
HAS PERFECT CC

スパトリートメント HAS パーフェクトCC 

内容量30g　￥4,500（税抜）

紫外線A波・B波、さらに近赤外線からもお肌を守り、ダメージを
防ぎながら透きとおるような素肌を保つ美容液ベースのＣＣクリーム

<日焼止め／保湿下地クリーム> 目　的

ディスペンサー１～２回押し程度使用量

HAS HYDRO JELLY

スパトリートメント HAS
ハイドロジェリー

〈店販用〉A剤（顆粒）2g×５包／B剤（ジェル）30g×５個　¥7,500円（税抜）
〈業務用〉A剤（顆粒）2g×40包／B剤（ジェル）1.25kg　 ¥32,000円（税抜）

エイジングケア用パック目　的

1個（A剤・B剤）使用量

HAS CO2 JELLY

スパトリートメント HAS
CO2ジェリー

〈店販用〉A剤（顆粒）1.8g×5包／B剤（ジェル）30g×5個　¥9,000円（税抜）
〈業務用〉A剤（顆粒）1.8g×40包／B剤（ジェル）1.25kg　 ¥38,000円（税抜）

代謝促進用パック目　的

1個（A剤・B剤）使用量

水素の力で、お肌のくすみを除
去しお肌を若 し々い状況に導い
てくれます。

水素のパワーで
透明感アップ！

炭酸のタンパク質と結合する作
用で古い角質層を除去し、ボー
ア効果でお肌の代謝を促進。お
肌のキメを整え様々な美容成分
をお肌に届けてくれます。

炭酸のパワーで
代謝促進！
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お肌を守りながら

透明感のある肌へ導く

美容液ベースのＣＣクリーム

UVケア＋HAS

●ＨＡＳなどのエイジングケア※1成分配合の素肌をケアしてくれる美容液ベースのＣＣクリーム
●これ１本で美容液、日焼止め、メイクアップベース、ナチュラルファンデーションの
　効果があり、忙しい朝のお手入れに最適
●ＳＰＦ５０＋、ＰＡ＋＋＋＋で紫外線をしっかりカットし、
　近赤外線のダメージからもお肌を守る
●ＢＢクリームのようなベタ塗り感がなく、ナチュラルな仕上がりで肌の色ムラをカバー
●ウォータープルーフで汗や皮脂には強いが、通常のクレンジング料で簡単オフ
●紫外線吸収剤、鉱物油、合成色素、合成香料、パラベン不使用

01 02

紫外線吸収剤は使用せず、紫外線散乱剤だけで
UVを強力にブロックするSPF50＋  PA＋＋＋＋を実現しています。

ＣCクリームって ??
CCクリームはお肌の欠点をカモフラージュ
CCとは、”Color Control”や”Complete Correction”などの
略語になります。
スキンケア効果や肌色補正効果、ＵＶカット効果に優れて
おり、BBクリームと同様にこれ1本で多機能性がありますが、
BBクリームのような厚塗り感はなく、ナチュラルな仕上がり
が可能でファンデーションの下地としても使用できるのが
CCクリームの特徴です。

ホメオエイジ
アスコフィルム
ノドスムエキス※2

β-グルカン※2

リフォルシル
•ムラサキゴジアオイ花

/葉 /茎エキス※2

•アマチャヅル葉 /茎エキス※2

HAS
ヒト脂肪細胞順化
培養液エキス※2

ライト
セラピー
効果パウダー
•酵母アミノ酸※2

•リン酸３Ｃａ※2

•ヤエヤマアオキエキス※2

近赤外線
ケア成分
•サーマスサーモ
フィルス培養物※2

•カルノシン※2

※1　年齢に合わせたケア
※2　保湿成分

SPF50＋　PA＋＋＋＋

紫外線
ブロック

エイジング
ケア（※１）

肌色補正
＆カバー

HASパーフェクトCCには右記の成分を
配合しています。
紫外線A波・B波、さらに近赤外線
からもお肌を守り、ダメージを
防ぎながら透きとおるような
素肌を保ちます。

お客様のお肌に合わせてタイプを選択してください。

活性酸素を除去する能力に
優れている

血流を促し酸素を
届ける能力に
優れている

●ジェルが少しずつ固まることで、炭酸が
空気中に分散するのを防ぎ、よりお肌に
炭酸を届ける。
●パックが固まる剥がせるタイプなので短
時間で施術後の処理が簡単になります。

ケイ素の立体構造の中に水素分子が閉じ込められ、
徐々に水素が放出されるシステムです。高濃度の水素
分子を継続的に経皮吸収させることができます。

①高濃度炭酸ガスを非気泡状で発生させることができる
②炭酸ガスの発生速度を調整
③炭酸ガスを最適なｐＨに調整

濃密美容ジェルで散逸抑制
濃密な美容ジェルが水素分子をしっかり包み込んでく
れるので、水素分子を空気中に逃がすことなく、お肌
へしっかり届けてくれます。

顆粒崩壊コントロール

パックする直前にジェルと顆粒を反応させ、水素を発
生させることで高濃度の水素をお肌に届けることがで
きます。

高濃度水素発生

ハイドロジェリーの特徴 より効果的に炭酸ガスを発生する処方設計

効果的に炭酸ガスを
お肌に届ける

水素とは・・・

炭酸とは・・・

H A S  H Y D R O  J E L L Y  &  C O 2  J E L L Y
スパトリートメント エイジングケアシリーズ HAS ハイドロジェリー & CO2ジェリー

H A S  P E R F E C T  C C
スパトリートメント エイジングケアシリーズ HAS パーフェクトCC

先進技術

『H•A•S』で

未来肌を

変えていく

水素と炭酸の

2つの良さを

体験

New!
ItemsNew!

Items
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たっぷり美容液を贅沢に配合！

洗い流さない美容パック目　的

サクランボ粒大程度使用量

①洗顔後、化粧水・美容液・クリームなどで整えた後、適量
（サクランボ大）を手に取り目元、口元、眉元をさけてお顔
全体の肌の色が見えないように塗布してください。
②３～５分後、お肌の上に残った泡をハンドプレスで押し込む
ように浸透させてください。洗い流し等は必要ありません。
③週に１～２回を目安にご使用ください。 

使用方法
スパトリートメント HAS フェイスマスク

みずみずしい美容液をたっぷり含んだシートがお顔に密着し、肌にゴクゴク水分補給。水分を保つ機能
が低下しがちな肌にバリア機能をサポートし、うるおいに満ちた柔肌に仕上げます。

内容量00g　￥0,000（税抜）

全顔シートマスク目　的

１枚使用量

Face Mask
ラメラ構造の超濃密泡が優しくお肌に密着し、そのまま浸透※１

する、洗い流さないタイプのマスクです。

洗い流さない新感覚マスクパック

スパトリートメント
HAS ラメラマスク

Lamella mask

内容量90g

お肌に

ゴクゴク！

美容成分

補給

ピンとハリのある、引き締まった

［未来肌］

近年のヒト由来の細胞研究所で新しく誕生した「HAS」は幹細胞を培養する過程か
ら生成されるタンパク質の複合体の事で150種類もの成長因子が含まれています。
この成長因子（グロスファクター）をさらに浸透しやすいような状態（リポソーム化）に
することで馴染みやすくスッと入ってくる未来肌を作るエキスです。その「HAS」を
使った「スパトリートメント　エイジングケアシリーズ」から「スパトリートメント 
HAS フェイスマスク」が誕生しました。

〈アスコフィルムノドスムエキス※１〉

＜ヒト脂肪細胞順化培養液エキス※１＞

＜ムラサキゴジアオイ花 /葉 / 茎エキス※１＞
＜アマチャヅル葉 /茎エキス※１＞

＜ブドウつるエキス※１＞＜ダイズ種子エキス※１＞
＜アーチチョーク葉エキス※１＞

＜セラミド１、セラミド３、セラミド６Ⅱ※１＞
＜水溶性プロテオグリカン※１＞

＜フルボ酸※１＞

＜グルコノバクター /ハチミツ発酵液※１＞
＜シゾサッカロミセス /イチジク果実発酵液※１＞
＜サッカロミセス /オオムギ種子発酵エキス※１＞

トリプル発酵エキス

スパトリートメント
HASフェイスマスク

Face Mask
スパトリートメント HAS フェイスマスク

Lamella mask
スパトリートメント HAS ラメラマスク

厳選しコダワリぬいた［高機能成分］
スパトリートメント　エイジングケアシリーズ共通の「HAS（ヒト細胞培養エキス）」「βグルカン」などで
肌を最善の状態に整え、「トリプルエイジングケア」で栄養を補給。新たな次元の肌へ導きます。

超濃密泡で
お肌に
グングン入る

Whip Delivery System

洗い流し不要

スパトリートメント HAS ラメラマスクは液晶乳化法を用いており通常の乳化よりも
粒子が細かく肌の奥※1まで浸透しやすい特徴を持っています。

液晶の
乳化粒子

一般の
乳化粒子

●ヒトの細胞間脂質に類似している液晶構造を使用することで水分と油分を角質層の奥まで浸透させることが出来るのです。

乳化粒子は小さく、水分を抱え込みやすく
なおかつ肌へなじみやすい

乳化粒子が大きく、液晶乳化よりも
浸透が遅い

疎水基

親水基親水基

疎水基

高浸透※1

うるおいキープ

バリア機能UP

HAS＋Whip

Delivery

System

全てのケアが終わったあと、最後に使用する美容パックです。
超濃密な泡がお顔全体を包み込み、肌表面に残った
ローション・エッセンスなどの美容成分を残らずお肌に浸透※1させてくれます。

またラメラ構造の泡は肌と同じ構造であるため肌馴染みが
よく、くすんだお肌もパッと明るいお肌へ導いてくれます。
 
洗い流しや、ふき取りなどの後処理が要らない浸透※1させるタイプの
パックですので、どこでも簡単にケアが可能です。
 
ＨＡＳ＋βグルカンの配合でお肌の基礎を整えて潤いある艶やかなお肌に導いてくれます。 
 

Lamella
mask

awaken your beauty within.
ideal skin condition produces a beautiful skin clear.

reveal the true beauty of yourskin with this innovative get pack.

