヒアルロン酸を皮膚の表層に均一に注入。ハリ感・弾力をUPし

きめ細かいツヤ肌に！選べる美容成分によって、美白やエイジングにも◎

【オプション薬剤】

・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）

・マイクロボツリヌス（小じわ・ハリ）

ヒアルロン酸（水光注射専用）

初回の方 １本 19,800円(麻酔代込)

2回目以降 １本 22,000円
２本 38,500円 【有効期限６ヵ月】

各1,100円

※2回目以降は別途麻酔代

2,200円追加となります

※施術後は注射痕状の赤い点状のものができる場合があります。

33,000円

ハリ・弾力を求める方へ♪

ハリ ツヤ 小じわ

ヴェルベットスキンとウーバーピールは、ダーマペンと一緒に行う
コンビネーション治療です。ダーマペンによって微細な穴を開けた上に
製剤を塗布することでより肌の奥まで美容有効成分を浸透させます。

にきび肌・色素沈着が気になる方にはウーバーピール♡
お肌のハリ・つやにはヴェルベットスキンがおすすめです♡

※使用する薬剤が異なりますが、それぞれ同じ価格です※

初回料金(全顔) 26,180円(麻酔込み)

2回目以降(全顔) 31,350円(麻酔込み)

★ウーバーピールは細かくパーツをお選び頂けます！別紙ご案内 詳しくはスタッフまで★

にきび にきび
凸凹

小じわ

※チクチクした痛みを感じたり、赤みやひりつき、灼熱感を感じることがあります。

★ダーマペンを使い、肌に小さな穴を開けることで肌が傷を治そうとする力が働きます
傷が治る過程で、コラーゲンやエラスチンなどを新たに作り出し、

ハリや小じわ・毛穴・ニキビ跡などを治療していきます。

全顔 20,350円(麻酔代込)

両二の腕(外側) 女性 16,500円(麻酔代込)

男性 27,500円(麻酔代込)

鼻＋両頬 初回の方 15,180円

２回目以降 16,500円

両頬or顎裏＋首 14,300円

鼻(鼻根・鼻周り)or顎or顎裏or両こめかみor額(眉間含む) 11,000円

♥お好きな部位で２回コースも選べます！ RAC(レチノイン酸)プレゼント付きでお得♥

全顔･二の腕以外は
麻酔代1,100円

※施術後、赤みや点状出血が生じる場合があります。

凹凸のない滑らかな素肌へ･･･

毛穴の
開きにきび痕 肌質凸凹

ヴェルベットスキン＆ウーバーピール

施術後おすすめオプション

ビタミンリッチ
リペア

施術直後から使用できる
肌の修復を助けるクリーム

ブライトライト
マスク

ダーマペン

コウジ酸配合
しみ・くすみに

ヒアルロン酸
亜鉛配合

ダウンタイム軽減

ハイラアクティブ
マスク

3点セット6,800円

★ダーマペンの方のみ追加でお選びいただけます

Mソープ ＋ COQ10 5g + ビタミンリッチ
クリーム/リッチ リペア

選べる美容液

ブライトライト

美白効果をもたらす美容液
コウジ酸やカンゾウ根等による働きで

メラニンの形成を抑えます

アンチオキシダントカクテル

抗酸化作用によるにきび、老化防止
ビタミンC、B3、アロエベラ、

ルイボスエキス配合

美白・色素沈着 追加料金 2,200円 にきび対策･抗酸化 追加料金 2,200円

各 3,300円

施術直後の敏感
な肌にも使える
おすすめコスメ

★水光注射・ダーマペン・ヴェルベットスキン・ウーバーピールの方のみ

施術直後のデリ
ケートな肌に…

高機能性アンチエイジン
グケアクリーム

天然保湿成分配合
の肌に優しい石鹸

色素
沈着

or

EGFパック 成長因子により肌の再生を促します 追加料金 3,300円

2点同時購入
の場合は

5,500円に！

3,300円

or

★水光注射・ダーマペン・ヴェルヴェットスキン・ウーバーピール
同時施術の方は下記のコスメセットが特別価格となります★

https://www.hibiya-skin.com/subject/suikou.html/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/dermapen4.html/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/uberpeel.html/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/velvet.html/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf


