
■　Majesty　オイルボディケア

オーガニックハーブトリートメント
　
オーガニック精油のパイオニア【プラナロム社】の精油を使用したオイルトリートメントです。
生命力の強いオーガニックハーブでのボディケアは香りによるリラクゼーション効果だけではなく、
精油それぞれがもつ作用によりお身体に様々な影響を与えてくれます。
厳選された精油を使用する事で身体の自然治癒力を最大限にひきだし、本来の健康体へと改善に導いて
くれます。慢性的な疲労やコリをほぐしていく『筋膜リリース』と『リンパトリートメント』を組み合
わせたリラクゼーション効果の高い全身オイルトリートメントです。

　90min　　90分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ¥ 12,000　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　背面下半身＋背面上半身＋デコルテ＋ヘッド

　120min　　　120分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥ 15,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　全身ケア（下半身＋上半身＋デコルテ）＋※パーソナルケア（１～2箇所）

※ パーソナルケアを下記からお選び下さい

■ フェイスケア　　■ 下肢（膝まわり）　■ヘッド～耳
　

● 施術の流れ

 お着替え　　　  …   バスローブにお着替え頂きます
　　↓
カウンセリング　…　お身体の状態や気になる症状などを丁寧にお伺い致します
　　↓
精油ブレンド　　…　オーガニック精油を数本ご用意し、お好きな香りの順にお選びいただきます
　　　　　　　　　   その日の状態に合わせた組み合わせで施術用のオイルをご用意いたします
　　↓
　 足浴　　　　  …　オーガニック精油をブレンドしたバスオイルで下肢を温めていただきます
　　↓
    施術　　　     …　ご体調に合わせたブレンドオイルで全身をケアしていきます
      ↓
ティータイム　   …　オリジナルのジンジャーティーなどでゆっくりおくつろぎ下さい
 



経絡リンパトリートメント　　　　　　

経絡ボディセラピーとは本来身体が持っている機能を正常な状態に整え、健康な状態で生きていくための身
体のシステムを取り戻していく健康法です。コリや痛みなどの不調部分を改善するだけではなく、身体全体
のエネルギーを整え本来の健康で活きいきとした状態へと導いてくれます。また滞りのある経絡を解放する
事で一人ひとりが持つ運氣や能力を最大限に高める事から『開運セラピー』ともいわれています。

　90min  　90分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥ 13,500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　骨膜リリース＋下半身経絡ケア＋上半身経絡ケア＋下肢経絡ケア
　

　120min 　120分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　¥ 17,500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　骨膜リリース＋下半身経絡ケア＋上半身経絡ケア＋下肢経絡ケア＋ヘッド～耳
　（経絡フェイスケアに変更は相談可）

● 施術の流れ

 お着替え　　　  …　バスローブにお着替え頂きます
　　↓
カウンセリング　…　お身体の状態や気になる症状などを丁寧にお伺い致します
　　↓
　 足浴　　　　  …　オーガニック精油をブレンドしたバスオイルで下肢を温めていただきます
　　↓
    施術①　　     …　金や天然鉱物が配合された経絡ケア専用のクリームとジェルを使用して滞りのある各ポイント
　　↓　　　　　　　を解放していきます
　
　施術②　　　　…　ブロックが解放された状態のお身体をオリジナルのブレンドオイルで全身の経絡リンパトリート
　　↓　　　　　　　メントをおこないます　　　　　　　　　　　　　

ティータイム　   …　オリジナルのジンジャーティーなどでゆっくりおくつろぎ下さい
     

■　痩身メニュー

■ 脂肪溶解導入＆ラジオ波痩身

医療の現場でも使用されている脂肪溶解液《フォスファチジルコリン》を気になる各部位に塗布し、
ラジオ波で深部を温め脂肪を燃焼させながら吸引機能でもみほぐし分解します。
さらに、代謝向上と脂肪細胞の分解成分が配合された《アンチセルライトゲル》を使用し脂肪の肥大化や
リバウンドを防いでくれる実感型痩身メニューです。



