お悩み別 美容施術料金(税別)
あなたの顔をもっと美しく。ビューティー見積もり致します。相談のみも可。
¥3,000 /初診

¥1,000 /再診

シミ・ソバカス
by SPECTRA

1発治療コース
治療後かさぶたができ、はがれますがその後きれいな肌となります。（スペクトラ532照射）
全顔
目のまわり
両ほほ
スポット照射直径１㎝まで
追加１㎜ごと

¥80,000 /1回
¥60,000 /1回
¥60,000 /1回
¥10,000 /1回

¥1,000 /1回

ノーダウンタイムコース
ダウンタイムがなく、誰にも気づかれることなく治療できます。
（スペクトラルートロピール）
全顔
首
デコルテ
両手の甲

¥15,000 /1回

¥10,000 /1回
¥20,000 /1回

¥10,000 /1回

¥81,000 /6回

¥127,500 /10回

¥108,000 /6回

¥170,000 /10回

¥54,000 /6回

¥54,000 /6回

¥85,000 /10回

¥85,000 /10回

肝斑
by SPECTRA

今まで治療できなかった肝斑がスペクトラルートロトーニングで可能になりました。
全顔
両ほほ

設定なし
設定なし

¥90,000 /6回
¥75,000 /6回

¥135,000 /10回
¥106,250 /10回

太田母斑・ADM
by SPECTRA

スペクトラを使用し、お肌の深いところにある部位まで治療できます。
（スペクトラ1064照射）
全顔
スポット照射直径１㎝まで
追加１㎜ごと

¥80,000 /1回

¥544,000 /8回

¥1,000 /1回

¥6,800 /8回

¥10,000 /1回

里皮フ科クリニック

¥68,000 /8回
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お悩み別 美容施術料金(税別)
くすみ改善・美白コース
by SPECTRA

照射を重ねることで、シミ・くすみや毛穴の黒ずみをホワイトニングしていくことができま
す。
全顔
首
デコルテ
両手の甲

¥15,000 /1回

¥81,000 /6回

¥127,500 /10回

¥20,000 /1回

¥108,000 /6回

¥170,000 /10回

¥81,000 /6回

¥127,500 /10回

¥10,000 /1回
¥10,000 /1回

¥54,000 /6回
¥54,000 /6回

¥85,000 /10回
¥85,000 /10回

しわ・たるみ
by SPECTRA/MOSAIC Limited/ INFINI / HYALURONIC ACID / BOTOX VISTA®

小じわ対策コース
深いしわになる前に。（スペクトラピール）
全顔

¥15,000 /1回

アンチエイジングコース
肌の凹凸改善。首のたるみ、若返り（モザイクLimited真皮治療モード）
全顔
首

デコルテ
両手の甲

¥30,000 /1回

¥162,000 /6回

¥255,000 /10回

¥40,000 /1回

¥216,000 /6回

¥340,000 /10回

¥20,000 /1回
¥20,000 /1回

¥108,000 /6回

¥108,000 /6回

¥170,000 /10回

¥170,000 /10回

アンチエイジングコース
深いしわ、たるみに。（インフィニマイクロニードルフラクショナルRF３D治療）
全顔
首

デコルテ
両手の甲

¥80,000 /1回

¥432,000 /6回

¥680,000 /10回

¥100,000 /1回

¥540,000 /6回

¥850,000 /10回

¥60,000 /1回
¥60,000 /1回

¥324,000 /6回

¥324,000 /6回

¥510,000 /10回

¥510,000 /10回

小顔コース
真皮に働きかけリンパ節の流れを促進し、小顔に。（インフィニリフトアップ治療）
全顔

¥30,000 /1回

¥162,000 /6回

¥255,000 /10回

ボトックス注射
気になる部位に注入します。（アラガン社製ボトックスビスタ®）
眉間
額
目尻
うめぼしじわ
バニーライン（ほうれい線）
小顔（えら）
口角（マリオネットライン）
リフトアップ（全顔、首）

