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コルポ

日本唯一の LED コラーゲンマシン

全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

マシンの中で寝ているだけで全身エステが可能！
633nmの可視光線を出す良質な赤色 LEDが全身を包み込み、
お肌のハリ艶を実感していただけます。

LIGHT CARE



塗るボトックスと呼ばれる程、
コラーゲン生成に特化したジェル。
※ジェルを使わなくてもご使用
いただけます。（P9参照）

設置参考例：６畳（内開き扉）

コルポ化粧品
（コルポジェル）

100ml ●定　　価：￥3,800
●サロン価：￥2,280

1000ml　●定　　価：￥20,000
●サロン価：￥11,000
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(mm)

S=1/30

エイジングケアメインの方
週に 2・3回を 4週間続けてください

他のエステメニューや、
化粧品の効果、持ちをアップしたい方
週に 1・２回を適度に続けてください

リフレッシュやリラクゼーション目的の方
疲れたときにご利用ください

使用頻度はお客様のご希望によって決定できます
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定価：￥450,000　●サロン価：￥315,000

バイオプトロン 2用 
卓上スタンド
定　　価：￥36,000　
サロン価：￥25,200

バイオプトロン 2用 
スタンド
定　　価：￥58,000
サロン価：￥40,600
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バイオプトロン
全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

全身美容「美と健康の光」

お腹へ20～30分照射
すると便秘の解消にも・・。メイク前に照射すれば

ファンデーションが
すべるようにのります。

足の裏へ照射すると
全身の代謝UP！！

体内時計を光でリセット
生活リズムが整います。

頭部へ照射すると
頭皮がほぐれ髪は
サラサラに・・。

目元の疲労回復、
エイジングケアに・・。

トリートメント部位の汚れや
メイク・脂分を取り除きます。

トリートメント部位に
水分と酸素を補給するため、
スウォッツをスプレーします。

タイマーを設定します。
目安は1カ所4-10分です。

STARTボタンを押して照射
します。途中で何度か、
スウォッツをスプレーします。

ライトを肌から約30cm 離し
部位に対して90℃の角度で
照射します。

紫外線 近赤外線可視光線
380nm 750nm

BIOPTRON 波長 480nm̃3400nm

LIGHT CARE



バイオプトロン プロ 1用 スタンド
定　　価：￥28,000
サロン価：￥19,600

定価：￥418,000　●サロン価：￥292,600

定価：￥135,000　●サロン価：￥94,500

●定価：￥90,000　●サロン価：￥63,000

定価：￥68,000　●サロン価：￥47,600

バイオプトロンユースロン用
卓上スタンド
定　　価：￥7,800
サロン価：￥5,460

バイオプトロンユースロン用 
スタンド
定　　価：￥16,000
サロン価：￥11,200
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卓上の中型タイプ。ヘッドが自由自在に動くので、
ストレスを感じずに光を浴びていただけます。
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全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

紫外線 近赤外線可視光線
380nm 750nm

Fine Lite Red 波長 633nm
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ファインライトレッド

肌の弾力と潤いにはLiteFine- Red

波　　　　長　　　633nm （可視光線）

光　　　　色　　　赤色

ターゲット コラーゲン、 エラスチン、 水分など

【  R e d ト リ ー ト メ ン ト 例  】

レッドはこんな肌の悩みに適しています。

1 ストレスによる肌荒れ

柔らかくスベスベした感触が欲しい

くすみのない透明感のある肌になりたい

乾燥ジワやざらつきのない肌になりたい

キメの細かいスムースな肌になりたい

もちもちとふっくらした肌になりたい

2

3

4

5

6

【  R e d ＋ P l u s ト リ ー ト メ ン ト 例  】

▶ ▶

▶ ▶

クレンジング
洗顔

クレンジング
洗顔

鎮静パック
おしあげ

LIGHT CARE
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全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

Fine Lite Plus 波長 830nm

紫外線 近赤外線可視光線
380nm 750nm

ファインライトプラス

肌のたるみケアにはLiteFine- Plus

【  P l u s ト リ ー ト メ ン ト 例  】 波　　　　長　　　830nm （近赤外線）

光　　　　色　　　無色

ターゲット 筋肉、 脂肪など

プラスはこんな肌の悩みに適しています。

1 たるみのない引き締まったフェイスラインになりたい

深く入ってしまったシワを軽減したい

若々しく見えるお肌をつくりたい

トーンの整った均一な肌色になりたい

顔のコリをほぐしたい

疲れを感じる肌の集中ケアをしたい

2

3

4

5

6

▶

▶ ▶

クレンジング
洗顔

鎮静パック
おしあげ

鎮静パック ・ おしあげ
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全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー
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アラビーム

