
二重まぶた (消費税込み）

埋没法 132,000¥                                 

上眼瞼切開 330,000¥                                 

上眼瞼切開・脂肪処理 385,000¥                                 

上眼瞼切開・脂肪移植 550,000¥                                 

眼瞼下垂 550,000¥                                 

眼瞼下垂他院修正 660,000¥                                 

目頭切開 275,000¥                                 

目尻切開 440,000¥                                 

下眼瞼下制術 550,000¥                                 

マイクロカット（埋没法・脱脂） 220,000¥                                 

小切開（部分切開） 220,000¥                                 

眼瞼下垂筋膜移植（片側） 550,000¥                                 

二重の修正加算 \　110,000 ～ 330,000

下眼瞼
下眼瞼脱脂 275,000¥                                 

下眼瞼切開 330,000¥                                 

下眼瞼切開・脂肪除去 440,000¥                                 

下眼瞼切開・脂肪固定 495,000¥                                 

下眼瞼脱脂・眼窩脂肪固定 330,000¥                                 

下眼瞼の修正加算 \　110,000 ～ 330,000

リフトアップ
フェイスリフト　（頬・こめかみ） 1,320,000¥                              

フェイスリフト　（頬） 990,000¥                                 

フルフェイスリフト　（頬・こめかみ・頚部） 1,540,000¥                              

こめかみリフト 550,000¥                                 

こめかみプロテーゼ 440,000¥                                 

リフトアップの修正加算 \　220,000 ～ 550,000

🦋🦋 　料 金 表 　🦋🦋

: モニターを募集しています



鼻
隆鼻術（プロテーゼ） 330,000¥                                 

真皮脂肪移植 220,000¥                                 

鼻翼縮小 \　　　　　　　330,000 ～ 550,000

鼻尖形成・耳介軟骨移植 \　　　　　　　550,000 ～ 770,000

鼻尖形成・耳介軟骨移植(コルメラストラット法) 990,000¥                                 

鼻尖形成・鼻中隔延長 1,100,000¥                               

鼻骨骨切り 550,000¥                                 

隆鼻術　（プロテーゼ入替え） 440,000¥                                 

プロテーゼ抜去（当院での隆鼻術後） 110,000¥                                  

鼻の修正加算 \　220,000 ～ 440,000

輪郭
アゴ削り（中抜きまたは水平骨切り） 880,000¥                                 

アゴ削り 770,000¥                                 

エラ削り（角部・体部） 1,210,000¥                               

エラ削り（角部・体部　拡大） 1,430,000¥                              

エラ削り（角部または体部） 990,000¥                                 

フルライン（アゴ・エラ角部・体部） 1,720,000¥                              

フルライン（アゴ・エラ体部） 1,540,000¥                              

頬骨削り 1,540,000¥                              

額形成（おでこ） \　　　　 1,980,000 ～ 2,310,000

アゴプロテーゼ（オーダーメイド） \　　　　　　　330,000 ～ 660,000

バッカルファット除去 385,000¥                                 

えらボトックス 110,000¥                                  

ヒアルロン酸注入1本（1.0ml） 88,000¥                                   

プレート・ワイヤー抜去（当院にて手術後） 220,000¥                                 

あごプロテーゼ抜去（当院にて手術後） 220,000¥                                 

輪郭の修正加算 \　220,000 ～ 440,000

脂肪吸引



頬 330,000¥                                 

アゴ 220,000¥                                 

二の腕 550,000¥                                 

腹部　全周（上下腹部・側腹部・後腰部） \　　　 　1,320,000 ～ 1,650,000

腹部　全腹（上腹部・下腹部・側腹部） \　　　   　990,000 ～ 1,320,000

腹部　上腹部・下腹部 ¥　　　　　　770,000 ～ 1,100,000

後腰部 385,000¥                                 

臀部移行部 440,000¥                                 

大腿部　全周 ¥　 　　　1,100,000 ～ 1,430,000

大腿部　一部位 440,000¥                                 

ボディリフト（腹壁形成術） ¥ 　　　　1,980,000 ～ 2,530,000

体の修正加算 \　　　 　　　　110,000 ～ 330,000

ふくらはぎボトックス 165,000¥                                 

口もと
口唇縮小　（上口唇または下口唇） 330,000¥                                 

口唇拡大（ヒアルロン酸注入1.0ml） 88,000¥                                   

胸部
豊胸術（プロテーゼ） 1,100,000¥                               

プロテーゼ入替え 1,430,000¥                              

プロテーゼ抜去 330,000¥                                 

乳頭縮小 ￥　　 　　　　330,000 ～ 550,000

陥没乳頭 330,000¥                                 

乳輪縮小 770,000¥                                 

乳房吊上げ（マストペクシー） 990,000¥                                 

乳房縮小 ¥　　　 　1,210,000 ～ 1,540,000

胸部の修正加算 \　　　　　　 　110,000 ～ 330,000

脂肪注入
前額・こめかみ・頬　　　　　　　　　　　　　　各 440,000¥                                 

再生医療



線維芽細胞培養術

（線維芽細胞注入の可能部位　前額・目元・頬・口周り・首・手の甲）

線維芽細胞培養費用（1部位） 440,000¥                                 

一部位追加毎に 110,000¥                                  

顔全体(4部位)  培養費用（前額・目元・頬・口周り） 770,000¥                                 

目元・頬(2部位) 培養費用 550,000¥                                 

