


（金額は全て税別）

人間ドック 価　格

女性項目なし（男女共通） ¥90,000

女性項目あり ¥110,000

女性項目なし（男女共通） ¥250,000

女性項目あり ¥270,000

¥1,000,000

¥120,000

¥200,000

男性 ¥210,000

女性 ¥230,000

¥80,000

レディースドック　ライト ¥40,000

人 間 ド ッ ク 価 格 表

人間ドック　ライト

人間ドック　スタンダード

人間ドック　スーパープレミアム

脳ドック

心臓ドック

がんドック

レディースドック



（金額は全て税別）

内視鏡検査 価　格

胃部内視鏡検査 経口または経鼻のいずれかを選択 ¥30,000

大腸内視鏡検査   ¥40,000

鎮静剤 鎮静剤の使用を希望する場合 ¥8,000

CT検査（単純撮影） 価　格

胸部CT検査 肺（マルチスライスCT検査） ¥28,000

心臓CT検査 冠動脈 ¥40,000

腹部CT検査 腹腔内 ¥28,000

大腸CT検査 大腸（3D）CT ¥40,000

骨盤内CT検査 子宮・卵巣・前立腺 ¥28,000

内臓脂肪CT検査 腹部 ¥5,000

CT検査（造影剤使用） 価　格

胸部CT検査 肺（マルチスライスCT検査） ¥45,000

頭部CT検査 頭部 ¥45,000

心臓CT検査 冠動脈 ¥50,000

腹部CT検査 肝・胆・腎・膵・脾 ¥45,000

骨盤内CT検査 骨盤内 ¥45,000

MRI検査（単純撮影） 価　格

頭部MRI/MRA検査 頭部・脳動脈・頸部 ¥35,000

心臓MRI検査 冠動脈 ¥40,000

MRCP検査（腹部MRI） 胆管・膵管 ¥35,000

骨盤内MRI検査 子宮・卵巣・前立腺 ¥35,000

MRI検査（造影剤使用） 価　格

頭部MRI/MRA検査 頭部・脳動脈・頸部 ¥51,000

心臓MRI検査 冠動脈 ¥56,000

腹部MRI検査 腹腔内 ¥51,000

骨盤内MRI検査 子宮・卵巣・前立腺 ¥51,000

　

