
                                    VER.2４ 202２．1２．1 

フォトナ施術料金 

皮膚のタイトニング 

SKIN TIGHT ６D（FRAC３（2種）＋PIANO＋SMOOTH SKIN＋フラクショナル+ミラーピール+BENEVE） 

・顔 128,000 円 （2回目以降 12週以内 108,000/円 24 週以内 118,000/円） 

・顔＋首 188,000 円 （2 回目以降 12週以内 158,000/円 24 週以内 1730,000/円） ※ロコイド軟膏処方 

 

SKIN TIGHT ５D（FRAC３（2 種）＋PIANO＋SMOOTH SKIN＋ミラーピール） 

・顔 100,000 円 （2回目以降 12週以内 80,000/円 24週以内 90,000/円） 

・顔＋首 150,000 円 （2回目以降 12 週以内 120,000/円 24 週以内 13,5,000/円） 

 

SKIN TIGHT ４D（FRAC３（2 種）＋PIANO＋SMOOTH SKIN ） 

・顔 80,000 円 （2 回目以降 12 週以内 64000/円 24週以内 72000/円） 

・顔＋首 140,000 円（2回目以降 12 週以内 112000/円 24 週以内 126000/円） 

※SMOOTH SKIN をミラーピールに変更の場合はプラス 5,000円  

 

SKIN TIGHT ３D（FRAC３（2 種）＋PIANO）PIANO をミラーピールに変更可 

・顔 60,000 円  （2回目以降 12 週以内/48,000 円 24 週以内/54,000 円） 

・顔＋首 90,000 円 （2 回目以降 12週以内/72,000 円 24 週以内/81,000 円） 

※PIANO をミラーピールに変更の場合はプラス 5,000円 

 

SKIN TIGHT ２D（FRAC３＋PIANO）PIANO をミラーピールに変更可 

・顔 50,000 円  （2回目以降 12 週以内 40000/円 24週以内 45000/円） 

・顔＋首 70,000 円 （2 回目以降 12週以内 56000/円 24 週以内 63000/円） 

※PIANO をミラーピールに変更の場合はプラス 5,000 円 

※上眼瞼皮膚側のみ追加の場合スキンタイトアイ料金の半額で追加  

 

FRAC3 ※毎回同一料金 ※麻酔あり 

・顔 35,000 円  ・顔＋首 56,000 万円  

PIANO ※毎回同一料金 ※医師施術 ※麻酔なし 

・顔 30,000 円 ・顔＋首 50,000 万円  

※FRAC3、PIANO は上眼瞼追加の場合はプラス 5000 円 ※プラス 5000 円でマッサージピール併用可 

 

スムースリフト照射（粘膜照射） 

・スムースリフト（口腔内） 100,000 円（2 回目以降 12 週以内 80,000/円 24週以内/90,000 円） 

・スムースリフトハーフ   50.000 円 （2 回目以降 12 週以内 40,000/円 24週以内/45,000 円） 

 

中・下顔面たるみ引き締めコース 

５D：スキンタイト４D+スムースリフトハーフ 10万円（2回目以降 12週以内 80,000/円 24週以内/90,000円） 

４D:スキンタイト３D+スムースリフトハーフ ９万円（2回目以降 12週以内 72,000/円 24週以内/81,000円） 

３D：スキンタイト２D+スムースリフトハーフ８万円（2 回目以降 12 週以内 64,000/円 24 週以内/72,000 円） 



ミラーピール   

・顔 30,000 円  ・顔＋首 60,000 円  

※毎回同一料金 

※ポイントでの SK照射 プラス 5000 円 

 

フラクショナルレーザー （BENEVEパック付・麻酔あり） 1 パス＝５~10％ 

・顔 40,000 万円 ・顔＋首 70,000 万円  

※毎回同一料金 ※１D以上（4万円以上）に追加の場合は半額  

 

ドラッグデリバリフラクショナルレーザー＝DDS（麻酔なし） 

 ・DDS+サイトプロ MD  35,000 円 ※残ったサイトプロ MD は持ち帰り 

 ・DDS+マッサージピールまたはミラノリピール 32,000 円 

 

毛穴撃退セットレーザー（FRAC3+フラクショナル５％+ミラーピール） 

・両頬+鼻 35,000 円 ・顔 50,000 万円   ※毎回同一料金  

 

毛穴撃退セットレーザープラス（FRAC3+フラクショナル１０~15％） 

・両頬+鼻 40,000 円 ・顔 60,000 万円  ※毎回同一料金  

 

ニキビ跡・しわフラクショナルレーザー（FRAC3+PIANO+フラクショナル２０％＝2～3 パス）  

・全顔                ・・ ７万円 

・眉下                ・・ ６万円 

・両頬+（アゴ、鼻下、鼻から 2か所） ・・ 5.5 万円 

・両頬+（アゴ、鼻下、鼻から 1か所） ・・ 5.3 万円 

・両頬                ・・ 5 万円  

・口回り、目周り           ・・ 4 万円 

※BENEVE パック付・麻酔付き 

※毎回同一料金、面取りはプラス 5,000 円 ※１D 以上（4万円以上）に追加の場合は半額 

 

リップレース 

・1回 30,000 円 ※毎回同一料金 

※4万円以上の施術に追加→50%off、3万円以上→40％off ２万以上→30％off 

 

メンテナンス照射（PIANO のみ、麻酔なし、Ns 施術）※毎回同一料金 

 20000 円コース   

※プラス 5,000 円でマッサージピール追加可能 

 

毛細血管拡張治療 両頬+鼻 3 万円/1 回 

   

血管腫 基本料金 5000 円（他の施術に追加の場合 3000 円）+ 1 か所 2000 円 

 

 



目の周り  

※毎回同一料金 ※全て塗布麻酔つき 

 

皮膚のみのタイトニング 

ダウンタイムあり 

・スキンタイトアイ３Dプラス（FRAC3＋PIANO+R11）50,000 円  

ダウンタイムなし 

・スキンタイトアイ３D（FRAC3＋PIANO+ベクターリフト）35,000 円 

・スキンタイトアイ３D×1.5（FRAC3＋PIANO+ベクターリフト or PSO3）50,000 円 

※フォトナスキンタイトに追加の場合は半額 

 

皮膚のタイトニング（スキンタイトアイ）+粘膜照射（スムースアイ・目袋の引き締め） 

ダウンタイムあり 

・4Dアイリフトプラス（スムースアイ+スキンタイト 3D プラス）70,000 円  

ダウンタイムなし 

・4Dアイリフト（スムースアイ+スキンタイトアイ３D）50,000 円 

・4Dアイリフト×２（スムースアイ+スキンタイトアイ３D）80,000 円  

※フォトナスキンタイトに追加の場合は１０％off 

 

スムースアイ（粘膜照射のみ） 30,000 円  

 

スキンタイトアイハード（R11 照射によるダウンタイムが激しいタイトニング） 

 上眼瞼または下眼瞼のみ 6 万円 （粘膜照射ありの場合 8 万）  

 上眼瞼+下眼瞼     9 万円 （粘膜照射ありの場合 11 万）  

※注射による局所麻酔料金込み 

※フォトナスキンタイトに追加の場合は１０％off 

 