サリチル酸ピーリング

33,000円 【有効期限3ヵ月】

初回料金 16,500円
2回目以降 20,350円

オプションを変えて更にワンランクアップ！
ケアシスはイオン導入の約20倍の浸透力♪

＊初回料金は、当院でのサリチル酸ピーリングが初めての方の場合適応となります。

★施術後の鎮静にコントア･マスク

にきび

毛穴の
詰まり ざらつき

肝斑

色素
沈着

肌質
改善

定期的な施術におすすめです！

【有効期限2カ月】

※施術中、ひりひり感や灼熱感を感じることがあります。術後皮むけが生じることがございます。

リバースピール
今まで難しいと言われてきた「肝斑」治療が新しく追加！
コラーゲンピールをした後に、それぞれの層に特化した
美白効果の高い酸を続けて塗布していきます。
★真皮 トリクロロ酢酸 低濃度過酸化水素
★表皮深部 高濃度乳酸 フィチン酸
★表皮 ヒドロキシ酸 コウジ酸 フィチン酸

1回 2回コース

全顔 24,000円 48,000円

片頬 25㎠以内(5㎝×5㎝) 11,000円 22,000円

両頬 50㎠以内 15,000円 30,000円

ステラＭ２２

①全顔１周(フィルター１種類) イオン導入 17,200円
しみ・そばかす ケアシス 26,000円

②全顔２周(フィルター2種類) イオン導入 27,200円
しみ・そばかす＆赤み ケアシス 36,000円

③全顔２周＋スポット照射無制限 イオン導入 40,200円
（フィルター３種類)                ケアシス 49,000円

しみ・そばかす＆赤み＆たるみ

しみ

※施術後、赤みやヒリヒリ感が出る場合があります。

そばかす くすみ

TCA（トリクロロ酢酸）、過酸化水素の作用で、ハリ・つや感をもたらす施術です。
真皮深層まで薬剤が浸透することでコラーゲンを生成し、肌に弾力を取り戻します。
また、コウジ酸の働きよりシミ・美白にもおすすめです♡

初回（全顔）＋イオン導入 12,100円

初回（全顔）＋ケアシス 20,900円

2回目以降（全顔）＋イオン導入 14,300円

2回目以降（全顔）＋ケアシス 23,100円

★全顔＋イオン導入 ３回コース 39,800円

→イオン導入からケアシスに変更の方＋ 追加26,400円(Mソープ付)

