
エステ SLIM BODY　スリムボディーメニュー IMPROVEMENT　インプルーブメントコース

コース （30min） ¥3,300（税込￥3,630）
フェイスエステコー

ス（70min）
¥7,300（税込￥8,030）

LUXURYコース（2時間） ¥11,000（税込￥12,100）
（45min）※かっさ使

用
¥4,800（税込￥5,280）

SPECIALコース（2時間30分） ¥15,700（税込￥17,270） （40min） ¥3,800（税込￥4,180）

SWEETコース（2時間30分） ¥25,000（税込￥27,500） （60min） ¥5,300（税込￥5,830）

（70min） ¥6,300（税込￥6,930）

Improvement
（リフトアップ）

（30min）
¥2,800（税込￥3,080）

リンパ節開けコース

（70min）
¥7,500（税込￥8,250）

デコルテ+ヘッドエステ

（70min）
¥8,400（税込￥9,240）

（むくみ解消）

（30min）
¥2,800（税込￥3,080）

デコルテ+フェイススパ

（70min）
¥8,400（税込￥9,240）

（毛穴クリアケア）

（30min）
¥2,800（税込￥3,080） リンパ　SLIM BODY　スリムボディーメニュー 【300円プラス】

A　ホワイトニングコース

（60min）
¥5,300（税込￥5,830） ¥2,300（税込￥2,530） ¥7,800（税込￥8,580

B　つや美肌コース（60min） ¥5,300（税込￥5,830） 　+1,100（税込￥1,210） 二の腕（20min） ¥2,300（税込￥2,530）

C　毛穴クリアデトックスコース

（70min）
¥6,300（税込￥6,930） ¥2,800（税込￥3,080） ふくらはぎ（20min） ¥2,300（税込￥2,530）

D　リフトアップコース

（60min）
¥6,300（税込￥6,930） ¥4,800（税込￥5,280） お腹（30min） ¥3,300（税込￥3,630）

¥4,300（税込￥4,730） ¥3,300（税込￥3,630） 背中（30min） ¥3,300（税込￥3,630）

¥2,800（税込￥3,080） バンテージ （10min） ¥1,100（税込￥1,210）

SLIM BODY　スリムボディーメニュー ¥3,300（税込￥3,630）

¥21,000（税込￥23,100） ¥1,100～（税込￥1,210~） リンパ　Basic　ベーシックメニュー 【300円プラス】

¥16,800（税込￥18,480） ¥4,300（税込￥4,730） （30min） ¥3,300（税込￥3,630）

¥8,400（税込￥9,240） ¥4,800（税込￥5,280） （45min）※かっさ使用 ¥4,800（税込￥5,280）

¥8,400（税込￥9,240） ¥1,100（税込￥1,210）

腕 ¥3,800（税込￥4,180） （30min）フット ¥3,300（税込￥3,630）
お試し（初回のみ）

（20min）
¥2,300（税込￥2,530）

お腹 ¥3,800（税込￥4,180） （30min）脊柱 ¥3,300（税込￥3,630） （40min） ¥3,800（税込￥4,180）

足 ¥6,800（税込￥7,480） （70min） ¥6,300（税込￥6,930）

ヒップ ¥2,800（税込￥3,080） リンパデトックスコース ¥2,300（税込￥2,530）

バンテージ  ¥1,100（税込￥1,210） ￥18,000（税込￥19,800） ¥3,300（税込￥3,630）

背中 ¥4,800（税込￥5,280） ￥13,000（税込￥14,300） ¥2,800（税込￥3,080）

￥13,000（税込￥14,300） ¥4,300（税込￥4,730）

￥7,500（税込￥8,250）

リンパボディリラクゼーションコース

￥18,000（税込￥19,800）

￥10,000（税込￥11,000）

￥10,000（税込￥11,000）

全身コース（180mim）              　　

上半身コース（90mim）              　　

下半身コース（60mim）              　　

背中・腕リンパケア（30min）

上半身コース（90mim）              　　 背中ニキビケア（30min）

下半身コース（90mim）              　　 フットトリートメント（40min）

肩こり改善デトックスコース（60mim）         

フェイスマッサージ

炭酸全身スリムボディ（上半身）背中・腕・お腹・デコルテ アイトリートメント（40min）

炭酸全身スリムボディ（下半身）お腹・足裏表・おしり（75min） リップケア（15min）

パーツケア

デトックスマリン

パック

デコルテマッサージ

