セルライト脂肪を
吸引します！

大人気!!

体整美学

独自のローラーヘッドによって固まったセルライト脂肪をもみほぐし吸引。
セルフケアで落としにくい硬直化したセルライト脂肪に抜群の効果を発揮します。
また、直接皮膚や皮下組織にアプローチすることで、たるみやむくみも同時に改善します。

エンダモロジー

40分体験

アライアンス

自分の気になる所をガッツリケア！
セル脂肪の分解、リンパ循環促進・肌ケアを同時に!!
史上最強マシン♪一人ひとりの肌質やお悩みに
合わせて調整可能なので結果が見える◎

￥6,000

定価 ￥18,000（税抜）

週1～週2での来店

35分体験

インテグラル
全身痩せ６部位
ぽっこり
お尻の 背中の むっちり
+
ハミ肉 + ハミ肉 + 太もも
お腹

×

腰回りの
むっちり
+
ふくらはぎ
贅肉

初回 ￥10,000（税抜）

LCFテクニックとは？
Loosen
・・・ 緩める
Circulation・・・ 循環
Flowing
・・・ 流れる

×
￥5,000

４０代

３回

３Dラジオ波+パルス磁気の同時照射できる
最新の特許取得テクノロジー搭載！
部分引締めに効果大！

１０ 回

SPA全身ケア

NEW!!

定価 ￥30,000（税抜）

とにかく痩せにくい方へ♪
足裏からヘッドまで究極の
リラクゼーションSPA
全身凸凹セルライトケア、深層筋膜に
働きかけるマッサージが同時にできる
究極リラクゼーション

20分体験

肩コリ
腰痛

ヒップ
アップ

ボディ
ライン

美肌
リフト
UP

初回 ￥10,000（税抜）

小顔
ケア

き根本的改善を目指す最新統合テクニック!
整体

□腸内環境を改善したい
□低体温から脱出したい
□肩こりや疲れをとりたい
□自律神経を整えたい

＋

深筋膜

After

血流
リンパ
エステ

Befor
e

頭からつま先まで全身オールハンドマッサージ100分!!
定価

￥10,000

￥24,000（税抜）

×

初回 ¥12,000（税抜）
注目

筋膜リリース

筋肉に癒着してしまった筋膜をリリース（剥がす）し、リンパ節・筋肉・筋膜・
排泄機能を最大限に引き出します。

初回￥10,000（税抜）

40分体験

￥4,000 ￥8,000

定価 ￥36,000（税抜）
たるみ
セルライト
ケア

×

肉や深筋膜を弛め歪みのバランスを調整、血液、
リンパ液、 脳脊髄液の流れを促し不定愁訴を取り除

□思うように痩せられない
□婦人科系の不調が気になる
□便秘や排泄機能を高めたい
□冷えがひどくむくみを解消したい
□停滞しているリンパを流したい

初回 ￥8,000（税抜）

ヴィーナススワン

「健康的」で「美しい」ボディへ・・・
エステティック以上治療未満を目標にした筋

こんな方にオススメ

定価 ￥15,000（税抜）

クリニック
レベル

《オールハンド》
LCFテクニック

ＴＶで話題の技術で大幅サイズダウン！！
各部位 ￥2,000（税抜）～

全身 ￥20,000（税抜） 初回 ￥10,000（税抜）
痛いけど効く～！施術後の違いに驚きの連続‼

サーモシェイプ

２０代３ 回

～美容業界の常識を覆す痩身マシン～

狙った部分をピンポイントでシェイプ！
少ない回数で確実な結果！ 革新的トリートメント!!!
★部分やせ･サイズダウン･セルライト太り・皮膚の引締め・
30分体験
ハリの改善・皮下脂肪・内臓脂肪の減少◎ 定価 ￥70,000（税抜）

初回￥20,000（税抜）

￥4,000
60分体験 ￥8,000

アライアンスリフトMPF

おススメ

定価 ￥18,000（税抜）

3パターンの中から選べる!!