首（顎下～頸部前面） 14,080円 手の甲 10,780円

はり感◎ つやつや肌♪

お顔と同日に

首も施術する場合

8,800円で追加◎

【有効期限３カ月】

※施術中、ひりひり感や灼熱感を感じることがあります。術後皮むけが生じることがございます。

APPS30ml ＋

コラーゲンピール

シミのない肌へ♪

3点セット
8,800円

COQ10 5g
クリーム/リッチ

サンスクリーンミルク

SPF３０/50

or or

【厚生労働省承認】 ルミナス社の光治療機器
使用するフィルターの使い分けが可能な最新機種

シミ治療以外に、赤み・たるみが気になる方にもおすすめです♪

★①②は、しみor赤みにスポット照射を

各５ショット毎 5,500円で追加できます

③には上記スポット照射が無制限で付いています

Vビームレーザー
赤みに局所的に照射することで、毛細血管や色素に反

応し、目立たなくさせる治療です。

直後から翌日にかけ紫斑を伴い必ず３週間程度続きます。HP内の症例写真もご覧ください。

紫外線吸収剤不使用
防腐剤無添加

高濃度CQ10配合
保湿クリーム

APPS配合の
ビタミンC化粧水

にきび痕の赤み １ショット 1,100円
毛細血管拡張症 両ほほ 9,900円

小鼻 9,900円
両ほほ・小鼻セットで 13,200円

【医師施術 治療可能日】

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

肝斑・くすみ・しみに新メニュー♪

赤みに一番効果あり♪

※ダウンタイムが強い施術です※

リバースセラム5cc
4,000円で販売もしています

コースの方は
リバースセラム

5ccをプレゼント♪

1,500円

＋

★ステラM22・サリチル酸ピーリング・コラーゲンピールを
同時施術の方は下記のコスメセットが特別価格となります★

ダウンタイム少なめ♪

サリチル酸ピーリング＋ケアシス

サリチル酸ピーリング＋イオン導入 ３回コース

初回料金 11,000円
2回目以降 13,200円

サリチル酸ピーリング＋イオン導入

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


※まれに、赤み・ヒリヒリ感が出る場合があります。

ケアシス

電気穿孔を用いて肌の奥に有用成分を浸透させます◎
従来のイオン導入や超音波導入などでは不可能な成分
(成長因子、アルブチン、アルジルリン)を導入していきます

※ごくまれに一時的にお肌が赤くなる場合があります。

ケアシス ＊併用オプションプラン

エクシリス

超音波の効果であご周りやマリオネットラインのもたつく脂肪を除去
同時に高周波の熱を当てることでさらに引き締めます
ダウンタイムもなく大事な予定の直前でもおすすめです

曜日・時間限定プラン継続中

ケアシス・ＬＥＤとの組み合わせ！
※金額変更あり

※施術後に、赤み・ほてり・ヒリヒリ感を感じることがあります。

たるみ
しわ

ハリ

ジェネシス

レーザーの熱で真皮層まで刺激を与え、ハリや弾力UP！
レーザーピーリング効果によってお肌表面ターンオーバーを促進

毛穴やくすみの治療にも◎
ダウンタイムを気にせずに、始めやすい施術です♪

初回全顔 (5000ショット) 15,400円

２回目以降(5000ショット) 17,600円

３回コース(6000ショット) 48,000円

※コースをご購入の方は通常5000ショットのところ

★6000ショット★照射！

※追加オプション

両頬or両手甲 2000ショット 15,400円

【有効期限6カ月】

※まれに、赤み・水疱・色素沈着が起こることがあります。

しわ
毛穴 ハリ

首の集中ケアプラン

首集中 ジェネシス2000ショット 9,800円

首集中 ジェネシス4000ショット 14,800円

首集中 水光注射＋ボトックス 34,800(麻酔代込み)

(ボツラックス限定)