X線検査 価　格

骨密度検査DEXA法 前腕（橈骨） ¥3,000

マンモグラフィ 乳房撮影 ¥12,000

超音波検査 価　格

心臓超音波検査 心臓 ¥20,000

腹部超音波検査 肝・胆・腎・膵・脾・腹部大動脈 ¥15,000

単 項 目 検 査 ＆ 点 滴 価 格 表



超音波検査 価　格

甲状腺超音波検査 甲状腺 ¥10,000

頚動脈超音波検査 頚動脈 ¥10,000

乳腺超音波検査 乳腺 ¥10,000

下腹部超音波検査 膀胱・子宮・卵巣・前立腺 ¥15,000

経膣超音波検査 子宮・卵巣 ¥15,000

心電図 価　格

MCG検査 心筋虚血診断検査 ¥50,000

動脈硬化検査 価　格

CAVI／ABI 血管年齢検査（血圧脈派検査） ¥12,000

LOX-index 動脈硬化性（脳梗塞・心筋梗塞）発症リスク検査 ¥15,000

Metabo Chart 動脈硬化性（脳梗塞・心筋梗塞）発症リスク検査 ¥15,000

血液検査 価　格

肝 機 能 ：AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT、LDH、 ALP、

総蛋白、アルブミン、総ビリルビン

糖 代 謝 ：血糖、HbA1c

腎 機 能 ：尿素窒素、クレアチニン

痛    風  ：尿酸

電 解 質 ：Na、K、Cl

膵 機 能 ：アミラーゼ

血液一般：白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、

MCV、MCH、MCHC、血小板、血液像

超悪玉コレステロール MDA-LDL（酸化LDL） ¥3,000

甲状腺機能検査 TSH、FT3、FT4 ¥10,000

認知症検査 MCI（軽度認知障害）スクリーニング検査 ¥20,000

CEA ¥5,000

SCC ¥5,000

CA19-9 ¥5,000

AFP ¥5,000

NSE ¥5,000

PSA ¥5,000

CSLEX ¥5,000

CA125 ¥5,000

CA15-3 ¥5,000

CYFRA ¥5,000

PIVKAⅡ ¥5,000

抗ｐ53抗体 ¥5,000

免疫力検査 価　格

NK細胞活性 ナチュラルキラー（NK）細胞の活性を測定 ¥12,000

一般血液セット検査 ¥13,000

腫瘍マーカー



栄養素・アレルギー検査 価　格

フードアレルギー 遅延型フードアレルギーフルパネル検査（219項目） ¥56,800

オリゴスキャン ミネラル＆有害金属検査 ¥20,000

腸内細菌検査 価　格

¥35,000

¥56,000

遺伝子検査 価　格

遺伝子ストレステスト ¥30,000

ミアテスト　乳がん ¥32,000

ミアテスト　膵臓がん ¥60,000

ミアテスト　アルツハイマー病 ¥60,000

ミアテストプラチナ　3疾患 ¥180,000

ミアテストプラチナ　4疾患 ¥220,000

ミアテストプラチナ　5疾患 ¥260,000

ミアテストプラチナ　6疾患 ¥280,000

ミアテストプラチナ　7疾患 ¥300,000

ミアテストプラチナ　8疾患 ¥320,000

ミアテストプラチナ　9疾患 ¥340,000

ミアテストプラチナ　10疾患 ¥360,000

ミアテストプラチナ　11疾患 ¥370,000

ミアテストプラチナ　12疾患 ¥380,000

ミアテストプラチナ　13疾患 ¥390,000

ミアテストプラチナ　男性14疾患 ¥400,000

ミアテストプラチナ　女性15疾患 ¥400,000

テロメアテスト テロメア長・Gテール長測定　 ¥60,000

※ ミアテストとテロメア検査を同時に行う場合は、プラス40,000円

遺伝子検査 価　格

マイクロアレイRNA 胃がん、大腸がん、膵臓がん、胆道がん ¥110,000

アミノインデックス がんスクリーニング検査 ¥30,000

精密体質遺伝子検査 サインポスト（遺伝子検査による健康管理） ¥70,000

アンチエイジング系検査 価　格

高次脳機能検査 Wisconsin Card Sorting Test ¥12,000

自律神経検査 APGハートレーター ¥12,000

血液サラサラ検査 血液流動性測定検査（MC-FAN） ¥15,000

酸化度ストレス 酸化度＆抗酸化度検査（FREE） ¥15,000

AGE Reader ¥6,000

ペントシジン（血液検査） ¥12,000

腸内フローラ

腸内フローラNGS

