


AMSEはArt of Medicine in Sports and Exercise

の略で、ヒポクラテスの言葉

”Wherever the art of medicine is loved,

there is also a love of humanity.”

の通り人間愛のもとに、

今まで６年間代官山で培った地域医療に加え、

さらに最先端医療をお届けしたい

という思いが込められています



メディカルカウンセリング＋エクササイズ
～中村 格子スペシャル コース～

Dr.KAKUKOスポーツクリニック中村格子院長による診察＋運動指導コース
60 min ￥55,000

（+30 minに付き￥11,000 要予約）

メディカルカウンセリングコース

中村格子（Dr.KAKUKOスポーツクリニック院長）
40 min ￥27,500

痛み・不調から年齢に負けない美ボディ作りまで
あなたの美と健康をサポートします

阿多由梨加（AMSE代官山クリニック院長）
40 min ￥22,000

レントゲンだけでは分からないエコーを使用した動態評価を行います
なかなか治らない肩痛、腰痛また産後の女性特有のお悩みをサポートします

不調があり病院を受診するが、数分の診療で終わってしまう・・・
全身の診察と各種検査によるきめ細やかなカウンセリングを提供

中村格子による直伝の運動指導を受けたい方へ

整形外科専門医による全身のトータル診察
姿勢不良・O脚・全身に不調を抱える方へ最適な治療をご提案

＊各種検査代込みになります（レントゲン検査、エコー検査、血液検査など）。価格は全て税込になります。

Medical Counseling
メディカルカウンセリング



Advanced  Medicine

ポストナタル（産後）メニュー

リカバリーメニュー

ビューティーメニュー

ボディデザインメニュー

先進医療＋理学療法メニュー

Recovery

Postnatal

Body Design  

Beauty   



肩がだんだん上がりにくくなっている
肘に何度もステロイド注射しているが痛みを繰り返している

そんな症状へ
組織を修復する再生治療と痛めた原因にアプローチする理学療法で

根本的に治していきます

治療を受けても治らない肩・肘へ
先進医療と全身トータルケアで根本的な治療を

慢性化した痛みの改善と再発予防へ

Advanced  Medicine Menu
先進医療＋理学療法メニュー

Shock Wave（衝撃波）コース 痛みを感じる神経終末の破壊による除痛と組織修復促進作用
＊基本的にSWは１週間毎の3回完結になります

PRP（多血小板血漿）コース 自己の血小板に含まれる組織修復因子(成長因子・サイトカインなど）
を注射する再生医療

ハイドロリリースコース 生理食塩水やヒアルロン酸を使用し痛みの原因となる筋膜や神経
にアプローチ

＊以下のコースから希望の治療を選択できます。

ゴルフ肘
テニス肘

肩関節周囲炎
拘縮・慢性肩こり 筋・腱損傷

3ヶ月の期間で理学療法（40 or 60 分）が5回ついたメニューです。
初回と５回目にDr.診察が付きます

体外衝撃波 Shock wave
DUOLITH®SD１（デュオリスSD1）

再生治療
PRP（多血小板血漿）注射



~Advanced Medicine Menu~ 

先進医療＋理学療法メニュー 

 

 

先進治療＋理学療法（5 回）/ 3 month ＊１回⽬と５回⽬に Dr.診察 (30 min)が付きます 
 

 

 Shock wave コース 
体外衝撃波(１クール 3 回) ＋ 理学療法  40 min/ 60 min    

40〜90 min  93,500 円  /  60〜110 min  121,000 円          
 

 PRP（多⾎⼩板⾎漿）コース         
PRP（シングル 1 回） ＋ 理学療法 40 min/ 60 min      

40〜100 min  121,000 円  /  60〜120 min  148,500 円 
 
PRP（ダブル 1 回）  ＋ 理学療法 40 min/ 60 min           

40〜100 min  154,000 円  /  60〜120 min  181,500 円 
 

PRP-FD          ＋ 理学療法 40 min/ 60 min 
                    40〜100min  286,000 円 / 60〜120 min  313,500 円 
 