30min　30分　1箇所まで（ウエスト・太もも・膝下・二の腕）　　　　　　　　　¥ 7,500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

60min   60分　2箇所まで（ウエスト・太もも・膝下・二の腕）             　　　　　  ¥ 14,000
                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　

☆ ☆ ☆- - 　痩身スペシャルコース　☆ ☆ ☆- -

130min  130分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ¥ 26,000　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
脂肪溶解導入＋全身ラジオ波＋ハーブバンテージ＋遠赤外線サウナ

                        ☆ 脂肪溶解液（※フォスファチジルコリン）とは

　　　　※ 主成分は大豆由来物質で水と油を溶けやすくする性質を持っているため、
　　　　　体内の脂肪を溶かし体外へ排出しやすくします。
　　　　　そのため、美容外科や医療の現場では『脂肪溶解注射』や『脂肪肝』などの治療などにも
　　　　　応用されている成分です。
　　　　 （大豆アレルギーの方は受けられません）

　　　　☆ 作用
　　　　　  老廃物がまとわりついた脂肪細胞に直接働きかけるため、食事制限や運動などでもおちない
　　　　　 脂肪やセルライトを溶解し 2～3週間以内に尿や便などと一緒に体外へと排出していきます。
　　　　　 さらに、代謝の向上と脂質の侵入を防ぐためリバウンドもなく無理な食事制限などの必要も
　　　　　                 ありません。

施術前　　　　　　　　　　　
2回目　　　　　　　　　　　　　　　4回目　　　　　　　　　　　　　　　6回目

ボディケアオプション

オイルケア     　　30分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥ 4,500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フェイスケアとの組み合わせにおすすめです

経絡ケア　　　　　30分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥ 5,000　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

フェイスケアとの組み合わせにおすすめです　



　
ハーブバンテージ＆遠赤外線マット　　30分 　 　　　　　　　　　　　　　　　　¥ 5,000　   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             　　　　　　　　　　　  　

天然の野生ハーブエキスを染みこませた特殊バンテージを全身に巻き遠赤外線ヒートマットで汗とともに老
廃物をしっかり排出していきます。さらに、ハーブによる抗酸化作用で乾燥肌、冷え症、ホルモンバランス
などの改善も期待できます。痩身コースとの組み合わせにおすすめです。

オイルケア 延長    　　10分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥ 2,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オーガニックハーブトリートメントの延長

経絡ケア延長　　　　　10分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥ 2,000　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

経絡リンパボディトリートメントの延長

ラジオ波　　　　　　　20分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥ 3,500　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

体内深部を温め脂肪を燃焼させながら吸引機能でもみほぐし分解します。

■　痩身コース回数券

３０分・６０分コース 通常価格から 15％OFFでご利用頂けます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3回券　…　有効期限　1か月　　／　　5回券　…　有効期限　2か月

■フェイシャルケア

２Bバイオピーリング
　

２Bバイオピーリング（旧バイオプランツ）は確かな効果と満足感を得られるベルギー発の皮膚深部再生
トリートメントです。その速効性と安全性から『メスを使わない美容整形』と呼ばれている今までになか
った次世代の美容法です。

　90min　　90分 （ 3g )　　アフターケア 40分 1回付　　　　　　　  　  ¥ 25,920
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　

　洗顔＋角質ケア＋２Bピーリング導入（お顔）＋沈静＆活性パック＋お仕上げ



　90min　　90分（５ g )　　アフターケア 60分 1回付　　　　　　             ¥ 43,200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　

