
医療レーザー脱毛

部位 １回料金 5回コース料金 コース終了後１回料金
両わき（トライアル料金 ¥3000） ¥6,000 ¥24,000 ¥3,000

ひじ下 ¥25,000 ¥100,000 ¥12,500
ひじ上 ¥30,000 ¥120,000 ¥15,000

手の甲・指 ¥15,000 ¥60,000 ¥7,500
ひざ下 ¥32,000 ¥128,000 ¥16,000
ひざ上 ¥35,000 ¥140,000 ¥17,500
ひざ ¥10,000 ¥40,000 ¥5,000

足の指・甲 ¥15,000 ¥60,000 ¥7,500
胸 ¥30,000 ¥120,000 ¥15,000

乳輪まわり★ ¥15,000 ¥60,000 ¥7,500
お腹 ¥30,000 ¥120,000 ¥15,000

おへそまわり ¥15,000 ¥60,000 ¥7,500
背中上 ¥30,000 ¥120,000 ¥15,000
背中下 ¥30,000 ¥120,000 ¥15,000
背中 ¥50,000 ¥200,000 ¥25,000
お尻 ¥30,000 ¥120,000 ¥15,000

Vライン ¥10,000 ¥40,000 ¥5,000
Iライン★ ¥12,000 ¥48,000 ¥6,000
Oライン★ ¥12,000 ¥48,000 ¥6,000
全顔★ ¥40,000 ¥160,000 ¥20,000
鼻下★ ¥8,000 ¥32,000 ¥4,000

口周り★ ¥12,000 ¥48,000 ¥6,000
襟足★ ¥15,000 ¥60,000 ¥7,500

眉上・眉間★ ¥15,000 ¥60,000 ¥7,500
まゆ上★ ¥15,000 ¥60,000 ¥7,500
まゆ下★ ¥15,000 ¥60,000 ¥7,500

ひじ下・ひざ下
（膝、手足の甲、指も含む）

¥50,000 ¥200,000 ¥25,000

腕
（ひじ上、ひじ下、手の甲・指）

¥45,000 ¥180,000 ¥22,500

脚
（ひざ上、ひざ、ひざ下、足の甲・指）

¥60,000 ¥240,000 ¥30,000

VIOライン★ ¥32,000 ¥120,000 ¥16,000

（全て税抜価格）

部位 1回料金 5回コース料金 コース終了後１回料金

ひげ（鼻下） ¥10,000 ¥40,000 ¥5,000
口下（12㎜まで） ¥10,000 ¥40,000 ¥5,000

あご ¥12,000 ¥48,000 ¥6,000
首 ¥15,000 ¥60,000 ¥7,500

もみあげ ¥15,000 ¥60,000 ¥7,500
頬 ¥15,000 ¥60,000 ¥7,500

全顔 ¥40,000 ¥160,000 ¥20,000

Depilation

男性の脱毛 ※志木院は行っておりません。

三鷹院：０４２２-７２-８６５０
住所：東京都三鷹市上連雀4-3-5 三鷹上連雀シティハイツ2F

はなふさ皮膚科 メニュー表 コースは全て2年消化でご案内しております。

新座院：０４８-４８３-８７２３
住所：埼玉県新座市野火止5-10-26国分寺院：０４２-３２０-７７２２

住所：東京都国分寺市本町4-1-9

久我山院：０３-５３３６-０７７０
住所：東京都杉並区久我山4-1-9 久我山ビルディング2F

ご予約・お問い合わせは、お近くのはなふさ皮膚科へお電話ください♪

【美容医療専門サイト】

【クリニックサイト】
http://mitakahifu.com/

女性の脱毛 ※志木院は医療光脱毛

http://www.mitakabiyou.com/

※剃毛：各部位毎に1,000円 ★志木院では行っておりません。

※剃毛：各部位毎に1,000円

志木院：０４８-４２４-３７２６
住所：埼玉県志木市本5-28-8ドゥーセットビル3階

http://mitakahifu.com/
http://www.mitakabiyou.com/


はなふさ皮膚科 メニュー表 コースは全て2年消化でご案内しております。

フェイシャルメニュー

施術部位 １回料金 コース料金 コース終了後半年以内

フォト・ヤグトーニング
全顔トライアル料金

【※剃毛料金 ¥1,000】

（トライアル料金）
¥10,000

（トライアル後1か月以内ご契約
5回コース料金）

¥75,000

¥10,000

全顔通常料金 ¥20,000 （6回コース料金） ¥100,000 ¥10,000

両ほほ+鼻 ¥15,000 (6回コース料金） ¥75,000 -

Qトーニング
全顔トライアル料金(三鷹院・国分寺院)

