
美容整形処置費用一覧 

二重瞼・上瞼に関係する手術・治療費用 

埋没法 54,000円 通常の方法・1年保証 

ダブルクイックツイスター 

（DST）法 

129,600円 元に戻りにくい埋没法 

永久保証 

マイクロカット法 162,000円 埋没法の穴から脂肪除去を行う 

部分切開法 162,000円 脂肪除去込・切開創は約 1cm 

切開法 216,000円 脂肪除去込 

切開法（たるみとり） 270,000円 脂肪除去と皮膚の切除を伴う 

切開法（眼瞼下垂） 540,000円 目の見開きを大きくする・挙筋腱膜短縮法 

埋没式眼瞼下垂修正術 324,000円 埋没式で無切開 

目頭切開 216,000円 最悪の場合には元に戻すことのできる方法 

目尻切開 324,000円   

片目の場合の費用は、上記金額のそれぞれ６０％になります。 

局所麻酔・術後の内服薬などを含んだ費用です。 

他院での手術の修正手術については、初診時の見積もりによります。ご相談ください。 

  

下瞼（下眼瞼）に関する手術・治療費用 

下眼瞼切開法 378,000円 シワ・たるみ取り 

経結膜脂肪除去 216,000円 瞼の裏側からクマを取る方

法 

たれ目（垂れ目）形成 162,000円 瞼の裏側から無切開で行う

方法 

ツリ目（吊り目）形成 216,000円   

涙袋形成（ヒアルロン酸） 54,000円   

涙袋形成（高生着率・幹細胞 WPRPF併用脂肪

注入） 

162,000円   

片目の場合の費用は、上記金額のそれぞれ６０％になります。 

局所麻酔・術後の内服薬などを含んだ費用です。 

他院での手術の修正手術については、初診時の見積もりによります。ご相談ください。 

  

鼻に関する手術・治療費用 

隆鼻術 162,000円 プロテーゼ挿入（ボートタイプ） 



216,000円 プロテーゼ挿入（L型） 

216,000円 完全オーダーメード・プロテーゼ挿入 

（ボートタイプ） 

270,000円 完全オーダーメード・プロテーゼ挿入 

（L型） 

隆鼻術（ヒアルロン酸） 54,000円 ヒアルロン酸１ｃｃまで 

86,400円 長期作用型 吸収まで約 2年 

鼻尖形成術（軟骨切除） 270,000円 鼻先を細く 

鼻尖・耳介軟骨移植 378,000円  

鼻尖形成術（複合） 432,000円 軟骨切除＋耳介軟骨移植 

鼻中隔延長術 540,000円   

鼻翼形成術（鼻外法） 270,000円   

鼻翼形成術（鼻内法） 216,000円   

鼻翼基部形成 378,000円 ほうれい線ﾌﾟﾛﾃｰｾﾞ 

鷲鼻修正 324,000円 鼻のこぶを削り取る方法 

鼻骨幅寄せ 540,000円 鼻の骨を切って寄せる手術 

局所麻酔・術後の内服薬などを含んだ費用です。他院での手術の修正手術については、初

診時の見積もりによります。ご相談ください。 

＊鼻の手術は、組み合わせによっては割引が適応されることがありますので、初診時の見

積もりに従ってください。 

 

