
初診料 ￥2,000 再診料 ￥880

プラセンタ注射
総合的な美肌治療だけでなく、 体の免疫強化等様々な効果が

期待できる美容注射です。

   1 アンプル ￥1,500
   2 アンプル　　 ￥2,500
             ※ 1 回 2 アンプルの注射がおすすめです。

ビタミン注射・点滴
目的に合わせて 3 種類のメニューからお選びいただけます。

　○ 静脈注射

　　　基本ブレンド （ビタミン B1 ・ C）  ￥1,600

　　  疲労回復 （ビタミン B1 ・ C、 グリチルリチン） ￥2,700

　○ 点滴注射

　　  疲労回復プラス （ビタミン B 群 ・ C、

      グリチルリチン、 アミノ酸）  ￥4,400

ドクターズコスメ
　○ クレンジング <メイクや皮脂汚れをやさしく落とす>

　　  AP クリームクレンジング  150g　　 ￥2,940

　○ 洗顔料 <肌にやさしく泡立ちのよい洗顔料>

　　  AP5 洗顔フォーム  100g　　 ￥2,940

　○ 化粧水 <ビタミン C ・ E 配合の高機能ローション>

　　  APPS ＋ E ローション  100ml　 ￥5,920

　○ 美容液 <アンチエイジング効果を持つフラーレン配合>

　　  APP-F    50ml　 ￥7,700

　○ 保湿クリーム <肌に浸透しやすいビタミン C を配合>

　　  AP5 ジェルクリーム    50g　   ￥6,600

　　  STI ナノスフィア CⅡE クリーム  35g      ￥10,400

　○ アイクリーム <コエンザイムQ10 0.5％、ビタミンK配合>

　　  コエンザイム Q10 ＋ K クリーム　  ￥3,740

　○ 日焼け止め <紫外線吸収剤不使用>

　　  パーフェクトデイプロテクション　  30ml　 ￥3,960

　　  STI ナノスフィア UV ベース  30g　 ￥4,400

　○ ハイドロキノン <シミの治療 ・ 再発予防に>

　　  5％ハイドロキノンクリーム   5g　 ￥1,650

　○ 制汗 ・ 消臭剤 <脇の臭いと汗を抑えるスティックタイプ>

　　  ディーバー    15g　 ￥1,650

サプリメント
　○ 飲む日焼け止め〈塗り直し不要の日焼け止め＋体内防サビ効果〉

 　　  U‐Vlock　　  1 箱 （30 日分） ￥7,020

患者様へ－

≪クリニックからのお願いです≫

当クリニックの美容施術、 及び手術は全てご予約制

となっております。 できる限り多くの皆様に気持ちよく

施術を受けて頂くため、 恐れ入りますがご予約時間

に遅れないよう、 ご来院頂きますようお願い申し上げ

ます。

万が一ご予約日時にご都合が悪くなられた場合は、

遅くともご予約日の 2 日前までにご連絡ください。

ご連絡なくキャンセルされたり、 ご予約日当日にキャ

ンセルされた場合は、 次回のご予約をお請けいたし

かねますと共に、 該当施術の 50％相当額を申し受け

ますのでご了承ください。

また、 土曜日午後のご予約に関してはいかなる場合

もキャンセル ・ 変更ができませんので、 あらかじめご

了承の上ご予約くださいますようお願いいたします。

（やむを得ずキャンセルされる場合は、 該当施術の

100％相当額が必要となります。）

また、 ご予約時間を 10 分以上遅れてご来院された

場合は、 当日の施術をお受け頂けない場合がござい

ます。 その場合でも、 該当施術の 50％相当額を申し

受けますので併せてご了承ください。

オアシスクリニック知多

価格は全て税込表示です

愛知県知多郡阿久比町萩池下 37-1

TEL:0569-49-0002



価格は全て税込表示です

エレクトロポレーション
肌に電流を流すことで一時的に細胞膜に穴があくことを利用し、
薬剤を大量に浸透させる処置です。針を刺さない注入治療です。

導入薬剤 全顔 背中

アミノ酸＋ビタミンC＋ヒアルロン酸 ￥9,900 ￥17,600

アミノ酸＋ビタミンC＋ヒアルロン酸＋トラネキサム酸 ￥12,100 ￥19,800

ペップビュー（複合幹細胞成長因子） ￥19,800

ペップビュー（複合幹細胞成長因子）＋トラネキサム酸 ￥22,000

ケミカルピーリング
肌の余分な角質を取り除き、皮膚の新陳代謝を促進させます。
イオン導入、またはエレクトロポレーション処置を同時に行います。

セットイオン導入 全顔 背中

アミノ酸＋ビタミンC ￥9,900 ￥19,800

セットエレクトロポレーション 全顔 背中

アミノ酸＋ビタミンC＋ヒアルロン酸 ￥17,600 ￥28,450

ペップビュー（複合幹細胞成長因子） ￥27,500

※いずれも+￥2,200にて、トラネキサム酸薬剤を追加することが可能です。

※ピーリングに使用する薬剤は 「サリチル酸マクロゴール」 です。

炭酸ガスレーザー
ホクロやイボ等の除去を行う治療です。

5 個まで ￥5,500
6 個 ～ 10 個まで ￥11,000

11 個 ～ 15 個まで ￥16,500

　

