
PRICE LIST



診察 会員料金 ゲスト料金

カウンセリング － －

初診料 美容・点滴・水素 ¥1,500 ¥3,000

特殊アンチエイジング治療 ¥8,500 ¥9,500

再診料 美容・点滴・水素 － ¥1,000

特殊アンチエイジング治療 － ¥8,500

セカンドオピニオン ¥35,000 ¥38,000

エイジングコード 120種採血 ¥110,000 ¥165,000

血液浄化療法（DFPP）

Aging Facter Apheresis 血中老化因子除去療法
（血液検査前後 ２回付）

¥383,000 ¥605,000

幹細胞培養上清液成長因子

A ①AMGF注射（羊膜由来間葉系幹細胞培養上清液成長因子） ¥214,500 ¥322,000

②UCBGF注射（臍帯血由来間葉系幹細胞培養上清液成長因子） ¥214,500 ¥322,000

③UCGF注射（臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液成長因子） ¥191,000 ¥313,500

④PLGF注射（胎盤由来間葉系幹細胞培養上清液成長因子） ¥214,500 ¥322,000

B ⑤ADGF注射（脂肪由来間葉系幹細胞培養上清液成長因子） ¥106,500 ¥165,000

⑥DPGF注射（歯髄由来間葉系幹細胞培養上清液成長因子） ¥118,500 ¥181,500

カクテル注射 A + A（上記のA①〜④の中から2種選択） ¥312,000 ¥643,500

A + B（上記のAの中から１種、Bの中から１種選択） ¥239,500 ¥478,500

B + B（上記のB⑤〜⑥の中から2種選択） ¥191,000 ¥346,500

再生因子導入定着促進点滴
（幹細胞培養上清液成長因子治療と同時の場合）

¥12,000 ¥18,000

9 r u 料 金 表

【 再生医療・アンチエイジング治療 】

【 年間パスポート 】

会員料金 ゲスト料金

【限定発売】年間パスポート ¥4,950,000 ¥4,950,000



※価格は全て税込表示でございます。（2022年12月現在）

各種検査 会員料金 ゲスト料金

マイクロRNA検査　男性 12種・女性 13種 ¥498,000 ¥598,000

3種 ¥248,000 ¥298,000

テロメアテスト ¥118,800 ¥170,000

テロメア疲労度テスト ¥178,200 ¥250,000

アルツハイマーテスト ¥118,800 ¥170,000

免疫細胞療法 会員料金 ゲスト料金

NK療法 ¥352,000 ¥528,000

検体保管料（2年以上の場合） ¥121,000 ¥181,500

真皮線維芽細胞療法 ¥1,070,000 ¥1,605,000

自家培養幹細胞（真皮線維芽細胞）療法

初回 真皮繊維芽細胞療法用血液検査 ¥11,000 ¥16,500

皮膚組織採取〜細胞培養抽出料 ¥550,000 ¥825,000

細胞培養科 ¥330,000 ¥450,000

細胞移植費用 1回（顔全体：1cc〜4cc） ¥520,000 ¥780,000

細胞保管初回手続料 1回のみ ¥22,000 ¥33,000

細胞保管料（１年間） ¥110,000 ¥180,000

初回合計 ¥1,543,000 ¥2,284,500

2回目 細胞培養科 ¥330,000 ¥450,000

細胞移植費用 1回（顔全体：1cc〜4cc） ¥520,000 ¥780,000

合計 ¥850,000 ¥1,230,000

MPメソガン治療　※ご希望により別途薬剤をご案内します。

MPメソガン施術料 全顔 ¥33,000 ¥50,000

頭皮（生え際〜頭頂部） ¥55,000 ¥82,500

AMGF（羊膜由来間葉系幹細胞培養上清液成長因子） 顔　１回 ¥143,000 ¥211,000 

UCBGF（臍帯血由来間葉系幹細胞培養上清液成長因子） 顔　１回 ¥143,000 ¥211,000 

UCGF注射（臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液成長因子） 顔　１回 ¥129,000 ¥207,000 