 ハイドロリリースコース   

ハイドロリリース（１部位）＋ 理学療法  40 min/ 60 min          
40〜80 min  71,500 円  /  60〜100 min  99,000 円 

 

 

 

 

 

オプション  
Shock Wave（体外衝撃波１クール 3 回）               27,500 円 

PRP 初回（シングル/ダブル）          55,000/88,000 円 
PRP 2 回⽬以降（シングル/ダブル）        44,000/70,400 円 

＊４ヶ⽉以内同⼀部位に限ります。 

PRP-FD 初回               220,000 円 
PRP-FD 2 回⽬以降 ＊４ヶ⽉以内に限ります。        176,000 円      
ハイドロリリース（１部位）           5,500 円 

理学療法 継続 40 分           11,000 円 
理学療法 継続 60 分           16,500 円 
 

 
 
 

＊価格は全て税込になります 



Quick Recovery コース
スポーツ医学の観点から疲労の原因を正確に判定し
早くリカバリーできます

Conditioningコース
疲労の原因を判定し、鍼灸・マッサージ・エクササイズからコンディショニング内容を選べます

大事な試合に合わせてベストなコンディションで挑みたい
脳を活性化することでパフォーマンスが上げ短時間でクオリティの高い仕事をしたい

食事・運動・リカバリーによるコンディショニングは単に健康増進や
疲れを取るだけでなく

＋αパフォーマンスを上げることが目的です

疲れに合わせて効果的なリカバリーを提供

ベストコンディションへ

心の疲労脳・神経系の疲労肉体の疲労

どこが一番疲れているのか？

疲労によって低下させたくないパフォーマンスは？

Recovery Menu
リカバリーメニュー

身体疲労値が0.25ccの血液で
たった10分で測定可



~Recovery Menu~ 

リカバリーメニュー 

 

 Quick Recovery コース 
⾎液検査（全項⽬）＋疲労回復点滴 
                           60 min   22,000 円 

 

 Regular Recovery コース 
    ⾎液検査（C K、乳酸値）＋コンディショニング        80 min   16,500 円 
 

 コンディショニングコース         
⾎液検査（全項⽬）＋疲労回復点滴＋コンディショニング 
 

コンディショニング内容は採⾎結果・希望により以下より選択できます。 
 
 

 
 

    100 min  33,000 円 

 

 

 

 

 

 

 
＊価格は全て税込になります 

＊鍼灸      ＊マッサージ     ＊ワークアウト     ＊インディバ   (各 40 min)   
 

オプション  
⾎液検査追加 

 
検診セット   

（肝機能・中性脂肪・総コレステロール・HDL コレステロール）      8,800 円 
                              クレアチンキナーゼ                   1,100 円 

乳酸                        1,100 円 
尿酸                1,100 円 

 
⾸・肩こり・腰痛ハイドロリリース 

１部位               5,500 円 
 

鍼灸・マッサージ・ワークアウト・インディバ 継続 各 40 分    8,800 円     
 
 
 
 
 
 