※1  角質層まで

01

Lamella
mask

01

※１

※１：保湿成分

New!
Items

New!
Items
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iMICRO PATCH
スパトリートメント　
HAS  i マイクロパッチ

ヒアルロン酸をニードル状に固めたポイントケア用シートマスク
です。ヒアルロン酸と共に、ＨＡＳ・βグルカンが直接肌内部＊ま
で浸透し肌の元から潤います。 

〈店販用〉内容量2枚×4セット（8枚入り）　￥8,000（税抜）
〈業務用〉内容量2枚×50セット（100枚入り）　サロン価格￥48,000（税抜）

ＨＡＳ＋βグルカン＋
加水分解ヒアルロン酸＋マイクロニードル

Bio Mask
スパトリートメント　
HAS バイオマスク

ヤシ油由来の植物性マスクに美容液をたっぷりと含ませたフェ
イス用マスクです。お顔の凹凸に合わせぴったりフィットする、
プルプル触感の高密着型マスクが潤いを肌の隅 ま々で届けて
くれます。

〈店販用〉内容量28ml×4枚入り　￥6,800（税抜）
〈業務用〉内容量28ml×50枚入り　サロン価格￥41,000（税抜）

ＨＡＳ＋βグルカン＋ガラクトミセス＋
バイオセルロースマスク

MOIST LOTION

スパトリートメント
HAS モイストローション

ローションの本来の目的である、「保湿」に特化した商品です。
ＨＡＳやβグルカンの他にも、ヒアルロン酸・コラーゲン・エラスチ
ン・セラミドなどの成分を配合し、お肌の基礎を潤いある状態に
整えてくれます。

〈店販用〉内容量120ml　￥4,800（税抜）
〈業務用〉内容量500ml　サロン価格￥7,000（税抜）

ＨＡＳ＋βグルカン＋４つの保湿成分

PERFECT CC

スパトリートメント
HAS  パーフェクトＣＣ

ＨＡＳや様々な美肌成分を配合した、＜ＳＰＦ５０＋、ＰＡ＋＋＋
＋＞のパーフェクトＵＶカットクリームです。これ１本で、美容液・
日焼止め・メイクアップベース・ナチュラルファンデーションの効
果があります。

内容量30g　￥4,500（税抜）

ＨＡＳ＋βグルカン＋
ＵＶパーフェクトカット

MOIST CREAM

スパトリートメント
HAS モイストクリーム

濃厚なクリームがお肌の水分蒸発を防いでくれます。様々な美
容成分がお肌から逃げないよう、メドウフォーム油が薄く滑らか
なヴェールを形成し美容成分の浸透＊を助けてくれます。

〈店販用〉内容量30g　￥8,000（税抜）
〈業務用〉内容量150g　サロン価格￥8,500（税抜）

ＨＡＳ＋βグルカン＋メドウフォーム油

iSHEET
スパトリートメント　
HAS ストレッチ i シート

110mlの美容液をたっぷりと染み込ませたデイリーケア用シー
トマスクです。目元、口元などにうれしい保湿・ハリ•ツヤ成分を
配合しています。

60枚入り（美容液量110mL）　¥6,500（税抜）　

ＨＡＳ＋βグルカン＋レスベラトロール＋
ポイントケアシート

保湿化粧水目　的

500円硬貨大程度使用量

保湿クリーム目　的

パール粒大程度使用量

DEEP 
CLEANSING BALM

スパトリートメント
HAS ディープクレンジングバーム

クレンジング成分を固めた、バーム状のクレンジングです。
お肌にのせると素早く溶け、お肌の隅々にオイルがいきわたり、
落ちにくいアイラインや、ウォータープルーフ機能のメイクも一
度でしっかり落としてくれます。

内容量７５ｇ　¥３,８００（税抜）

ＨＡＳ＋βグルカン＋
バームクレンジング

WASHING FOAM

スパトリートメント
HAS ウォッシングフォーム

モロッコの自然豊かな大地でゆっくりと時間をかけて作られた、
上質の粘土「モロッコ溶岩クレイ」を配合しました。吸着力に優
れお肌の汚れや古い角質をしっかり取り除いてくれます。

〈店販用〉内容量１２０ｇ　¥３,８００（税抜）
〈業務用〉内容量３００ｇ　サロン価格¥４,８００（税抜）

ＨＡＳ＋βグルカン＋
モロッコ溶岩クレイ

メイク落とし目　的

1円硬貨大程度使用量

洗顔料目　的

パール粒大程度使用量

部分シートマスク目　的

2枚使用量

部分シートマスク目　的

2枚使用量

全顔シートマスク目　的

1枚使用量

日焼止め・保湿下地クリーム目　的

ディスペンサー1～2回押し程度使用量

MOIST ESSENCE

スパトリートメント
HAS　モイストエッセンス

ＨＡＳの良さを実感していただく為に、ＨＡＳを高濃度配合※しま
した。ＨＡＳ（保湿成分）が年齢を重ねたお肌に潤滑力を与えて
くれるエイジングケアエッセンスです。
※スパトリートメントＨＡＳシリーズ比

〈店販用〉内容量１５ｍｌ　￥9,000（税抜）
〈業務用〉内容量６０ｍｌ　サロン価格￥15,000（税抜）

ＨＡＳ＋βグルカン＋高濃度※

保湿美容液目　的

ディスペンサー1～2回押し程度使用量
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デイリーケアから
スペシャルケアまで

HASをふんだんに配合した
「スパトリートメントエイジングケア」

シリーズ誕生。

スパトリートメント エイジングケアシリーズ

SPECIAL CARE 

BASIC CARE

＊角質層まで＊角質層まで

先進技術

『Ｈ・Ａ・Ｓ』で

未来肌を

変えていく
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スパトリートメント iマイクロパッチ

マイクロニードル技術によりヒアルロン酸を固めたシート状美容液です。うるおいを角質
層の奥深くまで届けます。

＜店販用＞内容量２枚×４セット　¥6,800（税抜）　＜業務用＞内容量２枚×５０セット　サロン価格　¥41,000（税抜）

部分シートマスク目　的

2枚使用量

スパトリートメント ＨＡＳ iマイクロパッチ

Ｉマイクロパッチをベースに、ＨＡＳとβグルカンを配合した勾玉型のニードル状シートマス
クです。ノリとうるおいのあるふっくらとした目元へ導きます。
年齢を重ねたお肌に、スペシャルケアとしてご使用してください。

＜店販用＞内容量２枚×４セット　¥8,000（税抜）　＜業務用＞内容量２枚×５０セット　サロン価格　¥48,000（税抜）

部分シートマスク目　的

2枚使用量

スパトリートメント ホワイト マイクロパッチ

Ｉマイクロパッチをベースに、アスコルビン酸・カンゾウ・レスベラトロールなどの美容成分＊
を配合したポイント用のニードル状シートマスクです。
透明感をアップさせたい部分に集中ケアとしてご使用ください。
＊整肌成分

＜店販用＞内容量　８枚入りト　¥6,800（税抜）　＜業務用＞内容量　５０枚入り　サロン価格　¥20,500（税抜）

部分シートマスク目　的

１枚使用量

スパトリートメント Ｉマイクロパッチ PL

Ｉマイクロニードルにプラセンタエキスを配合した、半円型のニードル状シートマ
スクです。
プラセンタを直接必要な部分へ届け、お肌を若 し々い状態に導いてくれます。

＜店販用＞内容量　２枚×４セット　¥7,200（税抜）　＜業務用＞内容量　２枚×５０セット　サロン価格　¥43,200（税抜）

部分シートマスク目　的

2枚使用量

Spa Treatment iMICRO PATCH

Spa Treatment HAS iMICRO PATCH

Spa Treatment White MICRO PATCH

Spa Treatment iMICRO PATCH PL

おうちで簡単にできるお肌ケア！

無添加処方

貼るとマイクロ構造体が消える
不思議なパッチ

お肌の深部にまで届く優れた浸透力※を持つ
驚くべきマイクロニードル技術

スパトリートメント iマイクロパッチ

Ｉマイクロパッチはシワに対する効能効果試験を行
い、乾燥による小じわを目立たなくさせる効果がある
ことが確認されました。冷房や暖房などの気温差や
乾燥により出来た小じわに直接貼りつけてケアして
ください。
※効能評価試験済み（ＤＲＣ株式会社調べ）

マイクロニードル システム スパトリートメント iマイクロパッチ

01

02

03

04

コスメの最前線をいく
マイクロニードル技術

注射器が怖くて病院は敬遠しがち。これからはお家でもエ
ステ並みのケアができます。「マイクロパッチシリーズ」は、
注射器の痛みや恐怖感を取り除き、美容・医療分野の「低
侵襲治療」を実現させた新技術の製品です。2011年に
は、サムスン経済研究所(SERI)で「パッチ型無痛注射：超
微細針で痛みのない薬物注射」がグローバル有望技術
トップ10に選ばれました。

「マイクロパッチシリーズ」は無添加処方にこだわりました。防腐剤、界面
活性剤、香料、着色剤、パラベンなどは一切使用しておりません。不要な
ものを除き、純粋な成分だけで構成されています。

マイクロ構造体が有効成分とともに肌に溶け込む「生分
解性(biodegradable)パッチ」です。必要な成分だけを
厳選し、パッチ状に加工したものです。肌に貼り付ける
と、先端部分は消えてしまいます。

