
コラーゲンピール

初回料金（全顔） 9,800円＋税

2回目以降（全顔） 14,800円＋税

首（顎下～頸部前面） 12,800円＋税

手の甲 9,800円＋税

小じわツヤハリ

こんなお悩みにおすすめ☝

ダーマペンを使ってお肌に小さな穴をあけると、
お肌は傷を治す力を働かせて元の状態に戻そうとします。

お肌の傷が治るまでの過程で、コラーゲンやエラスチンなどをたに作り出し、
ハリや小じわ・毛穴・ニキビ跡などを治療していきます。

ダウンタイムが短く、針を使用した施術のため熱によるダメージをうけないのもメリット◎

ニキビ跡 毛穴の開き 肌質改善

施術前に麻酔クリームを使用します。
麻酔時間は15分間です。

ヴェルベットスキンとは、ダーマペンとコラーゲンピールを
同日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コラーゲンピールを行うことで、
お肌にさらに美容有用成分を肌内部まで浸透させることができます。
ダーマペン、マッサージピールの治療に慣れた方、普段のピーリングより高い
美肌・美白・肌再生を実感したい方に最適なワンランク上の美肌治療法です。

初回料金（全顔） 23,800円＋税

2回目以降（全顔） 28,500円＋税

※それぞれ料金に麻酔代込

全顔 18,500円＋税(麻酔代込み)

両二の腕(外側) 15,000円＋税(麻酔代込み)

鼻＋両頬 初回の方 13,800円＋税

２回目以降 15,000円＋税

両頬 13,000円＋税

鼻(鼻根・鼻周り)or顎or両こめかみor額(眉間含む) 10,000円＋税

※施術中、ひりひり感や灼熱間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。

※チクチクした痛みを感じたり、赤みやひりつき、灼熱間を感じることがあります

こんな方におすすめ☝☑ １回で高い効果を求める方

施術前に麻酔クリームを使用します。
麻酔時間は15分間です。

アンチオキシダントカクテルブライトライト
ビタミンC、B3、アロエベラ、ルイボスエキス等に

よる抗酸化作用、
ルイボスエキスやアロエベラによる

抗炎症作用があります。

美白効果をもたらす美容液です。
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。

ダーマペン・ヴェルﾍﾞットスキン
施術後の方のみ。

ダーマペンの施術時に使用します。

追加料金 2,000円＋税

ニキビ
対策 抗酸化 若返り

美白
色素沈着
改善

コウジ酸配合で美白でお悩みの方に。
色素形成を落ち着かせる成分も配合されているので
しみ・そばかすにアプローチします。
ダーマペンと一緒に行うことでさらに有用成分を浸透。
鎮静することでダウンタイムの軽減にも。

肌に栄養源を与え、弾力性を高め、鎮静効果も。
パルミチン酸レチノール、酢酸レチノール等の
ビタミンを多く含む成分が
配合されており、エイジング効果が♡

完全予約制

追加料金 2,000円＋税

３回コース
できました❕

コラーゲンピール（全顔)＋ビタミンCイオン導入
３回コース（有効期限３ヵ月）

44,000円＋税

2,000円＋税 1個3,000円+税

同日施術の方のみ
お顔のコラーゲンピール

に首を追加

10,000円＋税

全顔・二の腕以外は麻酔
1,000円＋税

※術後、赤みや点状出血が生じる場合がございます。

2020.12.1~2021.2.28 03-5220-1200

https://www.hibiya-skin.com/subject/collagenpeel.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/dermapen4.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/velvet.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/collagenpeel.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/dermapen4.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/velvet.html


ケアシス(クライオエレクトロポレーション）
エレクトロポレーション機能を用いてイオン導入の約20倍の浸透力で有用成分を
お肌に浸透させる施術です。
また、従来のイオン導入や超音波導入などのスキンケアマシンでは浸透させることが不可能
だった分子量の大きい有用成分を、針を使わず浸透させることができます。
針を使用しないのでチクリとした痛みはなく、同じ真皮層まで導入が可能なので、痛みが苦
手な方におすすめです。

