
初・再診料

初診料 3,000

再診料 1,000

ボトックス 　　注射によるしわ治療 ・ 筋肉のバランスtuning

　　　　　　　　 全例、アラガン社のボトックスを使用（厚生労働省認可）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1ヶ月以内のリタッチ施術料込

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　① 額　（横ジワ） 30,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　➁ 眉間　（たてジワ） 30,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③ 目尻　（カラスの足跡ジワ） 30,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④ 目尻 + 目周り小ジワ 50,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤ バニーライン　（鼻のななめジワ） 20,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥オトガイ　（あごの梅干しジワ） 30,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦ 口角　（口角を下げる力をゆるめる） 20,000～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧ エラ　（小顔・噛みしめ） 50,000～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨ガミースマイル　 40,000～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑩ 脇の制汗　※リタッチなし 50,000～

【美肌ボトックス】　※診察にて詳細を決定します

　肌の質感、小ジワ、・皮脂コントロール、毛穴、赤みの改善に

・10単位：目の下、目周り 30,000

・20単位：額～眉間～目周りなど 50,000

・50単位：ボトックスリフト 80,000

【追加オプション】　美肌ボトックスに追加して効果アップ

・ヒアルロン酸+α 10,000

・トランサミン 5,000

【Tuning BTX®】　院長完全お任せ

・ハッピースマイルBTX　（眉間・オトガイ・口角に注射し不機嫌な表情をブロック） 70,000

・タイトニングBTX　（輪郭をすっきりさせる） 70,000

・Tuning BTX 10　（完全お任せ）※10単位まで 30,000

・Tuning BTX 30　（完全お任せ）※30単位まで（目安：3～4部位をナチュラルに調律したい場合） 60,000

・Tuning BTX 50　（完全お任せ）※50単位まで（目安：4～6部位をナチュラルに調律したい場合） 80,000

・Tuning BTX 80　（完全お任せ）※80単位まで 120,000

・Tuning BTX 100　（完全お任せ）※100単位まで 140,000

・Tuning BTX 処置後の追加（リタッチ）　10単位ずつ 20,000

【セットメニュー・各種割引】

・3万円以下のメニューのうちから2部位 50,000

・3万円以下のメニューのうちから3部位 70,000

・お試しBTX　初回限定（眉間・目尻のどちらか1部位） 10,000

※リピート割引として、6ヶ月以内の施術は10％オフです。

【2020年9月1日現在】　料金は変更になることがあります。ご了承ください。

※ 医師施術
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ヒアルロン酸 　　注入によるたるみ治療 ※ 医師施術