①まずはお試しで♪ 気軽にほんのり温かいレーザー照射で

②しっかり効果を出したい方♪ 少し多めに照射

③さらに集中的に♪ 痛み、ダウンタイムが大丈夫な方

上記①②ジェネシスプランにオプションで
ケアシス5分(HOTのみ）5,000円で追加できます

※施術後は注射痕状の赤い点状のものができる場合があります。

ボトックスの作用でしわをピン♪

コラーゲンUPで
ハリ・艶肌に♪

ハリ
保湿

透明感

【顔～あご下】
初回 全顔＋イオン導入 20,900円

2回目以降 全顔＋イオン導入 24,200円
【首】

初回 首 16,500円
2回目以降 首 24,200円

併用オプション

イオン導入 2,200円追加
ケアシス 11,000円追加

-----------------------------

３回コースをお持ちの方は
オプションをまとめてご購入頂くと
２回目以降のお会計がなくなって楽♪

･イオン導入３回分 6,600円
・ケアシス３回分 Mｿｰﾌﾟ付で

26,400円追加できます！

NEW！初回限定 ケアシス全顔(1回) 13,200円

リピーター率NO1 ケアシス全顔(1回) 14,960円

お得なコース！ ケアシス全顔３回コース 44,500円

APPSVCローション30㎖付き 【有効期限3ヶ月】

お得なセット！ ケアシス（全顔）＋LEDヒーライト 18,260円

首 or 手の甲 16,500円
背中全体 22,000円

ケアシス3回コース 追加料金26,400円＋Mソープ付き

ジェネシス・サリチル酸ピーリング・コラーゲンピール【有効期限６カ月】

顔脱毛 ３回コースお持ちの方対象！

ケアシス1回 追加料金11,000円

フラクショナルレーザー・フォトフェイシャル・ジェネシス・エクシリス・Ｖビームレーザー・脱毛
ダーマペン・ヴェルベットスキン・ウーバーピールとの併用の方！

首or手の甲 首or手の甲の施術と併用 11,000円
背中全体 背中の施術と併用 16,500円

ボディにも！

ボディにも！

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


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

5,940円
7,920円

10,890円
13,370円

風邪・疲労・シミ・肝斑
生活習慣病予防・アレルギー症状
花粉症・アトピー性皮膚炎・
美白・美肌・ニキビ・ニキビ痕

エイジング

6g →
10g →
15g →
20g →

13,200円
17,600円
24,200円
29,700円

6g →
10g →
15g →
20g →

5,280円
7,040円
9,680円

11,880円

２アンプル５回コース

13,750円

【有効期限3ヵ月】

顔の施術と同時に受けることができて効率的！
体の内側と外側から綺麗に♪

【有効期限３カ月】

１アンプル 2,200円 ２アンプル 3,300円

定期的な注射がおすすめ★★

※注射・点滴の施術は、まれに内出血・血管痛・気分不快が起こることがあります。

にんにくエキス（ビタミンB1）配合。成分はにんにく注射の２倍◎強
力な疲労回復・滋養強壮・抗酸化作用
即効性を期待したい方におすすめ！！

15分程度

7,700円

世界初！！毛髪用注入剤による治療
★髪の再成長、頭皮の再構築のために開発された特許取得済みの
ペプチド複合体配合！内服や外用の治療でなかなか効果を
感じることができなかった方におすすめ！
男性・女性ともにＯＫ！安全な治療ができます！ １回 33,000円

ペプチド配合の育毛剤（ペロバーム）を使った薄毛・抜け毛治療！
電気を使うことで奥深くまで浸透◎
痛みは全くなく、ほんのり温かい施術です。
ヘアフィラー施術後のメンテナンスにもおすすめ★ 男性・女性ともにＯＫ！ １回 8,800円

お疲れの方へおすすめ！

30分程度

5,500円

にんにくエキス（ビタミンB1）配合
即効性のある疲労回復注射。時間がない時はこれでOK。
当院のものは匂いがないのでデートの前でもおすすめです♪

5分程度

4,400円

薄毛

頭皮
ケア

抜け毛

薄毛

顔の脱毛にイオン導入がセットになったおすすめプランです。
毛を処理することで、化粧のノリが良くなったり、顔全体が明るくなります。
また、毛がなくなることで毛穴に雑菌がたまりにくくなり、ニキビの予防にも！
グリシルグリシン入りなので毛穴が気になる方にぴったり★ こちらは女性用のプランです。

全顔１回 13,200円

全顔３回コース 33,000円 【有効期限４カ月】

高濃度ビタミンC点滴 (お顔の施術同日プラン)

ヘアフィラー＋頭部LEDヒーライト

育毛エレクトロポレーション

顔脱毛＆グリシルグリシン入りビタミンＣイオン導入

イオン導入＋LEDヒーライト

スーパーにんにく点滴

にんにく注射

プラセンタ注射

美肌代謝UP点滴

高濃度ビタミンC点滴

乾燥や肌荒れが気になる方、
ビタミンCやLEDの効果でコラーゲンを増やし
アンチエイジング効果も♪
ダウンタイムもないので大事な予定の直前にも
おすすめです♪

αリポ酸は新陳代謝を上げる効果があります
肌の代謝を上げることで若々しい肌になり、
また、体の燃焼効果が上がることで痩身にも有効です

１回 7,700円

5回コース 33,000円 【有効期限3カ月】

お疲れ＆お忙しい方に！

肌もボディも両方気になる方！

免疫力UP、疲労回復、美肌効果！

1回 3回

白玉点滴 美白・肝斑・くすみ・シミに！

600mg
1200mg

7,700円
13,200円

16,500円
33,000円

1回 3回

グルタチオン入りの人気の美白点滴！
くすみ・シミのお悩みやアレルギー症状
にも効果的です！

【有効期限３カ月】

併用オプション

ディープクレンジング 3,300円

プラセンタ 1,100円
グリシルグリシン 1,100円
トラネキサム酸 1,650円
海藻ﾊﾟｯｸ 1,100円

https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_03.html/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/hairfiller.html/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/tenteki.html/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf
https://www.hibiya-skin.com/subject/ion.html/utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf


全顔
男女共通 20,350円(麻酔込)

両二の腕(外側)
女性 16,500円(麻酔込)
男性 27,500円(麻酔込)

