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4回ｺｰｽ 100,000円＋税⇒ 84,000円＋税

10回ｺｰｽ 220,000円＋税⇒ 198,000円＋税

★併用してビタミンCイオン導入を追加することも、オススメです。（2,000円+税）

APPSビタミンC化粧水（ﾐﾆ）1本 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ ★

シミケアコスメ付きセット

8,000円+税

通常 14,000円+税⇒

通常 28,000円+税⇒

8,000円+税

15,000円+税

特別な日の直前や大事なご予定の直前に🎵たっぷりスペシャルなｼｮｯﾄ数で．．．．

有効期限1年

気になる目元のシワ・ハリ等に効果的なレーザーです！

Ｖビームを照射することで、コラーゲン生成を促し、

ハリのある元気な目元へ！！

100ｼｮｯﾄ ➔ 15,000円+税

200ｼｮｯﾄ ➔ 20,000円+税

背中や腕にある細かいシミに！

フォトフェイシャルで一層し

透明感のある綺麗な素肌へ・・・☆

ｼﾞｪﾈｼｽﾘﾌﾄ（顔全体5000ｼｮｯﾄ） 5回 or
ﾌｫﾄﾌｪｲｼｬﾙ（全顔2pass + 気になるところ重ねうち） 5回

ﾌﾟﾗｾﾝﾀAPPSﾋﾞﾀﾐﾝCｲｵﾝ導入 5回

もしくは

うるおい コスメ付きセット

23,000円+税 → 12,000円＋税

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く、毛穴の奥まで洗浄もでき、ニキビの予防にも◎

シェービングの手間が省け、お肌への負担も激減。

さらにｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾝが毛穴をしっかり引締めます！

マッサージ効果で皮膚細胞を活性化。

肌内部の温度を上昇させることで、

代謝が活発になり、肌のハリや透明感が生まれます。

また、リンパ液の循環が促されることで、

むくみが解消され、小顔効果も得られます。

細胞と細胞の間に隙間を作り、

皮膚の奥まで成分が浸透します。

しみ・そばかす・くすみを改善させます★

毛穴の改善・ハリ・つやUPなどの効果も◎

ﾀﾞｳﾝﾀｲﾑも少ない施術です。

お肌の色がﾜﾝﾄｰﾝ明るくなり、お化粧ノリも◎

レーザーピーリング効果でくすみの改善

コラーゲンが増生され、ハリUP・小じわ改善

毛穴やﾆｷﾋﾞ痕の陥没にも効果的☆

産毛の除毛効果で、肌の透明感UPします！

肌の滑らかさも実感できます。

赤ら顔やニキビ痕の赤みにも

19,000円+税

ラエンネックを丸ごと１アンプル使用した

贅沢なご褒美パックです。免疫細胞強化

ダメージ修復作用・美白・美肌・抗炎症作用....

