★2018 Last Happy Plan★
2018.11.21 START!!
キャンペーン期間：
施 術 購 入：
施 術 期 限：
診
察
料：
麻 酔 に つ い て：

12 月末まで
※お客様都合によるご返金はできません。
お一人様 各 3 回まで購入可。 マッサージピールのみ購入は 1 回まで。
4 月末まで
施術料に含まれております。
施術料に含まれております。

1､ 【マッサージピール】 人気爆発。レーザーを受けたかのような美肌に一度で感動。
ワンモア トライアル 通常 16,800 ⇒ 14,000

※購入は 1 回までとなります。

※マッサージピールのみの施術は最終受付平日 13 時まで。ホームケアなしとなります。

2､ 【エレクトロポレーション】 人気 NO.1 施術
イオン導入の 20 倍、ヒアルロン酸や成長因子まで。肌老化改善・予防の機能性美容液をたっぷり導入
肝斑・にきび・ニキビ跡・くすみ・たるみ・しわ・クマ等々、目的別美容成分を使用した７プラン（初めての方：初めて当院料金で受ける方となります）

A にきび･毛穴･くすみ･ニキビ跡（ピーリング付）

通常 15,800 ⇒ 12,800 （初めての方 13,800）

B 肝斑･乾燥･くすみ･シミ

通常 15,000 ⇒ 11,800 （初めての方 13,000）

C 赤み･くすみ･ハリの衰え･毛穴

通常 15,000 ⇒ 12,000 （初めての方 13,000）

D 肌再生／ハリの衰え･シワ･たるみ･シミ･くすみ

通常 17,400 ⇒ 14,800 （初めての方 16,000）

E 肌荒れ･毛穴･乾燥･くすみ

通常 12,800 ⇒ 10,800 （初めての方 11,800）

F ボディー(背中・首+デコルテ・ヒップ)・にきび､ニキビ跡､シワ､たるみ
背ハーフ or デコルテ or ヒップ（ハーフ）（ピーリング付）通常 16,000 ⇒ 14,000
背ハーフ or デコルテ＋首 or ヒップ(ハーフ)

通常 11,800 ⇒ 10,800

誰もが認めるワンランク上の効果。
P 【プレミアム肌再生】ハリの衰え･弾力低下･たるみ･美白・炎症･小じわ･赤ら顔
P NEW 【プレミアム肌再生】ハリの衰え･弾力低下･たるみ･炎症･小じわ･美白・赤ら顔

FDA 準拠骨髄幹細胞培養液の成長因子・サイトカイン使用の美容液を導入する究極のエレクトロポレーションプラン。
※光注射で注入する骨髄幹細胞培養液サイトカインを、エレクトロポレーションで導入するプランです。

通常 22,000 ⇒ 16,900

２、【フォト RF アドバンス（パックなし）】

光を超えたワンランク上の美肌光治療。
シミ、くすみ、ハリの衰え、毛穴開き、赤み、小じわ等々複数の混在する症状をまとめて解決「こんな肌になりたい」に応えます。
さらに志保クリのオリジナルダブル照射方法で即効美白効果を引き出します。
A 全顔
通常(全顔）
42,000 ⇒ 26,000
B 両頬と鼻(キャンペーン特別プラン）

３、【光フェイシャル】

通常(両頬のみ) 26,500 ⇒ 17,000

3 月新機種導入。毛穴・ハリ・トーンアップ・にきび・赤いニキビ跡。

A 全顔

通常 27,800

B 全顔 エレクトロポレーション併用 なら 通常 8,000

⇒ 10,500 （最終受付・平日 17 時）
⇒

6,800

４、【e マトリックス（凹凸ニキビ跡、毛穴開き）】ニキビ跡・毛穴といえばこのフラクショナル治療！
ラジオ波を点状に照射するｅマトリックス。皮膚表面を点状にアブレーション(薄い点状のカサブタをつくります)、
すべすべでなめらかな肌にします。※麻酔ｸﾘｰﾑ代込。上記以外の範囲はご相談ください。
全顔

