
 

 

トリートメント名 施術時間 価 格 おすすめポイント！ 

クールビタミントリートメント 

（初回限定お一人様１回限り） 

＜施術内容＞ 

・セルフ洗顔 

・トーニング（角質ケア） 

・クールビタミントリートメント 

・アフタースキンケア（仕上げ） 

 

約 45分 

 

 

 

 

初回限定価格 

4,900 円 

通常価格 

7,000 円 

（レーザー 

併用価格） 

5,400 円 

 

初めてトリートメントを

受けられる方におすすめ

です。イオン導入でビタミ

ンＡやビタミンＣを浸透。

保湿とクールダウンを同

時に行い、しっとりとした

お肌へ導きます。 

レーザー後のお肌の沈静

にも効果的です。 

トラネキサム酸トリートメント 

（初回限定お一人様１回限り） 

＜施術内容＞ 

・セルフ洗顔 

・トーニング（角質ケア） 

・トラネキサム酸トリートメント 

・アフタースキンケア（仕上げ） 

 

約 45分 

 

 

 

 

初回限定価格 

4,900 円 

通常価格 

7,000 円 

（レーザー・ 

ソラリ 

併用価格） 

5,400 円 

 

トラネキサム酸イオン導

入は浸透しにくい有効成

分を電流の力で奥深くま

で浸透させる方法です。 

肝斑・ニキビ・シミ・ソバ

カス・くすみ・肌あれ・毛

穴の目立ち・赤みなどでお

悩みの方におすすめです。 

Ｗビタミン導入トリートメント 

（初回限定お一人様 1回限り） 

＜施術内容＞ 

・セルフ洗顔 

・トーニング（角質ケア） 

・ソノイオントリートメント（2カ所） 

・クールビタミントリートメント 

・アフタースキンケア（仕上げ） 

約 75分 

 

初回限定価格 

7,000円 

通常価格 

10,000円 

 

「ソノイオンデュアルテ

クノロジー」でお顔の気に

なる部分をしっかりとビ

タミンでケア。最後にクー

リングしながらイオン導

入も行います。 

 

クリアスキントリートメント 

（初回限定お一人様１回限り） 

＜施術内容＞ 

・ポリッシング（毛穴のお掃除） 

・トーニング（角質ケア） 

・LAC マスクトリートメント 

（抗菌効果） 

・クールビタミントリートメント 

・アフタースキンケア（仕上げ） 

 

約 90分 初回限定価格 

9,800円 

通常価格 

14,000円 

皮脂トラブルにお悩みの

方におすすめです。乳酸で

のトリートメント後、クー

リングマスクによるイオ

ン導入で肌にマイルドに

ビタミンを補給します。抗

菌抗炎症作用があり、ニキ

ビができにくい肌質を目

指します。 



 

ニキビ肌改善トリートメント 

（初回限定お一人様 1 回限り） 

＜施術内容＞ 

・クリアスキントリートメントと同様 

（クリアスキンシリーズ使用・ 

トラネキサム酸トリートメントに変更） 

約 90 分 初回限定価格 

9,800 円 

通常価格 

14,000 円 

ニキビでお悩みの方におすすめ

です。皮脂のつまりによるニキビ

の予防・補修、アクネ菌などに対

する抗菌作用、トラネキサム酸に

より肌荒れ・しみ・そばかすを防

ぎます。 

美肌ベーシックトリートメント 

（初回限定お一人様１回限り） 

＜施術内容＞ 

・セルフ洗顔 

・トーニング（角質ケア） 

・LAC マスク or ラックトリートメント 

（美白・ハリ効果 または美白・保湿効果） 

・ソノイオントリートメント（２ヶ所） 

・クールビタミントリートメント 

・アフタースキンケア（仕上げ） 

約 90 分 

 

初回限定価格 

9,800 円 

通常価格 

14,000 円 

肌悩みを集中ケアしたい方にお

すすめです。 

「ソノイオンデュアルテクノロ

ジー」でビタミンを最大級に集中

浸透し、お肌が必要としていると

ころにアプローチ。お肌の状態に

合わせたＡＨＡ（乳酸）を使用し、

高密度なハリとなめらかさ、透明

感と保湿力のあるお肌へ導きま

す。 

美肌スペシャルトリートメント 

（初回限定お一人様１回限り） 

＜施術内容＞ 

・ポリッシング(毛穴のお掃除) 

