診療内容・料金一覧

大垣バイパス医院

カウンセリング料
初回カウンセリング料

\2,000（税込 \2,200）

カウンセリング料

\1,000（税込 \1,100）

注射・点滴（カウンセリング料はかかりません）

1回

回数チケット（11回分）

プラセンタ注射

1アンプル

\1,500（税込 \1,650）

\15,000（税込 \16,500）

プラセンタ注射

2アンプル

\2,500（税込 \2,750）

\25,000（税込 \27,500）

ニンニク注射

\2,000（税込 \2,200）

\20,000（税込 \22,000）

美白・美肌点滴

\6,300（税込 \6,930）

ケミカルピーリング（サリチル酸）
【ニキビ、くすみ、小鼻の黒ずみ】
顔
顔 + エレクトロポレーション（美白コース）
背中（上部）

エンビロン
エンビロン・イオン導入
クールビタミントリートメント＊

1回

3回セット

\5,000（税込 \5,500）

\10,000（税込 \11,000）

\16,000（税込 \17,600）

\43,000（税込 \47,300）

\8,000（税込 \8,800）

\16,000（税込 \17,600）

1回

3回セット

5回セット

\6,000（税込 \6,600）

\14,000（税込 \15,400）

\23,000（税込 \25,300）

＊レーザーフェイシャル or フラクショナルレーザーorケミカルピーリングとの併用で 20％ off

HIFU（ウルトラフォーマーⅢ使用）
全顔（フェイスラインを含む）

\71,000（税込 \78,100）

あご下

\18,000（税込 \19,800）

全顔＋あご下

\86,000（税込 \94,600）

HIFUシャワー（ウルトラフォーマーⅢ使用）
全顔

\27,000（税込 \29,700）

首

\19,000（税込 \20,900）

エレクトロポレーション（メソナ J 使用・岐阜県下初！）
・赤ら顔コース
【赤ら顔、アトピー性皮膚炎】
・美白コース
【美白、くすみ】＊
・トータルアンチエイジングコース
【美白、抗酸化作用、しわ、はり】＊