32400 /1回
32400 /1回
32400 /1回
32400 /1回
32400 /1回
64800 /1回
21600 /1回
75600 /1回

ヒアルロン酸注入
気になる部位に注入します。1本単位のご購入です。
ジュビダームウルトラ
ジュビダームウルトラプラス

¥75,000 /本
¥75,000 /本

里皮フ科クリニック

←10％off

2/5

お悩み別 美容施術料金(税別)
ニキビ治療コース
by SPECTRA / MOSAIC Limited / INFINI

アクネ菌退治

ニキビの出にくい肌作りコース

皮脂腺に直接ダメージを与え、過度な皮脂の分泌を抑えます。（スペクトラピール）
全顔

¥15,000 /1回

ほほ
¥10,000 /1回
大人のニキビ、ニキビ跡治療コース

¥81,000 /6回
¥54,000 /6回

頑固なニキビ、ニキビ跡の治療に。（モザイク真皮治療モード）
全顔
両ほほ

¥30,000 /1回
¥20,000 /1回

¥162,000 /6回
¥108,000 /6回

¥127,500 /10回

¥85,000 /10回

¥255,000 /10回
¥170,000 /10回

学生ニキビ治療コース
学生はニキビ、ニキビ跡治療コースが2割引きとなります。
全顔
両ほほ

¥24,000 /1回
¥16,000 /1回

¥129,600 /6回
¥86,400 /6回

¥204,000 /10回
¥136,000 /10回

ニキビ跡・毛穴引き締めコース
ニキビで開いた毛穴に。肌質改善、くすみにも効果を発揮します。
(インフィニHYBRIDフラクショナルRF治療)
全顔
両ほほ
鼻
あご

¥30,000 /1回

¥162,000 /6回

¥255,000 /10回

¥10,000 /1回

¥54,000 /6回

¥85,000 /10回

¥20,000 /1回
¥10,000 /1回

¥108,000 /6回

¥170,000 /10回

¥54,000 /6回

¥85,000 /10回

¥15,000 /1回

¥81,000 /6回

¥127,500 /10回

¥5,000 /1回

¥27,000 /6回

毛穴引き締めコース
by SPECTRA / MOSAIC Limited / INFINI

毛穴の汚れ除去コース
角質の汚れ除去、毛穴縮小。(スペクトラピール)
全顔
両ほほ
鼻
あご

¥10,000 /1回
¥5,000 /1回

¥54,000 /6回
¥27,000 /6回

¥85,000 /10回
¥42,500 /10回

¥42,500 /10回

アンチエイジングコース
老化による開いた毛穴に。（モザイクLimited真皮治療モード）
全顔
両ほほ
鼻
あご

¥30,000 /1回

¥20,000 /1回
¥10,000 /1回
¥10,000 /1回

¥162,000 /6回

¥108,000 /6回
¥54,000 /6回

¥54,000 /6回

¥255,000 /10回

¥170,000 /10回
¥85,000 /10回

¥85,000 /10回

肌質改善コース
ニキビで開いた毛穴に。肌質改善、くすみにも効果を発揮。
(インフィニHYBRIDフラクショナルRF治療)
全顔
両ほほ
鼻
あご

¥30,000 /1回

¥162,000 /6回

¥255,000 /10回

¥10,000 /1回

¥54,000 /6回

¥85,000 /10回

¥20,000 /1回
¥10,000 /1回

里皮フ科クリニック

¥108,000 /6回
¥54,000 /6回

¥170,000 /10回
¥85,000 /10回
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赤ら顔改善コース
by SPECTRA / CLARITY TWIN

皮膚の微小血管を加熱収縮し、赤ら顔を改善。(スペクトラピール)
両ほほ
小鼻の周囲

¥10,000 /1回
¥5,000 /1回

¥54,000 /6回
¥27,000 /6回

¥85,000 /10回
¥42,500 /10回

赤ら顔を改善しつつ、美白へ。(クラリティTWINロングパルスYAGレーザー）
両ほほ
小鼻の周囲

¥60,000 /1回
¥30,000 /1回

¥324,000 /6回
¥162,000 /6回

¥510,000 /10回
¥255,000 /10回

体の内側から治療（漢方）
保険が適用される場合がございます。詳細は診療時にお問い合わせ下さい。

多汗症・ワキガ
by INFINI / BOTOX VISTA®

レーザー治療コース
汗を出す毛穴ごと破壊して臭いを軽減。最初の３回は２～３ヶ月おきに。残りの３回は半年
～１年おきに治療していきます。
（インフィニHYBRIDマイクロニードルフラクショナルRF治療）
両脇

