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◆ 施術紹介

ケミカル
ピーリング

これはグリコール酸・乳酸などの化学物質を肌に塗布して古い角質を
取り除く治療法です。
新陳代謝を高め、キメの整ったなめらかなお肌に導きます。
※２〜３週間に１回、６〜１０回が１コースです

イオン導入

イオン導入とは、単純塗布では浸透しにくいビタミン C 等の有効成
分を微弱な電流によって肌の深部に浸透させていく治療法です。

超音波導入

超音波導入とは、１秒間に１００万回（１メガヘルツ）の振動を起こ
すことにより、有効成分を肌の深部にまで届ける治療法です。
イオン導入と同時に行うことでより高い効果が期待できます。

（イオントフォーレシス）

（ソノフォーレシス）

※週１〜２回、８〜１０回が１コースです

レーザー

４種類のハンドピースを使い分け、貴女の肌をトータルに蘇らせます。
◆ レーザー光を肌全体に中空照射して、肌に潤いやハリを持たせる
コラーゲンの増生を促し、肌のキメ、シワ、たるみを改善します。
◆ 近赤外線を用い、メスを入れずにリフトアップを実現します。
◆ 光（IPL）を用い、気になる「シミ」を消してみませんか？
同時に、紫外線や老化による肌の色むらを改善し、理想の肌状態へ導きます。
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( アンチエイジング価格表 )

page 3 ■ レーザー紹介

～フェイシャルトリートメントメニュー～
・

1回

￥2,500

当院もこの地に開業して 40 年が経ちました。

3回

￥7,125

ここで産声をあげられた多くの赤ちゃんが、既に「お父様」

6回

￥12,500

1回

￥3,000

させて頂けるのは私達スタッフにとって、この上も無い幸せ

3回

￥8,550

であり、喜びです。

6回

￥15,000

「お母様」となられました。二世代に渡ってお産の手伝いを

でも一方、そういう喜びを経験できるという事は私達もそれ

・

・

イオン導入（ビタミン C）

トラネキサム酸イオン導入

トラネキサム酸＋ビタミン C イオン導入 1 回

￥5,000

だけ年齢を重ねて来た事になります。これからも皆様方のお

3回

￥14,250

手伝いをさせて頂くためには、今まで以上に精神的にも身体

6回

￥25,000

1回

￥4,500

て、フェイシャルケアに注目し、そこでも皆様方のサポート

3回

￥12,825

をさせて頂こうと考え、アンチエイジング外来を発足させ

6回

￥22,500

ケミカルピーリング

1回

￥5,000

（グリコール酸）

3回

￥14,250

6回

￥25,000

ケミカルピーリング

1回

￥6,000

（ミックスピール）

3回

￥17,100

6回

￥30,000

的にも健やかでありたいと願っております。その一助とし

10 年余経ちました。

・

・

誰でも老いていきます。でも美しくゆっくりと年をとりたい

イオン導入＋超音波導入

とは思われませんか？
お顔の肌のお手入れで貴方自身を若返らせることができる

・

のです。ケミカルピーリング、イオン・超音波導入、レーザ
ー等、メニューは色々です。
是非、この場を利用して皆様方もより健やかに人生を満喫し

ケミカルピーリング時

イオン導入

プラス￥1,000

て頂ける事を願っております。

ケミカルピーリング時

イオン導入+超音波導入

プラス￥2,500

詳しい事はスタッフまでお気軽にお尋ねください。

・

レーザー

回数券（3・6 回）は 1 回目時にお支払いとなります。

価格表示はすべて税抜です

ミナミ産婦人科スタッフ一同

￥1,500 から

■ イオン導入法
単純塗布では浸透しにくいビタミン C 等の有効成分を微弱な
電流によって 肌の深部に浸透させていく治療法です。

■トラネキサム酸イオン導入法
トラネキサム酸とは、抗プラスミン作用を有するアミノ酸成分です。

より多くの女性にも幅広く御利用頂けるよう
回数券メニューをはじめました（価格表示はすべて税抜です）

治療法として内服薬が一般的でしたが、最近ではトラネキサム酸には多大なる
美白効果も含まれていることがわかり、化粧品や外用薬としてシミ・美肌を目的に
使用されています。トラネキサム酸はシミで起こっている炎症を防ぎ、美肌効果を