13,600円＋税
（HOT&COOLモード）

（HOT&COOLモード）

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施術をすることで相乗効果が得られます。

（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10,000円＋税（単品施術と併用の場合）
※COOLモードのみ

15,000円＋税
（HOTモードのみ）

20,000円＋税
（HOT&COOLモード）

導入薬剤
ペップビューとは？

神経系幹細胞由来のプレミアム美容液。
酸化を抑えるイデベノン、ハリをもたらし肌の再生を促す
成長因子、塗るボツリヌスともいわれているアルジルリン配合。
美容液１本丸々使用します。

フォトフェイシャル

ジェネシス

イオン付きの施術プランの方だけのお得なプラン！！
お持ちのイオン導入をケアシスへランクアップできます★
※COOLモードのみ

追加料金 24,000円＋税
さらに・・・
LEDヒーライト１回付 ＆ APPS化粧水30ml 付き♡

エクシリス

超音波とRFシステムを使用して脂肪を除去することで、
輪郭形成やスキンタイトニングをおこないます。

脂肪溶解だけではなく、皮膚組織内のコラーゲンを刺激し、
弛んだ皮膚を引き締めて弾力のある肌へ導きます。

痛みは無く、ホットストーンでマッサージを受けているような感覚です。

初回プラン
エクシリス(全顔)＋イオン導入

19,000円＋税

２回目以降
エクシリス(全顔)＋イオン導入

22,000円＋税

首も気になる方に！
エクシリス(首のみ)

初回 15,000円＋税
２回目以降 22,000円＋税

曜日・時間限定
スペシャルメニューもあります☝

お肌をUP⤴

初回料金 16,000円＋税
2回目以降 19,000円＋税
3回コース 45,000円+税
（コース有効期限6か月）

初回料金 24,000円＋税
２回目以降 26,000円＋税

追加ｵﾌﾟｼｮﾝ
ジェネシス（2000ｼｮｯﾄ）

両頬or両手甲or首
14,000円＋税

くすみそばかす

しみ

毛穴

ハリ

小じわ

ビタミンCイオン導入

シミやそばかす、くすみでお悩みの方に。
お肌のワントーンアップが期待できます。
イオン導入やケアシスと組み合わせることで

美白や保湿効果も◎。
照射数はお顔全体に２周し

さらに気になるところを重ね打ちします！

レーザーの熱が真皮層まで刺激を与えて
ハリや小じわでお悩みの方に。
さらにレーザーピーリング効果で

お肌表面の角質に
働きかけて毛穴やくすみの治療にも効果的です。

たっぷり5000ショット照射します！

ケアシス

ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱｺｰｽ

＋

＋

ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱｺｰｽ ビタミンCイオン導入

初回料金 16,000円＋税
2回目以降 19,000円＋税
3回コース 45,000円+税
（コース有効期限6か月）

ケアシス

初回料金 24,000円＋税
２回目以降 26,000円＋税

ケアシス併用3回コース 有効期限6か月

対象プラン
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

サリチル酸ピーリング・コラーゲンピーリング・顔脱毛

※まれに、赤み・水疱・色素沈着が起こることがあります。

※まれに、赤み・一時的な膨疹が起こることがあります。

※まれに、赤み・水疱が起こることがあります。

※まれに、赤みやかぶれの症状が起こることがございます。

https://www.hibiya-skin.com/subject/caresys.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/exilis.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/spl.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/liftup.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/caresys.html


ビタミンC
イオン導入＆

サリチル酸
ピーリング

サリチル酸
ピーリング

グリシルグリシン入り

ビタミンCイオン導入

⇩続けてより効果を実感⇩

BODY(背中・ﾃﾞｺﾙﾃ・腕など)の

曜日・時間限定メニューもございます♬

初回料金 10,000円＋税
２回目以降 12,000円＋税

初回料金 15,000円＋税
２回目以降 18,500円＋税

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。

水光注射
👉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
（有効期限6ヵ月）

●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）

各1,000円＋税

※麻酔代が別途
2,000円＋税
かかります。

30,000円＋税

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

LEDヒーライト ビタミンCイオン導入

肌細胞に働きかけコラーゲン・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。

保湿、ハリ、キメをお求めの方に。

＆

１回 7,000円＋税
５回コース 30,000円＋税（有効期限3ヵ月）

ベースのヒアルロン酸に追加でさらに効果UP

Vビーム

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
にきび痕の治療に適したレーザーです。
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。

