
メイクメイクメイクメイク

ポイントメイク ¥1,500

目元など・・・ちょっと手を加えて、新しい自分を発見できます。

フルメイク ¥3,500

ベースメイクからしっかりと・・・いつもと違う自分を演出します。

ブライダルメイク ¥5,000

晴れの門出・・・華やかな表情に仕上げます。

オプション・パックオプション・パックオプション・パックオプション・パック＆＆＆＆マスクマスクマスクマスク

Wコラーゲンマスク 15 min ¥1,500 Visitor \2,000

衰えてきた肌にハリと弾力を取り戻し、くすみを取り去ります。

首部分まで包み込みます。

スタンダードコーススタンダードコーススタンダードコーススタンダードコース

ベーシック　 肌のキメを整えるための基礎的なコース

 肌の状態や季節に合わせたセラムや機器をプラスすることで、よりなめらかな

 肌環境を整えます。 ◆ カウンセリングのお時間は含まれておりません。

40 min ¥3,500 Visitor \5,000
ﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

クレンジング 泡パック マッサージ クーリング スキンアップ

リフレッシュ　 メイクの仕上がりをベストな状態にしたい方にお勧めのコース

気になるお顔のうぶ毛を処理することで、メイクのノリもよくなります。

30 min ¥3,500 Visitor \5,000 眉ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ

カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング

Microscope カウンセリング ¥1,500 Visitor \2,000

キメや色素沈着など見た目だけではわからない肌の状態をご確認いただけます。

ネイルネイルネイルネイル

ネイルケア ¥3,000

指先と爪のフルネイル・トリートメントです。

ハンドマッサージ  ¥2,000

乾燥しやすい指先から肘上のマッサージです。

ネイルカラー ¥1,000

手元をステキに演出。（ワンカラー）

ジェルネイル ¥3,000

クリアな色味と美しい光沢が魅力です。（ワンカラー）

◆ ラメ、ホロ、ストーンのデザインはプラス料金となります。

オプション・セラムオプション・セラムオプション・セラムオプション・セラム

Ｃ ベース ＊＊＊ Visitor \1,000

AC-11、EGFを配合の傷んだ肌を治めるエッセンスです。

リポリア ＊＊＊ Visitor \1,000

ＡＰＰＳ・フラーレンなど強力な抗酸化成分を配合。

開いてしまった毛穴を引き締め、キメを整える美容液です。

ミスティⅡ ＊＊＊ Visitor \1,300

白金ナノコロイド・ＥＧＦ・フラーレン配合の水のクリーム。

イオン導入してくれるジェル状美容液です。

ターナリー ＊＊＊ Visitor \1,000

シワ・タルミなどの肌トラブルに効果的に働きかけます。

高抗酸化力・ 肌再生機能を持つクリームです。

Ｂ ベース ¥2,000 Visitor \2,500

最先端医療人工皮膚再生として使用のスペシャルエッセンスです。

◆ 【 Basic-SO 】 １瓶を使用 残りは自宅でのケア用としてお持ち帰り頂きます。

オプション・ボディケアオプション・ボディケアオプション・ボディケアオプション・ボディケア

フットバス 15 min ¥500 Visitor \1,000

ジェット水流で心地よく刺激し、疲れを解消。冷え性やむくみを改善します。

デコルテ＆ショルダー 20 min ¥2,000 Visitor \2,500

ネックラインとデリケートな胸元をマッサージします。

バック 30 min ¥2,500 Visitor \3,000

首筋から背中までをリラクゼーションマッサージです。

二の腕＆アーム 25 min ¥2,500 Visitor \3,000

指先から肩までのマッサージで、二の腕をひきしめます。

フット 20 min ¥2,500 Visitor \3,000

足首から膝上までのリンパマッサージです。

フットスリミングスパ 40 min ¥5,000 Visitor \6,000

サイズダウンだけでなく、冷えや乾燥、むくみなどの体質も改善できます。

気になるふくらはぎ中心のケアです.

首部分まで包み込みます。

バンテージパック  15 min ¥1,500 Visitor \2,000

筋肉の位置を強力に引き上げ安定させ、美容液成分で透明感を与えます。

炭酸ガスパック 15 min ¥1,500 Visitor \2,000

酸素をたっぷり肌内部へ送り込み細胞を活性させ、フェイスラインを整えます。

◆ ボディのパックはプラス  \2,000 となります

クレンジング 泡パック シェービング クーリング スキンアップ

ブライダル・エステブライダル・エステブライダル・エステブライダル・エステ

ロイヤルプラン 　ブライダル2ヶ月間集中ケア６回コース

お肌のコンディションに合わせて、気になるポイントもしっかりケアしていきます。

¥48,000 Visitor \64,000 フェイシャル６回 パック５回 マスク１回

デコルテ＆

ショルダー２回

バック１回

（パック付）

二の腕＆

アーム１回
フット１回

ブライダル

シェービング１回

ラグジュアリープラン 　ブライダル集中ケア４回コース

気になるパーツを磨き、美肌作りをします。

¥36,000 Visitor \47,500 フェイシャル４回 パック３回 マスク１回

デコルテ＆

ショルダー１回

バック１回

（パック付）

二の腕＆

アーム１回
フット１回

ブライダル

シェービング１回

スタンダードプラン 　ブライダル直前 ２回コース

即効的なケアで輝く肌を引き出します。

¥26,000 Visitor \33,500
フェイシャル２回 パック１回

マスク１回
デコルテ＆

ショルダー１回

バック１回

（パック付）

二の腕＆

アーム１回

ブライダル

シェービング１回

◆ ブライダルエステには機器とセラムのオプションが含まれています。

◆ シェービングは挙式２～３日前が理想です。

オプション・フェイシャルケアオプション・フェイシャルケアオプション・フェイシャルケアオプション・フェイシャルケア

美眉スタイリング 20 min ¥2,000 Visitor \3,000

眉毛の生え方、お顔の分析をしながら立体感のあるデザインを決定します

唇トリートメント 10 min ¥500 Visitor \1,000

角質層へビタミンＣとヒアルロン酸を導入し、潤いのあるふっくらした唇にします。

シェービング 10 min ¥1,500 Visitor \2,000

気になるお顔のうぶ毛を処理することで明るくメイクのノリもよくなります。

ブライダル・シェーブ 25 min ¥3,500 Visitor \4,000

お顔のうぶ毛と、バックやアームを美しく仕上げるために無駄毛を処理します。

バキューム 5 min ¥1,000 Visitor \1,500

過剰皮脂や毛穴に詰まって酸化した皮脂を取り除きます。

ブラシクレンジング 5 min ¥1,000 Visitor \1,500

毛穴を集中洗浄し、詰まり・黒ずみ・ザラつきを取り除きます。

パター 5 min ¥1,000 Visitor \1,500

吐き出し方式のパターは敏感な肌の方も安心してマッサージをしていただけます。

超音波 5 min ¥1,000 Visitor \1,500

毎秒５００万回の超音波振動による効率の良いトリートメントを行います。

マイクロカレント 5 min ¥1,000 Visitor \1,500

フットバス クレンジング マッサージ マイクロカレント ACスキンアップ
＊ リラクゼーションフロアの滞在時間は、上記の時間プラス20分程が目安となります。

＊ ご予約のキャンセルや変更はお早めにご連絡ください。

パルスによる筋肉運動を促すことで、たるんだ筋肉を刺激し、引き締めます。

◆ ボディの施術はプラス  \2,000 となります