しみ治療
直径 1 ㎜ ～ 5 ㎜ ￥5,500
直径 5 ㎜以上 1 ㎜ごと ￥1,100

　

タトゥー（刺青）除去治療
 　　　1 ショット  ￥550 ～
※部位・範囲・深さにより施術回数が異なります。

　また、 植皮手術を適用する場合もあります。 ご相談ください。

スペクトラピーリング（★）
肌のリフトアップを目的としたレーザー治療です。
ハリやしわ、たるみの改善に効果的です。

部位 エレクトロポレーション付

鼻・頬 ￥20,900

全 顔 ￥23,100

ルートロピーリング（★）
肌の新陳代謝を活性化し、ハリが出てきます。

しみやくすみの改善にも効果的です。

部位 エレクトロポレーション付

鼻・頬 ￥27,500

全 顔 ￥29,700

デュアルピーリング（★）
肌のハリ・しわ・たるみの改善だけでなく、しみやくすみ、

毛穴の開き・黒ずみの改善も期待できる総合レーザー治療です。

部位 エレクトロポレーション付

口周りとあご ￥36,300

鼻・頬 ￥36,300

全 顔 ￥39,600

炎症後色素沈着
交通事故 ・ 外傷によるもの　　1 ㎠ あたり　￥11,000

その他部位 1 回～ 3 回 4 回目以降

両脇 または 両膝 ￥8,800 ￥5,500

　

リフトアップレーザー（★）
肌のリフトアップを目的としたレーザー治療です。
ハリやしわ、たるみの改善に効果的です。

イオン導入付 エレクトロポレーション付

￥19,800 ￥25,300

ピアスホール
 　　　片耳 （1 穴）  ￥2,200

 　　　両耳 （2 穴）  ￥3,300

※3穴以上は1穴追加毎に+￥1,650となります。

※耳たぶ以外の部位への施術は行っておりません。

※ファーストピアスをお持ちください。

外用薬
 抗炎症クリーム  　　　　  ￥550

 麻酔クリーム 　　5g につき　　￥1,100

ヒアルロン酸注射<ガルデルマ社製>

 シワの改善 ・ 鼻 ・ アゴなどの輪郭を整えます。

 　1ml につき 　　　　￥59,400

※1ml単位でのご購入となり、余った場合は3ヶ月間保管致します。
※余った分のみを後日再注射する際は注射代（￥4,400）が必要です。
※両眼下で約1ml、ほうれい線で1ml～2ml必要です。
※一度の注射で約3ヶ月～1年程効果が持続します。（個人差有り）

ボトックス注射<アラガン社製>

注入部位の筋肉の動きを抑制し表情ジワを改善します。
脇への注入には汗の量を減少させる効果があります。

眉間 両目尻 眉間と前額 両脇

￥44,000 ￥44,000 ￥88,000 ￥66,000

医療レーザー脱毛
部位 1 回～ 5 回 6 回目以降

両脇 ￥4,950 ￥3,960

両ひじ下 ￥19,250 ￥15,400

両ひじ上 ￥19,250 ￥15,400

両ひざ下 ￥23,100 ￥18,480

両太もも ￥27,500 ￥22,000

背中（上下） ￥39,600 ￥31,680

背中（上or下） ￥20,350 ￥16,280

ビキニライン ￥5,500 ￥4,400

VIOライン ￥19,800 ￥15,840

指（手又は足） ￥3,300 ￥2,640

口周り ￥7,700 ￥6,160

ヒゲ（＊） ￥13,200 ￥10,000

（＊）ヒゲ・・・鼻の下～首上部となります。

※剃り残しがあった場合は別途剃毛代（￥1,100）が必要です。

※その他の部位についてはご相談ください。

※初回施術時に5回分代金をまとめてお支払い頂いた方に

STIナノスフィアUVベースを1本プレゼント致します。

（★） 印のレーザー処置について

エレクトロポレーション付の場合の導入薬剤は、

「アミノ酸＋ビタミンC＋ヒアルロン酸」 となります。

ペップビューの導入をご希望の場合 ・ ・ ・ ＋￥9,900

トラネキサム酸追加の場合 ・ ・ ・ ＋￥2,200 にて、 処置が可能です。