いくら良い成分が入っていてもお肌の
深部※まで届かなければ意味がありま
せん。「マイクロパッチシリーズ」は、マイ
クロニードル技術によってお肌の奥ま
で有効成分をダイレクトに届ける優れた
効能を誇ります。

Micro needle system
MICRO PATCH

※角質層まで

Micro

needle

system

New!
Items
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Beauty Lash
Sensitive

ビューティラッシュ
センシティブ

アレルギー性試験済み＊のビューティラッシュです。お肌が気に
なる方もご使用いただけるタイプのまつ毛美容液です。
瞳をパッチリ印象的に導きます。
（＊全ての方にアレルギーが起こらないということではありません）

内容量4.5㎖　￥10,000（税抜） 
内容量1.5㎖　  ￥5,000（税抜）

パッチリアイメイク！！
のためのエッセンス

Beauty Lash
origin

ビューティラッシュ
オリジン

ビューティラッシュの原点である処方を復活させたのがオリジン
です。沢山のご愛顧いただいたお客様のお声により再登場し
ました。魅力的な目元に導きます。

内容量4.5㎖　￥12,000（税抜） 
内容量1.5㎖　  ￥5,500（税抜）

旧処方復活！

Beauty Lash
Eyeliner

ビューティラッシュ
アイライナー

極細ラインが簡単に描ける細筆を採用し、美容成分も配合し
たアイライナーです。ウォータ―プルーフ処方ですがぬるま湯で
簡単オフが可能。漆黒ラインでより印象的な目元へ。

￥4,300（税抜）

デカ目さらにアップ！
日中もケア

Beauty Lash
Mascara

ビューティラッシュ
マスカラ

塗るほどに印象的なまつ毛に仕上がる漆黒のマスカラ。
まつ毛にハリ・コシを与え、自然な光沢とツヤを与えてくれます。

内容量6㎖　¥4800（税抜）

マスカラで
瞳バッチリ!

まつ毛用美容液目　的

極少量使用量

部分シートマスク目　的

２枚使用量

部分シートマスク目　的

２枚使用量

マスカラ目　的

適量使用量

まつ毛用美容液目　的

極少量使用量

アイライナー目　的

適量使用量＜目元にうれしい美容液がたっぷり！＞
１１０ｍｌもの美容液が含浸されたシートマスクは１枚１枚に美容液が
たっぷり染み込んでいます。
 
 ＜６０枚入りのシートマスクがお肌をしっかりケア＞
週１回の使用ではなく、毎日使っても１か月分のシートがあるので、
毎日がスペシャルケアになります。
ピンセットが付属されているので最後まで衛生的に使用可能。
 
＜気になる、目元・口元・ほうれい線にフィットする特殊シート採用＞
ストレッチ素材のシートがお肌にフィットし、引き上げるようにして
お肌に貼ることで物理的なストレッチでさらに効果アップ。

Spa treatment
i　SHEET 

スパトリートメント
ストレッチＩシート

お肌を引き締め、ハリを与えてくれます。お顔のタルミを引き締
めることで若 し々い印象を与えることができます。

内容量６０枚入り（110㎖）　￥5,500（税抜）

Spa treatment
HAS　i　SHEET

スパトリートメント
HAS ストレッチＩシート

ＨＡＳ、βグルカンなどの保湿成分を配合し、お肌に潤いとツヤ
を与えてくれます。

内容量６０枚入り（110㎖）　￥6,500（税抜）
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01

03

02

01 02
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BEAUTYLASH
スパトリートメント ビューティラッシュ

つけすぎに
注意して
ください。

ハケ先が少し濡れている程度で片目
ずつ、まつ毛の根元に沿ってつけて
ください。

ぬるだけ
グングンまつげ！！

あのベストセラーまつ毛美容液が

スパトリートメントより登場！

エクステいらずの
ロング＆ボリュームな
目元に整えてくれる

ビューティラッシュシリーズを
体験してください。

お客様のお肌の状態に合わせて、美容液を
セレクト…その日のメイクに合わせて

アイライナーとマスカラで
１日中目元を集中ケア

 ＜このような方に・・・＞
スパトリートメント ストレッチＩシート
・目元をすっきりさせたい方
・口元のタルミが気になる方
・頬にハリがほしい方
 
スパトリートメント HASストレッチＩシート
・若 し々い目元になりたい方
・ほうれい線が気になる方
・頬のタルミが気になる方

気になる目元とほうれい線の為の

密着型豊潤シート

スパトリートメントシリーズと

スパトリートメントＨＡＳシリーズの

２タイプからお肌に合う商品を選んでください。

スパトリートメント　エイジングケアシリーズ

Making

your lashes

and brows long,

full,luxurious

and more

beautiful

たっぷり

美容液３本分

濃厚エッセンス

シート
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Whip Foam
スパトリートメント  
ホイップフォーム

お肌の刺激となる成分を排除し、植物由来の成分だけでキメ
細い泡をつくります。ポンプフォーマーを採用し、どなたでもク
リーミーな泡をつくることができます。やさしさにこだわったのが
スパトリートメント ホイップフォームです。

〈店販用〉内容量120ml　￥3,500（税抜）
〈業務用〉内容量500ml　￥7,000（税抜）

しっとり洗い上げる
クリーミーでナチュラルな泡洗顔

Essence Lotion
スパトリートメント  
エッセンスローション

一日中みずみずしく、ふっくらとした肌に整え、ダメージを受けて弱っ
ている肌を内側から整え、肌が持つ本来の潤いを取り戻すローショ
ンです。

〈店販用〉内容量120ml　￥4,800（税抜）
〈業務用〉内容量500ml　サロン価格￥7,000（税抜）

乾燥肌に
みずみずしいうるおいを。

Essence Cream

スパトリートメント  
エッセンスクリーム

肌の「基底膜」に着目し、単に表皮に栄養を与えるだけでなく、
ダメージを受けて弱っている肌を内側から整えます。お肌のハ
リ、ツヤ、透明感をアップさせるクリームです。

〈店販用〉内容量  35g　￥7,000（税抜）
〈業務用〉内容量150g　サロン価格￥10,000（税抜）

弱ったお肌を
内側から整える。

β-Glucan Essence

スパトリートメント 
βエッセンス

スエヒロダケ由来（キノコ）のβグルカンを使用した美容液で
す。自然なとろみがお肌を優しく包み込みます。
トロッとした濃厚な美容液が、角質層までしっかり浸透しお肌の
キメ・ツヤを整え、潤いに満ちたお肌に導いてくれます。

内容量300ml　￥6,800（税抜）

みずみずしさ、
しみわたるβグルカン美容液

UV Nano Base

スパトリートメント  
UVナノベース

肌に関係なく3次元フィットするナノサイズの「リフレクションパ
ウダー」が紫外線をブロックし、同時にお肌を美しく演出。さらに
白樺樹液配合によりお肌を潤してくれます。

内容量30ml　￥5,000（税抜）

UV効果はもちろん、
白樺樹液配合でお肌を潤す。

Serum Soap
スパトリートメント
セーラムソープ

しっとりと柔らかい肌に洗い上げる美容液感覚のフェイスソー
プです。石けん素地を使わず、石けんのベースとなる原料に、ス
キンケア効果の高い植物オイルを配合（50％）しました。

内容量100g　￥4,000（税抜）

美容液感覚の
しっとり柔らかな洗い上がり

保湿クリーム目　的

パール粒大程度使用量

UV・下地クリーム目　的

ディスペンサー１～2回押し程度使用量

洗顔料目　的

適量使用量

洗顔料目　的

ディスペンサー2回押し程度使用量

保湿化粧水目　的

500円硬貨大程度使用量

保湿美容液目　的

ディスペンサー0.5押し程度か１００円硬貨大程度使用量

Clear Cleansing

スパトリートメント 
クリアクレンジング

肌の潤いを保ちながらメイクや肌の汚れ、古い角質を落とすオ
イルゲルクレンジングです。マッサージに適したテクスチャーで、
余分な汚れを落としつつ、疲労感などで硬くなった肌を柔らかく
ほぐし、なめらかな肌に導きます。

〈店販用〉内容量120g　￥4,300（税抜）
〈業務用〉内容量500g　サロン価格￥5,900（税抜）

うるおいはそのままに、
透明感のある素肌へ

メイク落とし目　的

さくらんぼ粒大程度使用量
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Spa Treatment Series
スパトリートメント シリーズ

肌ストレスOFFを
コンセプトに処方された、
ヒーリングスキンケアシステム。

スパトリートメントは、お肌にやさしい、厳選した

植物系原料を配合しつくられています。

植物成分の働きかけで、

お肌のうるおいを高め、

肌荒れを防ぐとともに、日焼けによる

シミ・ソバカスを防ぎ、透明感のある素肌に

導くことにより、いつまでも若 し々いお肌を

保つように処方されています。

紫外線によるお肌の老化、

活性酸素などの肌へのダメージを防ぎ、

また着色料、香料を一切使用しない

肌にやさしいヒーリングスキンケアシリーズです。

天然ミネラル

豊富な

シラカバ樹液で、

お肌の

トータルケア
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Deep Bright HQ-1.9
スパトリートメントeX
ディープブライトHQ-1.9

これまでのハイドロキノン配合商品とは違い、紫外線や空気に
よる酸化などによって劣化しやすかったハイドロキノンをQuソー
ム化することで、安定化に成功しました。また、Quソーム化する
ことで、角質層への浸透・吸収力がアップし、濃度1.9％の成
分効果は濃度4％と同等の効果が確認されています。さらに、
ビタミンA,ピュアビタミンC、ビタミンEを配合、その相乗効果に
よりお肌の透明感をアップさせます。

