
■医療レーザー脱毛の料金表
※以下の脱毛料金は、女性限定の料金です。
初回お試しプラン 1回（税別） 3回（税別） 5回（税別）

両脇 ¥3,000 ¥12,000 ¥18,000

両ヒザ下 ¥5,000
両ヒジ下 ¥5,000
鼻下 ¥3,000

5回コース 総額（税別） 月額（税込） お支払回数 初回（税込）

全身 ¥276,000 ¥8,500 48 ¥9,752

全身+VIO ¥320,000 ¥9,800 48 ¥13,896

【新メニュー】

全身脱毛ライト
¥189,000 ¥5,800 48 ¥7,649

腕脚全体 ¥150,000 ¥5,700 36 ¥8,565

ヒジ下・ヒザ下・ヒザ ¥90,000 ¥8,900 12 ¥9,713

ヒジ下・ヒザ下 ¥76,000 ¥7,500 12 ¥8,373

脚全体 ¥95,000 ¥9,400 12 ¥10,191

腕全体 ¥73,000 ¥7,200 12 ¥8,086

VIO ¥83,000 ¥8,200 12 ¥9,043

VIOハイジニーナ ¥100,000 ¥5,300 24 ¥7,240

胸部・腹部 ¥88,000 ¥8,700 12 ¥9,521

背中全体 ¥88,000 ¥8,700 12 ¥9,521

全顔 ¥87,500 ¥8,700 12 ¥8,923

マリアクリニック（新宿・横浜・町田・大宮）
2019年10月1日以降の料金メニュー

※「全身脱毛ライト」は、「全身」プランから「うなじ＋背中全体」「うなじ＋胸部＋腹部」のどちらかを除
いた新しいプランです。



施術部位（ボディ） 1回（税別） コース終了後1回
両わき ¥6,000 ¥3,600

ビキニ(サイド) ¥6,000 ¥5,400

ビキニ(上部) ¥6,000 ¥5,400

ビキニ(ハイジニーナ) ¥24,000 ¥21,600

Iライン ¥9,000 ¥8,100

Ｏライン ¥9,000 ¥8,100

ヒザ下 ¥12,000 ¥10,800

ヒザ上 ¥15,000 ¥13,500

ヒザ ¥6,000 ¥5,400

ヒジ下 ¥10,000 ¥9,000

ヒジ上 ¥10,000 ¥9,000

胸部 ¥15,000 ¥13,500

腹部 ¥15,000 ¥13,500

上背 ¥15,000 ¥13,500

下背 ¥15,000 ¥13,500

ヒップ ¥12,000 ¥10,800

乳輪部 ¥6,000 ¥5,400

手（甲指） ¥4,000 ¥3,600

足（甲指） ¥4,000 ¥3,600

うなじ ¥10,000 ¥9,000

へそ周辺 ¥6,000 ¥5,400

施術部位（フェイス） 1回（税別） コース終了後1回
眉 ¥7,000 ¥6,300

眉間 ¥4,000 ¥3,600

額 ¥7,000 ¥6,300

鼻下 ¥7,000 ¥6,300

もみあげ ¥7,000 ¥6,300

ほほ ¥9,000 ¥8,100

あご下 ¥7,000 ¥6,300

あご ¥7,000 ¥6,300

顔全体 ¥30,000 ¥27,000

■わきが・多汗症治療の料金表
1回（税別）

ミラドライ 通常プラン ¥300,000

ミラドライ 保証付プラン ¥400,000

剪除法（保険適用） 片脇\20,000程度

わきボトックス 両脇\80,000

※剪除法は新宿・横浜・町田のみのご提供です。



■美容皮膚科（スキンケア）治療の料金表
提供クリニック （税別）

1回 ¥8,000
5回 ¥36,000
1回 ¥10,000
5回 ¥45,000
1回 ¥30,000
5回 ¥135,000
1回 ¥7,000
5回 ¥31,500
1回 ¥20,000
5回 ¥90,000
本体価格 ¥20,000
顔全体・
その他

¥30,000

頬部 ¥20,000
頚部 ¥20,000

1回 ¥2,000

■ヒアルロン酸・ボトックス注入の料金表

提供クリニック ボトックス （税別）
すべての院 ワキ（両側） ¥80,000

眉間 ¥30,000
目尻（両側） ¥30,000
額 ¥32,000
エラ（両側） ¥80,000

提供クリニック （税別）
¥40,000
¥50,000

＊残りがある場合、保管可能ですが手技料1回5,000円いただきます（衛生上2ヶ月まで）

ヒアルロン酸
1本（目周囲）
1本（通常）

横浜、町田、大宮、新宿

バイオニックセルサー・イオン導
入（ビタミンＣ・プラセンタ）

内容

横浜、町田、新宿 フォトＲＦ

横浜、町田、大宮、沖縄

横浜、町田

ケミカルピーリング
（グリコール酸）

サリチル酸マクロゴール・
乳酸ピーリング

毛穴対策
（ＣＰ＋ＢＣ＋フォトＲＦ）

ニューダーマローラー
町田

＊上記部位の麻酔代は料金に含まれています。
プラセンタ／ビタミンＣ導入

横浜、町田、大宮、新宿



■美容注射の料金表
提供クリニック （税別）

¥2,000
¥2,000
¥6,000

¥6,000

¥5,000

■二重まぶたの料金表
提供クリニック （税別）

１点止め
（両目）

¥60,000

１点止め
（片目）

¥50,000

２点止め
（両目）

¥100,000

埋没法幅変更
（当院）

両目 ¥40,000

埋没法抜糸（他
院）

両目 ¥40,000

二重切開 ¥240,000
目頭切開 ¥150,000
目尻切開 ¥150,000
上眼瞼たるみ取
り

¥240,000

下眼瞼たるみ取
り

¥350,000

まぶた脂肪取り ¥150,000

■耳たぶピアスの料金表
提供クリニック 内容 料金

1か所 ¥4,000
2か所 ¥7,400
3か所 ¥11,400
ゲンタシン軟膏
（抗生剤）1日1
回外用（入浴
後）

¥1,000横浜

内容

二重(埋没法)

町田

切開法

横浜、町田

＊手術後6ヶ月以内に糸が切れた場合は1回無料で修正致します。

すべての院

内容
プラセンタ注射
ニンニク注射

カクテル注射 美白

カクテル注射 疲労回復

カクテル注射 ニキビ肌荒れ



■育毛治療の料金表
提供クリニック （税別）

初診料 ¥3,000
28日分（28錠） ¥9,000

ミノキシジル 1ヶ月分（1本） ¥10,000
¥5,000

■形成外科治療の料金表
提供クリニック （税別）

3mm未満 ¥10,000
3mm～5mm未満 ¥20,000
5mm～8mm未満 ¥30,000
8mm～10mm未
満

¥38,000

¥1,500
¥2,000

■ED治療の料金表
掲載クリニック （税別）

初診料 ¥3,000
バイアグラ
（50mg）

1錠 ¥1,500

シアリス
（20mg）

1錠 ¥2,000

レビトラ
（20mg）

1錠 ¥2,000

内容

町田

内容

町田

ホクロ除去

創傷被覆材
ケナコルト注射

内容
プロペシア

ルミガン

町田、新宿


	脱毛お得プラン