3種のLEDで光マスクトリートメント

アンチエイジング効果が期待できる光！
ハリ・ツヤをUPさせたい方にオススメ。

デトックス効果が期待できる光！
くすみがちなお肌の方にオススメ。

年齢肌向け

オイリー肌向け

混合肌向け

鎮静効果が期待できる光！
ピーリング後や炎症部分を落ち着
かせたい方にオススメ。

AlaBeam

バイオ 2ライト

悩みによって色を選べる
総合フェイシャルLEDケア

赤色・青色・近赤外線の 3種類の LEDを使用したマスク型の
光トリートメントマシンです。寝ながら、手軽にお悩み肌別の
トリートメントが可能です。センソールマスク（P9）と併用
することでより効果的にトリートメントできます。

アラビーム

バイオ2ライト

赤色＋近赤外線

Mode.1

青色＋近赤外線

Mode.2

赤色＋青色＋近赤外線

Mode.3

●サ イ ズ：W300×Ｄ250×Ｈ200

●質　　量：25kg

●消費電力：20W

●定　　価：88,000

●サロン価：66,000

●サ イ ズ：W330×Ｄ400×Ｈ370

●質　　量：3kg

●消費電力：最大 15W

●サロン価：￥360,000

ドームの内側には 4色（レッド、オレンジ、グリーン、
ブルー）のLEDを搭載、お肌や頭皮の状態によって点灯
させる組み合わせも変更できるので、どんな方にもご使
用できます。

OXY JET LEOCOOL（P12）との併用も可能。

光と組み合わせて高濃度酸素を吸入することで

より効果的にトリートメント。
■ レッド 620nm ■ オレンジ 600nm

■ グリーン 530nm ■ ブルー　 470nm

首
、顔
、頭
皮
ま
で
一
度
に
ケ
ア
で
き
る

総
合
フ
ェ
イ
シ
ャ
ル
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ケ
ア
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630mn

630mn

830mn

415mn 830mn

415mn 830mn



100ml 

●定　　価：￥3,800

●サロン価：￥2,280

1000ml

●定　　価：￥20,000　

●サロン価：￥11,000

全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー 全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー
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スウォッツ

スイスの大自然から生まれた
高濃度酸素水ミスト

センソールマスク コルポジェル

肌が求める水分を
ムラなくお届け

顔、髪、体につかえる
コラーゲンジェル

センソールマスク

スイスの山地から湧き出る「100％ピュアな天然水」に
純粋な酸素を高圧注入。ナチュラル製法で肌質を選ばず
赤ちゃんにもお使いいただけます。酸素をたっぷり含ん
だミクロな粒子が瞬時にお肌を潤わせ、ゆっくりと浸透
し、ひきしめます。

スウォッツ

コルポジェル
全身に眠るコラーゲンを、
最大限に引き出してくれる
コラーゲン生成ジェルです。

スウォッツ 300ml

●容　　量：300ml

●定　　価：￥1,800　　●サロン価：￥1,170

スウォッツ 50ml

●容　　量：50ml

●定　　価：￥600 ●サロン価：￥480

サクシニルアテロ
コラーゲン

アセチルヘキサ
ペプチド

フラーレン ヒアルロン酸

ボタンエキス
フユボダイジュ花

エキス

アルニカ花エキス
アルテア根花

エキス

●容　　量：6 枚 

●定　　価：￥4,800

●サロン価：￥2,400

NMFの増加、潤いキー
プ、毛穴を引き締める、
Phバランスを整える効
果が望めます。

「ガンマ - ポリグルタミン酸」は
バイオ技術によって納豆のネバ
ネバ成分から抽出された「アミ
ノ酸の一種」で、他にはない保
湿力を可能にしました。

γ-PGA
ガンマ -ポリグルタミン酸
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全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

