
 

 

 

★炭酸ガスレーザー 【イボ・ホクロの除去】 ※30 個以上の方に限りキャンペーン適用 

（麻酔代別途：麻酔クリーム￥3,300 / 1 単位、 注射麻酔￥3,300）ニードル代￥2,20 円 

イボの除去  

30 個 27,500 円 →22,000 円 

31 個以上 プラス 1 個 550 円 →440 円 

ホクロ除去（CO2 レーザー）※１㎝以上のサイズは要相談 ※大きなイボにも適用                 

たいらなホクロ １個 ５～１０個 １１個以上 

直径 3mm 以下 5,500 円→4,400 円 4,400 円→3,520 円 3,300 円→2,640 円 

直径 3.1mm～４mm 未満 6,600 円→5,280 円 5,500 円→4,400 円 4,400 円→3,520 円 

直径 4.1mm～5mm 未満 8,800 円→7,040 円 7,700 円→6,160 円 6,600 円→5,280 円 

直径 5.1mm～１㎝未満 12,100 円→9,680 円 11,550 円→9,240 円 10,450 円→8,360 円→ 

 

もり上がっているホクロ １個 ５～１０個 １１個以上 

直径 3mm 以下  8,800 円→7,040 円 １個 7,700 円→6,160 円 １個 6,600 円→5,280 円 

直径 3.1mm 以上 15,950 円→12,760 円 １個 15,400 円→12,320 円 １個 14,300 円→11,440 円 

★ウルセラ《たるみ治療》二重あご・まぶた（目元）フェイスライン・法令線・マリオネットライン 

二重あご 110,000 円 → 101,200 円 （8％OFF）100 ショット 

まぶたや目元のたるみ 110,000 円 → 101,200 円 （8％OFF）100 ショット 

法令線 または マリオネットライン 209,000 円 → 188,100 円 （10％OFF）200 ショット 

フェイスライン 297,000 円 → 252,450 円 （15％OFF）300 ショット 

顔全体 462,000 円 → 369,600 円 （20％OFF）500 ショット 

顔全体～首 671,000 円 → 503,250 円 （25％OFF）700 ショット 

※フェイスライン、あご下の照射は局所麻酔をします。別途 11,000 

※麻酔クリームご希望の方は、別途 3,300 円かかります。 

12月のキャンペーン 
令和 4年 12月末申込分まで（有効期限：購入日より 2年） 
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★ジェネシス 【凹み・毛穴治療・ハリ・ツヤ・美肌・アンチエイジング】 

★凹み・毛穴治療のセットコース 

ジェネシス（顔全体）10 回 通常 272,800 円 

セット価格 223,200 円（税込 245,520 円） ピーリング（1 単位）10 回 

 

ジェネシス（顔全体）10 回 通常 310,200 円 

セット価格 253,900 円（税込 279,180 円） ピーリング（1.5 単位）10 回 

 

ジェネシス（顔全体）10 回 通常 347,600 円 

セット価格 284,400 円（税込 312,840 円） ピーリング（2 単位）10 回 

 

ジェネシス（顔全体）10 回 

通常 370,700 円 

セット価格 286,450 円（税込 315,000 円） 

ピーリング（1 単位）10 回 

ピーリング（1 単位）10 回 

カーボンレーザー（鼻）5 回（3 ヶ月期限付き） 

★カーボンレーザー 

 初回 2 回目以降 5 回セット 5 回セット 

（3 カ月期限付

き） 

10 回セット 

（6 ヶ月期限付

き） 

鼻 
22,000 円 

→5,500 円 

18,700 円 

→5,280 円 

80,300 円 

→24,750 円 

38,500 円 

→23,100 円 

69,300 円 

→44,000 円 

頬 
26,400 円 

→12,100 円 

23,100 円 

→11,000 円 

104,500 円 

→49,500 円 

 47,300 円 

→44,000 円 

 88,000 円 

→77,000 円 

 

 1回 5回 10回 

顔全体 41,800円→24,200円 148,500円→104,500円 258,500円 →198,000円 

両頬 25,300円→19,800円 99,000円→85,250円 172,700円→165,000円 

目元 22,000円→18,700円  90,200円→79,750円 160,600円→154,000円 

鼻 21,450円→17,600円  
77,250円→71,500円 

145,200円→132,000円 

12月のキャンペーン 
令和 4年 12月末申込分まで（有効期限：購入日より 2年） 

 

 

New!! 