【1本あたりの注入費用】※施術料、針代込み　　部位を問わない

　　　　ジュビダームビスタボリューマ　（1本＝1ml） 90,000

　　　　ジュビダームビスタボリフト　（1本＝1ml） 90,000

　　　　ジュビダームビスタボルベラ　（1本＝1ml） 90,000

　　　　ジュビダームビスタウルトラプラスXC　（1本＝1ml） 70,000

　　　　ジュビダームビスタウルトラXC　（1本＝1ml） 70,000

　　　　レスチレン リド　（1本＝1ml） 70,000

　　　　レスチレン リフト リド　（1本＝1ml） 70,000

　　　　リデンシティーⅡ　（1本＝1ml） 70,000

【ドクターお任せプラン（複数本割引）】※施術料、針代込み

2本プラン：Aの中から1本 + Bの中から1本 130,000

　　　　  ：Aの中から2本 150,000

　　　　  ：Bの中から2本 120,000

3本プラン：Aの中から1本 + Bの中から2本 160,000

　　　　  ：Aの中から2本 + Bの中から1本 180,000

　　　　  ：Aの中から3本 200,000

　　　　  ：Bの中から3本 150,000

【1ヶ月以内の追加　1本あたり】

・Aから1本追加 70,000

・Bから1本追加 50,000

ヒアルロニダーゼ 　　ヒト由来　ヒアルロン酸分解注射 ※ 医師施術

当院処置後 20,000

他院処置後 40,000

ベビーコラーゲン 　　注入による表面の小ジワ治療 ※ 医師施術

ベビーコラーゲン 120,000

HIFU/RF 　　機器によるたるみ ・ 皮膚の引き締め治療 　

【ウルトラセル】HIFU / 高密度焦点式超音波治療法　　※ 医師施術

・フェイスライン（あご下）のみ 60,000

・フルフェイス + フェイスライン 100,000

【サブライム】RF / 高周波治療法　　※ スタッフ施術

・サブライム 35,000

・ウルトラセル処置後、1ヶ月以内組み合わせサブライム 28,000

コンビネーションリフト（BTCオリジナル：HIFU+RF） 100,000

目周り集中ケア 　　機器によるハリ・ 皮膚の引き締め治療

Vbeam目周り　　※ 医師施術 15,000

サブライム目周り　　※ スタッフ施術 12,000

1ヶ月以内の再照射

・Vbeam 12,000

・サブライム 10,000

A

B



Qスイッチヤグレーザー（QSYL） 　　機器によるシミ治療 ※ 医師施術

【シミ】

・お試しシミレーザー　初回限定（1個限定・大きさによらず） 10,000

・シミ　1万円～　　1㎜あたり1,000円 －

・1エリア　（名刺サイズ　9×5.5）取り放題 30,000

・両頬　取り放題 60,000

・全顔　取り放題 100,000

【ＡＤＭ】遅発性両側性大田母斑　※診察にて詳細を決定します　　　　　　 　　 30,000～50,000/回

Laser Toning 　　機器による肝斑 ・ 色素沈着 ・ 美白治療 ※ 医師施術

Laser Toning　（フルフェイス）+ トランサミン導入 15,000

Laser Toning + カーボンピーリング 20,000

傷跡・炎症後色素沈着 Laser Toning　　　　1ヶ所　2cm未満 3,000

他施術との組み合わせ Laser Toning 10,000

光治療 　　機器による美肌（シミ ・ ハリ ・ ツヤ ・ 小ジワ）治療 　

光治療（ノーリス）+ ビタミンＣ導入 　※医師施術、シミ/血管スポット照射有 25,000

光治療（eplus）+ ビタミンＣ導入　※スタッフ施術 20,000

1ヶ月以内の再照射　eplus+ ビタミンＣ導入 18,000

※光治療同時施術　イオン導入　ビタミンＣをクールビタミンに変更 +5,000

（ビタミンA+C：アルジネートマスク）

・両手背 15,000

・両前腕　または　両上腕 各50,000

Vbeam 　　機器による美肌（赤ら顔 ・ 小ジワ ・ ハリ ・ ツヤ ・ニキビ）治療 ※ 医師施術

フルフェイス 25,000

頬のみ 18,000

首のみ 20,000

ケロイド・尋常性疣贅・老人性血管腫など　※診察にて詳細を決定します 5,000～

炭酸ガスレーザー 　　機器によるイボ ・ ほくろ ・ できもの治療 ※ 医師施術

【ほくろ】

・3㎜未満　1個 15,000

・3㎜以上5㎜まで　1個 25,000

・5㎜以上　相談次第 －

