
施術費用・治療費が￥55,000 (税込 ) 以下の施術を、20% offでご案内します。(※お一人様１種類のみ)

受診を迷っていたあの悩み、気になっていたあの施術……この機会にぜひお試しください。

再診料3,300円 (税込 )が別途必要です。

ほくろ シミ

シミ・くすみ・しわ・毛穴
ニキビ痕・肌のキメ・傷痕

シミ・そばかす
くすみ・赤ら顔・毛穴
肌のハリ・つや

くすみ・毛穴・肌のはり
血管病変（血管腫等）

パールフラクショナル

レーザーで真皮のコラーゲンを増
加させ、コラーゲンの熱変性によ
る収縮、新生、再構築で肌質、毛
穴の開きの改善、ニキビ痕、小じわ、
傷痕といった問題を改善できます。

顔や手の甲、腕などに出現する褐
色のシミ（日光色素斑）や、盛り
上がったシミ（脂漏性角化症）の
治療に。シミには様々な種類があ
りますので、ご相談の上、最適な
治療をご提案します。

良性のほくろに対して炭酸ガス
レーザーを照射し削ります。 タトゥー

アートメイク

しわ
ボトックス注射

光治療エリプス I2PL＋

シミ、そばかす、赤味の改善のほか、
小じわ、肌のキメ、ハリやくすみと
いった総合的な肌質の改善が期待で
きます。エリプス I2PL＋が受けられ
るのは医療施設のみです。

表情じわを作る筋肉部分に注射するこ
とで、その部分の働きを抑え、しわを
改善する治療です。効果は約 6ヵ月前
後持続します。（個人差あり）

墨や青色の手・機械彫りの刺青の
場合は、レーザー治療の適応です。
正常な皮膚にはダメージを与える
ことなく治療を行えます。
（大きさ・色など要相談）

ジェネシス
XeoロングパルスYAGレーザー

脱毛
ジェントルマックスプロ

ニキビ痕
ダイアモンドトーン＋
V-beam＋イオン導入

余分な角質を除去し、肌の滑らか
さを取り戻す。コラーゲンを増や
し凹を持ち上げる。色素沈着の改
善とコラーゲンの再生を促す、と
いう総合的な肌ケアが可能です。

自己処理の手間や肌へのダメージを無くします。有資格者のいる
医療機関のみ使用できる医療用レーザー脱毛です。

表皮から真皮上層まで作用し、コ
ラーゲンを生成を促すことで肌の
ハリ、毛穴の引き締め、くすみの
改善が出来ます。血管病変全般（毛
細血管拡張症、血管腫）の治療も
可能です。

Q-YAGレーザー

Q-YAGレーザー/CO2レーザーCO2レーザー

くすみ・シミ・ざらつき
ニキビ・乾燥肌・肌あれ
ダイアモンドトーン＋イオン導入

ニキビ肌・毛穴のつまり
ケミカルピーリング＋イオン導入

毛穴の黒ずみ
Q-YAGレーザー ピーリング

毛穴の凹みにたまった古い角質が
除去され、さらに真皮のコラーゲ
ン合成が促進されることから、毛
穴そのものが内側から引き締まっ
ていきます。

肌にピーリング材を塗布し、皮膚
表面に蓄積された古い角質を優し
く取り除くことでターンオーバー
を促進し、肌を正常に戻す肌質改
善の治療です。

角質を除去し、毛穴のざらつきや
黒ずみ、くすみを改善。透明感を
もたらします。表皮のターンオー
バーや保湿力、有効成分の浸透を
良くし、肌トラブルを改善します。

両わき

\22,000 ▶ \17,600
ひじ下

\27,500 ▶ \22,000
ひじ上

\33,000 ▶ \26,400
ひざ下・前

\33,000 ▶ \26,400
ひざ下・後

\33,000 ▶ \26,400
ひざ上・前

\38,500 ▶ \30,800
ひざ上・後

\38,500 ▶ \30,800
ひざ

\11,000 ▶   \8,800
アゴのみ

\11,000 ▶   \8,800

口元・鼻下のみ

\11,000 ▶   \8,800
鼻下・アゴ

\22,000 ▶ \17,600
顔全体

\33,000 ▶ \26,400
指含む手の甲

\11,000  ▶   \8,800
指含む足の甲

\11,000  ▶   \8,800
Ｖライン

\16,500 ▶ \13,200
Ｉ・Ｏライン１ショット

\1,100   ▶      \880
手を除く腕全体

\49,500 ▶ \39,600
ハガキ１枚分

\11,000  ▶   \8,800

\33,000
▼

\26,400

鼻
\44,000 ▶ \35,200

下まぶた～目尻

\44,000 ▶ \35,200

９㎤まで
\33,000

▼
\26,400

鼻根

\33,000 ▶ \26,400
口の上

\33,000 ▶ \26,400

眉間/両目尻
\44,000 ▶ \35,200

頚
\44,000 ▶ \35,200

\33,000
▼

\26,400

\13,200
▼

\10,560

\19,800
▼

\15,840

鼻
\11,000 ▶   \8,800

鼻＋頬
\22,000 ▶ \17,600

おすすめ

お試し
ください

ご愛顧ありがとうございます 当院 美容外科 ご受診歴のある方対象 お試し企画

１回の施術で効果絶大！すぐに実感したい方へおすすめ

人気施術ベスト３！この機会にまず体験から

美肌への第一歩！続けただけ効果がアップ

\4,400
▼

\3,520

脂漏性角化症
１ミリあたり

１ミリあたり

日光色素斑
（大きさ要相談）

合計で 12.5 ミリ以下
（２～３ミリのもの
であれば３～４か所）

顔全体
\55,000 ▶ \44,000

両頬
\33,000 ▶ \26,400

両頬＋鼻
\38,500 ▶ \30,800

N�.1

N�.2 N�.3

\2,200 ▶ \1,760

\22,000~ ▶ \17,600~

ほくろ シミ

シミ・くすみ・しわ・毛穴
ニキビ痕・肌のキメ・傷痕

シミ・そばかす
くすみ・赤ら顔・毛穴
肌のハリ・つや

くすみ・毛穴・肌のはり
血管病変（血管腫等）

パールフラクショナル

レーザーで真皮のコラーゲンを増
加させ、コラーゲンの熱変性によ
る収縮、新生、再構築で肌質、毛
穴の開きの改善、ニキビ痕、小じわ、
傷痕といった問題を改善できます。