1回

5回セット

初回トライアル

\10,000（税込 \11,000）

\40,000（税込 \44,000）

\8,000（税込 \8,800）

\14,000（税込 \15,400）

\56,000（税込 \61,600）

\12,000（税込 \13,200）

\18,000（税込 \19,800）

\7,2000（税込 \79,200）

\15,000（税込 \16,500）

＊レーザーフェイシャルとの併用で 20％ off

レーザーフェイシャル【しみ、くすみ、毛穴、美肌】
レーザーフェイシャル（Gentle Max Pro使用）

レーザーシャワー【小じわ、はり、毛穴、赤ら顔】
レーザーシャワー（Gentle Max Pro使用）

トライアルは対象外

1回

5回セット

初回トライアル

\12,000（税込 \13,200）

\45,000（税込 \49,500）

\10,000（税込 \11,000）

1回

5回セット

初回トライアル

\13,000（税込 \14,300）

\50,000（税込 \55,000）

\11,000（税込 \12,100）

ハイドラフェイシャル
【毛穴のつまり・黒ずみ、オイリー肌、くすみ】
ハイドラフェイシャル（全顔）＊

1回

3回セット

\18,000（税込 \19,800）

\50,000（税込 \55,000）

＊レーザーフェイシャルとの併用で 10％ off （学割併用不可）
＊学割 10％ off
1mm未満

以後1mm毎

ほくろ

\2,000（税込 \2,200）

\2,000（税込 \2,200）

老人性いぼ

\2,000（税込 \2,200）

\1,000（税込 \1,100）

（CO2RE使用）

アクロコルドン（首やわきにあるたくさんのいぼ）

￥500/個（税込 \550/個）

フラクショナルレーザー（CO 2RE使用）
【ニキビ瘢痕、しわ、毛穴、はり】
全顔

\30,000（税込 \33,000）

両頬

\15,000（税込 \16,500）

鼻

\5,000（税込 \5,500）

額

\10,000（税込 \11,000）

Ｑスイッチ・ルビーレーザー（The Ruby nanoQ使用）

1㎠あたり

以後1㎠毎

しみ
＊太田母斑、異所性蒙古斑、扁平母斑、外傷性色素沈着症は
保険適応となります。

\8,900（税込 \9,790）

4,000（税込 \4,400）

5回セット

初回トライアル

\82,000（税込 \90,200） \12,000（税込 \13,200）
トライアルは対象外

美肌スペシャルコース【顔のくすみ、ニキビ、はり、美白】
ケミカルピーリング

＋ エレクトロポレーション２回

レーザーフェイシャル ＋ エレクトロポレーション２回

\48,000（税込 \52,800）

レーザー脱毛（女性）

1回料金

6回セット

\6,000（税込 \6,600）

\30,000（税込 \33,000）

両ひじ下

\18,000（税込 \19,800）

\90,000（税込 \99,000）

両ひじ上

\18,000（税込 \19,800）

\90,000（税込 \99,000）

両手甲・指

\6,000（税込 \6,600）

\30,000（税込 \33,000）

両足甲・指

\6,000（税込 \6,600）

\30,000（税込 \33,000）

両太もも

\27,000（税込 \29,700）

\135,000（税込 \148,500）

両ひざ下

\25,000（税込 \27,500）

\125,000（税込 \137,500）

背中上（首のつけ根～ブラ紐の高さ）

\20,000（税込 \22,000）

\100,000（税込 \110,000）

1

背中下（ブラ紐～パンツ紐の高さ）

\20,000（税込 \22,000）

\100,000（税込 \110,000）

回

胸（乳輪含まず）

\16,000（税込 \17,600）

\80,000（税込 \88,000）

料

\5,000（税込 \5,500）

\25,000（税込 \27,500）

金

\16,000（税込 \17,600）

\80,000（税込 \88,000）

の

\5,000（税込 \5,500）

\25,000（税込 \27,500）

半

\15,000（税込 \16,500）

\75,000（税込 \82,500）

額

Ｖライン

\8,000（税込 \8,800）

\40,000（税込 \44,000）

Ｉライン

\7,000（税込 \7,700）

\35,000（税込 \38,500）

Οライン

\8,000（税込 \8,800）

\40,000（税込 \44,000）

\18,000（税込 \19,800）

\90,000（税込 \99,000）

えりあし（うなじ）

\7,000（税込 \7,700）

\35,000（税込 \38,500）

口まわり

\5,000（税込 \5,500）

\25,000（税込 \27,500）

\12,000（税込 \13,200）

\60,000（税込 \6,6000）

1回料金

6回セット

7回目以降

鼻下

\5,000（税込 \5,500）

\25,000（税込 \27,500）

1

口下

\5,000（税込 \5,500）

\25,000（税込 \27,500）

あご下～首

\7,000（税込 \7,700）

\35,000（税込 \38,500）

頬

\6,000（税込 \6,600）

\30,000（税込 \33,000）

もみあげ

\2,000（税込 \2,200）

\10,000（税込 \11,000）

両わき

乳輪まわり
お腹（おへそまわりは無料）
おへそまわり
お尻（Οライン含まず）

ＶＩΟセット

全顔
レーザー脱毛（男性）

全顔（鼻下・口下・あご下～首、頬、もみあげ）
\18,000（税込 \19,800）
\90,000（税込 \99,000）
※セット範囲内の局所の場合は対象となります
例えば全顔セット施行後、鼻下のみ7回目を行う場合、1回料金の半額になります

レーザー照射・1発毎
剃毛料金（1部位）
※割引（以下併用可）
３部位以上同時施術 10％引き
学生割引 10％引き
※7回目以降は割引対象外

7回目以降

回
料
金
の
半
額

\500（税込 \550）
\2,000（税込 \2,200）
※キャンセルについて
・前日キャンセルは施術代金の 10％
・当日キャンセルは施術代金の 20％
・無断キャンセルは施術代金の 30％
をキャンセル料としてご負担いただきます