プラセンタは様々な効能のある

究極アンチエイジング美容液です。

たっぷり保湿の海藻パックで、

お肌の奥からたっぷり保湿🎵

30,000円+税 →

19,000円+税 19,000円+税

70,000円+税ｼﾞｪﾈｼｽ2000ｼｮｯﾄ追加2回分 ｺｰｽと同日、施術に限る高周波（RF）と超音波が、お肌の真皮層に熱で作用します。

熱が加わった細胞は刺激により、強力にｺﾗｰｹﾞﾝ・ｴﾗｽﾁﾝの

生成を促します。たるんだ二重あごや脂肪層の引締め、

重力で落ちてきた肌を引き締めます！

ﾘﾋﾟｰﾀ様に◎

お得な内容です！



お顔・頭皮・腰・腹部など

「ナビジョン dr 薬用スカルプエッセンス」の画像検索結果

高機能保湿化粧水と

日焼け止めセット

美白に最適な高濃度ﾋﾞﾀﾐﾝC化粧水

と,お肌に優しい日焼け止めで

シミ対策を...♪

ｺｽﾒ割引ﾁｹｯﾄ

6,000円+税

お肌に照射するだけで、ハリ弾力UP！！

ﾘﾝﾊﾟ・血流促進、細胞全体の活性化。

ﾆｷﾋﾞの防止・しみの排出・美白・育毛促進・

抜け毛防止・肩こり改善・眼精疲労

脂肪燃焼効果・・・ 様々な効果があります！

① サリチル酸ピーリング

② ビタミンCイオン導入

③ APPSビタミンCローション30ml

④ 日焼け止め

（SPF30 or SPF40）

① サリチル酸ピーリング

② ビタミンCイオン導入

③ APPSビタミンCローショ30ml

④ HQクリーム5ｇ

⑤ RACクリーム5g

臨床試験では、ｸﾞﾗｯｼｭﾋﾞｽﾀを使用して、約8割の人の印象度が

改善したとの結果が出ています★

★医療用に開発された医薬品なので、安心です！！

専用ﾌﾞﾗｼ140本 5ml

約2カ月半分

20,000円+税→

15,000円+税

厚労省唯一認可のまつ毛治療薬

まつ毛の「長さ」「太さ」「濃さ」などの「印象が変わります！！

通常の4倍ｻｲｽﾞ★たっぷり使える限定Bigｻｲｽﾞ（20ｇ）

各 1,000円+税

29,000円+税

1日1回

朝付けて5分後

洗い流しもOK♪

① サリチル酸ピーリング

② ビタミンCイオン導入

③ APPSビタミンCローション 30ml

④ GAローション50ml

⑤ RACクリーム5g

ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ効果のふき取り化粧水

高濃度のﾋﾞﾀﾐﾝC化粧水

ニキビ＆毛穴の気になる方

ﾌﾞﾂﾌﾞﾂ・ｻﾞﾗｻﾞﾗにもＧＯＯＤ！！

保湿に優れた化粧水

強力な漂白美白剤

皮膚の新陳代謝を高める

ﾋﾞﾀﾐﾝAの誘導体のﾄﾚﾁﾉｲﾝ酸

しみ・小じわ・ﾆｷﾋﾞ痕ｹｱに◎

ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞもできるｾｯﾄです♪

各 12,000円+税

72,000円 → 60,000円+税

お顔・頭皮・腰・腹部、、、様々な部位に照射可能

有効期限3カ月

有効限6カ月

1ｼｮｯﾄ 500円＋税

肌の代謝が落ちると、しみ・くすみ・ゴワツキ・

老化の原因に。ピーリングとイオン導入を行い、

肌の基盤を整え、滑らかで健やかな肌へ施術

後

ｱｸﾈ菌を殺菌しﾆｷﾋﾞを撃退皮脂線を刺激し、

皮脂分泌を抑制★

特殊な波長をもつ二つの光が

ﾆｷﾋﾞの炎症・ﾆｷﾋﾞ痕の赤みを抑えます。

COQ10ﾘｯﾁ→ ｺｴﾝｻﾞｲﾑQ10を通常の

34倍配合。ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾋﾞﾀﾐﾝE・C・配合。

うるおい感のある、みずみずしい

使用感です。ｱｲｸﾘｰﾑとしてもOK♪

美白・しみ・そばかす・肝斑に。

ﾌﾟﾗｽとﾏｲﾅｽで計20分施術となります。

保湿・コラーゲン生成

血行促進・抗炎症。抗酸化作用・細胞再生

皮脂分泌抑制・毛穴の凹み・

角化異常の改善・毛穴の気になる方に

お肌をコーティングし、沈静させます。

ｲｵﾝ導入の効果をＵＰ

導入時間がプラス5分間になります🎵

COQ10→ ﾋﾞﾀﾐﾝE・A配合。

血行促進効果でｸﾏ・ｼﾜに◎

EGF（細胞再生因子）が

内側からﾊﾘのあるお肌へ

肝臓は有害物質を解毒する作用・摂取した栄養素を体内に

必要なエネルギーへ変換する大事な臓器です。