PLGF注射（胎盤由来間葉系幹細胞培養上清液成長因子） 顔　１回 ¥88,000 ¥133,000 

【 再生医療・アンチエイジング治療 】



PRP再生療法 会員料金 ゲスト料金

顔 ¥120,000 ¥180,000

目の下 ¥120,000 ¥180,000

額 ¥140,000 ¥210,000

AGA発毛治療（生え際 or 頭頂部） ¥170,000 ¥255,000

首 ¥140,000 ¥210,000

点滴療法 会員料金 ゲスト料金

高濃度ビタミンC点滴 ¥16,500 ¥25,000 

キレーション点滴 ¥25,500 ¥33,000 

白玉点滴 ¥7,000 ¥11,000 

極・雪肌点滴EX ¥12,000 ¥16,500 

痩身（脂肪燃焼促進）点滴 ¥7,000 ¥11,000 

フルチャージ点滴 ¥7,000 ¥10,000 

アレルギー予防点滴 ¥21,500 ¥27,500 

グルタチオン点滴 ¥7,000 ¥11,500 

リフレッシュ点滴 ¥7,000 ¥11,500 

G6PD検査料 ¥7,000 ¥11,000 

その他点滴

アジュバンド（経鼻IgA誘導ワクチン） ¥33,000 ¥55,000 

水素療法

高濃度水素吸入療法（20分） ¥8,000 ¥12,000 

高濃度水素吸入療法（40分） ¥11,000 ¥16,500

ハイドロガンショット（非観血的医療用超高濃度水素局所注射（1か所）） ¥13,000 ¥19,500 

ハイドロガンショット（非観血的医療用超高濃度水素局所注射（2か所）） ¥23,000  ¥34,500 

NMN療法

高濃度NMN吸入（30分） ¥33,000 ¥49,500 

NMN点滴 ¥44,000 ¥66,000 

【 再生医療・アンチエイジング治療 】



※価格は全て税込表示でございます。（2022年12月現在）

美肌治療 会員料金 ゲスト料金

セレックV 全顔 ¥25,000 ¥37,800 

全顔プレミアム ¥44,000 ¥66,000 

ハイドラフェイシャル 全顔 ¥25,000 ¥37,500 

首オプション ¥20,000 ¥30,000 

背上オプション ¥30,000 ¥45,000 

ピコトーニング 全顔 ¥16,500 ¥24,750 

手甲 or 首オプション ¥14,500 ¥21,750 

デコルテ or おしり ¥45,000 要確認

ピコフラクショナル 全顔 ¥39,500 ¥59,250 

ピコスポットレーザー（シミ取り） １か所 ￥2,500〜 ￥4,500〜

ピコフラクショナル ＋ ピコトーニング 全顔 ¥44,000 ¥66,000

ポテンツァ　　　　  　　　　　　　　スキンタイトニングモード　顔　1回 ¥77,000 ¥115,500 

首　1回 ¥77,000 ¥115,500 

顔首　1回 ¥132,000 ¥198,000 

肝斑　1回 ¥44,000 ¥66,000 

ニキビ、ニキビ跡　1回 ¥121,000 ¥181,500 

頬〜こめかみ　1回 ¥77,000 ¥115,500 

鼻　1回 ¥44,000 ¥66,000 

アクシダーム １部位 ¥15,000 ¥22,500 

幹細胞上清入 ¥49,500 ¥74,500 

２部位 ¥25,000 ¥37,500 

幹細胞上清入 ¥82,500 ¥124,000 

CO2レーザーほくろ・いぼ取り1mm当り（麻酔代含） ¥5,500  ¥8,500 

いぼ取り放題（全顔、首）※その他部位はご相談ください。 ¥107,500 ¥161,500

ダーマペン・ピーリング　         ダーマペン単体（薬剤代別途）全顔　1回 ¥26,500 ¥39,750 

ヴェルベットスキン　全顔　1回 ¥32,000 ¥48,000 

近赤外線併用NMNフェイスマスク肌リフトアップ療法 ¥33,000 ¥49,500 

【 美容治療 】



美肌治療 会員料金 ゲスト料金

サリチル酸ピーリング 全顔 ¥16,500 ¥21,500

背上 or おしり ¥33,000 ¥43,000

マッサージピーリング　　　　　　　　　　　　　　　　 全顔〜フェイスライン ¥24,200 ¥31,500

まぶたオプション ¥5,500 ¥7,200

首 ¥19,000 ¥25,000

デコルテ ¥25,000 ¥32,500