内容量30g　￥12,000（税抜）

ハイドロキノン＋
ナノカプセルで透明感アップ。

Skin Taut Cream
スパトリートメントeX  
スキンタウトクリーム

スキンタウトクリームは、従来の商品とは違い、コラーゲンやヒアル
ロン酸など高分子の為に肌に浸透されにくい成分をQuソーム化
することで、表皮のバリア機能との相性を良くし、高い浸透力を実
現。魚のうろこから抽出した「マリンコラーゲン」は牛・豚・鶏から抽
出したものと比べて、吸収が早く、臭いが全くありません。また、感
染症の心配がありません。さらにヒアルロン酸、ビタミンA、ビタミン
Eを配合しお肌を潤わせます。

内容量50g　￥10,000（税抜）

マリンコラーゲン＋
ナノカプセルで肌にハリと弾力が蘇る。

Peeling Gel

スパトリートメントeX
ピーリングジェル

日本人のデリケートなお肌にも安心して使っていただける、マイ
ルドピーリングジェルです。表皮を痛めることなく、なめらかな素
肌に整え、さらにＱuソームの効果を高めます。香りもさわやかな
ほんのり柑橘系の香り。ぜひ、すべすべの肌触りをおたのしみく
ださい。

〈店販用〉内容量100g　 ￥5,000（税抜）
〈業務用〉内容量400g　サロン価格￥7,000（税抜）

美容液の浸透を高める
マイルドピーリング。

Placenta Conc

スパトリートメント  
プラセンタコンク

ニュージーランドの広大な牧場で、大切に育てられたサラブレッ
トから丁寧に取り上げられる胎児の胎盤（プラセンタ）を、そのま
ま瓶に充填しました。プラセンタは胎児の栄養を作る大切な器
官でアミノ酸・ミネラル・ビタミンなどを多く含んでおり、お肌の元
となる成分が豊富なので、お肌をトータルケアし生き生きとした
美しいお肌に整えてくれます。

内容量30ml　￥18,000（税抜）

サラブレットのプラセンタを
そのまま、お肌にお届けします。

Minceur Cream

スパトリートメントeX
マンスールクリーム

ただ配合するだけでは、効果を得にくい成分をＱuソームカプセ
ルに閉じ込めることで、効果を発揮させます。お肌の引き締め
に欠かすことのできない、カフェイン・カルニチン・コエンザイムＡ
をＱuソームカプセルに閉じ込めました。エネルギーを与えてくれ
る、ミシマサイコ根エキスを配合しお肌に力を与えてくれます。

内容量100g　　　　 ￥10,000（税抜）
内容量100g×2本組　￥18,000（税抜）

カフェイン+ナノカプセル
で引き締めボディを

Real C-Serum
スパトリートメントeX  
リアルC-セーラム

これまでのビタミンC配合の化粧品に使用されていた、ビタミン
C誘導体と呼ばれている合成物とは異なり、本当のビタミンC
…アスコルビン酸をQuソームカプセルに封じ込めました。お肌
の気になる箇所に有効に働きかけ、疲れたお肌に「元気」をあ
たえてくれます。

内容量20ml　 ￥10,000（税抜）

ピュアビタミンC＋
ナノカプセルで肌を「元気」に。

角質ケア（週2回程度）目　的

ディスペンサー1回押し程度使用量

引き締めクリーム目　的

適量使用量

美容液目　的

ディスペンサー1回押し程度使用量

透明感UPクリーム目　的

適量使用量

保湿クリーム目　的

ディスペンサー1回押し程度使用量

美容液目　的

ディスペンサー1～2回押し程度使用量
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Spa Treatment eX Series
スパトリートメントeX シリーズ

High effect skin care cosmetics ,

developed by Doctor .

使うほどに見違える変化に、手放せなくなるような

毎日のスキンケアに安心して使えるものができたら…

その願いを叶えてくれたのが

特許テクノロジーQuソームとの出会いでした。

化粧品の有効成分を肌のすみずみに届けるために進化した、リポソーム技術。
肌細胞となじみの良いPEG12GD（特許成分）にぎっしりと
美容成分を包んだナノサイズのカプセルのこと。

カリフォルニア大学サンフランシスコ校の大学院で薬学博士号を取得。1985年以降は
母校やパシフィック大学で教授を務めるとともに、カリフォルニア州の医薬検査局でも教
鞭をとる。1987年、薬物送達システム（ドラッグデリバリーシステム）に特化したバイオ製
薬会社・バイオゾーン社を設立。同システムの第一人者として、現在もドイツ、日本、イギリ
ス、カナダ、台湾など世界各国で公演を行っている。またリポソーム、Quソーム関連の4つ
の特許を取得しており、これまでにさまざまな薬品や化粧品などを開発してきた実績を持つ。

Dr.ブライアン・ケラー氏 PROFILE

Quソーム
カプセルの
直径

約100
ナノメートル
髪の毛の
太さの
1
1000

7～10層

Lipo Ceutical®

Quソームの中身は、水溶性の層と油溶性の層が交互に7～10層と、たまねぎのように重なり合って構
成されており、皮膚組織となじみやすいPEG12GDが覆っています。

・・・・・・・  Quソームの浸透技術

PEG12GD

水溶性の有効成分

油溶性の有効成分

角
質
層

QuソームのPEG12GDは
皮膚の組織となじみがよく、
多重カプセル層を外側か
ら徐々に溶かして肌の奥ま
で有効成分を届けます。

自然発生

有効成分

つなぎ目

圧力
圧
力

圧
力

有効成分

つなぎ目があることでこわれやすい

有効成分

01 Quソームとは？ 02 Quソームとリポソームの違い
リポソームとは化粧品の有効成分をカプセル化して浸透を高める技術のこと。
従来のリポソームのもつ問題点をクリアしたのがQuソームなのです。

リポソームカプセル

リン脂質の膜
（卵・大豆由来）

有効成分を取り込みながら、自らカプセルを形成

Quソーム

PEG12GD
（特許成分）

Quソームの開発者

機能性

コスメで

未体験の肌へ…
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abso 
water
スパトリートメント  
ライフケア
absoウォーター 
シリーズ

Oral 
Cleansing
スパトリートメント  ライフケア  
オーラル  クレンジング

内容量9ml（1回分）× 7 包　   ￥934（税抜）
内容量9ml（1回分）×28包　￥3,600（税抜）

ほんの20秒で
いつでもどこでもお口のニオイや汚れを“ピーリングオフ”

Deodorant Cream
スパトリートメント ライフケア デオドラントクリーム N

内容量40g　￥1,600（税抜）

気になるワキや足のニオイ…
５つのポイントで嫌なニオイの元を完全削除！

※配合成分の水部分を100％アルカリ電解イオン水にいたしました。

新電気分解技術により誕生したアブソウォーター
（アルカリ電解イオン水）を100％配合！

内容量100ml

内容量80ml 各￥2,800（税抜）

内容量30g

ローション
ミルク
クリーム

■昔から口をすすぐことにも利用されてきたお茶
の葉のエキス（烏龍茶・緑茶）など、天然成分を
主成分とした洗口液です。口内のたんぱく質
の汚れなどと反応して凝固させるマイルドピー
リング作用によって、舌ブラシのように味蕾（味
覚を感じる部分）を傷つけることなく、舌苔や口
内菌、食べカスなどを無理なく浮き立たせて洗
い流します。
■ポリリン酸（三リン酸５Ｎａ）が歯の表面のステイ
ン（コーヒー等による着色汚れ）に取りついては
がしやすくするとともに、再付着を防止。研磨剤
や漂白剤を用いることなく、白い歯を保ちます。
■銀イオンが茶葉エキスの抗菌力をサポートして
ニオイの元となるバクテリアの繁殖を抑えます。

■使用量が明確な、１回１包の使い切りタイ
プ。
　 薄いパウチタイプのため、携帯に便利。
　口に含んで20秒後に吐き出すだけ。いつ
でもどこでも気になったときにケアできます。
■液体タイプなので、舌表面の汚れや歯ブ
ラシなどが届かない口内のすみずみにまで
成分がしっかりと行き渡り、くまなく簡単に
オーラルケアを実行できます。
■界面活性剤、殺菌剤、パラベンフリー。
　ミント系の強すぎる刺激もないため、味覚
が麻痺しにくくなっています。
■後味すっきりなレモンフレーバー。爽やか
さが持続します。

abso
ウォーター 水道水

absoウオーター
ローション

（クリップによる実験）

通常の
ローション

角質層への浸透力の違い

水の違いによる金属の錆び具合

コットンパフ使用により、毛穴の汚れ・黒ずみをク
リーンにし毛穴を引き締めお肌のキメを美しく整
えます。

毛穴引締
ローション ミルク クリーム

アルカリ電解イオン水はヒアルロン酸とともに柔
らかくなったお肌（角質）に速く深く浸透し、潤い
を長時間保ちます。

皮膚浸透
ローション ミルク クリーム

アルカリ電解イオン水が硬くなったお肌を柔らか
く滑らかにし、透明感のあるお肌にします。

皮膚柔軟
ローション ミルク クリーム

ミルクはヒマワリ種子油、クリームはホホバ種子
油・オリーブ油の働きにより、油分を補いラップ効
果により潤いを長時間持続させます。

保　　護
ローション ミルク クリーム

お口のディープクレンジングチュッと一口、息すっきり！

＜汗カット＞
アポクリン汗腺線からの汗や皮脂分泌量を抑える働き
があり、汗や皮脂による匂いの発生を抑えてくれます。
＜雑菌カット＞
ニオイの原因となる雑菌の繁殖を抑えることで、気にな
るニオイをしっかりブロック！
＜刺激試験済み＞
皮膚に対する刺激性やアレルギー性を調べる試験に
合格した、パッチ試験済み＊クリームです。
＊すべての方に肌トラブルが起こらないということでは
ありません。
＜ウォータープルーフ処方＞
さらっとした使用感で、ウォータープルーフ処方。汗や
水に強く効果が長持ちします。
＜美容成分 IN＞
茶エキスや、ワレモコウ・シャクヤクなどの保湿成分を
配合しお肌を整えてくれます。また、爽やかなグレープフ
ルーツの香りで爽快感ＵＰ