　洗顔＋角質ケア＋２Bピーリング導入（お顔 orお身体）＋沈静＆活性パック＋お仕上げ

※ ハーブ１ｇ¥8,640となります。少量でのご体験をご希望の方はご相談下さいませ
※アフターケアはプランツ導入後 1週間～2週間までの間でお願いしております

●　2Bバイオピーリングの施術の流れ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カウンセリング（20分程度）　…　お肌の状態やご体調を詳しくカウンセリングさせて頂きます
　　　↓
　クレンジング　　　　　　　  …　メイクやお肌の汚れをしっかり落とします
　　　↓
　　 洗顔　　　　　　　　　 　…　毛穴などの皮脂汚れを落とします
　　　↓
　ゴマージュ　　　　　　　　  …　肌表面の角質を天然スクラブで優しく取り除きます
　　　↓
ピーリング導入　　　　　　　  …　温めた専用ハーブをマッサージで肌にすり込んでいきます
　　　↓
　　パック　　　　　　　　　 …　鎮静＆活性のパックをお肌全体に浸透させていきます
　　　↓
　　 鎮静　　　　　　　　　　…　高濃度酸素のクリームでお肌を鎮静させていきます
　　　↓
　　 整肌     　　　　　　　　 …　高保湿のクリームとUVクリームでしっかりお肌をケアします

Majestyの 2Bバイオトリートメント　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

『2Bバイオトリートメント』は、自然界に存在するミネラルと植物の力で代謝を促進し、肌細胞の再生を
促していくナチュラルケアです。
化学薬品や美容器機などは一切使用せず、メディカリストの手技によるケアで 0.1mmのマイクロニードル
（トゲ）を肌の深部へと入れ込んでいきます。肌は異物を押し出そうとする反応を起こしその結果、肌の
代謝を高め健康な皮膚の再生を促してくれます。

トリートメントを繰り返す事で老化角質の剥離がおこりますがご安心下さい。
本来、角質は不要なものだけが下から押し上げられ剥がれていきます。加齢と共にその周期が乱れ不要な
角質が残ったままになるため、肌本来の弾力や保湿機能の低下などから様々な肌トラブルの原因となります。
2Bバイオトリートメントを行う事で、不要な角質だけが下から押し上げられ剥がれていきます。
化学的な作用で肌表面を剥がすのではなく、自分の肌力で角質を押し上げ剥離を早める。
これが 2Bバイオトリートメントが世界中で認められる大きな理由です。



2Bバイオトリートメントで期待できるケア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【 フェイス 】

● 美白効果
● 小顔効果　
● シミ（紫外線ダメージ）
● お顔全体のたるみ（ほうれい線・表情筋などのたるみ）
● くすみ（代謝機能の低下）
● ニキビ・ニキビ痕

【 ボディ 】

● セルライトケア
● 二の腕・お腹・背中などの引き締めケア
● 妊娠線などの皮膚再生ケア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２Bバイオピーリング後の症状と注意事項　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
２Bバイオプランツのトリートメントは皮膚深部を活性させる再生ケアのため、多少の赤みやかゆみを感じます。
また、肌の古い角質細胞を取り除くケアとなるため、表皮上層部の剥離作用がおこり施術後 3日目くらいから軽い
剥離がおこります。この剥離は肌深層部が活発になった事で停滞していた老化角質（くすみの原因など）を肌の
奥から押し上げて剥離を促したものですので数日間で治まります。
施術後（当日）はメイク（基礎化粧も含む）、洗顔、洗髪、入浴は避けて頂きお肌をしっかり休めてお過ごし頂き
ます。また、サウナ、岩盤浴、シェイビング、毛染めなどは５～７日間はお控え下さい。

バイオプランツに含まれる成分

　　　　　　　　　ヘクラ・ラバ
　　　　　　　　　　　　　アイスランドにあるヘクラ火山の溶岩（ラバ）から採った大地の天然ミネラル。

　　　　　　　　　　　 　　　0.05mmの粒がスクラブ効果を発揮してくれます。                                      　　　　

　　　　　　　　　シリカ
　　　　　　　　　　　　白砂から採取される海の天然ミネラルで､微小な粒の優しいスクラブ効果が特徴です。

                           　　
　　　　　　　　　　　　カレンデュラ



　　　　　　　　　　　　キク科の花｢マリーゴールド｣の成分には､モイスチャー効果が期待できます。
　　　　　　　　　　　　　　  ※ 2Bバイオトリートメントのいい香りの成分でもあります