産後の腰痛、骨盤の痛み、尿漏れなどのトラブルは
妊娠に伴う腹直筋離開や、出産時の骨盤底筋損傷からきています

産後なかなか時間が取れないお母さんに
医学的に機能面をチェック

個々にあったエクササイズとリラクシングメニューを

u Short ：6ヶ月の期間でワークアウト40 or 60minが5回ついたコース。
１回目と５回目にDr.診察が付きます

u Regular：12ヶ月の期間でワークアウト40 or 60minが10回ついたコースになります。
１回目、５回目、10回目にDr.診察 が付きます

産後の腰痛・骨盤の痛みをケア
リポセル(HIFU: 高密度焦点式超音波)でゆるんだお腹のタイトニングも

機能的ですっきり引き締まったお腹へ

診察

超音波にて腹直筋離開・腹壁
機能・骨盤底筋機能をチェック

ワークアウト

エビデンス・症状に
基づいたエクササイズ

マッサージ・鍼灸
インディバ・リポセル

産後の疲れた身体に
マッサージやインディバ

（高周波治療）を
ゆるんだお腹はリポセルで
脂肪破壊＋タイトニング

Postnatal  Menu
ポストナタルメニュー

Functional コース
産後専門PTによる症状・年齢・エビデンスに基づいたエクササイズです

Functional & Relax コース
エクササイズに加え、その日の体調によりマッサージ・鍼灸・インディバから
好きな施術を選べます

Functional & Beauty コース
エクササイズ、Relaxメニューに加え、初回にリポセルを照射しお腹を引き締め
すっきりとしたボディへ

＊それぞれのコースで以下の期間が選択できます。



~Postnatal Menu~ 
ポストナタルメニュー 

 

 

 Short コース 5 回コース/ 6 month ＊１回⽬と５回⽬に Dr.診察 (30 min)が付きます 

l Functional        ワークアウト 40 min/ 60 min             

40〜70 min  66,000 円                                                   
60〜90 min   93,500 円 

 

l Functional & Relax ワークアウト 40 min/ 60 min ＋ 

 
 
＊その⽇の体調に合わせてお選び頂けます。   

                         

80〜110 min  110,000 円 
        100〜130min   137,500 円 

 

l Functional & Beauty ワークアウト 40 min/ 60 min ＋リポセル＋ 

 
 

＊その⽇の体調に合わせてお選び頂けます。初回にリポセル(60 min 腹部)が付きます。 
初回は診察後リポセルとインディバのみの施術になります。 

 
                          80〜120 min   396,000 円 

100〜130min   418,000 円 
       

 
 

＊鍼灸（40 min）   ＊マッサージ (40 min)    ＊インディバ (40 min) 
 

＊鍼灸（40 min）   ＊マッサージ (40 min)    ＊インディバ (40 min) 
 

＊価格は全て税込になります 



 Regular コース 10 回コース/ 1 year  
＊１回⽬、５回⽬、10 回⽬に Dr.診察 (30 min)が付きます 

l Functional        ワークアウト             

40〜70 min  121,000 円 
60〜90 min  173,250 円 

 

l Functional & Relax ワークアウト＋ 

 
 
＊その⽇の体調に合わせてお選び頂けます。   

                    80〜110 min   204,600 円 
100〜130 min   256,850 円 

 

l Functional & Beauty ワークアウト＋リポセル＋ 

 
 

＊その⽇の体調に合わせてお選び頂けます。初回と 6 回⽬にリポセル( 60 min 腹部)が付きます。 
初回と 6 回⽬は診察後リポセルとインディバのみの施術になります。 

 
                                     80〜120 min   798,600 円 

     100〜140 min   850,850 円 

 

 

 

 

 

 

＊鍼灸（40 min）   ＊マッサージ (40 min)    ＊インディバ (40 min) 
 

＊鍼灸（40 min）   ＊マッサージ (40 min)    ＊インディバ (40 min) 
 

＊価格は全て税込になります 



ご自身の体の状態をお聞きした上でヨガのポーズを選定し、
呼吸に意識を向けながら骨盤底筋群や体幹にアプローチ。
日々、仕事や育児などで頑張っていらっしゃるママに
安らげる時間、ご自身を大切にする時間をご提供します。

産後の骨盤・肩周りの不調抱えるママへ
自分自身を大切にする時間を提供

緊張状態にある心と身体をリラックス
首・肩こり、更年期障害の緩和へ

Yoga Menu
産後ヨガ・リラックス瞑想ヨガメニュー

Ø 産後ヨガコース (毎週木曜日10:00~/12:00~） 60 min ￥8,800

Ø リラックス・瞑想ヨガコース（毎週金曜日18:20~) 40 min ￥7,700

産後ヨガ

リラックス・瞑想ヨガ

ストレスや体調により緊張状態にある心と体をリラックスした
状態に導きます。
デスクワークで負担がかかりやすい首・肩・腰周りや骨盤痛な
ど更年期障害症状に対し、ご自身の体の状態に合わせてヨガの
ポーズを選定します。

