
美容メニュー

大山皮ふ科形成外科

美容メニューについて
ご相談・ご予約承ります

スタンダード ・超音波クレンジング
・ケミカルピーリング
・イオン導入 高濃度ビタミンＣ

7,700円（５回33,000円）

ロイヤル ・超音波クレンジング
・ケミカルピーリング
・イオン導入 高濃度ビタミンＣ
・エレクトロポレーショントラネキサム酸

9,900円（５回44,000円）
ピーリングなし6,600円（５回27,500円）

プレミアム ・超音波クレンジング
・ケミカルピーリング
・イオン導入 高濃度ビタミンＣ
・エレクトロポレーション
トラネキサム酸＋成長因子配合美容液

13,200円（５回55,550円）
ピーリングなし11,000円（5回49,500円）

メディカルエステ

シミ クスミに

美白コース



スタンダード ・超音波クレンジング
・ケミカルピーリング
・イオン導入ビタミンC
6,600円（５回27,500円）

ロイヤル ・超音波クレンジング
・ケミカルピーリング
・イオン導入ビタミンC
・エレクトロポレーション

グリシルグリシン
8,800円（５回38,500円）

1か月に1回、継続して受けていただくことで
より良い効果を実感頂けます。

ホームケアとして、洗顔にサンソリットスキン
ピールバー赤（2200円）セルニューDrシリー
ズGAローション（3300円）がお勧めです。

メディカルエステ

ニキビのできにくいお肌を

ニキビコース

プレミアム ・超音波クレンジング
・ケミカルピーリング
・イオン導入 ビタミンC
・エレクトロポレーション

グリシルグリシン＋成長因子配合美容液
13,200円（５回55,550円）

ピーリングなし11,000円（５回49,500円）

★ホームケアとしてセルニューDrシリーズGAロー
ション、オリジナルVCローションがお勧めです。

スタンダード ・超音波クレンジング
・ケミカルピーリング
・イオン導入 ビタミンC
7,700円（５回33,000円）

ロイヤル ・超音波クレンジング
・ケミカルピーリング
・イオン導入 ビタミンC
・エレクトロポレーション

グリシルグリシン
9,900円（５回44,000円）

ピーリングなし6,600円（５回27,500円）

メディカルエステ

さあ始めませんか 毛穴ケア

毛穴対策コース



１回目 ケミカルピーリング
イオン導入 ビタミンC
エレクトロポレーション

トラネキサム酸
２回目 イオン導入 ビタミンC

エレクトロポレーション
トラネキサム酸

３回目 ケミカルピーリング
イオン導入 ビタミンC
エレクトロポレーション

トラネキサム酸
４回目 イオン導入 ビタミンC

エレクトロポレーション
トラネキサム酸

ビタミンC、トラネキサム酸の内服付き

４回コース 27,500円
（内服薬なし 24,200円）

より効果を実感していただくために
内服薬との併用、２週間ごとの施行
がおすすめです。

★トラネキサム酸配合薬用クリーム
（2750円）の併用がお勧めです。

メディカルエステ

２か月集中 気になる頬に

肝斑コース

イオン導入 ビタミンC 2,750円

エレクトロポレーション トラネキサム酸 4,400円

エレクトロポレーション グリシルグリシン 4,400円

エレクトロポレーション 成長因子 8,800円

ピーリング（顔） 5,500円

メディカルエステ

オプション または 単発メニュー

イオン導入、エレクトロポレーションは
ピーリングとの併用でよりよい効果が実感
頂けます。
また継続して施行して頂くことをおすすめします



うるツヤ＆ハリが欲しい方に

マッサージピール
マッサージピールは別名コラーゲンピール

とも呼ばれ、たるみ、くすみ、シワ、ハリ、ツ
ヤ、毛穴に有効です。PRX－T３３は医療機関
のみで 受けることのできるマッサージで浸透
させるピーリング剤です。

Q他のピーリングとの違いは？
A通常のケミカルピーリングは表皮の
角質に作用しマッサージピールはお肌
の深部に作用しコラーゲンの生成をサ
ポートします。

全顔 12100円 /回
初回8,800円 /回
3回コース 33,000円
5回コース 49500円

オプション イオン導入VC +2750円

マッサージピールは2～4週間に1回継続
して頂くことでより効果を実感頂けます

ハリ 毛穴 ニキビ跡 小ジワをなんとかしたいあなたへ

ダーマペン４

髪の毛よりも細い針がついた特殊な電動機器で 1秒
間に１９２０個の微細な穴をあけ、お肌を再生させてい
く治療です。針の長さや導入する薬剤もそれぞれのお肌
にあった方法でご提案させて頂きます。(看護師施術）

全顔 19800円 初回 16500円
3回 56100円 5回 ８8000円

頬+鼻 16500円
3回 46200円 5回 71500円

★オプション導入
BENEV 成長因子 上記代金+8800円
BENEV 成長因子パック変更 上記代金+2200円
美白成分（トラネキサム酸+ビタミンC）＋3300円
ウーバーピール

