志保日比谷皮膚科クリニックよりお誕生プレゼントとして、ささやかではございますが、美容メニューの
ご優待をご用意させて頂きました。ご来院を心よりお待ちしております。
この 1 年が素晴らしい年でありますようお祈り申し上げます。
志保日比谷皮膚科クリニック 院長 千田志保 & スタッフ

≪施術≫

※全て診察料込。但し、初めて受ける施術の場合のみ診察料 1,250 円別途。

1、 フォトＲＦアドバンスＳＲＡ＋パック

☆光を超えたﾜﾝﾗﾝｸ上の美肌光治療。

しみ、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。レーザーや光治療では取
れなかった薄いシミにも効果を発揮。志保クリのオリジナルダブル照射方法でさらに美白効果を引出します。

●(全顔)25,200

●(頬)17,000

2、フォトＲＦリファームＳＴ

☆額のシワ・引き締めに。

●(額のみ)10,800

3、 ｅ-マトリックス(麻酔代込)

☆凹凸ﾆｷﾋﾞ跡、毛穴開き深いシワにはＲＦフラクショナル治療。

ﾗｼﾞ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作ります)、
すべすべでなめらかな肌にします。

●(全顔)50,000
●(両頬)39,800
※皮膚の再構築効果を上げるｴﾚｸﾄﾛﾎﾟﾚｰｼｮﾝ P ﾌﾟﾗﾝ 13,000 円(全顔通常 22,000 円)で
追加できます。

4、 ヒアルロン酸注入
☆ａとｂはジュビダームボリューマーを使用します。1 回の注入で約 1 年効果持続。

●ａ法令線や深いシワ
1 ㏄ 58,000
●ｂリフトアップ・ヒアルロン酸
☆法令線が気になる・マリオネットラインが気になる・頬のボリュームが減少し、下に下がって老けてみえる・ﾌｪｲｽﾗｲﾝが
たるんできた、という悩みをヒアルロン酸で全体的に自然な若々しい印象に変えます。

1㏄

70,000（初回の方は 73,000）

●ｃ水光注射 ﾋｱﾙﾛﾝ酸
☆即効の“くすみのない、透明感と艶と張り”は水光注射器を用いたﾋｱﾙﾛﾝ酸注入で叶います。

1 ㏄ 35,000 （麻酔代込）
2.5 ㏄ 65,000 （麻酔代込）
※手打ち併用の際には 3,000 円追加となります。

5、マッサージピール

☆驚きのうるツヤ＆ハリを実現！！ﾀﾞｳﾝﾀｲﾑなし。短時間施術、痛みもほとんどなし。

ピーリング剤を使用するのに、表面をピールすることはせず、目的は真皮のコラーゲンを増やすこと。まるでレーザーを
受けたかのように皺、肌理を改善し、ウル・ツヤ・ハリの肌になるイタリア発の施術です。

●(全顔 or 首 or デコルテ)14,000
●(手背+手指 or 両脇)13,000

6、水光注射×肌再生プラン

☆海外では古くからﾒｿｾﾗﾋﾟｰと呼ばれ肌再生と活性化の定番治療。日本でも大人気。

※手打ち併用の際には 3,000 円追加となります。
●Ａﾌﾟﾗﾝ Ｍｉｒａｃｌｅ ☆PCL が自己組織を刺激し新しい自己コラーゲンを増やし、ふっくら美白の
ベビー肌に
・顔 1 回 2cc 60,000 （麻酔代込）
・両頬・目尻・目の下・額の各部位 1 回 1cc 45,000 （麻酔代込）
●Ｂﾌﾟﾗﾝ ＮＣＴＦ135ＨＡ＋ ☆超高濃度ヒアルロン酸と美肌成分 54 種類の NCTF 製剤
顔 1 回 3cc 30,000 （麻酔代込）
●Ｃﾌﾟﾗﾝ ＰＦＣ ☆自己血多血小板ＰＲＰを 10 倍濃縮のアップグレード注入剤
顔 6cc 260,000 （麻酔代込）
注射複数回に分ける場合 3 回目以降、水光注射器使用 10,000 円(麻酔代込)
水光注射器使用なし 6,480 円(麻酔代込)
●Ｄﾌﾟﾗﾝ サイトプロＭＤ ☆ヒト骨髄幹細胞培養液＋ヒアルロン酸
顔 3.4cc 55,000 （麻酔代込）
顔 1.7cc 35,000 （麻酔代込）