デコルテ部位     培養費用 660,000¥                                 

＊２回目以降の線維芽細胞培養費は、110,000円の割引きになります。

線維芽細胞培養プレミアム

（線維芽細胞注入の可能部位　前額・目元・頬・口周り・首・手の甲）

線維芽細胞培養費用（1部位） 660,000¥                                 

一部位追加毎に 110,000¥                                  

顔全体(4部位)  培養費用（前額・目元・頬・口周り） 990,000¥                                 

目元・頬(2部位) 培養費用 770,000¥                                 

デコルテ部位     培養費用 880,000¥                                 

＊２回目以降の線維芽細胞培養費は、110,０００円の割引きになります。

注入料 37,400¥                                   

吸入麻酔 6,600¥                                     

採血検査 17,600¥                                   

ヒアルロン酸注入
ジュビダーム　ボリフトXC　　　１本　1.0ml 88,000¥                                   

ジュビダーム　ボリューマXC　１本　 1.0ml 88,000¥                                   

　　　　　　　　 ビタールライト　　1本　1.0ｍｌ 44,000¥                                   

水光注射　 　ビタールライト　　1本　1.0ｍｌ 55,000¥                                   

アテロコラーゲン注入
アテロコラーゲン2％　1本　1.0ml 60,500¥                                   

アテロコラーゲン3％　1本　1.0ml 66,000¥                                   

皮内テスト（2回分） 6,600¥                                     

水光注射　アテロコラーゲン2％　1本 1.0ml 71,500¥                                   

水光注射　アテロコラーゲン3％　1本 1.0ml 77,000¥                                   

ボトックス　ビスタ
眉間 22,000¥                                   



目尻 44,000¥                                   

前額 88,000¥                                   

アゴ 44,000¥                                   

首 44,000¥                                   

エラ 110,000¥                                  

ふくらはぎ 165,000¥                                 

わき（多汗症）　　　　　　　　　　　初回 110,000¥                                  

その他
腋臭症（わきが）　吸引法 385,000¥                                 

　　　　　　　　　　　反転法 440,000¥                                 

傷跡形成　　　　　　　　　　　顔　1㎝ 66,000¥                                   

　　　　　　　　　　　　　　顔以外　1㎝ 33,000¥                                   

植毛　　　　　　　　　　　　　　　500本 550,000¥                                 

　　　　　　　　　　　　　　　　　1000本 880,000¥                                 

　　　　　　　　　　　　　　　　　1500本 1,237,500¥                              

脂肪溶解注射  　10㎝×15㎝ 55,000¥                                   

女性小陰唇形成 330,000¥                                 

美容皮膚科
HIFU＜ハイフ＞

頬・目元・おでこ 143,000¥                                 

頬・目元・おでこ・あご・首 165,000¥                                 

二重アゴ（フェイスライン） 88,000¥                                   

しみ取り　　　　　　　　　　　　　 3㎜ 5,500¥                                     

                                           1㎝ 11,000¥                                    

ほくろ　　　　　　　　　　　　　　 1個 3㎜　　　 11,000¥                                    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1個 １㎝　　 27,500¥                                   

イボ　　　　　　　　　　　　　　　 １個 3㎜ 5,500¥                                     

ダーマペン4 \                  22,000 ～ 88,000

頭部ヘアライン　メソテラピー（薄毛・抜け毛） ¥                 66,000 ～ 112,000

＊美肌レーザー治療・ヒアルロン酸注入・ボトックス注入・線維芽細胞培養術もおこなっております。

点滴　/　注射



超高濃度IVC点滴　IVC15 19,800¥                                   

　　　　　　　　　　　　　IVC25 22,000¥                                   

ﾌﾟﾗｾﾝﾀ注射　/　ﾌﾟﾗｾﾝﾀ点滴 ￥  3,300 　/　 ￥   8,800

疲労回復注射　/　疲労回復点滴 ￥  4,400 　/　 ￥  11,000

美肌注射　/　美肌点滴 ￥  5,500   / 　￥  13,200

αリポ酸カクテル点滴 11,000¥                                    

初診料 3,300¥                                     

各検査
採血検査（局所麻酔） 6,600¥                                     

採血検査（静脈麻酔・全身麻酔） 11,000¥                                    

採血検査（線維芽細胞移植術） 17,600¥                                   

心電図・胸部レントゲン 4,400¥                                     

静脈麻酔 110,000¥                                  

全身麻酔 176,000¥                                 

吸入麻酔（手術時） 33,000¥                                   

採血（注射・点滴） 3,300¥                                     

G6PD検査（超高濃度IVC点滴用） 8,800¥                                     

《モニター募集について》

モニターには審査があります。

・指定された診察に（撮影やアンケート含む）来院し、ご協力頂ける方を募集しています。                    　　　　　　　　

アンケートのご回答、手術前後と術後の経過を撮影させていただきます。

ご協力頂いた、アンケートのご回答や撮影させていただいた動画やお写真は、院内の資料・ホームページ・

SNS・リーフレット・雑誌などの広告に、大事に大切に使用させていただきます。

ご質問やモニターご希望の方は、お問い合わせください。
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