月1回
LOHAS＊LOHAS
より
月会員プランは月に 1 度、最高 21,600 円までの特別コースを
定額(A. 9,800 円/B. 12,800 円)でケア＆メンテナンスが出来るお得なプランです。
月会費

適用

特典

月会員Ａ

9,800 円（税抜）

平日 17 時の
ご来店まで

月会員Ｂ

12,800 円（税抜）

土日祝日を含む
全営業時間

下記の表より
21,600 円迄の
コースが会員価
格でお受け頂け
ます。

入会金・登録料

入会金￥10,000(税抜)
登録料￥5,000(税抜)

全身ケア(循環促進)/凸凹セルライトケア
むくみ/固い脂肪ケア

痩身

通常価格￥15,120(ウエア代込)

インディバ＆マッサージ 80 分
リラクゼーション

じっくり内側から温め体質改善
通常価格￥17,280

セラピムボディ＆デトックスマッサー60 分
痩身

デトックス

通常価格￥12,960

ハーバルデトックスマッサージ 90 分
痩身

デトックス

通常価格￥21,600

アロママッサージ 90 分
リラクゼーション

通常価格￥14,580

オールハンド揉み解し(バンテージ＆遠赤外線ヒートマット発汗付)
毒素排出スッキリでむくみ解消＆全身疲労回復

疲労回復・美肌保湿・精油効果（食欲不振・不眠の改善 等）

ストレッチ・圧迫＆お顔・首のツボ押し フットバス付き

肌トラブル

ドクターズコスメ『エクスビアンス』を使用。ターンオーバー正常化
通常価格￥20,520

エイジングケア

通常価格￥13,500

小顔・リフトアップ

リラクゼーション

顔・首・肩の疲れ・コリ

フランス式顔筋マッサージ＆バンテージで徹底的にリフトアップ

トリプルバンテージリフト
通常価格￥16,200

フェイスライン・リフトアップ・保湿

天然石の『かっさプレート』で筋肉・経絡を深部からマッサージ

かっさフェイシャル
リラクゼーション

ホウレイ線・シワ・たるみを改善して弾力肌へ

お顔周りの筋肉を温め、ハリ・コリを解す！

ラフォス小顔フェイシャル

リラクゼーション

全ての肌・皮膚トラブル（毛穴・乾燥・シミ・シワ・ニキビ）

お顔周りの循環促進。コラーゲン生成を活性化

エンダモリフト

小顔

インナーマッスル強化で基礎代謝 UP/筋トレパフォーマンス UP

通常価格￥19,440

肌再生スキンバランスコース

小顔

ＥＭＳ美容機器による筋肉運動（トレーニング） ハンドで揉み解し

歪み改善 疲労回復 血行促進

リラクゼーション

エイジングケア

冷え改善 疲労回復(辛い肩こり・腰痛・生理痛) 内臓機能ＵＰ

極上オイルトリートメント フットバス付き

タイ古式 60 分＆経絡ゾーン 20 分×2 回

小顔

（予約 TEL:03-3311-8219）
目的・効果

エンダモロジー35 分

痩身

・月会費 2 ヶ月分
※ご本人様証明書
※現住所の分かるもの
※銀行印
※口座番号
（※スタジオ･岩盤浴会員様は不要）

※毎月お好きなコースをお選び頂けます♪●ボディケア ●フェイシャル

施術内容

手続き方法

通常価格￥11,880

顔・首のコリ シャープなフェイスライン

※全メニューご予約時間 5 分前のご来店をお願いしております。ご協力をお願い致します。
※上記コースは予告なく変更になることがございますので予めご了承ください。

月2回

【月額制エステ】

LOHAS＊LOHAS

月会員 2 回プランは月に 2 度、最高 43,200 円までの特別コースを
定額(A. 19,600 円/B. 22,800 円)で出来るお得なメンテナンスプランです。

より

内容が充実！痩身マシン・リラクゼーションとメニューが豊富です♪
月会費

適用

特典

月会員Ａ

19,600 円（税抜）

平日 17 時の
ご来店まで

月会員Ｂ

22,800 円（税抜）

土日祝日を含む
全営業時間

下記の表より
43,200 円迄の
コースが会員価格で
お受け頂けます。

入会金・登録料

手続き方法

入会金￥10,000(税抜)

