
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（サリチル酸マクロゴール）

【ニキビ、くすみ、小鼻の黒ずみ】
1回 3回セット

顔 \5,000（税込 \5,500） \10,000（税込 \11,000）

顔 + エレクトロポレーション（美白コース） \16,000（税込 \17,600） \43,000（税込 \47,300）

背中（上部） \8,000（税込 \8,800） \16,000（税込 \17,600）

【治療方法】アミノ酸、核酸、塩基、ミネラルが含まれた製剤を注射しま

す。1～2週間に1回がおすすめです。

【効果】美肌・美白、更年期障害・肩こりの改善、発毛促進、アレルギー症

状の緩和など

【副作用】悪心、発疹、注射部位の疼痛・内出血など

　※献血ができなくなります。

【治療方法】ビタミンB1製剤を注射します。

1～2週間に1回がおすすめです。

【効果】疲労や二日酔いの回復、免疫力の強化、肩こりや肌荒れの改善など

【副作用】悪心、発疹、注射部位の疼痛・内出血など

【治療方法】グルタチオン・トラネキサム酸・ビタミンCが含まれた製剤を

注射します。1～2週間に1回がおすすめです。

【効果】美白(くすみ・肝斑の改善、肌のトーンアップ)、美肌

【副作用】悪心、発疹、注射部位の疼痛・内出血など

【治療内容】肌に薬剤を塗り、薬剤の力でターンオーバーを正常化・促進さ

せる施術です。サリチル酸マクロゴールは角質層のみに反応するため皮膚深

部の細胞を傷つけず安全性の高いピーリング治療ができます。

【効果】毛穴の黒ずみ、くすみ、にきび・にきび痕の改善

【副作用】乾燥、赤み、ひりつき

【治療期間・回数の目安】1ヶ月に1回、5回程度がおすすめです。



エンビロン（イオン導入） 1回 3回セット 5回セット

クールビタミントリートメント \6,000（税込 \6,600） \14,000（税込 \15,400） \23,000（税込 \25,300）

クールビタミントリートメント（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併用時）
\4,800（税込 \5,280） \11,200（税込 \12,320） \18,400（税込 \20,240）

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）

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】
1回 3回セット 5回セット 初回トライアル

ハイドラフェイシャル（全顔） \18,000（税込 \19,800） \50,000（税込 \55,000） \82,000（税込 \90,200） \12,000（税込 \13,200）

ハイドラフェイシャル（全顔、レーザーフェイシャル併用時） \14,400（税込 \15,840） \40,000（税込 \44,000） \65,600（税込 \72,160） トライアルは対象外

【治療内容】皮膚深層（SMAS筋膜など）に超音波を集中照射することで発生する熱エネルギーにより切らないリ

フトアップ効果が期待できる施術です。

【効果】肌のリフトアップ、たるみの改善

【副作用】赤み、腫れ、筋肉痛、知覚鈍麻など

【治療期間・回数の目安】3ヶ月～6ヶ月に1回、2～6回程度がおすすめです。

【治療内容】皮膚浅層（真皮層）に超音波を集中照射することで発生する熱エネルギーによりコラーゲンやエラス

チンの新生を促し肌質改善や肌のひきしめ効果が期待できる施術です。

【効果】肌のハリ・ツヤアップ、毛穴・肌質の改善

【副作用】赤み、腫れ、痛みなど

【治療期間の目安】1ヶ月～2ヶ月に1回、2～6回程度がおすすめです。

【治療内容】ピーリング剤を使用しながら渦巻き状の水流によって通常の洗顔では落としきれない皮脂や角質を除去し、同時に美容成分も補給します。

【効果】毛穴の黒ずみ・よごれ・開きの改善、にきび・オイリー肌の改善、くすみ・小じわの改善　　　　　　　 【副作用】赤み、ひりつき　　　　　　【治療期間・回数の目安】2週間～1ヶ月に1回、5回程度がおすすめです。



エレクトロポレーション（メソナ J 使用） 1回 5回セット 初回トライアル

・赤ら顔コース

　　【赤ら顔、アトピー性皮膚炎】
\10,000（税込 \11,000） \40,000（税込 \44,000） \8,000（税込 \8,800）

・赤ら顔コース（レーザーフェイシャル併用時） \8,000（税込 \8,800） \32,000（税込 \35,200） 初回トライアル対象外

・美白コース

　　【美白、くすみ】
\14,000（税込 \15,400） \56,000（税込 \61,600） \12,000（税込 \13,200）

・美白コース（レーザーフェイシャル併用時） \11,200（税込 \12,320） \44,800（税込 \49,280） 初回トライアル対象外

・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】
\18,000（税込 \19,800） \72,000（税込 \79,200） \15,000（税込 \16,500）

・トータルアンチエイジングコース

　　（レーザーフェイシャル併用時）
\14,400（税込 \15,840） \57,600（税込 \63,360） 初回トライアル対象外

レーザーフェイシャル【しみ、くすみ、毛穴、美肌】 1回 5回セット 初回トライアル

レーザーフェイシャル（Gentle Max Pro使用） \12,000（税込 \13,200） \45,000（税込 \49,500） \10,000（税込 \11,000）

レーザーシャワー【小じわ、はり、毛穴、赤ら顔】 1回 5回セット 初回トライアル

レーザーシャワー（Gentle Max Pro使用） \13,000（税込 \14,300） \50,000（税込 \55,000） \11,000（税込 \12,100）



（CO2RE使用） 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）

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（CO2RE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）

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 7回目以降

両わき \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）

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）

胸（乳輪含まず） \16,000（税込 \17,600） \80,000（税込 \88,000）

乳輪まわり \5,000（税込 \5,500） \25,000（税込 \27,500）

お腹（おへそまわりは無料） \16,000（税込 \17,600） \80,000（税込 \88,000）

おへそまわり \5,000（税込 \5,500） \25,000（税込 \27,500）

お尻（Οライン含まず） \15,000（税込 \16,500） \75,000（税込 \82,500）

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）

ＶＩΟセット \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）

全顔 \12,000（税込 \13,200） \60,000（税込 \6,6000）

レーザー脱毛（男性） 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）

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）

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）

レーザー照射・1発毎 \500（税込 \550）

剃毛料金（1部位） \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
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※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