通常 88,000 ⇒ 50,000

(初めての方 55,000）

両頬

通常 63,000 ⇒ 38,000

(初めての方 42,000）

5,【水光注射】

古くからメソセラピーと呼ばれる肌再生と活性治療です。海外では有名な定番治療
ダメージを受け疲弊・老化した肌の回復と細胞レベルでの再生、シワ・たるみ改善、ツヤとハリが戻りさらに若々しい肌へ
と導くエイジングケアです。水光注射機を使用し、スタンプのように肌に注入します。
※６時間後よりメイク可能。2~3 日間の針跡が生じることがあります。
※目の下、法令線など手打ちを追加することで効果が上がります。手打ち追加料￥4,000 加算となります。

ミラクル

☆シワ、美白、ハリ、艶、リフティング、ニキビ跡

新しいコラーゲンを生成する PCL が原料です。PCL は FDA,CE で承認され 50 年以上世界的に医療分野で使用されてきた
成分です。PCL を含むヒアルロン酸注入でしこりができるケースが報告されていますがミラクルは全く異なる製剤です。真皮層に注
射するメソセラピー用に研究開発された製剤となります。（2~4 週間間隔 3~4 回集中施術がおススメです）

通常 顔全体 68,000 ⇒ 59,000
NCTF135+ ☆アンチエイジング
全世界で 100 万に以上愛用の実績。皮膚の潤い・皮膚組織の再生促進成分 54 種類と超高濃度ヒアルロン酸配合カクテル
成分を真皮細胞に注入し再生を刺激します。

通常

45,000 ⇒ 30,000

サイトプロ MD ☆シワ、美白、ハリ、艶、ニキビ跡、薄毛治療
FDA（アメリカ食品医薬品局）規制に準拠した管理体制のもとに抽出された‘ヒト骨髄幹細胞培養液’より得られるサイトカイ
ン・成長因子(肌が生まれ変わろうとする時の生体信号物質）を肌に直接注入し本来の肌自活力を引き出します。

通常

顔全体

73,000 ⇒ 59,000

気になるところの部分集中（両頬など）

42,000 ⇒ 36,000

髪の毛(毛髪用サイトプロ使用・手のサイズ） 35,000 ⇒ 5 回セット 160,000
髪の毛用ホームケア１ヵ月分

35,000 ⇒ 28,000 （ロールニードル別途 8,000）

ヒアルロン酸
“くすみのない、透明感と艶と張り”は水光注射機を用いてヒアルロン酸を肌に注入することで叶います。

通常

顔全体 2.5cc

70,000 ⇒ 30,000

部分集中（両頬など）

39,800 ⇒ 25,000

6、【Endy Med PRO】

法令線、眼元・顔・首のたるみ、クマを 3DEEP 高周波で引き締め改善。
アメリカ FDA 承認、世界最新鋭の引締め美容医療機器。痛みなし、ダウンタイムなし。受けるごとに感動。
トライアル価格からさらに 10%OFF
Endy Med Pro をこれまでクリニック料金にて 3 回以上受けた方へ 4 回目以降の方はトライアル価格より 20％OFF
※これまで他サイトご利用でお受けいただいた方はトライアル料金より 10%Off で承らせていただきます。

但し、目の下・鼻下は上記キャンペーン対象外となります。

7､【リフトアップヒアルロン酸】
通常

埋めるヒアルロン酸ではなくリフトアップさせるヒアルロン酸治療

アラガン社製 ジュビダーム 1 本 80,000 ⇒ 70,000

８、【HIFU】 (high intensity focused ultrasound) 切らないたるみ治療
筋膜、皮膚深部､浅層部の 3 層に熱エネルギーを届けるシワ・たるみ治療機器。脂肪細胞を超音波で分解する
効果もあります。エンディメッドプロのフォローアップにもとてもお薦めです。
トライアル価格からさらに 10%OFF

(但し顔 B・D プランを除かせていただきます)

志保日比谷皮膚科クリニック 施術のご予約・お問い合わせはこちら ☎0３-３５８０-６６５５