ピンクピーリング VIO ¥22,000 ¥29,000

ワキ ¥22,000 ¥29,000

乳輪 ¥22,000 ¥29,000

NMN ＋ フェイスパック１シート ¥5,500 ¥8,500 

CICAパック ¥4,000 ¥6,000 

リフトアップ治療

ハイフ（3D顔） 全顔 ¥98,000 ¥140,000 

首オプション ¥27,500 ¥40,000 

ハイフシャワー 全顔 ¥58,000 ¥85,000 

注入治療

ボトックス注射 眉間 ¥32,000 ￥70,000

目尻 ¥57,750 ¥75,000

鼻の横・額 ¥45,000 ¥59,000

エラ ¥165,000 ¥215,000

ヒアルロン酸注射 ジュビダーム ¥132,000 ¥165,000 

ボリューマXC ¥132,000 ¥165,000 

ボルベラXC ¥132,000 ¥165,000 

ボソフトXC ¥132,000 ¥165,000 

ボラックスXC ¥132,000 ¥165,000 

【 美容治療 】



※価格は全て税込表示でございます。（2022年12月現在）

アートメイク 会員料金 ゲスト料金

ハイブリッド眉（毛並み × パウダー手法） ２回 ¥152,000 ¥198,000 

マイクロブレーディング眉（毛並み） ２回 ¥132,000 ¥172,000 

追加施術　１回 ¥61,500 ¥80,500 

+ パウダー眉 ¥33,000 ¥42,900 

アイライン（上・下） ２回 ¥120,000 ¥156,000 

追加施術　１回 ¥69,000 ¥90,500 

アイライン（上） ２回 ¥66,000 ¥86,000 

追加施術　１回 ¥33,000 ¥43,000 

アイライン（下） ２回 ¥44,000 ¥58,000 

追加施術　１回 ¥28,000 ¥36,500 

リップ ２回 ¥150,000 ¥195,000 

追加施術　１回 ¥77,000 ¥100,500 

ほくろ ２回 ¥22,000 ¥29,000 

その他　※ご相談ください

サンダー 会員料金 ゲスト料金

全身コース 顔・VIO除く　３回 ¥174,000 ¥261,000

5 回 ¥260,000 ¥390,000

6 回 ¥296,000 ¥444,000

顔 or VIO含む　３回 ¥250,000 ¥375,000

5 回 ¥375,000 ¥562,500

6 回 ¥425,000 ¥637,500

顔 ＋ VIO含む　３回 ¥326,000 ¥489,000

5 回 ¥489,000 ¥733,500

6 回 ¥554,000 ¥831,000

顔全体コース 1 回 ¥27,500 ¥41,500

6 回 ¥124,000 ¥186,000

背面（全体）コース 1 回 ¥42,000 ¥63,000

6 回 ¥189,000 ¥283,500

腕全コース 1 回 ¥42,000 ¥63,000

6 回 ¥189,000 ¥283,500

足全コース 1 回 ¥33,000 ¥49,500

6 回 ¥148,500 ¥223,000

 VIO完全脱毛 1 回 ¥27,500 ¥41,500

6 回 ¥140,000 ¥210,000

【 アートメイク 】

【 医療レーザー脱毛 】



※会員料金は会員及び入会申込済みの体験会員に適用します。

※ゲスト料金（日本の健康保険証所持者）は、会員同伴者、ホテル宿泊者、スパ会員、

　提携プレミアムデスク紹介者に限り適用します。（一般の方の利用は受け付けておりません。）

※医療ツーリズムや外国籍の料金は法人問い合わせ窓口までご連絡ください。

　メールアドレス　information@9ru.tokyo

当院の治療は自費診療であり、医薬品医療機器等法では未承認の医薬品や医療機器を用いた

治療も行います。

個人差にもよりますが、使用する医薬品や機器を使用した治療においては期待した効果が得られ

ない場合や、レーザー治療では火傷などのリスクもあります。

そのようなことが起こらないようにスタッフ一同、細心の注意を払って治療にあたる所存です。

ご不安やご不明な点がありましたら、当クリニックの医師またはスタッフに何なりとお聞きください。

クリニックをご利用いただく皆様に親切で安心できる医療の提供を目指しております。