化粧水目　的

500円硬貨大
程度

使用量

ミルク目　的

1円硬貨大
程度

使用量

クリーム目　的

パール粒大
程度

使用量

STEP1
フェノール
スルホン酸亜鉛

制汗

エクリン汗腺
アポクリン汗腺
皮脂腺

ホコリや雑菌
汗・皮脂・角質
（皮脂の老廃物）

体臭・わきが臭

STEP2
シメン－5－
オール

殺菌

01

01

01

01

02

03

02 03

Spa Treatment lifeCARE Series
スパトリートメント ライフケア シリーズ

アルカリ電解イオン水とは純水を最新技術設備で時間をかけて

電気分解した、酸化を還元するマイナスイオン水です。

さびない水＝「アルカリ電解イオン水」が
さびないあなたをつくる…

ノンパラベン・無香料・無着色

「アブソウォーター」
スキンケアシリーズ

1分後の

お肌をお試し

下さい
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Minceur Serum 【PLUS】
スパトリートメント マンスールセーラム プラス

マンスールセーラム【PLUS】は全身に使用できる美容効果の高いひきしめ美容液です。従来の水
分を除去するだけのひきしめ美容液とは異なり、マッサージする必要がない上、洗い流す必要もあり
ません。

内容量100ml　￥10,000（税抜）

60分後が楽しみな15種類の濃縮ハーブエキス

Minceur Cream

スパトリートメントeX マンスールクリーム

ただ配合するだけでは、効果を得にくい成分をＱuソームカプセルに閉じ込めることで、効果を発揮さ
せます。お肌の引き締めに欠かすことのできない、カフェイン・カルニチン・コエンザイムＡをＱuソーム
カプセルに閉じ込めました。エネルギーを与えてくれる、ミシマサイコ根エキスを配合しお肌に力を与
えてくれます。

内容量100g　￥10,000（税抜） 
内容量100g×2本組　￥18,000（税抜）

カフェイン+ナノカプセルで引き締めボディを

引き締め用クリーム目　的

適量使用量

Minceur Oil

スパトリートメント マンスールオイル

マンスールオイルは、15種類のハーブをじっくりオイルで抽出したマッサージオイルです。ハーブの
チカラとトリートメントの相乗効果で、理想のボディラインへ導く、プロフェッショナルのためのオイル
です。

〈業務用〉内容量500ml　サロン価格￥24,000（税抜）

15種類のハーブが理想の身体をつくる

マッサージ用オイル目　的

適量使用量

Minceur Oligo Bath

スパトリートメント  マンスール  オリゴバス

ミネラル豊富なブルターニュの海塩に、15種類のハーブをブレンドしたマンスールエキスをプラス。
自然の力でボディスッキリ！さらにミネラルパワーでスキンケアがご体験いただけます。

内容量1kg　￥14,000（税抜）

だくだく出してボディスッキリ。＋ミネラル補給でボディスキンケア。

引き締め用入浴剤目　的

付属スプーン1杯使用量

引き締め用美容液目　的

適量使用量

01

02

03

04ボディメイクの
４ステップ
エステ・ホームケア・バスケアなど

様々な場所で使用できるボディメイクのシリーズです。

ハーブのパワーでボディの気になる部分を

すっきり引き締め、理想のボディに導いてくれます。

スパトリートメント マンスール シリーズ & スリミング

Spa Treatment 
Minceur Series & Slimming

01

02

04

03

脂肪燃焼のメカニズム

脂 肪

リパーゼ

CoA

CoA

脂 肪 酸 カルニチン結合

脂肪 カルニチン

ミトコンドリア

T C A
サイクル

エネルギー

エネルギー

1 脂肪細胞に蓄えられた脂肪は、リパーゼ（酵素）によって脂肪酸に分解される。
2 分解された脂肪酸は、CoA（コエンザイムA）という補酵素の働きにより、脂肪燃焼されやすい
脂肪酸になる。

3 脂肪酸は体内のカルニチンと結合して細胞内のミトコンドリア（脂肪燃焼器官）へ入る。
4ミトコンドリア内に取り込まれた脂肪酸はコエンザイムAの働きよってTCAサイクルでエネルギー
に変換される。

ユーグレナエキス+ツノゲシ葉エキス+カフェ
インが混合されることにより、３つの成分の相
乗効果でお肌をやわらかくし、不要物を排出
して引き締めやすい身体へと導いてくれま
す。お肌の凹凸をスッキリさせ、弾力のあるメ
リハリボディに整えます。

カフェイン

ツノゲシ葉
エキス

ユーグレナ
エキス

更に３つの成分が混されることでパワーＵP

No.２

キシメニン酸はサンダルウッド（ビャクダン）の貴重な種から抽出した植物性
原料です。余分な脂肪やたるみなどによって肌表面に現れる凹凸に働きか
け、滑らかお肌に整えます。エイジング効果で肌本来の機能をサポートし、気
になる部分をスッキリ目立たなくしてくれます。

キシメニン酸でハリ＆引き締め

No.1

15種類のハーブを
ブレンドしたエキス

Step
１

Step
２

Step
３

Step
４

Step
５

マンスールセーラムを塗り
1時間静かに横になり、リラックス

ハーブエキスおよびミネラルが
ゆっくり浸透

ボディが少し温かく感じ、
有効成分がさらに浸透

植物のエキスで
ボディを良い循環へ導く

短時間で
引き締まったボディに□首筋、あご

□二の腕に
□太ももに

□足首に
□ウエストラインに

□ヒップラインに

■塩化ナトリウム　 ■塩化マグネシウム
■塩化カリウム  ■その他・・・アミノ酸などの有機物

ミネラル豊富なブルターニュの海塩

ブルターニュの海塩に含まれる主な成分

●フランス・ブルターニュの海塩は濃いミネラルやアミノ酸などが豊富に含まれ美肌効果があります。
●ミネラルの中でも特に、塩化マグネシウムを多く含み、お肌の保湿効果に役立ちます。

理想のボディを

手に入れる
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keats moist gel
キーツ  モイストゲル

〈保湿ゲル〉

サンダルウッドの香りが心地良いゲル。忙しいときには、化粧
水・美容液・乳液・クリーム・化粧下地としても使用できます。み
ずみずしいウォーターヴェールが肌を優しく包み込み、ぷるぷる
とした透明感のある素肌に整えます。

〈店販用〉内容量40g　  ￥5,000（税抜）
〈業務用〉内容量150g　サロン価格￥8,000（税抜）

keats moist cream
キーツ  モイストクリーム

〈保湿クリーム〉

サンダルウッドの香りが心地良いクリーム。ローションやゲルで補
給した水分にフタをして長時間しっかりと維持し、疲れた肌にたっ
ぷりの栄養を与え、もっちりとした柔軟な肌へと導きます。

〈店販用〉内容量40g　  ￥6,500（税抜）
〈業務用〉内容量150g　サロン価格￥10,000（税抜）

keats moist pack

キーツ  モイストパック

〈洗い流しパック〉

天然由来成分「醗酵ローズハチミツ」が肌表面の老化角質を
やさしく除去し、ナノ化したマルチビタミンと植物性保湿成分が
透明感のある潤い肌へ育みます。女性らしい天然ダマスクロー
ズの香り。

〈店販用〉内容量80g　  ￥4,500（税抜）
〈業務用〉内容量200g　サロン価格￥4,600（税抜）

keats massage oil

キーツ  マッサージオイル

米胚芽油•胡麻油•ハトムギ油をバランスよくブレンド。
緊張•凝り固まっている部分をほぐす技に特に適しており、柔ら
かく透明感のあるお肌に整えていきます。

〈業務用〉内容量500ml　サロン価格￥9,000（税抜）

美容成分を多く含む天然穀物オイルが
トリートメントをサポート

keats moist lotion
キーツ  モイストローション

〈化粧水〉

サンダルウッドの香りが心地良いローション。たっぷりの水分
で、毛穴の目立たないキメの整った素肌に整え、このステップ
以降のケアを受け入れやすい肌コンディションに導きます。

〈店販用〉内容量110ml　￥5,000（税抜）
〈業務用〉内容量500ml　サロン価格￥7,500（税抜）

美肌パック目　的

さくらんぼ粒大程度使用量

保湿化粧水目　的

10円硬貨大程度使用量

保湿ゲル目　的

あずき粒大程度使用量

保湿クリーム目　的

あずき粒大程度使用量

keats moist
cleansing milk

キーツ  モイストクレンジングミルク

〈クレンジング料〉

優れたクレンジング力はもちろん、ヒマワリ種子油やオリーブ果
実油の植物オイルをベースに処方されたクレンジングミルク。
洗い上がりはしっとり透明感のある肌に。

＜店販用＞内容量  150ml　¥3,800（税抜）
＜業務用＞内容量　500ml　　¥確認中

ポイントメイク・しっかりメイク用クレンジング目　的

ディスペンサー1～2回押し程度使用量

keats moist soap

キーツ  モイストソープ

〈洗顔料〉

天然ハーブ（ラベンダー）の優しい香りが心を癒し、新発想の
「塗る洗顔」が遊び心を刺激し、クレンジング・洗顔・パックがこ
れ1つで完了する、機能的で実力派のソープです。