7、エンディメッドプロ

☆3DEEP 高周波で法令線・目元のシワたるみクマ・頬フェイスラインのたるみを引き締め改善。

アメリカ FDA 承認、最新鋭の引き締め美容医療機器。痛みなし、ダウンタイムなし。受けるごとに感動効果。

●(頬フェイスライン)28,800
●(目周り)22,000
●(頬フェイスライン+目周り)50,000

8、スーパーグルタチオンホワイトニング点滴 ※受付は平日 13 時までに限ります。
☆抗酸化作用でｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ効果。韓国では白玉注射として、またｳﾞｨﾖﾝｾの肌が白くなった注射としてﾒﾃﾞｨｱでも大注目。

【ﾚｷﾞｭﾗｰｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 600mg】7,000
【ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 1200mg】9,000

9、高濃度ビタミンＣ点滴 ※他施術と併用に限ります。
☆活性酸素を抑制する代表的な抗酸化剤ビタミン C。高濃度点滴で内からアンチエイジング。

【15ｇ】10,000

【25ｇ】12,000

10、美容美白点滴・疲労回復点滴 ※他施術と併用に限ります。
☆美容美白点滴⇒アミノ酸とビタミン C による点滴注射。ニキビの治りも早い。
☆疲労回復点滴⇒疲労回復に重要なビタミン B 群を中心に。肩こり・目の疲れにも。

【ﾚｷﾞｭﾗｰ】4,200

【ﾀﾞﾌﾞﾙ】 6,300

11、エレクトロポレーション

☆人気 No.1 施術。肌や目的に合わせた機能性美容液をたっぷり浸透。

イオン導入の 20 倍。ヒアルロン酸や成長因子も導入。

●Ａﾌﾟﾗﾝ にきび・毛穴・くすみ

＜ケミカルピーリング、パック付＞

(全顔)13,000
●Ｂﾌﾟﾗﾝ 肝斑・くすみ・乾燥毛穴・シミ
(全顔)12,000
●Ｃﾌﾟﾗﾝ くすみ・赤み・毛穴・ハリ
(全顔)12,000

＜パック付＞

＜ホワイトマスク付＞

●Ｄﾌﾟﾗﾝ ハリ・シワ・たるみ・シミに肌再生
(全顔)14,500

＜モイスチャーマスク付＞

●Ｅﾌﾟﾗﾝ 肌荒れ・乾燥傾向と気になる毛穴・くすみがちな加齢肌に＜パック付＞
(全顔)10,000
●P ﾌﾟﾗﾝ プレミアム肌再生 ハリ・弾力・たるみ・炎症・小ジワ・くすみ・美白・赤ら顔
＜モイスチャーマスク付＞ (全顔)17,400
※Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｐプランにグリコール酸ピーリング 3,000 円で追加できます。
※他の通常オプションも併用できます。