【※剃毛料金 ¥1,000】

（トライアル料金）
¥15,000

（トライアル後1か月以内ご契約
5回コース料金）

¥85,000
¥10,000

三鷹院・国分寺院 １回料金 3回コース料金 6回コース料金 9回コース料金

クールビタミン ¥6,000 ¥17,100 ¥30,000 ¥45,000

トラネキサム酸 ¥7,000 ¥19,950 ¥35,000 ¥52,500

新座院・志木院・久我山院
（アルジネートマスク込み）

１回料金 6回コース料金

クールビタミン ¥8,000 ¥40,000

トラネキサム酸 ¥9,000 ¥45,000

オプション（全院共通） １回1,000円引き（※他施術と組み合わせ時のオプション料金）

フォト治療 ICONアイコン・スターラックス・ヤグトーニング・Qトーニング（シミ・美肌・くすみ治療）

（全て税抜価格）

イオン導入（シミ・美肌・にきび治療）

FacialMenu

Ｑスイッチ アレキサンドライトレーザー（ピンポイントのシミ治療）

炭酸ガスレーザー

施術部位の大きさ ～3mm 3.1㎜～5mm 5.1㎜～10㎜ 10.1㎜～15㎜ 15.１㎜～20㎜ 20.1㎜～

ほくろ・イボ（手掌、
足底、手足指、陰部）

¥10,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000

その他のイボ (1mm～5mm)              ￥5,000 (5mm以降1mmあたり)           ¥1,000

炭酸ガスレーザー取り放題（期限：半年間）

三鷹院：０４２２-７２-８６５０
住所：東京都三鷹市上連雀4-3-5 三鷹上連雀シティハイツ2階 新座院：０４８-４８３-８７２３

住所：埼玉県新座市野火止5-10-26国分寺院：０４２-３２０-７７２２
住所：東京都国分寺市本町4-1-9

久我山院：０３-５３３６-０７７０
住所：東京都杉並区久我山4-1-9 久我山ビルディング2F

ご予約・お問い合わせは、お近くのはなふさ皮膚科へお電話ください♪

【美容医療専門サイト】

【クリニックサイト】
http://mitakahifu.com/

http://www.mitakabiyou.com/

ピコレーザートーニング（新座院限定）
【※剃毛料金 ¥1,000】

通常1回料金 トライアル料金 トライアル後1か月以内ご契約

5回コース料金
コース終了後半年以内

全顔 ¥30,000 ¥15,000 ¥125,000 ¥15,000

志木院：０４８-４２４-３７２６
住所：埼玉県志木市本町5-28-8ドゥーセットビル3

階

※フォト・トーニング・レーザーフェ
イシャル
コース中の併用は20%OFF

全顔 首 全身

¥300,000 ¥200,000 ¥1,500,000

全顔通常料金 ¥20,000 (6回コース料金） ¥100,000 ¥¥10,000

シミ治療
（ピンポイント）

1㎝あたり

¥15,000

http://mitakahifu.com/
http://www.mitakabiyou.com/


はなふさ皮膚科 メニュー表 コースは全て2年消化でご案内しております。

施術部位の大きさ 1回料金 6回コース料金

両ほほ＋こめかみ＋鼻 ¥40,000 ¥200,000

全顔 ¥60,000 ¥300,000

部分（2cm×2cmまで） ¥12,000 ¥60,000

鼻 ¥15,000 ¥75,000

種類 １回料金 ３回コース料金 ６回コース料金 ９回コース料金

サリチル酸 ¥12,000 ¥34,200 ¥60,000 ¥90,000

鼻根部もしくは頤 眉間もしくは目尻 額もしくは首 小顔 わき

¥24,000 ¥30,000 ¥42,000 ¥50,000 ¥70,000

ヒアルロン酸注射（しわ・たるみ・ほうれい線）

施術部位 1本あたり 3本セット

隆鼻、アゴ、眉間、額、目の下のシワ・クマ、ほうれ
い線

¥50,000 ¥125,000

※使用期限は１ヶ月以内になります。 ※4本目以降1本あたり ￥35,000

リジェノックス（しわ・たるみ・小じわ 効果はボトックスと同様）

ボトックス注射（しわ・たるみ・小じわ）

ケミカルピーリング（にきび治療・美肌）