初回料金
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

●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

ディープエレクトロ
クレンジング オプション

1,000円＋税

プラセンタ配合

ビタミンCイオン導入

トラネキサム酸配合

ビタミンCイオン導入 ＆ 海藻パック付

５回コース

５回コース

23,000円＋税（有効期限3ヵ月）

18,000円+税
（有効期限3か月）

＆

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◎

ニキビ痕の赤みVビーム

＆

ｲｵﾝ導入にｵﾌﾟｼｮﾝ♡

赤いニキビの跡のみにVビームレーザーを照射し、
ニキビ跡の治癒を早める効果が期待できます。

※ダウンタイムが強い施術です。
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。

紫斑は非常に目立ちます。
まれに水ぶくれ、腫れの症状がでることがあります。

症例写真もご覧ください。

１ショット 1,000円＋税

＆ビタミンCイオン導入

ヒアルロン酸
（水光注射専用）

３回コース

3,000円＋税

医療機関だけで扱えるヒト胎盤抽出物(プラセンタ)を使用。
保湿・コラーゲン生成・細胞再生

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。

サリチル酸
ピーリング

＆ ケアシス

イオン付きの施術プランの方だけのお得なプラン！！
お持ちのイオン導入をケアシスへランクアップできます★
※COOLモードのみ

ｹｱｼｽ3回ｵﾌﾟｼｮﾝｺｰｽ 追加料金 24,000円＋税
さらに・・・ LEDヒーライト１回付 ＆ APPS化粧水30ml 付き♡

30,000円＋税
（有効期限3ヵ月）

1,000円＋税

1,000円＋税

1,500円＋税

治療可能日：医師施術
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

https://www.hibiya-skin.com/subject/vbeam.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/suikou.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/suikou.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/electrocleansing.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/ion.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/datsumou_03.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/led_healite.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/vbeam.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/ion.html


高濃度ﾋﾞﾀﾐﾝC点滴

白玉点滴（ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ点滴）

ﾌﾟﾗｾﾝﾀ注射 2ｱﾝﾌﾟﾙ 5回ｾｯﾄ

美容点滴

スーパーにんにく点滴

6g →
10g →
15g →
20g →

2アンプル5回セット

12,500円＋税
（有効期限3ヵ月）

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

美肌にかかせないビタミンC・ビタミンB群・ビタミンH
α-リポ酸・アミノ酸など配合した美容点滴です。
栄養をチャージして、肌と身体ともに元気に。
夜7時まで受付可能なので、仕事帰りにも◎

7,200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できます。
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。

お顔の施術と同日一緒に受けた場合
または

右記の点滴を同日一緒に受けた場合

さらに2,000円引き！
6g → 2,800円＋税 15g → 6,800円＋税
10g → 4,400円＋税 20g → 8,800円＋税

600㎎ → 5,600円＋税
1200㎎ → 9,600円＋税

4,800円＋税
6,400円+税
8,800円＋税
10,800円＋税

ﾎｰﾑｹｱとして
こちらも
おすすめ

5,400円＋税

あなた好みに
点滴をｶｽﾀﾏｲｽﾞ！
お悩みに応じて

追加で美容ｱﾝﾌﾟﾙを追加
いたします♡

※高濃度ﾋﾞﾀﾐﾝC
には追加できません。

疲労回復・滋養強壮・肝機能改善
エイジングケア・エネルギー代謝を活発に。
疲れがとれない、元気になりたい方に
おすすめです♪

プラセンタ
１ｱﾝﾌﾟﾙ

ヒトの胎盤から抽出されたエキスの有効成分で、
”自然治癒力”を高め、美容効果やお疲れな方へ…

ﾋﾞﾀﾐﾝC＝500mg配合
メラニン色素の生成を抑えるなどの作用...