「ヨガニードラ」
ヨガの最後にはヨガニードラという瞑想の時間を設け、楽な呼吸とともに心
を整え、レッスンの後も落ち着いた気持ちで過ごせるようにお手伝いします。
寝付きの悪い方には睡眠の質の向上にも。

＊５回 or 10回の回数券もご用意しております。価格は全て税込になります。



ダイエット用のHIFUリポセルは皮下脂肪に照射することで、
脂肪を減らすと共にたるんだ皮膚のタイトニングに効果的です。

HIFUによって焦点部位の温度を70℃以上に上げることで脂肪細胞を
破壊、一度の施術でウエスト部位では1cmの縮小が可能です。破壊さ

れた脂肪細胞は老廃物と共に体外へ排出されるため、
即時的な効果だけでなく治療後8～12週かけて更に

サイズダウンを実感いただけます。

またHIFUの熱エネルギーにより真皮層ではコラーゲンの生成が 促進
され、たるみ部位へのタイトニング効果もあります。

Body design コース
AMSE独自のデザインテクニックにより欲しい形を手に入れます

Body design & Exercise コース
AMSE独自のデザインテクニックに効果的なエクササイズを組み合わせ
ることにより、しなやかで引き締まった身体を作ります

u１ヶ月 短期集中コース 60minのワークアウト 4回付き

u３ヶ月 じっくりコース 40minのワークアウト 10回付き

HIFU(高密度焦点式超音波)リポセルを
用いて理想のボディをデザイン

理想の身体へ

LIPOcel Ⅱ

＊超音波測定・インディバでの脂肪細胞排出はAMSE独自のメニューであり、リポセル照射のみの施術と比較し
ボディデザインやサイズダウンの効果が高くなります。

＊従来の切る脂肪吸引と違い麻酔の必要はなく、皮膚の表面を冷やして守るコンタクトクーリング機能があるため、
傷跡やダウンタイムはありません。

STEP 1 STEP 3STEP 2 STEP 4

超音波にて脂肪層を測定
（脂肪層は2.5cm以上で照射可）

リポセル照射照射部位を
マーキング

インディバにて破壊した
脂肪細胞の排出を促進

Body Design  Menu
ボディデザインメニュー



Case Image

BEFORE AFETR

Body design

リポセルのみ施行

へそ周り中心に腹部にリポセル30ショット照射後3ヶ月

ウエスト 72 cm              → 66 cm

～施術後の声～

サイズがキツくなり着れなくなり、捨てようと思っていたスカートがゆるく
なってびっくり。身長が低いので、大きいサイズを着ると太って見えてしまう
のが悩みでしたが、リポセルを行いファッションが楽しめるようになりました。



Case Image

BEFORE AFETR

ウエスト 100 cm          → 93 cm

～施術後の声～

コロナでスポーツジムに行けなくなってしまい、お腹周りが気になってい
ましたが、リポセルとエクササイズで元の体型よりさらに引き締まり満足
しています。

50代男性

Body design & Exercise
１ヶ月短期集中コース

へそ周り中心に腹部にリポセル30ショット照射後
1ヶ月ワークアウト施行

Case Image

BEFORE AFETR

ウエスト 100 cm          → 93 cm

～施術後の声～

コロナでスポーツジムに行けなくなってしまい、お腹周りが気になってい
ましたが、リポセルとエクササイズで元の体型よりさらに引き締まり満足
しています。

50代男性

Body design & Exercise
１ヶ月短期集中コース

へそ周り中心に腹部にリポセル30ショット照射後
1ヶ月ワークアウト施行



Case Image

BEFORE AFETR

ヒップ 98 cm              → 86 cm

～施術後の声～

友人がうしろから撮ってくれたビデオを見てお尻に愕然としました。リポセル
でお尻がキュッと引き締まってこれからはタイトなパンツやレギンスを楽しみ
たいと思います。

Body design & Exercise
３ヶ月じっくりコース

殿部外側にリポセル30ショット照射後
３ヶ月ワークアウト施行



~Body Design Menu~ 
ボディデザインメニュー 

 Body Design コース 
下腹部、両腕、殿部いずれかから１つお選び頂きリポセルの施術を⾏います。 
 
                         120 min   297,000 円 

 