　　　　　　　　　　　　      　スポンジア

　　　　　　　 　　　　ミネラル成分を多く含んだ淡水の海綿生物。0.1ミリというマイクロサイズの針状
　　　　　　　　成分が有効成分を肌に誘うと同時に､ピーリング効果も発揮します。

                                   アカシア
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　アカシアの樹木から採れる樹液が肌の表面に密着し､角質層への有効成分の浸透を
　　　　　　　　　　　　　　　助けます。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　クズウコン

　　　　　　　　　　　　　クズウコンの根から抽出したでんぷん質で､栄養を豊富に含んでいます。

　　　　　　　　　　　　　　　アカシア樹液と同様に角質層への浸透を助けます。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　スギナ

　　　　　　　　　　　　上質なミネラル分を豊富に含んだ植物成分。引き締め･収れん効果が期待できます。
　

施術の流れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　１. カウンセリングとプランツケアのご説明

　　　　 効果的なケアを行うために、専用のカウンセリングシートを使いお肌の状態やお悩みの要因を

　　　　  探しながらプランツケアでのご希望やご質問のお時間を取っております。

　　　　　↓

2. クレンジング　
  刺激の少ないミルククレンジングでメイクと肌表面の汚れを優しく落とします

　↓

3. 洗顔

　　　    泡立ちの良い洗顔料で毛穴に詰まった皮脂や汚れを洗浄していきます

　　　　　 ↓



　　4. スクラブ

              アプリコットの種を用いたミクロ粒子により肌表面の古い角質を優しく取り除いていきます

                 ↓

5. 2Bプランツ導入
  人肌に温めたピーリング剤を肌の奥まで入れ込んでいきます

　　　　　↓

　　６. パック

            肌状態にあわせた鎮静・保湿効果の高いパックでトリートメント後のケアをしていきます

　　　　　↓

　　７. 鎮静・緩和ケア

　　　　 皮膚の酵素保存率の高い美容液で鎮静と活性を同時に促します

　　　　　↓

　　８. 保湿ケア・仕上げ

　　　　 肌質に合わせたクリーム・日焼け止めを選びお肌を仕上げていきます

高濃度美容原液 ＆ ヒト幹細胞導入フェイシャル

高濃度美容原液の特徴

『必要な美容成分をお肌にとどける』をコンセプトにした数種類の高濃度美容原液を混ぜて使用するフェイシャル
ケアです。
極度に保湿が必要な方、より美白が欲しい方、深いしわやたるみが気になる方などお肌の悩みは人それぞれ違います。
従来のような調合済みの美容液では対応しきれなかったお悩みの改善に特化した美容原液を混ぜ合わせて使用する
カクテル発想の調合型美容原液のフェイシャルケアです。

ニキビ・毛穴ケア（3種カクテル）　
美白・しみケア　（3種カクテル）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

60分　¥ 7,500

シワ・たるみケア（4種カクテル）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

60分　¥ 8,500



エイジングケア　（5種カクテル）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

70分　¥ 10,000

スペシャルトータルケア（7種）　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 90分　¥ 12,000

※回数券のご用意がございます（ 3回券・5回券 ）
※回数券割引があるため早割対象外となります

■　フェイシャルコース回数券

各フェイシャルコース 通常価格から 15％OFFでご利用頂けます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3回券　…　有効期限　1か月　　／　　5回券　…　有効期限　2か月

【 ニキビ・毛穴ケア 】

ニキビでお悩みの方・ニキビ跡・毛穴の開きが気になる方におすすめです

3種カクテル＆ヒト幹細胞美容液導入＆フェイシャルマッサージ
                                                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６０分　¥ 7,500
　　　　　　　　　　
ビタミンCの強力な抗酸化作用と皮脂分泌コントロール機能でニキビの発生や炎症を抑えてくれます
また馬プラセンタの成長因子はターンオーバーを整えお肌の若返りを促してくれます