※月会費 2 ヶ月分
※ご本人様証明書
※現住所の分かるもの
※銀行印※口座番号

登録料￥5,000(税抜)

（※スタジオ･岩盤浴会員様は不要）

※毎月お好きなコースをお選び頂けます♪●ボディケア ●フェイシャル

施術内容

回数

エンダモロジー45 分
痩身

2回
通常価格￥38,340(ウエア代込)

ラフォスプレミアム 60 分
痩身

デトックス

2回
通常価格￥38,880

インディバ 90 分
痩身

リラクゼーション

2回
通常価格￥38,880

セラピムボディ＆デトックスマッサー60 分
痩身

デトックス

デトックス

2回
通常価格￥29,160

タイ古式マッサージ＆経絡ゾーン 80 分
リラクゼーション

エイジングケア

1回
通常価格￥36,720

肌再生スキンバランスコース
エイジングケア

肌トラブル

2回
通常価格￥41,040

ダイレクトパフォーマンスフェイシャル
エイジングケア

リラクゼーション

2回
通常価格￥34,560

エンダモスーパーリフト
エイジングケア

2回
通常価格￥33,480

トリプルバンテージリフト
小顔

リラクゼーション

2回
通常価格￥32,400

かっさフェイシャル
小顔

リラクゼーション

2回

通常価格￥38,880

ラフォス小顔フェイシャル
小顔

4回

通常価格￥38,880

サーモフェイシャル
小顔

2回

通常価格￥43,200

アロママッサージ 90 分
リラクゼーション

2回

通常価格￥25,920

ハーバルデトックスマッサージ 90 分
痩身

（予約 TEL:03-3311-8219）
目的・効果

2回
通常価格￥23,760

全身ケア(循環促進)/凸凹セルライトケア
むくみ/固い脂肪ケア

高周波温熱機器で確実な深部加温。中から温め代謝 UP！
サイズダウン 筋肉のハリ セルライト 冷えた脂肪

じっくり内側から温め体質改善
冷え改善 疲労回復(辛い肩こり・腰痛・生理痛) 内臓機能ＵＰ

ＥＭＳ美容機器による筋肉運動（トレーニング） ハンドで揉み解し
インナーマッスル強化で基礎代謝 UP/筋トレパフォーマンス UP

オールハンド揉み解し(バンテージ＆遠赤外線ヒートマット発汗付)
毒素排出スッキリでむくみ解消＆全身疲労回復

極上オイルトリートメント フットバス付き
疲労回復 美肌保湿・精油効果（食欲不振・不眠の改善 等）

ストレッチ 圧迫 ツボ押し フットバス付き
歪み改善 疲労回復 血行促進

顔痩せ！

究極の小顔 脂肪溶解＆皮膚引き締め

たるみ 余分な脂肪すっきり！フェイスライン・リフトアップ

ドクターズコスメ『エクスビアンス』を使用。ターンオーバー正常化
全ての肌・皮膚トラブル（毛穴・乾燥・シミ・シワ・ニキビ）

24 時間じっくり浸透

ピュアレチノール点滴システム♪

保湿 ホウレイ線 たるみ毛穴 くすみ

お顔周りの筋肉を温め、ハリ・コリを解す！
小顔

リフトアップ

顔・首・肩の疲れ・コリ

お顔周りの循環促進・コラーゲン生成を活性化

筋肉とリンパのマッサージ付

ホウレイ線・シワ・たるみを改善して弾力肌へ

フランス式顔筋マッサージ＆バンテージで徹底的にリフトアップ
フェイスライン リフトアップ 保湿

天然石の『かっさプレート』で筋肉・経絡を深部からマッサージ
顔・首のコリ シャープなフェイスライン

※全メニューご予約時間 5 分前のご来店をお願いしております。ご協力をお願い致します。
※上記コースは予告なく変更になることがございますので予めご了承ください。