肌理論に基づき、フェイシャルではピーリングからリフト
アップ。ボディではピーリングから引き締めまでを一台で
行える総合美容機器です。

サロン様の声からうまれた
トータルビューティーマシン

ドクタースキン

10

FACIAL



11

有効成分
・ダマスクバラ花水
・グルタミン酸
・トウキンセンカ花エキス
・セイヨウトチノキ種子エキス

有効成分
・サラブレッドプラセンタエキス
・グレープフルーツ果実エキス
・リンゴ果実エキス
・ナツメ果実エキス

20…ボディ、　30…普通肌、　40…敏感肌

有効成分
・ペプムド
・水溶性コラーゲン
・ヒアルロン酸NG
・グリチルリチン酸 2k

FA
CI
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全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

針を使わない酸素美容法

エステ先進国ドイツの技術を駆使した最新のエステティック
機器。肌に心地よい圧力で高濃度酸素と美容成分をお肌に効
率よく届けます。

12

オキシジェットレオクール

酸素圧による心地よいリズミカ
ルなマッサージ効果を、お顔の
みならず、デコルテ・ボディに
もご使用いただけます。

付属品（サロン価）

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾

❶ ノズルヘッド（大）........................... \7,500
❷ ノズルヘッド（特大） ....................... \8,600
❸ ノズルヘッド（ウルトラ） ............... \10,500
❹ ノズルヘッド（クール用） ................. \7,500
❺ フィルター（5枚入）......................... \5,800

❻ O2チューブ..................................... \1,000
❼ 吸引マスク ...................................... \2,300
❽ スプレーガン用チューブ ................... \6,900
❾ 内部フィルター................................ \1,800

FACIAL

1,200,000
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OXY JET LEO cool トリートメントの流れ

STEP1. ピュア酸素注入

高濃度の酸素と美容成分を心地よい圧力で
肌深部まで注入します。

TEP2. ピュア酸素クーリング

高濃度の酸素と美容液によりお肌を冷却し、
STEP1 で注入した美容成分を定着させます。

STEP3. マイクロミストスプレー

酸素と化粧水をマイクロミストにしてスプレー。
美容成分を更に活性化します。

STEP4. ピュア酸素吸入 ( アロマ )

酸素トリートメント後の肌を落ち着かせます。
パックと同時に、吸引マスクで酸素補給を行います。

STEP5. マイクロミストスプレー

酸素と化粧水をマイクロミストにしてスプレー。
マスク後の肌をみずみずしく。

STEP6. ピュア酸素マッサージ

スプレーガンでピュア酸素マッサージ。
肌本来の潤いとイキイキとした滑らかな仕上がりを実感。

30min

5min

2min

15min

2min

5min

TOTAL 60min

❶ ビューティトックスウルトラ（20ml） .................\20,000（サロン価）

❷ ビューティトックスリップブースター（20ml） .....\14,000（サロン価）

❸ アイゾーンコンセントレート（20ml） ...................\4,800（サロン価）

❹ ヴォリュームコンセントレート（4ml×20本） ........\9,800（サロン価）

❺ ライトコンセントレート（4ml×20本）.................. \9,800（サロン価）

❻ オキシフルイド（化粧水）（150ml） .................... \8,000（サロン価）

❼ クールモイスチャーマスク（500ml） .................. \19,400（サロン価）

❶ ❷ ❻❸
❹ ❺

❼

FA
CI
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Made in China
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全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

キャビプレミアム

不快音がしないキャビテーションと
心地よい温かさで相乗効果

キャビテーションでは珍しく、不快音が一切しない
技術を搭載。特殊な周波数を使用することにより、
凸凹肌や、気になる脂肪に働きかけ、メリハリのあ
るスリムボディへと導きます。

BODY
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キャビジェル
●容　　量：780g

●サロン価：￥2,200

キャビプレミアムの効果を
最大限に高めるための痩身ジェル。

キャビプレミアムをご使用いただくと

キャビプレミアムの特徴

軽く刷り込むように塗るだけで、蓄積された水分や老廃物に働きかけ、

ボディを引き締めます。スムーズにトリートメントできるように設計さ

れた、ジェルタイプ。ベトつかず、サラっとしているので、1年中快適

にご使用いただけます。植物性由来の有効成分をふんだんに配合し、香

りにはブルガリアローズ水を使用しています。

特殊な周波数を体外から与えることで、脂肪細胞のみに作用する、効果的なマイクロバブルを連続
して発生させ、弾けさせます。この作用によって女性特有の凸凹肌や気になる部分の贅肉に働きか
け、メリハリのあるなめらかな美ボディへと導くとともに、振動効果と温熱効果で新陳代謝を良く
し、痩せやすい体質へと導きます。

脂肪細胞に効果的な
周波数を照射し、振
動させます。

振動させることにより、
マイクロバブルを発生
させ弾けさせることで
脂肪細胞を分解します。

※機器使用の際はキャビテーション専用ジェルを必ずご使用ください。
尚、使用しない際の機器効果の保証はできません。

①

②

脂肪細胞自体に働きかけ
ることにより、サイズ
ダウンを行いリバウンド
しにくい体へと導きます。

③

不快音なし !! 簡単な操作 !!温かい体感 !!