　　　　
　
　　　　

サラブ レット馬 トリプル　　　トリプルビタミンC　　　ヒト幹細胞美容液
　プラセンタ　　　　ヒアルロン酸　
　　　　　　　　　

【 美白・しみケア 】

日焼け・くすみ・シミでお悩みのかたにおすすめです

ヒト幹細胞
美容液



3種カクテル＆ヒト幹細胞美容液導入＆フェイシャルマッサージ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６０分　¥ 7,500

ヒアルロン酸の高い保水力で真皮を潤しターンオーバーを正常な状態に戻してくれます
またビタミンCにはメラニンを正常化する還元作用と排出効果があります
さらに α-アルブチンはメラニンそのものの発生を抑制してくれるため透明感のあるお肌へと導いてくれます

　　　　
　　　　
　　　　

　　　　
　　

　α-アルブチン　　　　　トリブル　　　　　　トリプル
　　　　　　　　　　 　ヒアルロン酸　　　　 ビタミンC　　　　ヒト幹細胞美容液
　　　　　　　　　　
【 シワ・リフトアップケア 】
シワ・たるみでお悩みのかたにおすすめです

4種カクテル＆ヒト幹細胞美容液導入＆フェイシャルマッサージ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６０分　¥ 8,500

アルジレリンは表情筋の筋肉の収縮を行い表情ジワの原因となるアセチルコリンの働きを抑制します
また、ヒアルロン酸により失われてしまった角質層の水分を補いながら、紫外線などにより減少・破壊された
エラスチン・コラーゲンを修復・補給する事で揺るぎないお肌の土台を作ります

 

　　
　　トリ プル　　 Wコ ラーゲン　　　エラスチン　　　 アルジレリン       ヒト幹細胞

美容液
   ヒアルロン酸                                                       　 ＋シン-エイク                                                                                             

【 エイジングケア 】

お肌に元気がない・肌老化が気になる方におすすめです

５種カクテル＆ヒト幹細胞美容液導入＆フェイシャルマッサージ＆デコルテ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７０分　¥ 10,000

シミ・シワ・たるみ・くすみ・ハリ・保湿に加え、活性酸素の過剰発生を抑え皮膚細胞の酸化を防ぐことで　

ヒト幹細胞
美容液

ヒト幹細胞
美容液



健康なお肌へと導いてくれます

サラブレット馬           トリプル   　　　トリプル     　　Wコラーゲン         エラスチン            ヒト幹細胞美容液
   プラセンタ　　　　ヒアルロン酸 　　ビタミンC   

【 スペシャルトータルケア 】

お肌のお悩みを早く改善したい・健康な肌を取り戻したい方におすすめです

7種カクテル＆ヒト幹細胞美容液導入＆フェイシャル＆肩甲骨～デコルテ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

９０分　¥ 12,000

原液美容液を全てカクテルした最高に贅沢なトータルケアです
シミ・シワ・たるみ・くすみ・肌荒れ・ニキビの改善に加え、リフトアップ・引き締め・肌つやなどをご実感頂けます

   

    サラ ブレッ ト馬    トリ プル   トリプ ル   　　　 Wコラーゲン     　　エラ
スチン   α-アル ブチン アル ジレリ ン      ヒト幹細胞美容液

       プラセンタ        　　ヒアルロン酸            ビタミンC                                                                                        ＋シン-エイク                                                                    

ヒト幹細胞
美容液

ヒト幹細胞
美容液



　

　《肌のターンオーバーには》
　サラブレット馬プラセンタ
　
　プラセンタは細胞成長因子を豊富に含んでいるため、お肌のターンオーバーを促し、細胞を活性化させ
　若返らせます。またコラーゲンの生成を促し美白効果を及ぼすといわれています。