 

 

 

★メソポレーション★ 

※カクテル剤（ヒアルロン酸・VC 誘導体・水溶性 VE 誘導体）2 ㏄ 倍量 4 ㏄  

 

★Ｃ-OPERA★ 

C-オペラ（CRYO-OPERA クライオ-オペラ）の 3つの効果 

① 温冷治療…皮膚の機能回復を早める効果。医療、スポーツの世界だけでなく美容目的としても確立されています。 

② 導入治療…電気パルスにより皮膚に直接穿孔を行いイオン化できない分子の大きな栄養素も角質層に浸透させることが

できます。 

③ 超音波治療…超音波による微細な振動を与え細胞間に空洞化現象を起こすことで深部まで有効成分が浸透します。また、

血行促進、肌のハリを出す二次的効果も期待できます。 

1 回 5 回 10 回 

15,180 円→9,350 円 68,310 円→41,250 円 129,030 円→66,000 円 

 

★オプション★ 

  1 回 10 回 

ボトックス 

・額、眉間、目元、ほうれい線、 

鼻の横シワ、首のシワ など 

1 箇所 2,000 円（税込 2,200 円） 18,000 円（税込 19,800 円） 

顔全体 5,700 円（税込 6,270 円） 52,000 円（税込 57,200 円） 

プラセンタ 
1 単位 2,100 円（税込 2,310 円） 18,900 円（税込 20,790 円） 

2 単位 3,600 円（税込 3,960 円） 32,000 円（税込 35,200 円） 

キュラセン  4,000 円（税込 4,400 円） 35,000 円（税込 38,500 円） 

ビタミンＣ・トラネキサム酸  2,000 円（税込 2,200 円） 18,000 円（税込 19,800 円） 

ヒト幹細胞培養液 1 ㏄ 6,000 円（税込 6,600 円）  

 

 

 1 回 5 回 10 回 

顔 8,000 円（税込 8,800 円） 32,500 円（税込 35,750 円） 50,000 円（税込 55,000 円） 

顔（倍量） 12,000 円（税込 13,200 円） 48,750 円（税込 53,625 円） 75,000 円（税込 82,500 円） 

顔・首 11,000 円（税込 12,100 円） 42,500 円（税込 46,750 円） 70,000 円（税込 77,000 円） 

顔・首（倍量） 16,500 円（税込 18,150 円） 63,750 円（税込 70,125 円） 105,000 円（税込 115,500 円） 

12月のキャンペーン 
令和 4年 12月末申込分まで（有効期限：購入日より 2年） 



 

 

 

★ボトックス注入 【ボトックスビスタ】 

麻酔クリーム 1 単位 3,300 円 ナノニードル １本 220 円 別途 

・額 

・目尻 

・眉間 

・鼻の横シワ（バニーライン） 

・あご 

・ガミースマイル 

・口角 

25,000 円（税込 27,500 円） 

小顔ボトックス（エラ張り） 50,000 円（税込 55,000 円） 

眉のはね上がり 両側 20,000 円（税込 22,000 円） 

片側 15,000 円（税込 16,500） 

 

肩こりボトックス(1 単位) 50,000 円（税込 55,000 円） 

肩こりボトックス 

0.5 単位ずつ追加 
20,000 円（税込 22,000 円） 

ふくらはぎ・足痩せ 95,000 円（税込 104,500 円） 

多汗症治療（両脇） 60,000 円（税込 66,000 円） 

 

★ボトックス 【韓国製】  

・額 

・目尻 

・眉間 

・鼻の横しわ 

・あご 

・ガミースマイル 

・口角アップ 

19,800 円（税込 21,780 円） 

小顔ボトックス（エラ張り） 40,000 円（税込 44,000 円） 

ふくらはぎ・足痩せ 60,000 円（税込 66,000 円） 

多汗症治療（両脇） 50,000 円（税込 55,000 円） 
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★マイクロボトックス（基材の種類はボトックスビスタを使用します。） 

麻酔クリーム 1 単位 3,300 円 パスキン 1 本 1,100 円 別途 

 

顔全体 75,000 円（税込 82.500 円） 

額 40,000 円（税込 44,000 円） 

両頬 40,000 円（税込 44,000 円） 

首（シワ 2～3 列分） 40,000 円（税込 44,000 円） 

首（鎖骨の上まで） 52,000 円（税込 57,200 円） 

目尻 30,000 円（税込 33,000 円） 

鼻（バニーライン） 30,000 円（税込 33,000 円） 

★マイクロボトックス（基材の種類は韓国製のボトックスを使用します。） 

顔全体 48,000 円（税込 52,800 円） 

額 30,000 円（税込 33,000 円） 

両頬 30,000 円（税込 33,000 円） 

首（シワ 2～3 列分） 30,000 円（税込 33,000 円） 

首（鎖骨の上まで） 38,000 円（税込 41,800 円） 

目尻 20,000 円（税込 22,000 円） 

鼻（バニーライン） 20,000 円（税込 22,000 円） 

★サリチル酸マクロゴールピーリング 

 1 回 5 回セット 
５回セット 

（３ヶ月期限付き） 

顔全体 11,000 円→8,800 円 
通常 44,000 円 

→37,400 円 

通常 44,000 円 

→30,910 円 

★パールレーザー 

 1 回 2 回セット 

顔全体 165,000 円→66,000 円 242,000 円→121,000 円 

両頬 99,000 円→27,500 円 143,000 円→48,400 円 

鼻 66,000 円→41,800 円 96,800 円→70,400 円 

バタフライライン 

（頬＋鼻）  
41,800 円 70,400 円 

※麻酔クリーム 3,300 円別途（ご希望により痛み止め（内服薬）2,20 円） 

※アイパッチ 4,40 円別途 