ロングハンドマッサージ（20min）

全身コース（150mim）             　

背中腕リンパケア（30min）

背中ニキビケア（30min）

眼精疲労ケア（30min）

全身ダイエットコース（スリムケア込2ヶ所）　（180min） バンテージ（単品）

炭酸全身スリムボディ（全身）　デコルテサービス（130min） フットトリートメント（40min）

超音波ケア

リンパWマッサージコース

フェイススパ

ロングハンドマッサージ（20min）
バンテージスリムレッグ（バンテージ込み）

（60min）

各種パック

パーツケア

シェービング（30min）

ヘッドエステ（40min）※アロマ使用

ソニックコース（40min）

フェイスマッサージ

リンパWマッサージ

コース（70min）
¥7,300（税込￥8,030）

デコルテマッサージ 肩こり改善コース

（70min）
¥6,300（税込￥6,930）



美肌脱毛 アイラッシュメニュー

あご・鼻下・両手の指・両足の

指（各）
1回 ¥2,100（税込￥2,310） 両目合わせて60本 3D 60分

額・頬・おへそ周り（各） 1回 ¥2,600（税込￥2,860） 30本　+　30本 2D・ギャザー 50分

両手の甲指・両足の甲（各） 1回 ¥3,100（税込￥3,410） フラットラッシュ 40分

わき・襟足（各） 1回 ¥3,600（税込￥3,960） シングル 40分

お腹・背中上・背中下・両肘

上・両肘下（各）
1回 ¥4,100（税込￥4,510） 両目合わせて80本 3D 70分

両膝下 1回 ¥5,100（税込￥5,610） 40本　+　40本 2D・ギャザー 60分

両膝上 1回 ¥6,100（税込￥6,710） フラットラッシュ 50分

両腕全体 1回 ¥7,100（税込￥7,810） シングル 50分

両脚全体 1回 ¥10,100（税込￥11,110） 両目合わせて100本 3D 80分

50本　+　50本 2D・ギャザー 70分

Rendez-Vous 光フェイシャル フラットラッシュ 60分

¥5,000（税込￥5,500） 1回 ¥5,300（税込￥5,830） シングル 60分

両目合わせて120本 3D 90分

ワックス脱毛 60本　+　60本 2D・ギャザー 80分

美肌改善フェイシャルワックス 1回 ¥6,300（税込￥6,930） フラットラッシュ 70分

背中 1回 ¥6,300（税込￥6,930） シングル 70分

えりあし 1回 ¥3,800（税込￥4,180） 両目合わせて140本 3D 100分

70本　+　70本 2D・ギャザー 90分

ネイル フラットラッシュ 80分

ジェルコース シングル 80分

¥8,300（税込￥9,130）

¥6,300（税込￥6,930） ラッシュリフト

通常価格 ¥8,300（税込￥9.130）

初回 ¥5,800（税込￥6.380）

￥7,500（税込　￥8,700） ブロウリフト

￥8,100（税込　￥8,910） 通常価格 ¥8,300（税込￥9.130）

￥9,300（税込　￥10,230）

オプション

アート ￥300/本（税込￥330）

ネイルパーツ（ストーン、ス

タッズは10粒まで無料）
￥100/個（税込￥110）

フィルイン ￥3,000（税込￥3,300）

ネイルケア

爪育コース(40min) ¥3,300（税込￥3,630） フットジェルネイル

クイックネイルケア(30min) ¥2,800（税込￥3,080） ¥7,300（税込￥8,030）

アート6本コース(100min)

アート10本コース(120min)

ベーシック（ワンカラーorグラデーションorフレンチ）

ベーシック（ワンカラーorグラデーションorフレンチ）(70min)

クリアジェル（透明なジェルを使用することで詰め本来の色を活か

¥5,300（税込￥5,830）光沢感のある指先をお楽しみください！）(70min)

※4週間以内のご来店でクリアジェル￥4,400（税込）で施術致しま

アート4本コース(90min)

¥7,000（税込￥7,700）

¥10,000（税込￥11,000）

¥9,000（税込￥9,900）

￥8,500（税込9,350）

¥8,000（税込￥8,800）

ネイリスト完全お任せコース（季節限定アートが無料）(70min)

¥7,000（税込￥7,700）

￥6,500（税込￥7,150）

¥6,000（税込￥6,600）

¥9,000（税込￥9,900）

¥8,000（税込￥8,800）

￥7,500（税込￥8,250）

¥4,000（税込￥4,400）

¥7,000（税込￥7,700）

¥6,000（税込￥6,600）

￥5,500（税込￥6,050）

¥5,000（税込￥5,500）

¥8,000（税込￥8,800）

¥6,000（税込￥6,600）

¥5,000（税込￥5,500）

￥4,500（税込￥4,950）