 Body Design & Exercise コース         

短期集中コース（1 month） 

下腹部、両腕、殿部いずれか１つお選び頂きリポセルの施術（１回） 
＋ 

60 min ワークアウト（４回） 
 

初回のみ 180 min、 2 回⽬〜 60 min  385,000 円   
 

じっくりコース（3 month） 

下腹部、両腕、殿部いずれか１つお選び頂きリポセルの施術（2 回） 
       ＋ 

       40 min ワークアウト（10 回） 
 

初回＆6 回⽬ 160 min、 2 回⽬〜 40 min  715,000 円 
 
 

 

~Recovery Menu~ 

 

オプション リポセル追加 
 

1 ショット         11,000 円 
15 ショット 30 分 143,000 円 （下腹部のみや⽚腕のみなど） 
30 ショット 60 分 275,000 円 （腹部全体・殿部全体など） 

 

＊価格は全て税込になります 



HIFUは表皮にダメージを与えることなく、皮下組織温度を65～75℃
まで上昇させることでコラーゲンの変性および再生を促します。

腹部・二の腕などの脂肪軽減、二重あご、フェイスラインの改善
お顔全体のリフトアップ・タイトニング（引き締め）
トーンアップ・ブライトニングに効果があります。

皮膚のたるみが気になり足・腕・デコルテなどの露出を避けている
お顔のしわ・たるみ・くすみが目立ってきた

そんな方にHIFU(高密度焦点式超音波)で切らずに治療を

切らないたるみ治療

ULTRAcel Q+

Body Design  Menu
ボディデザインメニュー

ULTRAcel Q+による皮下真皮層や脂肪層
だけでなく、より深部のSMAS筋膜まで
照射可能なのは医療機関のみになります。

また当院では1.5mm、2.0mm、3.0mm、4.5mm、
6.0mmのカートリッジを組み合わせて施術するため
お顔～ボディまで全身のタイトニングが可能です。

治療直後はもちろん、コラーゲンが再生される
2～3ヶ月後に最も効果を感じられます。

効果継続のため３～６ヶ月おきの治療をお勧めします。

全顔リフトアップ・しわ改善・トーンアップ・ブライトニング
1.こめかみ 2.ほほ上部（ほうれい線）
3.フェイスライン 4.あご下（二重あご）
複数のカートリッジを使用し、脂肪や筋膜、真皮に働きかけ
お顔をすっきりリフトアップ、美肌へとブライトニングします

二重あご・首のしわ撃退
二重あご、あご下のたるみ、首のしわをリフトアップ
筋肉の解剖に沿ってタイトニングし、若々しい首元を

1

～フェイシャル HIFU～

～ボディ HIFU～
綺麗な縦長のおへそを目指したい、お腹・お尻・二の腕を
引き締めたい、膝上をすっきりさせたい
全身のあらゆる部位に対し、脂肪・筋肉・筋膜の解剖を基
にAMSE独自のデザインテクニックでタイトニングします

2

3

4

＊施術後のダウンタイムはなく、施術当日からお化粧が可能となります。

＊基本的に痛みはなく麻酔は必要ありませんが、刺激痛を感じる方がいらっしゃいます。



~ Ultracel Q+ Menu~ 
ウルトラセル Q+ メニュー 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ショット数 1 回 4 回コース/年（10%オフ） 施術時間 