暴飲暴食・運動不足・ハードワーク等、現代人は常に肝臓が疲労気味。

弱った肝機能を修復改善し、正常な状態に戻します。

6,800円+税

点滴追加のみ 2,000円+税

ﾒﾗﾉｻｲﾄに働きかけ、

白髪部分を

美しい黒髪へ

 頭皮の血行促進・環境改善をし、栄養分を運びます

 毛髪がしっかり成長・本数増殖

 髪の成長期を延長させ、理想的なﾍｱｻｲｸﾙへ

 抜け毛を防ぎ、育てる黒髪

200ml 6,000円＋税

72,000円+税 → 45,000円+税



40,000円＋税 →

モータスAXは、蓄熱式の最新脱毛機種です。

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。

痛みが少なく皮膚への負担も少ない安心で安全な治療機器です。

20,000円+税

19,800円+税

エステサロンよりも短期間で効果が得られます。

今までの医療用脱毛器より回数は少なくてすみます。

触

見た目もきれい、もち肌

20,000円＋税 → 10,000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３０分

10,000円＋税 → 5,000円+税

35,000円＋税 →

40,000円＋税 →
25,000円＋税 →

19,800円+税
15,000円+税

自費の施術は完全予約制です。ご予約は03-5220-1200まで。

20,000円＋税 →

10,000円＋税 → 3,000円+税

いつか介護される時の為に、脱毛をされる方も増えています。

白髪は脱毛が出来ません。アンダーヘアが黒いうちに行う必要がございます。

★ 60％の女性が脱毛の経験あり

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！

また毛が無くなった分、毛穴の収縮が期待でき、お肌もワントーン明るく見えます。

シェービングの手間が省け、お肌への負担もなくなります。

12,000円+税



195,000円＋税 →

平日激安プラン！ この冬に 気になる産毛まで全身脱毛のチャンス！！

蓄熱式スピーディー脱毛だからこそ、できる２時間で完了のお得なメニューです！

初めての方も、やり残した方も、この時期に是非！！

79,800円+税

広範囲の脱毛でも、蓄熱式なら通常より半分の時間で脱毛完了★

痛みも抑えられているので、安心して施術をうけていただけます。

触

見た目もきれい、もち肌

ご予約は03-5220-1200まで。

※ ご予約頂いたお時間は他の患者様のご予約をお断りすることになります。

その為、当日・前日のご予約キャンセルはご容赦下さいませ。

当日・前日のキャンセル料として施術代の50％を頂きます。

また、今後の当院でのご予約は制限させていただきます。ご了承くださいませ。

※ 脱毛部位の剃毛は、お越しいただく当日か前日までに、お済ませください。

剃毛をなさらずご来院いただいた場合には、ご予約をお断りする場合もございます。

55,000円+税160,000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３０分



• ひじ下

• 両手の甲+指

• 両手の指

• 背中

• 胸部

• 腹部

• 10cm×10cm

自費の施術は完全予約制です。

ご予約は03-5220-1200まで。

16,000円+税

4,800円+税

5,600円+税

7,200円+税

• 両ほほ+鼻下+あご

• 鼻下

• あご

• あご裏側

医療用脱毛ダイオードレーザー 新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・アトピーの方もお受けいただけます。

1回毎に確実に毛量の減少を実感して頂けます。

日比谷院では、お肌や毛質に合わせ2種類の

医療用脱毛レーザーから適した機種を選び治療致します！

25,000円+税

10,000円+税

8,000円+税

50,000円+税

35,000円+税

35,000円+税

10,000円+税

乳輪・

へそ周り

にもOK★

★麻酔クリーム 1,000円+税もあります。

会社帰りに

気軽go →→

平日最終

19時まで🎵