ミアテスト

【検査項目】

胃がん、大腸がん、肺がん、

肝臓がん、脳腫瘍、食道がん、

膵臓がん、肝臓がん、

頭頚部がん、甲状腺がん、

乳がん、 前立腺がん、

卵巣がん、子宮頸がん、

胆のうがん、アルツハイマー病

糖化度測定



点滴療法 価　格

血液クレンジング ¥25,000

血液バイオセラピー（UVC血液照射療法） ¥25,000

ダイナミックフォトセラピー（オゾン療法 + UVC） ¥45,000

高濃度VC点滴（25g） ¥15,000

高濃度VC点滴（50g） ¥20,000

ビタミンミックス点滴 ¥8,000

ニンニク点滴 ¥2,500

オゾン療法 + 高濃度VC（25g） ¥40,000

オゾン療法 + 高濃度VC（50g） ¥45,000

G6PD血液検査 ¥12,000

血中VC濃度測定検査 ¥6,000

デトックス 有害金属デトックス点滴 Ca-EDTA ¥5,000

プラセンタ注射(皮下筋肉注射） ¥2,000

肩こり改善プラセンタ注射（片側） ¥5,000

肩こり改善プラセンタ注射（両側） ¥7,000

腰痛改善プラセンタ注射 ¥7,000

※追加でCD-ROMをご希望の方は、料金を別途2,000円いただきます。

※アメリカン・エキスプレスの会員様は、記載の料金より10%オフにてご利用いただけます。

※初診料として別途3,000円かかります。

※再診料として別途1,500円かかります。

※金額はすべて「税抜き」価格です。

オゾン療法 + ビタミンC

検査

注射

オゾン療法

ビタミン点滴



（金額は全て税別）

注入系治療 価　格

涙袋、目の下、瞼　0.5ml ¥40,000

涙袋、目の下、瞼　1.0ml ¥80,000

涙袋、目の下、瞼　2本目以降 ¥40,000

ほうれい線、マリオネットライン　0.5ml ¥60,000

ほうれい線、マリオネットライン　1.0ml ¥100,000

ほうれい線、マリオネットライン　2本目以降 ¥60,000

鼻、アゴ、こめかみ　0.5ml ¥80,000

鼻、アゴ、こめかみ　1.0ml ¥120,000

鼻、アゴ、こめかみ　2本目以降 ¥80,000

ボトックス　顔1部位 ¥40,000

同日2部位目 ¥30,000

エラ（小顔） ¥80,000

ワキ（女性） ¥80,000

ワキ（男性） ¥120,000

1か月以内の追加注入 ¥5,000

美容手術 価　格

二重埋没法 ¥80,000

二重部分切開 ¥150,000

二重切開法 ¥250,000

目頭切開のみ ¥200,000

目頭切開（二重と同時） ¥150,000

眼瞼下垂 瞼の開きをよくする手術 ¥300,000

瞼のたるみとり　上 or 下 ¥250,000

瞼のたるみとり　上 and 下 ¥350,000

顔 1cmまで ¥50,000

身体 1cmまで ¥30,000

ホクロ・イボ 1mm毎 ¥5,000

検査 病理検査（細胞診）／1個 ¥10,000

ピアス 価　格

ピアス 1穴（ピアス付き） ¥5,000

毛髪治療 価　格

まつげの植毛 ／ 100～150本 ¥270,000

まゆげの植毛 ／ 200～300本 ¥300,000

SAIMO／まゆげ　トライアル ¥20,000

SAIMO／まゆげ　1回 ¥25,000

SAIMO／頭皮　トライアル ¥40,000

形 成 外 科 価 格 表

ヒアルロン酸

※部位によって使用する薬剤が異なります

ボトックス

二重手術

目頭切開

瞼のたるみ

傷跡修正

植毛

増毛



毛髪治療 価　格

増毛 SAIMO／頭皮　1回 ¥60,000

毛髪血液検査 ¥10,000

食物アレルギー検査 ¥56,800

スキンケア／美肌 価　格

顔全体　トライアル ¥25,000

顔全体　1回 ¥32,000

首 ¥18,000

デコルテ ¥18,000

手の甲 ¥18,000

首 ¥13,000

デコルテ ¥13,000

手の甲 ¥13,000

ライムライト光治療 1スポット ¥1,000

スキンケア／肝斑・美肌 価　格

頬のみ　トライアル ¥10,000

頬のみ　1回 ¥15,000

顔全体　トライアル ¥20,000

顔全体　1回 ¥27,000

スキンケア／シミ 価　格

アキュティップ光治療 1ショット／直径7mm ¥1,000

1ショット／直径4ｍｍ ¥5,000

1cm×1cm／1㎠ ¥10,000

2cm×2cm／4㎠ ¥30,000