全顔リフトアップ 300-400 ショット 165,000 円 594,000 円 30 min 

⽬元＋眉上＋こめかみ 80-100 ショット 3,3000 円 118,800 円 10 min 

⼆重あご 80-100 ショット 3,3000 円 118,800 円 10 min 

⼆重あご・＋⾸のしわ 300-400 ショット 132,000 円 475,200 円 20 min 

デコルテ 300-400 ショット 132,000 円 475,200 円 20 min 

腹部  500-600 ショット 198,000 円 712,800 円 30 min 

殿部 500-600 ショット 198,000 円 712,800 円 30 min 

⼆の腕 300-400 ショット 132,000 円 475,200 円 20 min 

膝上 300-400 ショット 132,000 円 475,200 円 20 min 

ブラファット 150-200 ショット 66,000 円 237,600 円 10 min 

 
オプション ウルトラセル追加 

 
200 ショット（掌⼤）につき                      66,000 円 

＊価格は全て税込になります 

＊ショット数は照射範囲により医師が判断するため、上記範囲内で⾏います。 



Beauty Menu

小じわ・毛穴・ニキビ跡・くすみ・妊娠線に
自身の修復力で肌を再生

ダーマペン4では16本の極細針が120回/秒振動することで、１秒間で1920個の
小さな穴をあけることができます。皮膚に極細の針を刺していくことで
傷を治そうとする自然治癒力がはたらき、お肌が再生すると共に

美容成分を肌に浸透させることが可能です。

お肌に垂直に針を通すため、負担が少なく、翌日からメイクも可能です。
また、針の深さが調整できるため個々の症状に合った治療ができます。
痛み・出血がほとんどなく、ダウンタイムが短いのが特徴です。

ヒアルロアクティブ ☆
ヒアルロン酸を使用し肌をふっくら

ヴェルベットスキン（マッサージピール） ☆☆
マッサージピーリング(PRX-T33）を組み合わせる
ことで美白・引き締め・小じわ改善に

リジュブネイト（成長因子） ☆☆☆
FGF（線維芽細胞成長因子）、EGF（上皮細胞成長因子）を含む8種類の
成長因子、ヒアルロン酸、11種類のビタミンが含まれ肌細胞を活性化

PRP/ PFC-FD ☆☆☆☆
ご自身の多血小板血漿を用いる再生治療 内側から溢れるハリ感・ツヤ感
へ肌質改善と共に、小じわへのアンチエイジング効果も

理想の肌へ ☆：再生度

ダーマペン4

ビューティーメニュー

美容鍼コース
即効性は抜群

治療直後のリフトアップ
むくみ解消・⽬⼒アップ効果

マッサージピール
PRX-T33

ピーリング剤を使⽤し真⽪層で新しい
コラーゲンを⽣成 直後から肌質の改善
やハリ感の向上、⾼い保湿⼒を実感



Case Image

BEFORE AFETR

Before             → After
（マッサージピール施術1回）

～施術後の声～

即効性のある施術で、終わってすぐにワントーン肌色が上がり、お肌の質感
が変わった事を実感できました。続けていく事でより綺麗になるとのこと。
お肌が綺麗になると気分も上がるので、何度か試していきたいです。



~Facial Menu~ 
フェイシャルメニュー 

 

 ダーマペンコース（ヒアルロアクティブ使⽤）          

 60 min 55,000 円   

＊医師の診察込みの時間・料⾦になります。ダーマペン後はトリートメントパックが無料で付きます。 
	

	

	

 

 

 

 

 

 

 美容鍼コース                80 min  33,000 円 
フェイシャルマッサージ・フェイシャルインディバ・トリートメントパック付 

 Quick 美容鍼                             40 min  16,500 円 

 
 

 

 
＊価格は全て税込になります 

オプション 

 リジュブネイト（成⻑因⼦ BENEV 使⽤）                             + 22,000 円 

 ヴェルヴェットスキン（ピーリング剤 PRX-T33使⽤）                  + 22,000 円 

 PRP-GF（同⽇施術可 PRP と成⻑因⼦ BENEV 使⽤）                       + 110,000 円                                  

 PFC-FD (初回同⽇施術不可 PRP 6cc をフリーズドライ化 半年間保存可能） + 220,000 円 

 

 

 
 

オプション 

 ヒアルロアクティブ（ヒアルロン酸）トリートメントパック                      3,300 円 
 BENEV（成⻑因⼦）トリートメントパック                                  2,750 円 

                                                                        

 

 

 
 



~Neck &BodyMenu~ 

ネック＆ボディ（妊娠線・⼆の腕など） 

 