〈店販用〉内容量63g　￥3,800（税抜）

メイク落とし・洗顔料目　的

適量使用量

03

02

04

03

05

04

06

05

07

01

02

01

07

06

k e a t s  m o i s t  s e r i e s
キーツ モイスト シリーズ

穀物と植物の
恵み

私たちが日常的に食する栄養源、

古来より民間療法として役立てられてきた薬草など……

厳選した15種類の天然由来成分が

より効果的に肌に働くよう独自にブレンド。

私たちの肌に優しく働きかけ、

肌本来が持つ「美しくなろうとするチカラ」を

呼び覚まします。

穀物と

植物の恵み
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Spa Treatment Sp　Lumbrok plus R.M.
スパトリートメント  Sp  
ルンブルクプラス

内容量120粒　 ￥12,000（税抜）

カラダ•リスクをマネジメントする

Spa Treatment Sp Raw Enzyme 100
スパトリートメント  Sp  
スパトリートメント  生酵素100

生酵素とは別に５種類の消化酵素を含む穀物醗酵素材を配
合することにより、炭水化物だけでなく、脂質、タンパク質など
にも働きかけます。

内容量3g×30包　￥7,200（税抜）

5種類の消化酵素を含む
穀物醗酵素材

生きたままの酵素を届ける

100種類の天然素材を
じっくり発酵させたパワフル生酵素

生酵素

お召し上がり方

1日1包みを目安に摂取して下さい

お召し上がり方

1日1包みを目安に摂取して下さい

お召し上がり方

1日1包みを目安に摂取して下さい

Spa Treatment Sp Collagen Peptide Food 【100】
スパトリートメント  Sp  
コラーゲンペプチドフード【100】

どうしても不足してしまうコラーゲンを効果的に摂取できるの
が、スパトリートメントSp コラーゲンペプチドフード【100】です。

内容量150g　￥5,000（税抜）

美しい身体、美しい肌の為の
ピュアコラーゲン

02

01

03

01

02

03

Spa Treatment Sp
スパトリートメントSp シリーズ

スパトリートメントシリーズはお肌をケアするのと同時に

　　インナービューティもご提案させていただきます。

　　　　厳選された３つの商品が身体の内側から

　　　　　　　美しさを引き出し、ボディの隅 ま々で

　　　　　　　　　　輝くお肌に導いてくれます。

血管の中の血液が固まりやすくなったり、血管壁の損傷や炎症などの原因により、血管が狭くなっ
て血液が詰まる血栓症。
血栓症は様々な場所で発生する可能性があります。脳で起こる脳血栓、脳塞栓、心臓で起こる心筋
梗塞、狭心症、心房内血栓、肺で起こる肺血栓塞栓症など、様々な病気の原因となり、突然死や意
識障害などを招くこともある恐ろしい病です。
この血液の詰まり、血栓を溶かしてくれるとして注目されているのがルンブルクスルベルスです。ル
ンブルクスルベルスには、ルンブルキナーゼという酵素が含まれています。この酵素が血栓の元と
なるフィブリンを溶かし、さらに元々体内に存在する血栓溶解酵素プラスミンを活性化する作用
があることが発見されました。また、血栓が解けることによって発生する可能性がある、内出血や
血管壁の損傷、血管自体の溶解などの副作用がないのがルンブルクスルベルスです。

〈マカ〉
•生理痛 
•生理不順その他月経に関する症状を改善
•更年期障害（ほてり、のぼせ、発汗、動悸、不眠、
　イライラ、鬱症状等）
•不妊症　 •ダイエット　 •冷え性
•精力減退に
•集中力アップ ➡ チロシン
•疲労回復  ➡ アミノ酸

〈ローヤルゼリー〉
•アンチエイジング、更年期障害の症状軽減、
　美肌効果、生活習慣病予防

ルンブルクスルベルスにローヤルゼリー、マカをプラス。

３つのパワーでトリプルリカバリー

血栓症
を改善

血糖値
の低下

高血圧を
下げる

生活
習慣病
予防

冷え性
を改善

野草にはビタミン・ミネラルは勿論他の植物にはほとんど含ま
れていない免疫力を高める有効成分が多く含まれています。

野草のポリフェノールパワー

日本古来の陶製かめを使う事による遠赤外線効果が木の
桶やポリタンクでの発酵に比べ菌数の増加・活性化を促進
します。

セラミック発酵（陶製かめ出し製法）

一般的なコラーゲンパウダーの分子量は通常5000程度ですが、
コラーゲンペプチドフード【100】の分子量は2000以下の吸収さ
れやすい状態に加工されています。

※ISO9001-2000認可工場にて生産されています。

コラーゲンペプチドフード【100】を8週間摂取した結果、91％の人の肌水分量が増加した。

いろんなシーンにコラーゲンをプラス

スパトリートメント生酵素には酵素活性があります。一般的に
酵素は加熱処理（48℃～50℃以上）されると破壊されてしま
い高温加熱処理をしている製品には、酵素活性はありません。

非加熱処理だから生きて届く ！ ～酵素活性

アンチ
エイジング ダイエット 生活習慣 活   力

•アミラーゼ
　（炭水化物の糖質を分解）

•プロテアーゼ
　（タンパク質を分解）

•リパーゼ（脂質を分解） 
•セルラーゼ
　（セルロースとキチンを分解）

•ラクターゼ（乳糖を分解）

厳選された高純度のコラーゲンペプチド 100
余計なものを一切加えない100％ピュアなコラーゲンペプチドが
パウダーフードになって全身に届く。

いつでも、どんな液体にも容易に溶解させることができます。
※その他、飲用だけでなく
●入浴剤として使用することで手軽にエステパックに。
●ヘアトリートメントに混ぜてヘアパックに。飲みものに

プラス
食事に
プラス

バスタイムや
フットバスにプラス

コラーゲンの働き
骨、軟骨の補強

水分保持力のUP

体の老化防止

美しい身体、

美しい肌の

ために
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1粒に
100万個の
スポンジ微粒子
カプセル

気になる
ところに
直接届く

使ってすぐ
実感

植物性
カプセル

「ベジキャップ」

泡を拡大
してみると、
キメの細かさが

歴然！

〈手で泡立てた泡〉 〈エスプーマの濃密泡〉

毎日の
洗顔に

マッサージ
に

シェー
ビングに

美顔器
に

Spa treatment vitamin ACE capsule
スパトリートメント ビタスパACE

内容量330mg×50カプセル入り　￥9,000（税抜）

使うたびに新鮮！ ピュアレチノールを
含浸させたマイクロカプセルが
一粒に100万個内包された
使い切り美容液。いつでも
フレッシュな状態で使用できます

美容液目　的

１カプセル使用量

Spa treatment　espuma
スパトリートメント エスプーマ

キメ細かなマシュマロのように弾力のある泡なので、洗顔中に
泡消えすることなく、肌に全く負担をかけずに皮脂汚れや頑固
な角質をすっきりと取り去ります。トリートメント成分を高配合し
ているので、洗い流した後はしっとりと潤いが残ります。

内容量180g　￥3,200（税抜）

プッシュするだけで、ピンと跳ね返って
くるような、もっちり濃密プレミアムな泡が完成!

洗顔料目　的

ディスペンサー１～２回押し程度使用量

Spa treatment Tooth Clear Gel
スパトリートメント ライフケア トゥースクリアジェル

いつものハミガキを美容液に変えてオーラルケア。
研磨剤を使用していないので歯を傷つけにくく、
舌のお手入れにも使用できます。

内容量50㎖　￥3,800（税抜）

ナノ化した清浄成分を
配合した液状ハミガキ

マウスケア目　的

ディスペンサー１～２回押し程度使用量

Spa Treatment LegDrainage
スパトリートメント
レッグドレナージュ

◦1足組　￥5,500（税抜）
◦2足組　￥9,800（税抜）
〈Size〉S・M・L　〈Color〉ブラック

はくだけで
理想の美脚に
近づくソックス

着圧ソックス目　的

Spa treatment Kassa plate
スパトリートメント カッサプレート

中国の伝統的な民間治療法のカッサを、お家で簡単にできるプレートです。お顔・ボディ
に滞っている血流をスムーズに流し、老廃物を排出し健康的なお肌に整えてくれます。
血流がスムーズに流れることで、美容液の効果をより発揮しやすい状態にしてくれます。 
マイナスイオンを、プレートに含有させているのでマッサージ効果をより発揮します。 

¥3,500（税抜）

マイナスイオンにより
さらにリラックス効果をプラス

マッサージ用プレート目　的

01

02

03

05

04

様々なお客様のお声により出来た

お悩み別にケアできる商品です。

レッグケアやトゥースケアなどの

お悩みにピンポイントで

対応してくれます。

Spa Treatment &  Spa Treatment lifeCARE
Complex Care Series
スパトリートメント コンプレックスケアシリーズ

●1カプセルで違いを実感！ 寝ている間に美肌
●「ダブルカプセル処方」が純粋型レチノールを肌に届け続ける

薔薇の香りでデンタルケア

歯を
白くする
※ 歯垢を

除去する
※

口臭を
防ぐ
※

歯石の
沈着を
防ぐ※口内を

浄化する
※

虫歯を
防ぐ※

01

02

03

04

05

ナノカプセル入りの歯磨きジェル

左
足
：
着
用
後

右
足
：
着
用
な
し

30分で
この効果

ふくらはぎから足首への
段階着圧設計
足の疲れ、冷え、むくみは血行の
悪さからくることが多く、また、むくみ
によって足は太くみえます。本品は
ふくらはぎから足首へかけて段階
着圧設計により血行を促し、足の
疲れやむくみを和らげレッグライン
をスッキリ引き締めます。長時間の
立ち仕事や足を酷使する方、むく
みやすい方にお薦めです。

不要な毒素
を

効率よく排
出

マッサージしやすい形を追求した
オリジナルプレート
カッサプレートを使用してマッサージ

することにより血流をよくしてくれます。

血流が良くなると…

などの効果が期待出来ます。

小顔効果 タルミを防ぐ

※ブラッシング
　効果により

様々なお悩みを

ピンポイントで

解決！

酸化防腐剤不使用

防腐剤不使用

乳化剤不使用

無添加

未体験の
マシュマロ・
ウォッシュ

歯の黄ばみ、
気になる口臭…
ローズの香りと
一緒にケア
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Balinese 
Ruruele
Hot Pack
バリニーズ  ルルール  
ホットパック