アスコルビン酸
１ｱﾝﾌﾟﾙ

ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ酸
１ｱﾝﾌﾟﾙ

１A 1,000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。

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

１A=200mg
シミや肝斑・色素沈着に…
強い抗酸化作用・肝機能の改善
美や健康を維持してくれます。．

色素沈着
改善

ニキビ
対策

抗酸化

疲労
回復

※ まれに、内出血・血管痛・気分不快が起こるがございます。
各種 １A
1,000円+税

https://www.hibiya-skin.com/subject/tenteki.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/placenta.html
https://www.hibiya-skin.com/subject/tenteki.html


Xmas coffret

HQクリーム（HQ＋変更も可）
シミ・色素沈着に。

RACクリーム（２～６から選べます）
ニキビ・ニキビ痕、毛穴の開き、シミ、小じわに。

サンスクリーンミルク（30or50）
全身にお使いいただけます。日焼け止めやお化粧下地としても。

U・Vlock 7日分（飲む日焼け止め）
日焼け対策、美肌効果に。

ホワイトリフトマスク 1回分
5つの美容液成分に加え、プラセンタエキス3種、アルガンオイル、水

溶性ビタミンC誘導体配合の美容マスク。
スペシャルケアとして。

LEDヒーライト１回券

美白セット

8,000円＋税



Xmas coffret
APPSVCローション ５０ml
高浸透ビタミンCのお化粧水。日頃のケアに。

EACHミルク
ビタミンE・A・C・ヒアルロン酸配合の保湿乳液。

アミノEM
コラーゲン分解酵素抑制効果、皮膚組織の生成促進、細胞

活性化ができるジェル状美容液。

CoQ10（Richと選べます）
コエンザイム配合の保湿クリーム。

CoQ10濃度0.3％
CoQ10Rich濃度１．０％

LEDヒーライト１回券

エイジングケアセット

15,000円＋税



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♬

マツエクOK 弱酸性
オールスキン

対応

全３測定項目（長さ・太さ・色の濃さ）の
有意な増大が認められています。

9,000円＋税

男性にも女性にもお使いいただけます★

ペップビューミスト

200ml 5,000円＋税

通常価格
20,000円+税

限定コフレもございます♡
スタッフまでお気軽にお声がけください。

ヒト幹細胞培養液配合の美容液。
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するだけでOK！
もちろん、お化粧の上からでも使用できます。
お化粧水としても◎
人気のケアシスで使用している美容液と同じ成分配合しています♡
乾燥してくる季節にぜひどうぞ！ 60ml(約300ﾌﾟｯｼｭ分) 4,800円＋税

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おすすめです。（ウォータープルーフ）
・散乱剤特有のきしみ感がなく、軽い使用感と白浮きのない仕上がりで、
自然な透明感でトーンアップさせます。
・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。

日焼け止めが新しくなりました♪

30ml 2,600円＋税

0.025～0.4％の濃度


スィッチルビーレーザーを使用した
直径５㎜以下のシミ１か所
＋診察料＋ｼﾐｹｱｾｯﾄ付き

シミケアセットとは・・・？
レーザー後のホームケアとして
お使いいただきます。

※ご希望のシミの大きさが5㎜以上の場合、
1㎜につき1,100円の追加料金で照射ができます。

※保険診療で内服薬を処方した場合は、保険診察料がかかります。

《対象診療時時間》
木曜日 11:00～14:00、16:00～19:00

シミは種類によって治療法が異なります。
医師の診察により、シミの種類を判断することで適切な治療がご案内できます。

まずはお気軽に相談ください。

※治療後3～4か月で赤みもとれ
正常な皮膚と同じ色調に戻る場合が多いですが、
一過性の色素沈着が1年以上続く場合もあります。
※治療には個人差があります。
※当日からメイクができます。

シミケアセット
APPS VC：高浸透ﾋﾞﾀﾐﾝC化粧水

HQｸﾘｰﾑ：強力な美白剤ﾊｲﾄﾞﾛｷﾉﾝ

2020.10.01～2021.3.31

RACｸﾘｰﾑ：ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰを促すﾚﾁﾉｲﾝ酸