 ダーマペンコース（ヒアルロアクティブ使⽤）          

 60 min 55,000~円   

＊医師の診察込みの時間・料⾦になります。ダーマペン後はトリートメントパックが無料で付きます。 
	

	

	

 

 

 

 

 

 
 

 

	

	

 

 

 

 

＊価格は全て税込になります 

オプション 

 リジュブネイト（成⻑因⼦ BENEV 使⽤）                             + 22,000 円 

 ヴェルヴェットスキン（ピーリング剤 PRX-T33使⽤）                  + 22,000 円 

 PRP-GF（同⽇施術可 PRP と成⻑因⼦ BENEV 使⽤）                       + 110,000 円                                  

 PFC-FD (初回同⽇施術不可 PRP 6cc をフリーズドライ化 半年間保存可能） + 220,000 円 

 

 

 
 



~Hand Menu~ 
ハンドメニュー 

ヒアルロン酸注射でボリュームアップ＆ダーマペンで質感の改善 

 

 ヒアルロン酸注射  

施術料                                       60 min    55,000 円 

（ヒアルロン酸注射は中村医師の診察の元⾏います。 30 分延⻑につき＋27,500 円になります。）	

 
l Redensity（初期）                  1 本あたり    20,000 円 

⼿の質感が気になる⽅へ    （効果持続 1 カ⽉程度） 

l RHA 1（中期）                 １本あたり    32,000 円 
⼿の⼩じわが気になる⽅へ （効果持続 9-12 ヶ⽉程度） 

l RHA 2（後期）                 1 本あたり    40,000 円  
⾻や腱・⾎管が浮いてきている⽅へ（効果持続 9-12 ヶ⽉程度） 

 

同⽇不可 

 ダーマペンコース（ヒアルロアクティブ使⽤）          

 60 min ￥55,000   

＊医師の診察込みの時間・料⾦になります。ダーマペン後はハンドマスクが無料で付きます。 
	

 

 

 

 

 

＊価格は全て税込になります 

オプション 

 リジュブネイト（成⻑因⼦ BENEV 使⽤）                             + 22,000 円 

 ヴェルヴェットスキン（ピーリング剤 PRX-T33使⽤）                  + 22,000 円 

 PRP-GF（同⽇施術可 PRP と成⻑因⼦ BENEV 使⽤）                       + 110,000 円                                  

 PFC-FD (初回同⽇施術不可 PRP 6cc をフリーズドライ化 半年間保存可能） + 220,000 円 

 

 

 
 



~Massage peel Menu~ 
針を使⽤しないピーリング剤 PRX-T33で肌をマッサージ 

肌の真⽪層でコラーゲンを⽣成し直後から肌質の改善やハリ感の向上を体感 

	

	
＊エステメニューとなります。施術時間は 20 分程度です。	  

 初回 (30%オフ) 1 回 5 回コース（20%オフ） 

顔 13,860 円 19,800 円 79,200 円 

⾸前⾯ 7,700 円 11,000 円 44,000 円 

両⼿ 13,860 円 19,800 円 79,200 円 

⾸前⾯＋デコルテ 19,635 円 28,050 円 112,200 円 

背中 24,640 円 35,200 円 140,800 円 

＊価格は全て税込になります 

ホームケア 
 

BENEV (成⻑因⼦)フェイシャルマスク １箱５枚⼊                  11,000 円 
FGF(線維芽細胞成⻑因⼦)、EGF（上⽪細胞成⻑因⼦）を含む 8 種類の成⻑因⼦、ヒアルロン酸、11 種類のビタミン配合 

WiQo フェイスフルイド（美容液）                           13,200 円 
グリコール酸配合、お肌を低 pH 状態に保ち、⽪膚再⽣のプロセスを促進、PRX-T33によるコラーゲン⽣成を持続 

オプション 

 ヒアルロアクティブ（ヒアルロン酸）トリートメントパック                      3,300 円 
 BENEV（成⻑因⼦）トリートメントパック                                  2,750 円 
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