天然系（保湿）成分配合でフェイス、ボディに使用できるホットパックです。
身体に塗布しながら摩擦を加えることにより、温熱効果で体表面の温度を上昇させて発汗を促し
ます。また、お肌のトラブルを防止する成分を含んでいるため、お肌の弱い方、過敏症の方でも安
心してご使用いだたけます。

•グリチルリチン酸ジカリウム •アラントイン
•ローヤルゼリーエキス •ヒアルロン酸ナトリウム
•モモ葉エキス  •シコンエキス 

〈業務用〉内容量900g　サロン価格￥9,000（税抜）

Balinese 
Oil
バリニーズ  オイル

アジア特有のスパイスや花から抽出された精油をブレンドした、アジアンリゾートヒーリングに欠かせ
ないアロマボディマッサージオイルです。

〈業務用〉内容量500ml　サロン価格￥11,000（税抜）

配合成分

Balinese
Yoghurt 
Pack
バリニーズ  
ヨーグルトパック

ヨーグルトから生まれたホエイ（フルーツ酸）と植物性プラセンタ、ヨクイニンによる美肌効果に加え、植
物性コラーゲンにより肌にハリや透明感を与えます。これ一本でフェイシャル＆ボディ両方にお使いい
ただけるパックです。一度のご使用で必ず美しい仕上がりを実感していただけます。

•ホエイ
　乳酸から得られるフルーツ酸の一種
•植物性プラセンタ
　膨大な量からわずかに抽出される植物由
来のプラセンタエキス

•植物性コラーゲン
　大豆を特殊な製法で発酵処理して得ら
れる、高粘性蛋白質で高い保湿性、皮膚
保護効果など優れた効果を発揮します。

内容量500g　￥12,000（税抜）

配合成分

Balinese 
Salt
バリニーズ  ソルト

コラーゲンを贅沢に配合した本格エステサロン向け、プロ仕様スクラブ・ソルトです。バリニーズホッ
トパックとの併用で手軽にバリニーズスクラブを体験していただけます。一度のご使用で必ず美し
い仕上がりを実感していただけます。

•塩
•オウゴンエキス
•高麗人参エキス
•ローヤルゼリーエキス
•ハチミツ

•卵白
•プロテイン
•コラーゲン
•ヒアルロン酸
•アルニカエキス
•オトギリソウエキス

•セイヨウキズタエキス
•ハマメリスエキス
•ブドウ葉エキス
•マロニエエキス
•カモミラエキス
•シナノキエキス

•ローマカミツレエキス
•キューカンバーエキス
•トウキンセンカエキス
•ヤグルマキクエキス

内容量900g　￥9,000（税抜）

配合成分

※すべて保湿成分※すべて保湿成分

※すべて保湿成分

Asian Resort Healing
アジアンリゾート ヒーリング

01 02

03 04

女性の潜在ニーズとして、ストレスの解消や精神的な癒しを求める声は確実に増え
ています。
エステティックはそんな時代の要望に応えられる絶好の場。もちろんエステティック
サロンにとっても絶好の機会。“リゾート感覚あふれる心の癒し”というテーマは、エ
ステの明日を拓く鍵となるのです。

エステティックにも「癒し」の要素を

リラクゼーションに限らず、アジアは今熱い注目を浴びています。そんな追い風に
乗って、経絡刺激なども加味したアジアン・ブレンドマッサージが人気急上昇。これ
からは日本国内でもアジア式のリゾートマッサージを行えることが時代の要請。私た
ちは、アジア式オイルマッサージの技術と専門の商材を提供することによって、エス
テティックの次なるステージに光をあてようとしています。

キーワードは、“アジアン・リゾート・リラクゼーション”

熱帯地方のフルーツ、スパイス、
花などをふんだんに使用し、

経穴や経絡を刺激する事により、
身体の様々な機能を高め、

疲れやストレスを
解消します。

インドネシアン
マッサージ

人体を走る経絡を刺激して
治癒力を高める指圧と、

人体の凝りを緩めて血の巡りを
よくし、歪みを回復する
ストレッチ式の
マッサージです。

タイ式
マッサージ

サンダルウッド、イランイラン、パチュリーマンダラ

クローブ、ジンジャー、ナツメグアイランドスパイス

ラベンダー、イランイラン、ベルガモット、マンダリンハーモニー

ローズ、ゼラニウム、ローズマリー、フェンネル、ジュニパースリミング

ローズマリー、ジュニパー、ブラックペッパーサーキュラム

ペパーミント、ローズマリー、バジルヒーリング

新しいエステティックは

ここからはじまる…

神々が宿る島、またスパイスアイランドと形容される

ジャワ島などには古くから伝承されるジャムウという

独特の植物療法があります。

それは熱帯地方のフルーツ、スパイス、花などをふんだんに

使用した心と身体に働きかける癒しのトリートメントです。

アジアンリゾートヒーリングはインドネシアンマッサージ、

タイ式マッサージの手法を取り入れ、ストレッチ、経穴、経絡など

いくつかの療法を折り込み、フィトテラピー（植物療法）、

アロマテラピー（芳香療法）を体験していただける

マッサージです。

「美」と「癒し」の

ヒーリング

コラボレーション
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Spa Treatment
Cream Bath
スパ トリートメント  クリームバス

Spa Treatment
Hair Soap
スパ トリートメント  ヘアソープ

Balinese 
Fragrance Gel
バリニーズ  フレグランス  ジェル

ペパーミント、ローズマリー、バジルの精油を香料に使用し、ヘアエステと
ともにアロマテラピー作用が期待できます。アロエエキスにより髪をサラ
サラに仕上げ、毛髪の帯電を防止し、艶やかな毛髪を維持します。

スパトリートメント　スキャルプクリーム　アロエ

オレンジ、レモン、ベルガモット、プチグレン、ラベンダー、マンダリンオレン
ジなどの精油を香料として使用しヘアエステとともにアロマテラピー効
果が期待できます。アボカド油により毛髪のしなやかさが増大します。 

スパトリートメント　スキャルプクリーム　アボカド

ベルガモット、オレンジ、イランイラン、シダーウッド、パチュリ、サンダルウッ
ドの精油を香料として使用しヘアエステとともにアロマテラピー効果が
期待できます。キャロットエキスがカラーリングやパーマによって傷んだダ
メージヘアを改善し健康毛へと導きます。

スパトリートメント　スキャルプクリーム　キャロット

アジアの代表的なエッセンシャルオイルをブレンドした、
アロマフレグランスジェルです。

ノンシリコン処方＆メドウフォームエキス配合のヘアソープ。
ルイ・ヴィトンの香りを作り出したトップパフューマーによる
香りで癒しながらやさしく洗い上げます。

インドネシアに古くから伝わるクリームバス。
この技術に欠かせないヘアエステティック＆ヘッドマッサージ用トリー
トメントクリームです。

〈店販用〉内容量  400g　　  　　　￥3,800（税抜）
〈業務用〉内容量1000g　サロン価格￥5,000（税抜）

【美しい髪の為のOFF～クレンジング】
髪の毛と頭皮の汚れをディープクレンジングすることにより、頭皮への栄
養が行きわたり、ヘッドスパマッサージの効果を発揮します。
●ノンシリコン　
　頭皮や髪の毛をコーティングすることにより栄養分の浸透を妨げるシ
リコンを不使用。
●スカルプクレンジング　
　頭皮の毛根につまった皮脂を取り除いてくれるので栄養成分をすみ
ずみまで届けてくれます。

●ヒートリペアリピッド 【メドウフォームエキス】　
　剥がれたキューティクルをドライヤー熱により元の状態に密着させてく
れます。

HAIR&SCALP BASEMENT
ヘッドスパを科学した３つのコンセプト

国際的調香師アランベルジュ氏によって創作された疲れを癒すフレグラ
ンスで極上のヒーリングタイム…。アランベルジュ氏は「ルイ･ヴィトン」「カル
ティエ」等の香りを手がけてきたトップパフューマーです。

ルイ・ヴィトンの香りを作り出した
トップパフューマーによる疲れを癒す上質な香り。

〈店販用〉内容量    400ml　￥3,800（税抜）
〈業務用〉内容量1000ml　￥7,000（税抜）

クリームバストリートメントにおけるヘッド以外のマッサージ（ネック～ショ
ルダー～腕）に使用するジェルです。ボディローションとして、毎日の
シャワーの後などにもお使いいただけます。

サンダルウッド、イランイラン、パチュリー、クチナシエキス、オウバク、
オウゴンエキス

 マンダラ 気持ちを落ちつかせたい時に

クローブ、ジンジャー、ナツメグ、ビタミンB12、シコンエキス、オウゴンエキス
アイランドスパイス 気持ちを高めたい時に

ラベンダー、イランイラン、ベルガモット、マンダリン、ビタミンB12、
シコンエキス、オウバク、オウゴンエキス

ハーモニー 気持ちを安定させたい時に

ローズ、ゼラニウム、ローズマリー、フェンネル、ジュニパー、
クチナシエキス、オウゴンエキス

スリミング 身体を引き締めたい方に

ローズマリー、ジュニパー、ブラックペッパー、クチナシエキス、オウバク、
オウゴンエキス

サーキュラム 身体の血行を良くしたい方に

ペパーミント、ローズマリー、バジル、クロロフィル、オウゴンエキス
ヒーリング 身体が疲れている方に

01
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〈業務用〉内容量  1000ml　サロン価格￥11,000（税抜）