・トーニング（角質ケア） 

・LAC マスク or ラックトリートメント 

（美白・ハリ効果 または美白・保湿効果） 

・ソノイオントリートメント(全顔) 

・クールビタミントリートメント 

・アフタースキンケア（仕上げ） 

約 120 分 

 

初回限定価格 

12,600 円 

通常価格 

18,000 円 

本格的なエイジングケアをした

い方、結果を追求される方へおす

すめです。 

エンビロンの基本のトリートメ

ントを贅沢に組み合わせたフル

コーストリートメント。ビタミン

を十分に浸透させます。 

＊初めてトリートメントを受ける方はカウンセリングをさせていただきます。 

＊施術時間に含まれていませんのでご了承ください。 

 

【オプション】 上記にプラスしてオリジナルの内容に変更できます！  

トリートメント名 価 格 おすすめポイント！ 

・ポリッシング 

 

3,000 円 

 

角質や毛穴の汚れ、古い角質によるくすみが気になっている方に

おすすめです。 

・LAC マスクトリートメント 

 

4,000 円 

 

乳酸のトリートメントです。ニキビ肌は抗菌作用、アンチエイジ

ングにはハリ効果があります。 

・ラックトリートメント 

 

4,000 円 

 

乳酸のトリートメントです。保湿効果があり乾燥が気になってい

る方におすすめです。 

・ソノイオントリートメント（全顔） 

・ソノイオントリートメント 

（2 ヶ所） 

4,000 円 

 

3,000 円 

超音波とイオンのＷ導入ができるトリートメントです。ビタミン

を普通に塗付するのに比べて 40 倍以上の浸透効果があり、ダメ

ージをケアし健やかなお肌へ導きます。 

    



 

フェイシャルトリートメントコース一覧 

＊1週間に 1回を目安に通っていただくことをおすすめします！＊ 

クールビタミントリートメントコース 
回数 税込価格 

 

エンビロンクールビタミントリートメント 

 

5回 

通常価格  35,000円 

↓ 

セット価格 28,000円 

 

トラネキサム酸イオン導入コース 
回数 税込価格 

 

トラネキサム酸イオン導入フェイシャルトリートメント 

 

5回 

通常価格  35,000円 

↓ 

セット価格 28,000円 

 

美肌Wビタミン導入コース 
回数 税込価格 

 

美肌Wビタミン導入トリートメント 

 

5回 

通常価格  50,000円 

↓ 

セット価格 40,000円 

＊超音波とイオンのＷ導入で美容成分を効率的に浸透させます。 

 

クリアスキントリートメントコース 
回数 税込価格 

 

エンビロンクリアスキントリートメント 

 

5回 

通常価格  70,000円 

↓ 

セット価格 56,000円 

 

ニキビ肌改善コース 
回数 税込価格 

・ヒーライト 5回 通常価格  85,000円 

・ニキビ肌改善フェイシャルトリートメント 5回 
     ↓ 

セット価格 68,000円 

＊フェイシャルトリートメント+ヒーライトの5回通院コースになります。 

 

美肌ベーシックトリートメントコース 
回数 税込価格 

 

エンビロン美肌ベーシックフェイシャルトリートメント 

 

5回 

通常価格  70,000円 

↓ 

セット価格 56,000円 
 



 

 

 

美肌スペシャルトリートメントコース 
回数 税込価格 

 

エンビロン美肌スペシャルフェイシャルトリートメント 

 

5回 

通常価格  80,000円 

↓ 

セット価格 72,000円 

 

フォーカストリートメントコース 
回数 税込価格 

ポリッシング or ヒーライト 5回 通常価格  35,000円 

LACマスクトリートメント         or 

ラックトリートメント              or 

ソノイオントリートメント（全顔） 

 

5回 

     ↓ 

セット価格 28,000円 

 

※集中治療コースは、おおよそ３ヶ月ぐらいを目安に集中的に 

通院されることで、より高い効果が期待できると思われます。 

☆カードでのお支払いも承ります。 

詳しくはスタッフまでお気軽にお話しください。 

 

 

           二之宮クリニック 

 