（ダーマペン専用ケミカルピーリング剤） +3300円
レチナールアクティブ（高濃度ビタミンA）＋3300円

月に1回継続して頂くことでより効果を実感頂けます
全て 麻酔クリーム 鎮静パック付き



全顔 28,600円 初回 24200円
3回 79,200円 5回 121,000円

頬＋鼻 25,300円
3回 72,600円 5回 115,500円

4週から8週に1回継続して頂くことでより効果を実感頂
けます。

BENEV 成長因子パック変更 +2200円

全て 麻酔クリーム 鎮静パック付き

さらに極上のお肌へ

ヴェルヴェットスキン

ダーマペン4とマッサージピールとのコンビ
ネーション治療です。微細な穴を表皮の浅い層に
高密度にあけ、お肌の奥まで浸透しやすくなった
ところへ、マッサージピールを塗布します。二つ
の組み合わせでその名の通り、ヴェルヴェットの
ようなしっとり、滑らかなお肌を目指します。

（看護師施術）

※効果には個人差があります。内出血、アレル
ギー、血流障害などの合併症の可能性あります。





必ずお読みください
美容メニューを受けられる方へ

イオン導入・エレクトロポレーション

★ペースメーカー等体内埋め込み型電子機器、インプラントを
使用中の方、妊娠中、授乳中の方は施術できません。

ケミカルピーリング

★妊娠中、授乳中、口唇ヘルペス、ウイルス性イボ、とびひ
などの感染症にかかっておられる方、１か月以内にピーリン
グ、レーザー治療、ダーマペン、顔脱毛など医療機関での美
容処置をうけられた方は施術できません。

★ホクロ、シミレーザー施術後3か月以内の方は、当日診察
後可能か判断致します。3～6か月程度空けていただく可能
性があります。

★アスピリン、ラテックスアレルギーの方は施術できません。

★強い日焼けの前後１か月は施術に適しておりません。

★前日の顔剃り、パック、スクラブ洗顔、ピーリング化粧品
はお控え下さい。

★一部のニキビ治療薬（ディフェリン、ベピオなど）、トレ
チノイン、ハイドロキノン、レチノール化粧品などをお使
の方は前後1～２週間は使用をお控え下さい。

★当日のみ、施術後のお化粧はお控えいただきます。

マッサージピール

★妊娠中、授乳中、口唇ヘルペス、ウイルス性イボ、とびひ
などの感染症にかかっておられる方、1か月以内にケミカル
ピーリング、レーザー治療、ダーマペン、顔脱毛など医療機
関で美容施術をうけられた方は施術できません。

★シミ、ホクロなどのレーザー施術後3か月以内の方は、当日、
診察後施術可能か判断致します。状態によっては3～6か月程
空けていただく可能性があります。

★前日の顔剃り、パック、スクラブ洗顔、ピーリング化粧品
はお控え下さい。

★一部のニキビ治療薬（ディフェリン、ベピオなど）、トレ
チノイン、レチノール化粧品、ハイドロキノン外用は前後2週
間、使用をお控えください。

★アルコール過敏症、コウジ酸アレルギー、日光過敏症の方
は安全のためお受けできません。

★当日よりお化粧はできますが、まれに赤みが強く
でる場合がございます。



ダーマペン4 ヴェルヴェットスキン

★妊娠中、授乳中、口唇ヘルペス、ウイルス性イボ、とびひな
どの感染症にかかっておられる方、1か月以内にケミカルピーリ
ング、顔脱毛、レーザー治療など医療機関で美容施術をうけら
れた方は施術できません。

★シミ、ホクロなどのレーザー施術後3か月以内の方は診察後、
施術可能か判断致します。3～6か月程空けて頂く可能性があり
ます。

★強い日焼けの前後1か月は施術に適しておりません。

★前日の顔剃り、パック、スクラブ洗顔、ピーリング化粧品は
お控え下さい。

★一部のニキビ治療薬（ディフェリン、ベピオなど）、トレチ
ノイン、レチノール、ハイドロキノン外用は前後2週間、使用を
お控えください。

★金属アレルギー、キシロカインアレルギー、重度の敏感肌、
強い炎症のある方（アトピー、ニキビなど）糖尿病、ケロイド
体質の方はお受けできません。

★当日から12時間はお化粧、洗顔はできません。また、当日の
飲酒、入浴（シャワー可）もお控え下さい。（針の長さによっ
ては２，３日、お化粧をお控え頂く場合があります）

★ヴェルヴェットスキン、ウーバーピールは上記に加え、コウ
ジ酸アレルギー、アルコール過敏症、日光過敏症の方はお受け
できません。

★個人差はありますが施術後２，３日～１週間は赤み
皮むけがあります。ご予定などがある方はご注意ください。

★個人差はありますが場合によっては多少の痛みを伴います。
また、針の長さの指定は行っておりません。

大山皮ふ科形成外科

診療時間 月 火 水 木 金 土

9:00～12:00 〇 〇 〇 / 〇 〇

14:00～16:00 ☆ ☆ ☆ / ☆ ☆

16:00～19:00 〇 〇 〇 / 〇 /

院長 大山知樹

〒673-0870
兵庫県明石市朝霧南町２－１８１－８

あおばビル ４F

★キャンセル規定 TEL 078-918-4112

美容メニューは上記☆１４時又は１６時にご予約お願いします。
変更キャンセルの場合、前日までご連絡が無ければキャンセル料
（1,000円）が発生します（当日の急病などはご相談下さい）。
連絡なく１５分以上遅刻された場合も予約無効になりキャンセル
料を頂戴致します。

★未成年の方は全てのメニューにおいて保護者の同意が必
要です。

お車でお越しの方は
リパーク朝霧駅前第２におとめください。