ハリや毛穴の開きが気になる方

高める効果があります。
かんぱん

肝斑の治療には、トラネキサム酸イオン導入 1 種類のみでも効果がありますが、

1回

6,000 円

ビタミン C イオン導入やケミカルピーリングと組み合わせることでさらに効果が

3回

17,100 円

上がります。

6回

30,000 円

ジェネシス

■ 超音波導入法
ビタミン A やビタミン C は皮膚の健康を保ち、弾力性を改善し色素形成を

シミ・美白が気になる方

減少させます。
しかし皮膚に塗っただけでは中まで十分には浸透しません。

1回

6,000 円

そこで微弱な電流或いは超音波によりこれらを皮膚の中まで浸透させ若々しく健康

3回

17,100 円

な皮膚に甦らせる方法です。イオンでは 4 倍、超音波を用いると 40 倍浸透すると

6回

30,000 円

ライムライト

考えられています。

■ ケミカルピーリング
グリコール酸・乳酸などの化学物質を肌に塗布して古い角質を取り除く治療法です。
新陳代謝を高め、キメの整ったなめらかなお肌に導きます。
＊

2～3 週間に 1 回、 6 回が 1 コースです

■ レーザー
シミ、シワに対する最新のアグレッシブに治療法です。
レーザー治療後にはより効果を高めるためにイオン導入を同時に実施して
おります。

フェイシャル・レーザー３回券・６回券を選択された方の特典
ＶＣキュアイオン導入を希望の方は、￥500
（前日までの予約制）

にて施術できます。

お試し価格

初回限定
確かな実感！おひとり様 1 回限り

患者様へのお願い
新型コロナウイルス拡大防止に対する政府基本方針発表にあたり、

通常￥38,000 → \25,000
しっかりリフトアップコース

当院では患者様の健康第一に考え、以下のいずれかに該当する患者様には、
通院の見直し、予約の変更をお願いしております。

（タイタン 60 ショット＋ジェネシス 6000 ショット＋VC キュアイオン導入）

・発熱または咳の症状がある方、体調のすぐれない方
・感染者または感染が疑われる方との濃厚接触があった方
・2 週間以内に遠方・。海外へ渡航歴がある方

\21,000

＊リフトアップコース

ご予約の変更については迅速に対応させていただきますので、
診療時間内にご連絡をお願いいたします。

（タイタン３０ショット＋ジェネシス 6000 ショット）

また、健康状態によって施術をお断りさせていただく場合がございますこと

\9,000

＊毛穴・ひきしめコース

を、予めご了承ください。
土曜日の予約が込み合い、ご希望のお時間にご予約できない

（ジェネシス１００００ショット）

ケースが増えてまいりました。

\10,000

＊シミ・くすみコース

キャンセルをされる場合は、早めに必ずご連絡ください。
キャンセルが続く場合は、次回からのご予約をお断りさせていただく場合も

（ジェネシス 6000 ショット+ライムライト 40 ショット）

あります。

\10,000

＊美白コース

まいります。何卒ご理解、ご協力のほど、宜しくお願いいたします。

（ライムライト 50 ショット+トラネキサム酸イオン導入）

上記コースを選択された方の特典
ビタミン C イオン導入希望の方は、通常￥2,500
行っている導入を\1,000
（前日までの予約制）

にて施術できます。

これからも皆様に気持ち良く、ご利用いただけますよう努めて

予約制となっております
で

医療法人 友愛会 ミナミ産婦人科
TEL：0568-75-3882

タイタン(Titan) 8,000 円～40,000 円
法令線のみ 8,000 円、ﾌｪｲｽﾗｲﾝ 2 万円、全顔 4 万円
ライムライト(Limelight)
①

②

日本人医師が開発の段階より監修し、日本人のあらゆる肌色に対応が可能
なことが実証された
フォトブライト(IPL)による新次元の美肌光治療器です。
幅広い肌トラブルを同時に総合的に、治療が可能です。

②

①

近赤外線光を用いたリフトアップを実現する、次世代のたるみ光治療器で
す。
メスを入れずにダウンタイムなく、痛みが少なく、肌の深部(真皮)からの
強力な引き締めが可能です。

②

シワやタルミのタイトニングを行い、切らずにリフトアップを促す
アンチエイジング治療器です。
ノー麻酔・ノーペインタイタン(Titan)は、1.100～1.800nm の赤外領域
の光で真皮層を加熱することで、即時に真皮組織を収縮させ、同時に長期
的なコラーゲン産生や、タルミの引締め、シワの改善効果が治療直後から
得られます。
赤外光を水分に吸収させ、真皮のみを効率よく加熱でき、安全で効果的に
皮膚を引締め、肌質をきめ細かにするなどの効果もあります。
無麻酔で治療が行え、腫れもなく、直後からお化粧も可能です。
顔だけではなく、腹部のタルミ、妊娠線などにも、高い治療効果が得られ
ます。

光(IPL)で、肌が本来持つ美しさを呼び起こし、若々しい素肌に改善して
いく治療です。
従来の光治療では効果が実感しにくい、シミにも高い効果があります。
治療時の痛みも軽減され、日本人のために開発された最新光治療です。
なかなか消えない薄いシミに効果的で、毛細血管拡張症、ニキビの凸凹、
毛穴の開きなど肌質の乱れにも効果を発揮します。

ジェネシス(Genesis)
①

6,000 円（全顔ショット）

6,000 円（6000 ショット）

新世代のレーザーピーリングによる肌再生レーザー治療器です。
顔全体の肌質改善、表皮の引締めを可能にします。
新世代の美容皮膚レーザー治療器で、ロングパレスヤグレーザーを用いた
ノーダウンタイムの肌再生治療です。レーザー光を肌全体に、高速かつマ
イルドな中空レーザーを照射することによって、小じわ、赤ら顔、ニキビ
跡の赤みなどを改善できます。
気軽に受けられ、手間が掛からないジェネシスは、多忙な現代人女性に
最適なスキンケアです。
1.064mm の長い波長をもち合わせ、更にレーザー光が皮膚最深部に達
し、肌に潤いやハリを持たせるコラーゲンの増生を促すため、肌のキメ、
シワ、タルミの改善に効果的です。
表面の引き締め効果、たるみ、小じわ、赤ら顔の軽減、毛細血管拡張症
の治療、さまざまな肌トラブルを解消でき、目の下のクマ、ニキビの凸
凹、瘢痕にも効果的です。

アキュティップ(Acutip500) １,500 円
（1 ショット１,500 円）大きさ数によって異なります
①
②

最先端のピンポイント光治療器で、シミ、毛細血管拡張症に効果を発揮
します。
これまで IPL 治療では効果が出にくかった鼻の周りの「毛細血管拡張症」・
「老人性血管腫」・「薄いシミ」などに、しっかり反応するピンポイント治
療器です。
顔のほか、紫外線の影響を受けやすい手、腕、胸、背中などにも効果的で
す。
最新式ピンポイント光治療で、今までにない 6.35 ミリのスポットサイズ
のピンポイント光治療器。
周りの正常な組織を痛めることなく有効な治療ができます。

