
                                       価
格

通常価格
（1回あたり）

コース1回
あたりの価格(10%)

6回コース
7回⽬以降
追加施術価格（1回）

中⾼⽣まで
通常価格（1回）

中⾼⽣まで
6回コース

両ワキ \5,500 \4,950 \29,700 \2,750 \3,850 \23,100
【⼿・腕のメニュー】（両側）
ひじ上 \19,800 \17,820 \106,920 \9,900 \13,860 \83,160
ひじ下 \19,800 \17,820 \106,920 \9,900 \13,860 \83,160
腕全体（ひじ上+ひじ下） \35,200 \31,680 \190,080 \17,600 \24,640 \147,840
⼿の甲＋⼿指 \5,500 \4,950 \29,700 \2,750 \3,850 \23,100
腕全体（ひじ上+ひじ下+⼿の甲+⼿指 \38,500 \34,650 \207,900 \19,250 \26,950 \161,700
【⾜のメニュー】（両側）
ひざ上（全周） \33,000 \29,700 \178,200 \16,500 \23,100 \138,600
ひざ下（全周 \33,000 \29,700 \178,200 \16,500 \23,100 \138,600
⾜全体（ひざ上+ひざ下） \55,000 \49,500 \297,000 \27,500 \38,500 \231,000
⾜の甲＋⾜指 \6,600 \5,940 \35,640 \3,300 \4,620 \27,720
⾜全体（ひざ上+ひざ下+⾜の甲+⾜指） \59,400 \53,460 \320,760 \29,700 \41,580 \249,480
【体のメニュー】
胸部（乳輪まわり含む） \27,500 \24,750 \148,500 \13,750 \19,250 \115,500
乳輪まわり \5,500 \4,950 \29,700 \2,750 \3,850 \23,100
腹部 \22,000 \19,800 \118,800 \11,000 \15,400 \92,400
上背（⾸下から肩甲⾻まで） \27,500 \24,750 \148,500 \13,750 \19,250 \115,500
下背（肩甲⾻から腰まで） \27,500 \24,750 \148,500 \13,750 \19,250 \115,500
背中全体（⾸下から腰まで） \44,000 \39,600 \237,600 \22,000 \30,800 \184,800
おしり（肛⾨含まず） \22,000 \19,800 \118,800 \11,000 \15,400 \92,400
【顔・⼥性メニュー】
顔（⼥性の⿐の下） \4,400 \3,960 \23,760 \2,200 \3,080 \18,480
顔（⼥性の⿐の下＋⼝の下） \9,900 \8,910 \53,460 \4,950 \6,930 \41,580
顔（⼥性のアゴ） \5,500 \4,950 \29,700 \2,750 \3,850 \23,100
顔（⼥性のほほと⼝周り） \17,600 \15,840 \95,040 \8,800 \12,320 \73,920
顔（⼥性の顔全体） \22,000 \19,800 \118,800 \11,000 \15,400 \92,400
【顔・男性メニュー】
顔（男性のヒゲ：⿐下） \5,500 \4,950 \29,700 \2,750 \3,850 \23,100
顔（男性のヒゲ：アゴ） \7,700 \6,930 \41,580 \3,850 \5,390 \32,340
顔（男性のヒゲ：アゴ下〜⾸） \9,900 \8,910 \53,460 \4,950 \6,930 \41,580
顔（男性のヒゲ：頬） \7,700 \6,930 \41,580 \3,850 \5,390 \32,340
【顔・男⼥共通メニュー】
⾸の後ろ（えりあし） \9,900 \8,910 \53,460 \4,950 \6,930 \41,580
⿐⽑or眉⽑or⽿⽑or額（１部位） \5,500 \4,950 \29,700 \2,750 \3,850 \23,100
眉間 \3,300 \2,970 \17,820 \1,650 \2,310 \13,860
【⼥性のVIO】
Vライン \8,800 \7,920 \47,520 \4,400 \6,160 \36,960
Iライン \8,800 \7,920 \47,520 \4,400 \6,160 \36,960
Oライン \6,600 \5,940 \35,640 \3,300 \4,620 \27,720
VIO全体 \22,000 \19,800 \118,800 \11,000 \15,400 \92,400
 【セットメニュー】
 ⼿⾜セット
（ひじ下+ひざ下）

\49,500 \44,550 \267,300 \24,750 \34,650 \207,900

 ⼿⾜フルセット
（ひじ上+ひじ下＋ひざ上＋ひざ下）

\84,700 \76,230 \457,380 \42,350 \59,290 \355,740

 ⼿⾜セット 甲と指含む
（ひじ下+ひざ下+⼿⾜の甲+⼿⾜の指）

\55,000 \49,500 \297,000 \27,500 \38,500 \231,000

 ⼿⾜フルセット 甲と指含む
（ひじ上+ひじ下+ひざ上+ひざ下+⼿⾜の甲+⼿⾜の指） \90,200 \81,180 \487,080 \45,100 \63,140 \378,840

【ソプラノアイスプラチナム 脱⽑価格表】

☆美容初診料 ２２００円
☆再診料 １１００円 処置・処⽅のある⽅、回数コースの⽅は再診料はかかりません。
☆オプション：⿇酔１部位 ２２００円
       シェービング １５分で剃れる範囲 ２２００円（えりあし、背中、腰、Ｏラインは剃⽑料不要）
☆⼩学⽣は⼤⼈料⾦の半額（５０％）となります。

☆最初は診察が必要です。問診票に記載、または診察時、医師にご相談下さい。診察後、施術のご予約を致します。
☆当院の医療脱⽑は正看護師が施術しております

※キャンセル料について
当⽇無断キャンセル：施術料⾦の50％を追加でお⽀払いいただきます。 前⽇受付終了時間までの予約キャンセルは追加料⾦不要。