その他 脾瘤腫摘出　1個 ¥1,000

ピーリング 価　格

トライアル　 ¥5,000

1回 ¥7,000

顔全体　トライアル ¥12,000

顔全体　1回 ¥16,000

首　トライアル ¥8,000

首　1回 ¥12,000

デコルテ　トライアル ¥8,000

デコルテ　1回 ¥12,000

手の甲　トライアル ¥8,000

手の甲　1回 ¥12,000

顔全体　トライアル ¥15,000

顔全体　1回 ¥20,000

ライムライト光治療

※顔と同日に施術を行った場合

検査

ライムライト光治療　

レーザートーニング治療

QスイッチYAGレーザー治療

ケミカルピーリング

プレミアムピール　PPX-T33使用

（コラーゲン再生治療）

※ライムライトと同時に行った場合

プレミアムピール　PPX-T33使用

（コラーゲン再生治療）



ピーリング 価　格

首　トライアル ¥10,000

首　1回 ¥15,000

デコルテ　トライアル ¥10,000

デコルテ　1回 ¥15,000

手の甲　トライアル ¥10,000

手の甲　1回 ¥15,000

トライアル　 ¥7,000

1回 ¥12,000

顔全体　トライアル ¥15,000

顔全体　1回会 ¥20,000

肝斑　トライアル ¥10,000

肝斑　1回 ¥15,000

肌再生（毛穴・ニキビ跡改善） 価　格

顔全体　トライアル ¥20,000

顔全体　1回 ¥25,000

部分　トライアル ¥15,000

部分　1回 ¥20,000

化粧品 価　格

ヘリオケア360°ミネラル SPF50 UVクリーム（50ml） ¥4,800

ヘリオケアウルトラジェルSPF90 SPF90 UVクリーム（50ml） ¥5,000

ヘリオケアウルトラ-D SPF90 UVサプリメント （30cup） ¥5,000

WiQo美容液 美容液（30ml） ¥14,000

WiQo保湿クリーム 顔用保湿クリーム（50ml） ¥14,000

WiQo保湿クリーム 身体用保湿クリーム（200ml） ¥14,000

リバースセラム 肝斑用美容液（20ml） ¥14,000

テオシアル セラム ジェル化粧水（30ml） ¥14,000

テオシアル VCIPセラム ジェル化粧水（30ml） ¥14,000

テオシアル アイコンタクター アイクリーム（15ml） ¥12,000

テオシアル アドバンスフィラー 美容液（50ml） ¥14,000

W3nano ウォータークリーム＋ オールインワンクリーム（30ｇ） ¥14,000

ラシャス　リップ エイジングケアグロス（7ml） ¥7,500

モイスチャーリフトマスク 美容マスク1（枚） ¥1,000

ホワイトリフトマスク 美容マスク1（枚） ¥1,350

処方薬

育毛処方 価　格

OMIAS 育毛サプリメント／120cup 8,000

プロペシア 28日分 10,000

ザガーロ 30日分 12,000

毛穴パーフェクトピール

（サルチル酸マグコロールピール）

リバースピール

（肝斑治療）

ダーマペン　PRX-T33使用

プレミアムピール　PPX-T33使用

（コラーゲン再生治療）



育毛処方 価　格

ミノキシジル 100日分 20,000

アミノ酸カプセル 224cup 6,500

デュアルゲン 約1か月分 10,000

ロゲインフォーム 約1か月分 7,000

ロゲインウーマン 約1か月分 7,000

エクストララッシュ 約1か月分 11,000

ルミガン まつ毛・まゆ毛用　3cc 10,000

SAIMO育毛用剤 オリジナル育毛剤 1本 7,000

ニゾラールローション 1本 1,000

スキンケア処方 価　格

５％ハイドロキノン 5ｇ 3,000

コンシーラー用ハイドロキノン 2.7g 4,000

アスタキサンチンジェル 1本 6,000

ヒルドイドソフト 25ｇ 2,000

シナール 1か月分 180錠 3,000

シナール 1か月分 360錠 5,000

トランサミン 90錠 4,000

リンデロンVG ローション・軟膏クリーム　各1本 1,000

デュアック配合ゲル 1本 1,000

ダラシンTゲル1％ 1本 1,000

※アメリカン・エキスプレスの会員様は、記載の料金より10%オフにてご利用いただけます。

※初診料として別途3,000円かかります。

※再診料として別途1,500円かかります。

※金額はすべて「税抜き」価格です。