【イボ（良性腫瘍）　2㎜未満】

・5個まで 6,000

・6～10個まで 10,000

・1エリア（名刺サイズ　9×5.5）取り放題　※診察にて詳細を決定します 30,000

【イボ・良性腫瘍　2㎜以上】

・イボ　6,000円～　　1㎜あたり1,000円 －

・1エリア　（名刺サイズ　9×5.5）取り放題 30,000

・全顔　取り放題 100,000

【その他】

・黄色腫 … 上記大きさに対する費用に特殊技術加算　1部位あたり 10,000

・特殊処置（目周りなど）…上記大きさに対する費用に技術加算　1部位あたり 5,000

・ニキビ　1個 500



ケミカルピーリング 　　薬剤による美肌（美白 ・ 肝斑 ・ ニキビ ・ ニキビ跡）治療

マイルドピーリング　（サリチル酸マクロゴール）全顔 6,000

マイルドピーリング　（サリチル酸マクロゴール）背中 + ビタミンＣ導入 15,000

TCAマイルドピーリング　（TCA：5～10％） 10,000

TCAディープピーリング　（TCA：15～30％） 15,000

TCAスポット50％　（ニキビ跡・瘢痕）　5箇所まで　　　　※ 医師施術 5,000

TCAスポット50％　（ニキビ跡・瘢痕）　20箇所まで 10,000

TCAイボ　全顔　　　 30,000

PQ-Age　（全顔）+ ビタミンＣ導入 18,000

PQ-Age　（首）　パック付き 12,000

他施術との組み合わせ　TCA5％ 5,000

他施術との組み合わせ　PQ-Age（全顔のみ） 12,000

イオン導入 　　機器による美肌（美白 ・ 肝斑 ・ ニキビ）治療　　　　　　　　　　　　　　　　　※ スタッフ施術

ビタミンC 3,000

ビタミンC + トランサミン 4,500

クールビタミン　（ビタミンA+C：アルジネートマスク） 10,000

エンビロンケア　（超音波 + クールビタミン） 15,000

他施術との組み合わせ　　ビタミンC 2,000

他施術との組み合わせ　　トランサミン 2,500

他施術との組み合わせ　　ビタミンC + トランサミン 3,500

他施術との組み合わせ　　クールビタミン　（ビタミンA+C：アルジネートマスク） 7,000

他施術との組み合わせ　　エンビロンケア　（超音波 + クールビタミン） 12,000

ピアス　　　医療用ピアス使用 ※ 医師施術

※耳たぶのみ対象です。軟骨やおへそなどの処置は行っておりません。

※プラス￥2，000円で、純チタンピアスへの変更が可能です。

両耳 6,000

片耳 4,500

ファーストピアスからセカンドピアスへの入替え 1,000

ピアスのトラブル 3,000～

手術 ※ 医師施術

【目元】

二重術埋没法 120,000

眉毛下皮膚切除法 300,000

【その他】

黒子切除術 30,000～

小陰唇縮小術（両側） 280,000

＊その他、各種美容外科手術についてはご相談ください。

麻酔

麻酔クリーム　ポイント 1,500

麻酔クリーム　全顔 3,000

ペンレステープ 100

キシロカインゼリー　30ml 3,000



脱毛

両脇　1～5回目まで 8,000

両脇　6回目以降　20％オフ 6,400

剃毛　1部位 3,000

美容注射

※別途、初診料もしくは再診料が必要です。

【注射】

・プラセンタ注射　1A 1,000

・プラセンタ注射追加：1Aあたり 800

【高濃度ビタミンＣ点滴】※この治療を受ける際は必ずＧ6ＰＤ検査が必要です。

・アスコルビン酸　12.5ｇ 10,000

・アスコルビン酸　25ｇ 15,000

・アスコルビン酸　12.5ｇ + Ｇ6ＰＤ検査 15,000

・Ｇ6ＰＤ検査のみ 8,000

自費処方

※処方箋料込みの金額です。

【美白内服セット　30日分】※15日分もあります。

・セットS（全部）  　トランサミン錠、ハイチオール錠、シナール錠、タチオン錠 7,800

・セットA（肝斑）  　トランサミン錠、ハイチオール錠、シナール錠 4,200

・セットB（美白+）　ハイチオール錠、シナール錠、タチオン錠 5,400

トランサミン錠（250）　  30日分 2,400

ハイチオール錠（80）　　30日分 600

シナール配合錠（200）　  30日分 1,200

タチオン錠（100）　　　  30日分 3,600

ユベラNソフトカプセル（200）　　30日分 1,200

ビオチン散0.2％　0.5ｇ　　30日分 1,200