顔や手の甲、腕などに出現する褐色の
シミ（日光色素斑）や、盛り上がった
シミ（脂漏性角化症）の治療に。シミ
には様々な種類がありますので、ご相
談の上、最適な治療をご提案します。

良性のほくろに対して炭酸ガス
レーザーを照射し削ります。

タトゥー
アートメイク

しわ
ボトックス注射

光治療エリプス I2PL＋

シミ、そばかす、赤味の改善のほか、
小じわ、肌のキメ、ハリやくすみと
いった総合的な肌質の改善が期待で
きます。

表情じわを作る筋肉部分に注射するこ
とで、その部分の働きを抑え、しわを
改善する治療です。効果は約 6ヵ月前
後持続します。（個人差あり）

墨や青色の手・機械彫りの刺青の
場合は、レーザー治療の適応です。
正常な皮膚にはダメージを与える
ことなく治療を行えます。
（大きさ・色など要相談）

ジェネシス
XeoロングパルスYAGレーザー

ニキビ痕
ダイアモンドトーン＋
V-beam＋イオン導入

余分な角質を除去し、肌の滑らかさ
を取り戻す。コラーゲンを増やし凹
を持ち上げる。色素沈着の改善とコ
ラーゲンの再生を促す。という多角
的な肌ケアで、凸凹を改善します。

①表皮から真皮上層まで作用し、コラーゲンを
生成を促すことで肌のハリ、毛穴の引き締め、
くすみの改善が出来ます。
②血管病変全般（毛細血管拡張症、血管腫）の
治療も可能です。

Q-YAGレーザー

Q-YAGレーザー/CO2レーザーCO2レーザー

くすみ・シミ・ざらつき
ニキビ・乾燥肌・肌あれ
ダイアモンドトーン＋イオン導入

ニキビ肌・毛穴のつまり
ケミカルピーリング＋イオン導入

毛穴の黒ずみ
Q-YAGレーザー ピーリング

毛穴の凹みにたまった古い角質が
除去され、さらに真皮のコラーゲ
ン合成が促進されることから、毛
穴そのものが内側から引き締まっ
ていきます。

肌にピーリング材を塗布し、皮膚
表面に蓄積された古い角質を優し
く取り除くことでターンオーバー
を促進し、肌を正常に戻す肌質改
善の治療です。

角質を除去し、毛穴のざらつきや
黒ずみ、くすみを改善。透明感を
もたらします。表皮のターンオー
バーや保湿力、有効成分の浸透を
良くし、肌トラブルを改善します。

倉敷市老松町 4-3-38　倉敷平成病院１階

0120-1616-09

社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院

総合美容センター

お悩みの部位・シミやタトゥーの
大きさ・しわやニキビ痕の深さなど、
症状は人によって様々です。
どうぞ一度ご相談ください。

鼻
\44,000

▼
\35,200

下まぶた～目尻
\44,000

▼
\35,200

（９㎤まで）
\33,000

▼
\26,400

鼻根

\33,000 ▶ \26,400
口の上

\33,000 ▶ \26,400

眉間/両目尻
\44,000 ▶ \35,200

額
\44,000 ▶ \35,200

\33,000
▼

\26,400

\13,200
▼

\10,560

\19,800
▼

\15,840

鼻
\11,000

▼
\8,800

鼻＋頬
\22,000

▼
\17,600

おすすめ

お試し
ください

リニューアルオープンキャンペーン
１回の施術で効果大！すぐに実感したい方へおすすめ

人気施術ベスト３！この機会にまず体験から

美肌への第一歩！続けただけ効果がアップ

\4,400
▼

\3,520 脂漏性角化症
（１ミリあたり）

（１ミリあたり）
日光色素斑
（大きさにより
　治療費が異なります）

合計で 12.5 ミリ以下
（２～３ミリのもの
であれば３～４か所）

顔全体
\55,000 ▶ \44,000

両頬（赤みのみ対象）
\33,000 ▶ \26,400

N�.1 N�.2 N�.3

\2,200 ▶ \1,760

\22,000~ ▶ \17,600~

※記載の価格は全て税込価格です。

①顔全体

②小鼻の毛細血管拡張
 （大きさにより治療費が異なります）

\33,000 ▶ \26,400

\22,000~ ▶ \17,600~

総合美容センター
施術費用・治療費が￥55,000 (税込 ) 以下の施術（脱毛を除く）を、20% off でご案内します。
受診を迷っていたあの悩み、気になっていたあの施術……この機会にぜひお試しください。

※期間中、お一人様につき１種類の治療・施術（今までお受けになったことが

　無いもの）、１回のみとさせていただきます。

※初診料5,500円または再診料3,300円 (税込 ) が別途必要です。

※新型コロナウイルス感染症の流行、その他の諸事情により、予告なく

　キャンペーンを終了することがございます。あらかじめご了承ください。

★必ず受付時に
「リニューアルオープンキャンペーン」
とお伝えください。