¥360,000 /6回

ボトックス注射
交感神経の作用を弱め3ヶ月間汗の分泌を極めて減少させることができます。（アラガン社製
ボトックスビスタ®）
両脇

¥120,000 /1回

多汗症・ワキガハイブリッド治療コース
短期的即時効果と根本的改善治療を求める方に。ボトックス→インフィニ→ボトックス→イ
ンフィニと３ヶ月おきに交互に治療していきます。
料金は症状によって異なりますので、ご相談下さい。

発毛コース
by MOSAIC Limited

モザイク発毛モード
モザイクレーザーヘアーセラピーで頭皮を活性化。
全頭
分け目
おでこ

¥10,000 /1回

¥140,000 /20回

¥6,000 /1回

¥100,000 /20回

¥6,000 /1回

¥100,000 /20回

発毛ハイブリッド治療コース
モザイクレーザーヘアーセラピー＋ヒーライトの同日コンビネーションコース。
全頭
分け目
おでこ

¥13,000 /1回

¥188,000 /20回

¥9,000 /1回

¥148,000 /20回

¥9,000 /1回

里皮フ科クリニック

¥148,000 /20回
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医療レーザー脱毛
by CLARITY TWIN

日本人の肌に適した医療脱毛機器クラリティTWINによる痛みを軽減した脱毛。
両脇
全顔
眉
鼻
ひげ女性口まわり
あご
男性ひげ（顔）
男性ひげ（首）
項部（うなじ）
背中上
背中全体
ひじ～肩
ひじ～手首
うで全体
太もも（ひざ含む）
ひざ下（ひざ含む）
足全体
手の甲
指
足の甲+指
ビキニライン
腹部（１０ｃｍ四方）

¥6,000 /1回

¥25,500 /5回

¥20,000 /1回

¥85,000 /5回

¥10,000 /1回

¥42,500 /5回

¥6,000 /1回

¥25,500 /5回

¥3,200 /1回

¥13,600 /5回

¥10,000 /1回

¥42,500 /5回

¥6,000 /1回

¥25,500 /5回

¥35,000 /1回

¥148,750 /5回

¥20,000 /1回

¥85,000 /5回

¥10,000 /1回
¥15,000 /1回
¥45,000 /1回
¥14,000 /1回

¥42,500 /5回

¥63,750 /5回

¥191,250 /5回

¥59,500 /5回

¥32,000 /1回

¥136,000 /5回

¥20,000 /1回

¥85,000 /5回

¥24,000 /1回

¥102,000 /5回

¥42,000 /1回

¥178,500 /5回

¥2,000 /1回

¥8,500 /5回

¥8,000 /1回

¥34,000 /5回

¥10,000 /1回

¥42,500 /5回

¥10,000 /1回

¥42,500 /5回

¥10,000 /1回

¥42,500 /5回

ハイブリッド治療コース
HYBRID CARE COURSE

アンチエイジング、トータルな肌質改善
フラクショナルRF+マイクロニードルフラクショナルRF3Dを同時に施術（インフィニ
全顔

¥100,000 /1回

¥540,000 /6回

¥850,000 /10回

里皮フ科クリニックのおすすめ
RECOMMEND For You

デュアルピールコース
スペクトラピール+ルートロピールを同時に施術。ダウンタイムがほとんどないマイルドな治
療なのに、美白も引き締めも肌質改善にも効果を発揮。
全顔

¥20,000 /1回

¥108,000 /6回

¥170,000 /10回

美容積立
RECOMMEND For You

1か月1万円の積み立てを1年間すると、年間施術13万円分を受けられます。
美容積立1口

¥10,000 /月

里皮フ科クリニック
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