12、ケミカルピーリング

☆にきび・毛穴の黒ずみに効果的。

●サリチル酸マクロゴール

(全顔)6,500

13、フェイシャル（ＭＰＬフォト）+パック
☆2018 開始の新機種。毛穴・ﾊﾘ・ﾄｰﾝｱｯﾌﾟ・にきび・にきび跡効果は早くも人気。

●(全顔)10,000（2 回目以降の方のみ）
～バースデープランご使用について～
*購入・使用有効期限は、誕生月前月と誕生月または、誕生月と翌月のどちらかとなります。
*施術ﾒﾆｭｰは各 1 回、3 種まで(但し、ｴﾚｸﾄﾛﾎﾟﾚｰｼｮﾝに限り 2 回まで可。その場合には、他施術は 1 種まで)・
商品は各 3 個ずつ(但し、メロングリソディンプロは 2 箱)までとさせて頂きます。
*施術 12・13 は、他の施術と併用の場合に限り、土曜日もお受け頂けます。
*ﾊﾞｰｽﾃﾞｰﾁｹｯﾄはご家族へのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄとしてもご使用頂けます。
*ご来院になる前に、お電話(03-3580-6655)でのご予約をお願い致します。なお、ｴﾚｸﾄﾛﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、ﾏｯｻｰｼﾞﾋﾟｰﾙ、ﾌｫﾄ RF ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ、
光ﾌｪｲｼｬﾙのみ当院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりご予約頂けます。

2018.8.09 改訂

≪商品≫
●リジュラン化粧品
・コンセントレイト
・クリーム

ﾓﾆﾀｰほぼ 100％リピート。ﾀﾞﾒｰｼﾞ肌や老化した肌をﾊﾘのある肌に変える c-PDRN を含有。

13,000
14,000

・モイスチャライザー
・サンスクリーン

●サイトプロ MD スキンケアシリーズ

8,500
8,500

医療機関専用・最先端ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ美容液。くすみ,美白,ﾊﾘ,毛穴,赤みに。

・セラム 27,800
・セット割 37,800
・アイクリームとしても効果的 アクセルレイター 15,800

●Foamer15

にきび,くすみ,しみに。泡のﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ剤だから Face だけでなく Body にもお薦め。

●高濃度ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ﾛｰｼｮﾝ TA5-L
●肝斑内服薬

肝斑,くすみ,乾燥肌に。

9,800

4,800

飲んで肝斑治療。悪化してしまった肝斑には内服薬がおすすめです。

ｾｯﾄ(ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸内服薬+ｼｰﾋﾟｰ配合顆粒)30 日分
ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸内服薬 30 日分

●ハイドロキノンクリーム

4,900 (診察料込)

※初回のみ要診察。 ｸﾘﾆｯｸならではの美白ｸﾘｰﾑ。肝斑やﾆｷﾋﾞ跡に。

７％ 5ｇ 2,500

初回の方のみ、4,000

５％ 5ｇ 2,000

初回の方のみ、2,500

５％10ｇ 3,100

初回の方のみ、4,760

●0.05%トレチノインクリーム(5ｇ)
※要診察。 4,000

6,500(診察料込)

ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰを改善しｼﾜやくすみ,ｼﾐ,ﾆｷﾋﾞ,ﾆｷﾋﾞ跡に。肘,膝の黒ずみにも。

初回の方のみ、4,320

●ピュアプラセンタ D.R.

飲むﾋｭｰﾏﾝﾋﾟｭｱﾌﾟﾗｾﾝﾀ。2 ｶﾌﾟｾﾙ服用で注射薬 1 ｱﾝﾌﾟﾙと同等以上の力価。

１箱(100 カプセル) 19,500

※初回のみ要診察。

●メロングリソディンプロ

医療機関専売の抗酸化ｻﾌﾟﾘ。飲む日焼止め,美と健康のｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ,ﾊﾘ艶,保湿力ｱｯﾌﾟ。

1 箱(90 カプセル) 9,250

※2 箱までとなります。

●医療機関推奨の育毛剤
米国で売上 No.1 ﾊﾘｳｯﾄﾞｾﾚﾌﾞも愛用

Viviscal professional

1 箱 1 ヶ月分

12,000

パントガー 1 箱 1 ヶ月分 11,000
２％ミノキシジル（女性用） 1 本 1 ヶ月分 6,000

ヨーロッパ圏売上 No.1
皮膚科学会推奨度 A

※2％ミノキシジルは要診察。初回のみ診察料 1,250 円別途。

●ルミガン（まつげの育毛)

ビマトプロストがまつ毛の長さ、太さ、色の濃さ全てを改善するまつ毛育毛剤！！

※初回のみ要診察、診察料 1,250 円別途。

1.5 ヶ月～2 ヶ月使用可。

9,000

※専用ｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰ 4 本付