全身ケア可能 コンパクトサイズ 施術方法シンプル

レスペデザエキス・ウルバラクツカエキス・コンブレタムミクラン葉エ
キスを混合した植物エキスで、分解の働きを活性化し、ボディラインの
気になる部分に効果的に働きかけます。

マテ茶葉エキス・コーヒー種子エキスを混合した２つの異なったメカニ
ズムをもつ植物エキスの相乗効果が、分解作用を促進します。

グラウシンが主成分。グラウシンはカルシウムの流れを調節し、分解作
用を促進する多機能分子で、燃焼しにくい脂肪に強力に働きかけます。

BO
DY



S. . . . . 二の腕、ふくらはぎ
M . . . . ふくらはぎ、太もも、二の腕
L. . . . . お腹回り、ヒップ、太もも

全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

4つのトリートメントモード搭載の
スタイリッシュな中周波EMS

中周波による多彩なプログラムで筋肉のバランスを
整え、理想のボディラインに近づくことができる、
EMS機器です。

16

シェイプ

● インナーマッスルとアウターマッスルにアタックして
リバウンドしにくい身体づくり

● 腹部に 10分あてるだけで約 300回分の腹筋効果

BODY



全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

\6,000 \4,800

\8,200 \6,200

\5,900 \5,700

\6,700 \8,000

\6,000 \7,000

\6,200

サロン価 サロン価

サロン価 サロン価

サロン価 サロン価

サロン価 サロン価

サロン価 サロン価

サロン価 サロン価

\5,500

世界で長く愛され、シデスコ認定の美容パーカッシ
ョン（ヘッドを回転させずに振動波を発生）機器で
す。独自の動きにより安全性を保ちながら力強い振
動によりボディの不調・コリへアプローチします。

ポリウレタンのスポンジでできており
脚や腕、背中など多様に用いられ、全
身の血行を促進するために使います。

主に太ももや背中、肩、尻部などの筋
肉の深部マッサージに用いられる。強
力な圧迫でスポーツ選手などの硬直し
た筋肉を和らげます。

腹部の周りや背中などに筋肉の緩和の
ために使用します。また四肢の循環を
刺激するために、足の裏や手に用いら
れます。

手技でいう指圧の同じ働きで、極度の
筋肉痛に対して集中刺激を与えること
により、素早く痛みや緊張をほぐしま
す。

人気のあるアプリケーターで、背中や
腰、脚などに用いられ、振動や緩和な
叩打が得られます。

#210、212、230（スポンジアプリケ
ーター）に装着するカバー。すり減り
や破損を予防し、汚さずにローション
などを使用することができます。

使用箇所は＃216とほぼ同じですが
より特定部位を手入れしたい場合や、
頭部、背中をマッサージする時に、背
柱にまたがって作動するのでより効
果的です。

＃227より広い部位に用いられます。
柔らかく深部へ働きかけます。

老化物質を除去したり、脂肪を柔らか
くするために使用します。

表面はゴムでできており、全身に用
いられます。全身のリラクゼーショ
ンに。

ポリウレタンのスポンジでできており
子供やお年寄り、または神経の過敏な
部位に用いられます。柔らかい素材の
ため、デリケートな部位に優しく、当
たりが良いのが特徴です。頭部、顔に
も使用できます。

主に、凝り固まった凸凹脂肪の多い
部分に使用します。また筋肉の浅い
部分に働きかけることができます。

全身の硬くなった筋肉・筋膜
リンパ・血行へアプローチ
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セルテック G5

＃212 ＃216

＃217 ＃227

＃230

＃222 ＃223

＃225 ＃229

＃210 ＃215

※

初
回
付
属
品

※

オ
プ
シ
ョ
ン

BO
DY

#235(#212用カバー )
#236(#230用カバー )



全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

最先端技術の
ディープクレンジングシステム
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ジェットクリアー