鼻＋両頬 初回の方 15,180円
２回目以降 16,500円

両頬 14,300円

鼻(鼻根・鼻周り) 11,000円

顎 11,000円

顎裏 11,000円

両こめかみ 11,000円

額(眉間含む) 11,000円

顎裏＋首 14,300円

※全顔・二の腕以外の部位は
別途麻酔代1,100円かかります。

全顔
男女共通 40,000円

両二の腕(外側)
女性 30,000円
男性 50,000円

鼻＋両頬 31,000円

両頬 28,000円

鼻(鼻根・鼻周り)                   22,000円

顎 22,000円

顎裏 22,000円

両こめかみ 22,000円

額(眉間含む)                          22,000円

顎裏＋首 28,000円

２回コース おすすめです★

コースをご購入の方には
RAC(レチノイン酸)3,300円分プレゼント！
※２回コースは全プランに麻酔代が含まれています※

初めての方は初回プランや
お好きな部位での施術をお試しください！

毛穴の開き・にきび痕にお悩みの方へ

【有効期限はご購入日より６カ月です】

RAC(レチノイン酸)とは
ビタミンＡの仲間です！

ご自宅での毛穴ケアに使えます◎

オプション ･･･美容液、マスク、ホームケア用品あります！

★美容液
ブライトライト（美白・色素沈着） 2,200円
アンチオキシダントカクテル（にきび対策） 2,200円
ＥＧＦパック （再生・鎮静） 3,300円
→→肌再生のＥＧＦと塗るボトックスと呼ばれているアセチルヘキサペプチド入り！

★マスク
ブライトライトマスク （しみ・そばかす） 3,300円
ハイラアクティブマスク（ダウンタイム軽減） 3,300円
★ホームケア用品
ビタミンリッチリペア （鎮静・修復促進） 3,300円

【施術は完全予約制です】

※術後、赤みや点状出血が生じる場合がございます。

2023.3.1～2023.5.31

表示価格は全て税込価格です。

★古くなった角質を取り除く

★皮膚の再生を早める

★皮脂腺を萎縮させ毛穴を小さく

ニキビ痕・色素沈着・クレーター
毛穴の開きとの相性抜群◎

【使用方法】
夜の洗顔→スキンケア→ＲＡＣ
１日１回のご使用となります。
全てのスキンケアを終えた後に、
気になる所に少量つけて下さい。
使用後は皮膚が赤くなったり、
ポロポロ剥けることがありますが

それは正常な反応です。
ヒリヒリ感が強い場合は、

2～3日休薬期間を設けながら
お肌の状態をみて使用して下さい。

ダーマペンの施術前後一週間は
使用できませんのでご注意ください。※RACを初めてご使用になる方は濃度②からSTART

②0.025％ ③0.05％ ④0.1％ ⑤0.2％ ⑥0.4％

https://www.hibiya-skin.com/subject/dermapen4.html/?utm_source=owned&utm_medium=banner&utm_campaign=recommended_plan&utm_content=hibiya_pdf


にきび痕・毛穴が気になる方へおすすめ★
ダーマペン専用のピーリング治療です

＊表示金額は全て税込価格です＊

＊施術中は痛み、ヒリヒリ感を感じる場合があります
＊施術後、１２時間は洗顔・お化粧ができません
＊施術後一週間程度、乾燥感・ヒリヒリ感・赤み・皮むけ・内出血が続く場合がございます
＊注１）同日追加分の麻酔代については、併用する部位によって金額が変わります

詳しくはスタッフまでお問合せください。

★顔

全顔(初回)
全顔
額
顎
両頬
頬＋鼻

★体

首
デコルテ
二の腕
背中ハーフ
ヒップ
２㎝×２㎝
２㎝×２㎝
(同日追加)

料金

26,180円
31,350円
13,750円
13,750円
16,500円
18,150円

料金

27,500円
33,000円
27,500円
44,000円
49,500円
13,750円
2,200円

麻酔代

2,200円
2,200円
2,200円
2,200円
2,200円
1,100円
1,100円
注１）

麻酔代

‐
‐
1,100円
1,100円
1,100円
1,100円

2023.3.1～2023.5.31
にきび痕 色素沈着 毛穴の開き

完全予約制
℡03-5220-1200

WEB予約なら
24時間対応中◎

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