フラクショナルレーザー（久我山院のみ）・ダーマペン（にきび痕治療）

その他のたるみ治療方法

種類 １回料金 6回コース料金

ウルトラセル（新座院） (HIFU） ¥100,000
（GFR） ¥50,000

目周り・小鼻 ¥20,000
ー

テノールⅡ（国分寺院） ¥20,000 ¥100,000

ファームアップ（三鷹院） ¥20,000 ¥100,000

三鷹院：０４２２-７２-８６５０
住所：東京都三鷹市上連雀4-3-5 三鷹上連雀シティハイツ2階 新座院：０４８-４８３-８７２３

住所：埼玉県新座市野火止5-10-26国分寺院：０４２-３２０-７７２２
住所：東京都国分寺市本町4-1-9

久我山院：０３-５３３６-０７７０
住所：東京都杉並区久我山4-1-9 久我山ビルディング2F

ご予約・お問い合わせは、お近くのはなふさ皮膚科へお電話ください♪

【美容医療専門サイト】

【クリニックサイト】
http://mitakahifu.com/

http://www.mitakabiyou.com/

鼻根部もしくは頤 額もしくは首 小顔 わき

¥20,000 ¥35,000 ¥40,000 ¥30,000

ピコフラクショナル（新座院限定） トライアル料金 通常1回料金 5回コース料金

全顔 30,000円 ¥50,000 ¥200,000

※剃毛料金 ¥1,000（フラクショナルレーザー施術の場合）

志木院：０４８-４２４-３７２６
住所：埼玉県志木市本町5-28-8ドゥーセットビル3階

【マジックニードル カニューレ(注入用針 )   ¥8,000 ※内出血が気になる方はこちらをご案内しております。】

コース終了後半年間

ー

¥10,000

ー

【マイクロボトックス】 （しわ・たるみ・小じわ・毛穴） 12単位 ¥30,000

http://mitakahifu.com/
http://www.mitakabiyou.com/


1アンプル1回料金 6回コース料金

¥1,000 ¥5,000

（全て税抜価格）

はなふさ皮膚科 メニュー表 コースは全て2年消化でご案内しております。

その他

プラセンタ注射（疲労回復）

2アンプル1回料金 6回コース料金

¥2,000 ¥10,000

BNLS neo注射（顔やせ注射）

HARG療法（薄毛治療）

１回料金 6回コース料金 9回コース

¥80,000 ¥400,000 ¥600.000

Nd:YAGレーザー（赤み、血管膨張）

１0㎜あたり

¥30,000

シルエットリフト（たるみ）

三鷹院：０４２２-７２-８６５０
住所：東京都三鷹市上連雀4-3-5 三鷹上連雀シティハイツ2階 新座院：０４８-４８３-８７２３

住所：埼玉県新座市野火止5-10-26国分寺院：０４２-３２０-７７２２
住所：東京都国分寺市本町4-1-9

久我山院：０３-５３３６-０７７０
住所：東京都杉並区久我山4-1-9 久我山ビルディング2階

ご予約・お問い合わせは、お近くのはなふさ皮膚科へお電話ください♪

【美容医療専門サイト】

【クリニックサイト】
http://mitakahifu.com/

http://www.mitakabiyou.com/

＊三鷹院・志木院では取り扱っておりません。

ピコレーザー（シミ・刺青）※新座院限定

シミ取り全面3回コース
（半年間有効）

顔面料金 両手背料金 両手背・腕料金

¥300,000 ¥200,000 ¥450,000

刺青・タトゥー除去
（面積での料金設定）

～5cm×5cm 5.1㎝×5.1㎝～10×10㎝ 10.1cm×10.1cm～15㎝×15㎝

¥18,000 ¥27,000 ¥40,000

1ml

￥8,600

※20ml

¥100.000

※２０ｍｌは１ヶ月以内の期限となります。注：使用量は個人差がありますので医師とご相談ください。
1週間に1回を3回程度が目安です。

志木院：０４８-４２４-３７２６
住所：埼玉県志木市本町5-28-8ドゥーセットビル3階

シミ治療
※フォト・トーニングコース中の併用

は20%OFF

1㎝あたり

¥25,000

種類 料金

シルエットリフト 2本 ¥98,000 4本 ¥156,000

http://mitakahifu.com/
http://www.mitakabiyou.com/