【特徴】
汚れ、洗浄、消毒、防臭作用
フェイシャル、スカルプ兼用

500ml  ￥1,500（サロン価）

【目安】
1パーツ　　約 25回分～
2パーツ　　約 16回分～

J Cウォーター（茶エキス入り）

1

FACE HEAD



全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

No.1
No.2
No.3

スビスピスリー
場所をとらないスタイリッシュなデザイン。フェイ
シャルサロンに必要な 4機能搭載型スチーマー。

スチーマー、バキューム、スプレー、
イオン導入がついた総合美顔器

19

スビスピスリー

シンプルで使いやすい
美顔スチーマー単体機

エージーミスト 707

●サイズ： W450×D450×H1540mm
●質　量： 26kg
●消費電力： 1000W
●サロン価： ￥180,000

Made in Taiwan

特徴
バキューム

スプレー

イオン導入

施術部位に合わせてガラス管の変更可能。
ストレート ⇒ 毛穴向け
アクネ ⇒ ニキビ肌向け
リンクル　 ⇒ リフトアップ

お好みの化粧水を、スプレーボトルに入れ、
霧状にして噴射します。ミスト状にするこ
ともできるので、さらに肌を引き締め、よ
りフレッシュなお肌にしてくれます。

微弱電流を使い、毛穴洗浄を行うことで化
粧品をより浸透させてくれます。

ストレ〡ト

No.1

アクネ

No.2

リンクル

No.3

AGMIST-707

FA
CE

 H
EA

D



ALIEL601 SH-44808

Made in Taiwan

Made in Taiwan

全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー 全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

アリエル 601 SH-44808

電動ベッド 電動ベッド

頭部、足先部も取り外し可能
な使い勝手の良い電動ベッド
です。フェイシャルサロンか
らボディサロンまで幅広く対
応できます。

ボディサロン様向けで
長めサイズの電動ベッ
ドです。

まるでゆりかごで寝ているようなふんわりとした “極上” の
寝心地を実現。
フェイシャルサロンから、ネイルサロン、アイラッシュサロ
ンまで、すべてのサロンに対応できます。

※ 送料 P31 参照

※ 送料 P31 参照

※ 送料 P31 参照
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EURICA-5A 超ロングセラーのゆりかごベッド

ユリカ 5A

Made in Taiwan
FACE HEAD

OTHER



Made in Taiwan

NEW

全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

世界基準の空気清浄能力で粉塵を吸着し、空間を本格的に脱
臭し、洗浄します。

フルポイントプロ

●サ イ ズ　：W305mm×D165mm×H350mm

●質　　量　：3.2kg

●電　　力　：2.5W ～ 37W

●適用床面積：～ 11 畳

●サロン価　：\19,800

※1/ 試験機関 （財） 日本食品分析センター、 発行番号 ： 506050648-0 号

※2/ 試験機関 （財） 化学物質評価研究機構、 発行番号 ： 182-17-03-21

※1

※1

※2

付属品

・HEPA フィルター（1 枚）

・風触媒活性炭フィルター（2 枚）

・SCAT フィルター（10 枚入り）　 サロン価 \11,500

花粉 細菌

カビ PM2.5

ネイルサロン粉塵 汗臭

カラー剤臭 室内粉塵

業界初 !!「風触媒」搭載の
空気清浄機
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フルポイントプロ

Fullpoint-Pro

業界初 !!「風触媒」とは

Fullpoint-Pro は

風触媒により、有害物質の無害化が繰り返されます。
活性炭フィルターと SCAT フィルター（ACF）に触媒
成分をコーティング。空気中の酸素や水分に反応し
続けます。たえず空気とふれあうことで、洗浄機能
を最大限に発揮し継続することが可能になりました。

・活性炭フィルターと ACF のダブル仕様
・有害物質の吸着スピードが速い
・ホルムアルデヒド基準値をクリア
・アンモニア除去に強い

OT
HE

R

サロン価 \5,200｝



NEW

全身　 フェイシャル　　　ボディ　　 バスト　　 ヘアー

レモンが配合されていない為、アレルギー性敏感肌の方でも
使用できます。
All age All skin 向けシュガーペーストです。

※ 技術講習をご希望の方は本社までお問い合わせください。スパチュラを使った独自技術を
採用することで 1度に使用する量を大幅に減らせます。

シュガーペースト

【 関連商品 】

【 施術箇所 】

●容　　量：400g

●種　　類：エクストラ、ストロング、ソフト

あたため可 ハンドでの使用可常温可 ストリップでの使用可
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100％自然素材