しわ・タルミに関する手術・処置費用 

ボツリヌス・トキシン注射 

（ボトックス・ディスポート使用） 

32,400円 額、眉間、目尻（上部）、目

尻（下部）、目の下、鼻唇溝

（ホウレイ線）、下顎（梅干）、

上唇、下唇、額、それぞれの

費用です。 

ヒアルロン酸注射 10,800円 しわ 1㎝当たりの費用 

54,000円 1本（１ｃｃ）買い取りの費用 

WPRPF皮膚再生療法 1か所につき 

86,400円 

両目の下、両ホウレイ線など、

各 1か所に対する費用です。 

脂肪増殖注射 162,000円 約 4㏄ 

サーマクール（顔面） 162,000円 名古屋のみ 

サーマクール（首） 162,000円 



E-リフト 324,000円 2本（左右 1本づつ） 

540,000円 4本（左右 2本づつ） 

648,000円 6本（左右 3本づつ） 

フェイスリフト 

組み合わせによっては割引が適応され

ることがありますので、初診時の見積も

りに従ってください。 

648,000円 頬側面 

432,000円 こめかみ 

648,000円 ミッドフェイスリフト 

（こめかみ～頬前面） 

648,000円 額 

648,000円 首 

ウルトラ・Ｖ・リフト 194,400円 頬を中心としたタルミとり 

スキン・メソセラピー・マックス（強力

水光注射） 

162,000円 

両頬たるみ取り・2パス 

局所麻酔・術後の内服薬などを含んだ費用です。 

他院での手術の修正手術については、初診時の見積もりによります。ご相談ください。 

 

皮下脂肪に関する手術・処置費用 

脂肪吸引 頬 216,000円 手術を行う範囲によ

って違いますので、初

診時の診断によりま

す。基本的には、１０

ｃｍＸ２０ｃｍの範

囲を 1か所として取扱

い、1か所目が 216,000

円。同時手術の場合に

は、2 か所目からが

108,000 円となりま

す。 

顎下 216,000円 

腕・肩・わき 216,000～367,500円 

腹部 216,000～472,500円 

腰・背中 216,000～472,500円 

ヒップ 216,000円 

太もも 216,000～1,260,000円 

プラズマリポ 頬 216,000円 

顎下 216,000円 

腕・肩・わき 216,000～540,000円 

腹部 216,000～540,000円 

腰・背中 216,000～540,000円 

ヒップ 216,000円 

太もも 216,000～1,296,000円 

強力脂肪溶解注射 1か所目：43,200円 1か所＝10Ｘ10㎝の範

囲 

2か所目から：32,400円 同時処置の場合に限

る 



 

輪郭形成に関する手術・処置費用 

 

えら 

  

（角） 648,000円 側面から見たときのエラの角を落とします 

（前方） 648,000円 正面から見たときのエラの張り出しを改善しま

す 

（前方＋角） 972,000円 エラの角から前方まで、広範囲に切除します。 

  

顎 

  

（削り） 324,000円 前方への突出を 5㎜以内で改善したい場合 

(中抜き） 864,000円 顎を短く、後方に引込めたい場合 

(変形治療） 864,000円 顎先の左右差や太さなど、変形の治療 

  

頬骨 

（幅） 648,000円 こめかみの下の部分の幅を小さくします 

（前方） 648,000円 目尻の下の部分の張り出しを小さくします 

（幅＋前方） 972,000円   

受け口 756,000円 ＊術後の矯正や補綴などの歯科治療が必要な場

合は、それらの費用は別途となります。 出歯 1,296,000

円 

＊以上の手術については、全身麻酔（162,000円）、入院費（21,600円）と術前検査費用

（3万円程度）が別途必要です。 

顎出し プロテーゼ挿入 270,000円   

プロテーゼ挿入 324,000円 チタン・スクリュー固定（ビス止め） 

骨切りの場合は、前項の顎の変形治療に準じます。 

 

バストに関する手術・処置費用 

豊胸術（バッグ挿入） 648,000円   

豊胸術（バストグロウ） 1 回につき 216,000

円 

  

豊胸術（バストグロウ W） 1 回につき 324,000

円 

 

豊胸術（バストグロウ F） 1セット 378,000円 同時処置の場合、2 セット目から

324,000円 

整乳術（乳房縮小） 972,000円   

整乳術（乳房吊り上げ） 756,000円   

ＦｔｏＭ乳房切除術 648,000円 性同一性障害 

陥没乳頭 270,000円   

乳頭縮小術 162,000～216,000円   



  

しみ・美肌に関する手術・処置費用 

イントラセル（INTRAcel） 

（名古屋のみ） 

194,400円～ 顔面全体 

194,400円～ 顔面以外の部位 

(ポケットティッシュ約 3個分の面積） 

シミ取りレーザー 

  

10,800円～ Ｑスイッチレーザー 

54,000円～ Ｑスイッチレーザー・両頬全体（ポケット

ティッシュ 2個分くらいの広さ） 

レーザートーニング 

（ミルキーライト） 

3,240円/1回 レーザーによるライトピーリング 

エッセンスパックはオプション 

  