　
　《肌の乾燥肌・保湿には》
　トリプルヒアルロン酸
　
　ヒアルロン酸は細胞間や組織間をつなぐ粘度の高い結合物質で水分を保持する機能を持っています。
　高い保水力を保ち細胞間でクッションのような働きをし、お肌を瑞々しく保つ上で欠かせない成分です。

　
　《毛穴・ニキビには》
　トリプルビタミンC
　
　ビタミンCには抗酸化作用・新陳代謝を促すためお肌の様々なトラブルを改善します。
　また、消炎・抗炎症作用もあるためニキビ・ニキビ跡改善の効果も表します。

　
　《シミ・美白には》
　　α-アルブチン
　
　α-アルブチンはシミの原因となるチロシナーゼに働きかけメラニンの生成を強力に制御する美容成分です。
　気になるポイントに集中的に使用するとより効果的です。

　
　《シワ・リフトアップには》
　アルジレン＋シン-エイク
　　
　アルジレン＋シン-エイク共にお肌の表情筋に働きかけ、顔の筋肉収縮を調整し顔の緊張を和らげる事で
　シワを伸ばし、ふっくらさせ、さらにシワの形成を防ぐといわれています。
　
　
　《お肌のハリには》
　 エラスチン

　　エラスチンは繊維状のタンパク質でコラーゲンをつなぎ止める役割を持ちます。エラスチンはゴム状に
　　伸縮する性質があり、コラーゲンと共にお肌の弾力とハリを保つ上で役立ちます。
　
　
　 《お肌の弾力には》
　　ダブルコラーゲン

   　コラーゲンはタンパク質のひとつで身体の様々な部位を構成する主成分となります。お肌のハリ・弾力を
　　取り戻す上で高価を発揮します。2種類のコラーゲンを使用しさらなる効果を実感して頂けます。



小顔矯正（筋膜ケア）
　
Majestyの小顔矯正は骨を圧迫するような矯正手法ではなく、日頃の緊張や様々な癖などで歪みの出たお顔の筋膜を
程よい圧迫を加えた手技で筋膜リリース（剥がす）していきます。
矯正後、リンパの流れが整った状態のお顔全体を優しくマッサージを行う事でむくみの解消にもつながりスッキリ
した印象の仕上がりになります。

　60min　60分コース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　¥ 7,500　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　肌洗浄＋小顔矯正＋ローションマスク＋リフトアップケア＋鎮静パック＋整肌

フェイシャルケアオプション
　

高濃度美容原液追加　　1種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各 ¥ 500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トリプルヒアルロン酸　      　　（肌の乾燥肌・保湿には）　
Wコラーゲン　                 　  （お肌の弾力には）　　　　　　　　　　　　　　
トリプルビタミンC　                 （毛穴・ニキビには）　　
α-アルブチン　　　　                     （シミ・美白には）
エラスチン　                          （お肌のハリには）
アルジレン＋シン-エイク              （シワ・リフトアップには）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サラブレット馬プラセンタ　      （肌のターンオーバーには）            　　　　　　　 ¥ 700

　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  



■　温浴メニュー

漢方座浴（ヨモギ蒸し）
ハーブ座浴（ローズ・ローズマリーなど）

婦人科系の不調に様々な効果のあるといわれる『ヨモギ』をベースとした数種類の漢方ブレンド,と
ローズをベースにローズマリーやセージなどハーブブレンドの蒸気を下半身の粘膜から吸収させる事で、
老廃物や毒素の排出を促してくれます。

　30min　30分　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　　　  ¥ 3,500　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 施術の流れ

  
  お着替え　　　 …　専用のサウナマントにお着替えいただきます
　　↓　
　 足浴　　　　  …　遠赤外線スチームフットバスでふくらはぎまでしっかり温めます
　　↓
    サウナ　　     …　30分間のハーブ又は漢方のスチームサウナでゆったりとお過ごし下さい
      ↓
ティータイム　   …　オリジナルのジンジャーティーなどでゆっくりおくつろぎ下さい
      
           　　　　　　