シュガーペースト

paste

イタリア産100％自然素材の
砂糖を使用。

sugar
イタリアの地で採れたトウモ
ロコシ原料の自然の恵みから
生まれたコンスターチ。

corn starch
ミネラル豊富なイタリアの水
を使用。

water

フェイシャル デリケートゾーンボディ

「安心」「安全」な 100％自然素材のペイストとスパチュラを使用する

ムダ毛処理方法。

日本初！スパチュラ技術

パウダーノーマル

パウダーメントール

●容　　量：500ml●容　　量：150g

スローグロウ
アフタークリーム

OTHER

or
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Home Use
ホームユース

エステサロン様で使用されてるものを
ご家庭でご使用ください

世界で唯一の回転式フェイ
シャル温熱美顔器です。

赤色、近赤外線 LED搭載
の 3面鏡タイプの卓上美
顔器です。

オゾンとイオンの相乗効
果によって肌に潤いとツ
ヤを与えます。

WAX脱毛後の肌をやわらかくケアし
色素沈着を予防するペーストです。

VISS RF

●定　　価：オープン

●サロン価：￥32,000

コルポ プチ

●定　　価：\128,000

●サロン価：\50,000

AG エアー

●定　　価：￥14,000

●サロン価：￥9,800

オイルフリー
アフターローション

●内  容  量：100ml

●内  容  量：500ml

●内  容  量：500ml

スローグロー
アフタークリーム

●内  容  量：250ml

　

シュガーバニラ
フォーム

●内  容  量：400ml

イングロウヘアーペースト

●内  容  量：30g

WAX脱毛後の肌をやわらかくケアし
色素沈着を予防するローションです。

WAX脱毛の施術前に使
用していただけるフォ―
ムです。

WAX脱毛後の開いた毛
穴をケアするアフターク
リームです。

保湿力に優れ、脱毛後に
敏感になった肌状態を整
えます。オイルフリーな
のでさらっとした使い心
地です。

イングロウヘアーローション

●内  容  量：100g

業務用機器・家庭用機器・化粧品ご対応できます。OEM

OT
HE

R
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カスマラ

種類

全11種類。主成分にプラス

して、肌質や肌悩みにあわせ

た成分を配合しています。

1剤と2剤をボウルにいれ、スパ

チュラを使って30秒～60秒ぐら

いしっかりと混ぜ合わせます。

7分程でかたまりますので、その間

に首・顔・目・口の上に塗布して

いきます。

20分間放置し、上から一度にはが

します。

成分

全ての成分に褐藻成分が入っ

ており、保湿や肌の修復へ

アプローチします。

温度

肌表面にのせると、表面温度

を5～ 6℃下げてくれるます。

療法

モイストヒーリング療法を取

り入れており、治療力を高め

ます。

密着

しっかりと肌に密着し、真空

状態をつくり美容成分を閉じ

こめます。

重さ

他のマスクよりも重みがあり

リンパと血行の流れを促進し

ます。

手間

1剤と 2剤を混ぜるだけ。い

つでもベストな状態で使えま

す。

【 CASMARA使用方法 】
CASM

ARA

O
XY

 J
ET

 L
EO

 C
O

O
L 
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G
H

T

です



《美容液（セラム）》
・クコ果実エキス
・マカデミアナッツ
オイル

・ハチミツエキス

《クリーム》
・アボカドオイル
・クコ果実エキス
・シアバター

《クリーム》
・アボカドオイル
・クコ果実オイル
・シアバター
・ハチミツエキス

定　　価：￥7,800
サロン価：￥4,680

定　　価：￥6,800
サロン価：￥4,080

定　　価：￥6,800
サロン価：￥4,080

サロン価：￥4,000

定　　価：￥7,000
サロン価：￥3,500

定　　価：￥4,000
サロン価：￥2,000

サロン価：￥4,000 サロン価：￥4,000サロン価：￥4,000

定　　価：￥10,500
サロン価：￥6,500

定　　価：￥12,000
サロン価：￥8,000

定　　価：￥10,000
サロン価：￥6,000

ホームユース

Step1

クレンジング
洗顔

全ての肌タイプに対応。美白・抗酸化効果の高い
GOJIエキス配合で、汚れを取り除くと同時に栄
養を与えます。またアボカドオイル配合なので、
つっぱることなくっしっとり洗いあげます。
ポイントメイク・クレンジング・洗顔をこの一本で。