×

初回 ￥10,000（税抜）

切らない脂肪吸引!! ￥6,000

①即効顔痩せ

顔のボリュームダウン、二重あごが気になる方

②ヒアルロン酸増量術

肌の保湿力UP、しわ、小じわを気になる方

×￥5,000

初回 ￥10,000（税抜）
定価 ￥30,000
3Dラジオ波+パルス磁気の同時照射できる、
最新の特許取得テクノロジー搭載！！小顔効果、リフトアップ！！

×￥5,000

初回 ￥6,000（税抜）

定価￥12，000（税抜）
今話題の筋膜リリース！顔登場！
頭～顔～首肩デコルテ

その場で違いを実感♡

SPAシンデレラケア
定価 ￥18,000

初回 ￥6,000（税抜）

新型エンダモロジー上位機『アライアンスSPA』で
デコルテ～首肩の凝りをほぐし、お顔、頭皮の引き上げも
セットになった最高ヘッドスパ♪

マクセリー幹細胞フェイシャル
４WEEKS CHANGE

×
￥5,000

初回 ￥5,000（税抜）

初回 ￥8,000（税抜）

フォトフェイシャル♡
たった1回で実感！！
あらゆる肌トラブルを同時に
効果を発揮！

脱毛

シミ・しわ・たるみ・美白・毛穴・ニキビリフトアップ
は１ヵ月持続！

トリートメントと同時に11種類の
お肌の深部にアプローチ☆
しわ・たるみ改善。アクネ菌にも◎

顔を小さくしたい!!

小顔筋膜矯正

定価 ￥30,000（税抜）

◎ビックリするほど結果が早い脱毛!!

水玉リフティング

引き締まった肌、たるみの改善、リフトUP

（税抜

光美顔

しわ・たるみ改善!ニキビケア!

③コラーゲン増量術

ヴィーナススワン

迷ったら
コレ！

￥25,600
↓

定価

４週間で肌質を変化！
〈導入記念価格〉
マイナス１０歳！クリニック級の肌再生！
純度１００％の『国産ヒト幹細胞 初回
培養上清液』 を使用した
肌再生美容。
針を刺さない ヒアルロン酸注射。
プルプル肌へ

￥8,000

定価 ¥25,000(税抜)

after

×

初回 ¥10,000(税抜)

￥6,000

毛穴・ニキビをきれいにしたい!!

× ￥5,000

ハイドラフェイシャル 初回 ￥6,000（税抜）

定価 ￥20,000（税抜）
毛穴の汚れごっそり美艶肌★むき卵肌になりたい方に★
毛穴の汚れを吸引しながら美容液を導入できる特殊技術★
お肌に負担のかからないピーリングなので、ニキビケアにも！
※背中などボディでも使えます。

サークルウェーブ
定価 ￥20,000（税抜）

×￥5,000

初回 ￥8,000（税抜）

世界初！４Ｄ立体超音波！深部のマッサージ♡
キャビテーション＆ディープクレンジング

プリマドンナ
定価 ￥5,000（税抜）

before

従 来 の 脱 毛 機 で は毛 母 細 胞 の みへ
照 射 で し た 。 当 社 脱 毛 機は
毛母細胞＆バルジ領域の2カ所同時に
照 射 で き るた め 、 1 ヶ月 に 1 回 照 射可 能
で す 。 早 い 方 は最 短 半 年 後 には キ レ イ に
な り ま す♥ 是 非 一度 お 試 し 下 さ い ♥

♥おためし脱毛♥
Face1回 ￥3,000（税抜）
VIO 1回 ￥5,000（税抜）

好きな箇所3ヵ所

1回￥6,000（税抜）

ブラジリアンワックス
「チクチク」は一切無し！
即日ツルツルの肌触りに
デリケートゾーンの色素沈着も同時に
ケアできる！

V・I・O＋パック付￥14,000（税抜）
◎光脱毛との併用可

初回 ￥3,000（税抜）
短い・少ない・弱い等の
お悩みがある方必見！

ドクターズコスメ『エクスビアンス』を使ったお手入れ
クレンジング➔洗顔➔毛穴吸引➔マッサージ➔パック➔お仕上げ

オールハンドで癒されたい…
顔のたるみは頭から極（小顔リンパ付き）
定価

￥8,000（税抜）

初回 ￥9,800（税抜）

初回 ￥4,000（税抜）

極コース登場！
LCFテクニックのヘッドマッサージを人気のマッサージを
組み合わせた頭～肩首～小顔リンパのセット♪
小顔になりたい・たるみを改善したい・毛穴にも◎

ラッシュアディクト

本格育毛！！

【まつげorまゆげ】
定価￥6,000(税抜)
初回 ￥4,000(税抜)
ラッシュアディクトは自まつ毛を太く・長く・濃くします☆
マツエクを付けてのケアもOK♪劇的変化をあなたの目元で
実感！！さらに同時施術で
➔
2ヶ月後
【まつげandまゆげ】
定価￥12,000(税抜)
初回 ￥6,000(税抜)

💛💛その他のメニューもご用意しております💛💛