Cream Bath
クリーム バス

疲れた現代人を

「頭」から癒す…

本場アジアのハーブをブレンドした

ヘッド用マッサージクリームによる

ヘッド～ネック～ショルダー～背中迄の

トータルなトリートメントを行う事により得られる

心身の癒し＝リラクゼーション効果は

新しいヒーリングメニューの誕生と

言えるでしょう。

心身を癒す

新たなヒーリングの

誕生
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顔に点在するツボを

やさしく刺激×肌を癒す

スキンケアシステム
フェイスヒーリングは、むくみをしっかり
取りながらスパトリートメントシリーズの

経皮吸収を高める密着型のマッサージです。
腕、デコルテ、肩、背中、フェイスまで、
各部位の主要な経絡・経穴を
くまなく刺激していきます。

 頭髪の生え際、
額から目の周り

私たちの頭の中でもっとも疲れやすいのは神経が集中
している頭髪の生え際、額から目の周りにかけての部分です。
フェイスヒーリングはこの部分の経絡や経穴を刺激しながら

しっかりとほぐし、末梢神経に働きかけることで
副交感神経を高め、リラックスさせます。

デコルテ～背中

神経が集中し、疲れがたまりやすい
デコルテから背中にかけては、強擦と
なめらかなマッサージでしっかりとほぐし、
リンパの流れを促進させます。

頭を支える首、腕の関節、下半身と上半身のバランスを支える
背中、肩甲骨の周りの経絡、経穴を刺激して
交感神経を高めてリフレッシュさせます。

ハンドマッサージによる
経穴の刺激

五感の中でも、ハンドマッサージによる感覚はリラクゼーション効果
に優れ、心身を浄化し美しさを引き出す効果があります。
また筋肉運動は皮膚を柔軟にし、ツボ（経穴）刺激は
ストレッチと同様に歪みを整える効果があります。
血液循環を促し、疲れやすいところを重点的にマッサージする

フェイスヒーリングは、軽擦法と強擦法を組み合わせ、副交感神経の
バランスを考慮して作り出された完成度の高い技術です。
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Face Healing
フェイス ヒーリング

Massage Oil
スパトリートメント  マッサージオイル

フェイスヒーリングには欠かせないアプリコットオイル
100％のマッサージオイルです。
自然原料・無香料タイプで安心してフェイシャルにご使
用いただけます。

フェイスヒーリングには
かかせないマッサージオイル。

内容量500ml　サロン価格￥8,000（税抜）

疲れた現代人の心とお肌を

「face」から癒す…

それが、フェイスヒーリング

◆ スパトリートメントシリーズ（美容液などの商材）の浸透 ◆

〈美容効果〉

◆ 経絡・経穴を刺激する密着型のマッサージ ◆

〈癒し・リラックス効果〉

◆ たるんだ皮膚を強化する筋肉運動 ◆

〈リフトアップ＆アンチエイジング効果〉

◆ メリハリある手技で構成 ◆

〈心身に活力を与える・リフレッシュ効果〉

◆ 美容効果を最大限に引き出すマッサージ ◆

〈五感美容による心身の浄化〉

心身を浄化し、

美しさを

引き出す
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•シェル（2個）　
　サロン価格¥8,000（税抜）
•発熱剤（20回分）　
　〈STEP ONE〉
　 アルゲミネラルパウダー（40袋）　
　〈STEP TWO〉活性液（40袋）
　サロン価格¥20,000（税抜）

Hot Shell Healing
ホットシェルヒーリング

Spa treatment
Euphoria Oil
スパトリートメント　
ユーフォリアオイル

【オレンジラフィー油、スクワラン（鮫由来）】にマッサージによる幸福感をより
高める為の植物エキスを配合したHot Shell Healing をより効果的に体感
していただく為のオイルです。

厳選した２種類の海由来の美容オイル

Spa 
treatment 
Hot Shell
スパトリートメント　
ホットシェル

内容量500㎖　サロン価格￥8,000（税抜）

ホットシェルで

癒す

《 Hot  Shell  Healing について 》

心地良く温められたシェルを使用したボディトリートメントです。

ホットシェルの独特な感触・温感とハンドマッサージの融合が

ストレスや疲れによる筋肉の緊張を和らげて肉体と精神を

深いリラクゼーションへと導きます。

芯からリラックスすることで、なんともいえない解放感が

全身のエネルギーバランスを整えていきます。

また心地良く温められたシェルがリンパや血液の流れを促し、

セラピストの労力を助けてくれるので効率よく

トリートメントができます。

hot shell

treatment

for body
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Harvest Pack

Tea Tree
ザ・スパ  
ハーヴェストパック
ティートリー

Facial
White Mask
ザ・スパ
フェイシャルホワイトマスク

脂性肌とトラブルのあるお肌のためのパック。皮脂分泌を調整
し、お肌を浄化して毛穴を引き締めます。

　　　　
［浄化する働き］
ティートリーオイルが配合され、過剰な皮脂を吸収して、お肌を浄化しま
す。肌を修復する働きのある海泥に含まれる亜鉛には、皮脂分泌を調
整する働きがあります。また、柳の葉にはサリチル酸が含まれており、に
きびの跡を目立たなくします。

特 徴

Harvest Pack

Cinnamon
& Clove
ザ・スパ  ハーヴェストパック
シナモン＆クローブ 

Harvest Pack

Blueberry
ザ・スパ  ハーヴェストパック
ブルーベリー

Harvest Pack

Acerola
ザ・スパ  ハーヴェストパック
アセロラ

脂性肌～普通肌のためのスパイシーでエキゾチックな香りの
パック。天然成分がお肌を浄化し、バランスを整えます。

　　　　
［リラクゼーション］
香り高いシナモンとアニスを配合。すばらしい香りが安らぎと至福感を
もたらします。

［浄化する働き］
シナモンとクローブのエッセンシャルオイルに含まれるオイゲノールに
は、消毒・殺菌作用があることが科学的に証明されています。普通・混
合肌に対してすぐれた浄化作用を発揮します。

特 徴

敏感なお肌のためのパック。天然成分とピュアなビタミンCが
配合され、良循環を起こし、下がってほしくない部分や刻みたく
ないラインに働きかけてくれます。

　　　　
［良循環をあたえる働き］
ブルーベリーエキスに含まれるアントシアニンには、体を良循環にし、器
官を強化する働きがあります。

［刻みたくないラインへ］
ビタミンCとフラボノイドが、フリーラジカルを抑えて、細胞の老化を防ぎ
ます。

特 徴

お肌に栄養とうるおいを与え、しなやかに整えるパック。オリーブ
オイルに含まれるビタミンEとビタミンAがお肌を守り、フリーラジ
カルを抑えるとともに、肌表層面のバランスを整えます。また、疲
れや加齢に負けないお肌へと導きます。

　　　　
［リラクゼーション］
ラベンダーオイル・ローズマリーオイルの、さわやかな香りが心身をリラッ
クスさせてくれます。

［肌バランスを整える］
オリーブオイルに含まれるビタミン類が、お肌の気になるたるみを引き上
げ、深く刻まれるラインを効果的に防いでくれます。ピンと張ったライン
のないお肌に整えてくれます。

特 徴

ビタミンCを乾燥状態で配合することにより安定化させて、その
効果をあますところなく発揮できるようにしたパック。刻みたくな
いラインに効果的に働きかけます。

　　　　
［透き通るような透明感］
アセロラやアスコルビン酸の効果で、お肌を透き通るようなクリアな状
態に整えてくれます。くすんだ肌・血色の悪い肌などの方にお勧めで
す。

［たるみ・ラインの防止］
アセロラやアスコルビン酸が、お肌の成分（ヒアルロン酸・コラーゲン）
の元となり、肌のたるみや刻みたくないラインに効果的に働きかけ、ピン
とハリのある滑らかなお肌に整えてくれます。

特 徴

Harvest Pack

Lavender & 
Rosemary
ザ・スパ  ハーヴェストパックラベンダー＆ローズマリー

フェイシャルホワイトマスクは肌に輝きを与えるマスクです。マス
クは4種類の植物（クワの実、スクテラリアの根、ユキノシタ、ブド
ウ）より抽出したものを含み、水を混ぜるとペースト状になります。
マスクは数分で出来上がり、容易に剥ぎ取る事が出来ます。

内容量500g　サロン価格￥8,000（税抜）

Slimming
Body Pack
ザ・スパ
スリミングボディパック

Ice Slim
Leg Pack
ザ・スパ
アイススリム  レッグパック

アイススリムレッグパックはレッグケアの為の業務用海藻マス
クです。当パックは循環の問題により生じる脚の痛みや疲れを
軽減させるためのパックです。瞬間的な冷却作用とその継続
効果を持ちます。ミネラルの豊富な海藻ラミナリアを含みます。

内容量3kg　サロン価格￥25,000（税抜）

スリミングボディパックは痩身のために処方されたボディパック
です。業務用トリートメントに手軽に利用されており、シャワーや
浴室を必要としません。痩身作用で知られているカフェイン（ガ
ラナ）とヨード（ラミナリア）を含む、ひきしめ作用が高いマスクで
す。ローズマリーエッセンシャルオイルを含みます。

　　　　
［循環を良くする］
［ひきしめ作用］

効 用

内容量3kg　サロン価格￥17,000（税抜）

the spa Cosmetics Series
ザ・スパ コスメティクス シリーズ

01 02

04 0503 0302

01harvest 
pack

全5種NET1kg　
サロン価格￥12,000（税抜）
各種ハーブを配合した5種類の
フェイシャル用パックです。

ハーヴェストパック

natural 
treatment 
pack
ナチュラルトリートメントパック

　　　　
［お肌の透明感をアップさせる］
効 用

　　　　
［循環を良くする］
［リラックス］

効 用

サロンの為に
誕生した

プロフェッショナル
トリートメント
システム
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