刺青除去（入れ墨除去）手術・処置費用 

レーザー治療  1平方ｃｍにつき 1回 10,800円 

切除 切開線１ｃｍにつき 1回 21,600円 

植皮術・マトリックス法 １０ｃｍＸ１０ｃｍの範囲で 324,000円～ 

＊治療面積によって費用が異なります。初診時の見積もりに従ってください。 

  

女性性器に関する手術・処置費用 

膣縮小術 432,000円 切開法 

324,000円 幹細胞・WPRPF併用脂肪注入法 

108,000円 ヒアルロン酸注入（Gスポット・エンハンスメント） 

小陰唇縮小 216,000円   

クリトリス包茎 108,000円   

大陰唇拡大 324,000円 幹細胞・WPRPF併用脂肪注入法 

処女膜再生 162,000円   

過強処女膜切開 108,000円   

  

ディスポート（FDA承認済・イギリス製） 

ボトックス・ビスタ（FDA承認済・アメリカ製）  

眉間 32,400円 皺鼻筋 

額 32,400円～ 前頭筋 

額の広さによって使用量が異なり、 

それに応じて費用が異なります。 

目尻 32,400円 眼輪筋外側部 



ホウレイ線 32,400円 笑った時のホウレイ線の深さを改善します 

あご 32,400円 アゴの梅干状のしわ 

鼻根 32,400円 目と目の間の横しわ 

鼻屋 32,400円 鼻の中心部にできる縦しわ 

首 32,400円～ 広頸筋前縁 

しわの重症度によって使用量が異なり、 

それに応じて費用が異なります。 

えら 86,400円 エラの筋肉を委縮させ、小顔にします 

歯ぎしりの予防にもなります 

ブラウリフ

ト 

64,800円 眉毛を上げて目元をすっきりさせます 

口角拳上 32,400円 口角を上げて、若々しい口元にします 

肩こり 32,400円 トリガーポイント 2か所 

目の下 64,800円 目頭から目尻の下までを含みます 

ふくらはぎ 162,000円 ふくらはぎ内側の力こぶ状の筋肉を細く 

わき 162,000円 わきの汗を止めます 

手掌 162,000円 手のひらからの発汗を止めます 

現在 FDAで承認されている薬剤です。 

ボトックス・ビスタは国内でも、眉間に対しては承認されています。 

手技料と材料費を含んだ料金です。 

処置部分の広さに応じた薬剤の使用量によって、費用が変動することがあります。 

初診時にしっかりと相談してください。 

  

ニューロノックス（KFDA承認済・韓国製） 

眉間 10,800円 皺鼻筋 

額 10,800円～ 前頭筋 

額の広さによって使用量が異なり、 

それに応じて費用が異なります。 

目尻 10,800円 眼輪筋外側部 

ホウレイ線 10,800円 笑った時のホウレイ線の深さを改善します 

あご 10,800円 アゴの梅干状のしわ 

鼻根 10,800円 目と目の間の横しわ 

鼻屋 10,800円 鼻の中心部にできる縦しわ 

首 10,800円～ 広頸筋前縁 



しわの重症度によって使用量が異なり、 

それに応じて費用が異なります。 

えら 32,400円 エラの筋肉を委縮させ、小顔にします 

歯ぎしりの予防にもなります 

ブラウリフト 21,600円 眉毛を上げて目元をすっきりさせます 

口角拳上 10,800円 口角を上げて、若々しい口元にします 

肩こり 10,800円 トリガーポイント 2か所 

目の下 21,600円 目頭から目尻の下までを含みます 

ふくらはぎ 54,000円 ふくらはぎ内側の力こぶ状の筋肉を細く 

わき 54,000円 わきの汗を止めます 

手掌 54,000円 手のひらからの発汗を止めます 

韓国で製造されたボツリヌス・トキシン製剤です。 

アラガン社のボトックスとぼぼ同等の効果があります。 

手技料と材料費を含んだ料金です。 

処置部分の広さに応じた薬剤の使用量によって、費用が変動することがあります。 

初診時にしっかりと相談してください。 

 