アルジルリンなどの特許取得成分を高濃度に配合した
目元のための専用クリーム。栄養を補給し、年齢によ
るシワやたるみ、クマやくすみなどの疲れが出やすい
目元に、ハリと輝きをもたらします。

エイジングケアに大切な
ビタミンA・C・Eを含む
ゼニアオイエキス配合。
アラニンなどのアミノ酸
を補給します。

ヒアルロン酸を配合した、
軽い着け心地のジェルクリ
ーム。つけた後はお肌に溶
け込むようにスーっと馴染
みます。
オイリー肌・混合肌向け。

栄養豊富なアボカドオイル
を配合したマッサージクリ
ーム。乾燥から肌を守り、
角質を正常に保ちます。

アボカドオイルやスクワラ
ンを配合した、一番しっと
りタイプのマッサージクリ
ーム。潤いと栄養分を補給
します。
　乾燥肌・年齢肌に。

グリシンなどの複数のアミ
ノ酸を配合し、たっぷりの
潤いを奥深くまで届け、キ
メを整えます。

肌の赤みや荒れを和らげる
甘草エキスやクロイダルオ
ートミール
アラニンなどのアミノ酸
を補給します。美容液

シワ専用
クリーム

クリーム

マスク

Step2

Step3

Step4

Step5
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ホーム
ユース

Step6
【 おしあげ】

２

ALGAE ORIGINAL PEEL OF MASK

GOJI コンプレックス ハイドロ GOJI ニュートリ GOJI
オールスキン 普通肌 ・ 混合肌 乾燥肌

CA
SM

AR
A



サロン価
￥6,400

サロン価
￥6,200

サロン価
￥9,500

サロン価
￥6,200

サロン価
￥6,400

サロン価
￥6,400

1箱10回分入

サロン価
￥6,200

サロン価
￥5,900

サロン価
￥5,200

サロン価￥8,500

サロン価
￥5,900

26

ホット
シナモンエキス配合ホットマスク

CASM
ARA
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ゴールド・ゴジ

エイジングケア
ライトグリーン・ブロンズ

たるみ・むくみ

オレンジ・ライトグリーン

ニキビ・毛穴
オレンジ・ピンク

高保湿
グリーン・ブラック・ホワイト

シミ・シワ

グリーン・ブラック

鎮静・冷却

バイオレット・ピンク

敏感肌・季節の変わり目
アクアブルー

ダメージ肌・日焼け

マスク

CA
SM

AR
A
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ゴジとはクコの実のことで、チベットなどの厳しい気候の中を生き抜くスーパー

フルーツです。中国では古くから伝統的に不老長寿の妙薬として使用されてきま

した。必須ビタミンや 21種類のアミノ酸、肌を日焼けのダメージから守るβ-カ

ロテンなど豊富な栄養成分を含んでおり、「美白作用」や「抗酸化作用」に非常

に優れています。

オーシャンミラクルトリートメントキットは、国際有機認定機関エコサート認証

の 100％天然の海洋成分と、最新の肌サイエンスの研究から生まれた国際特許取

得成分を配合。パラペン・シリコンフリー。また、世界初のイオン性フェイシャ

ルマスクにより、海洋成分をさらに肌深部まで届けます。

肌の若返りにスポットを当てた最前線の研究調査から生まれた最新の有効成分を

配合した効果抜群のトリートメントです。

スペシャルライン

肌土台づくり

●サロン価：￥4,800（2 回分）

ゴジトリートメントキット

乾燥・敏感肌

●サロン価：￥5,800（2 回分）

オーシャンミラクルトリートメントキット

エイジングケア

●サロン価：￥5,800（2 回分）

ブロンズトリートメントキット

CASM
ARA

Step1
CLEANSING
クレンジング

Step2
AMPOULE
美容液

Step3
SERUM+CREAM
セラム +クリーム

Step4 Step5
ESSENCIAL CREAM
仕上げクリーム

PEEL OF MASK
GOJI マスク

美白・抗酸化作用
に優れるGOJI エキ
スや角質を柔軟に
するアボガドオイ
ル配合で、しっと
り洗いあげます。
優しくマッサージ
するようにクレン
ジングを行います。

GOJI 濃縮エキスと、
ハリ弾力に欠かせ
ないエラスチンや
アミノ酸コラーゲ
ン配合の美容液。
適度なマッサージ
を行いながら十分
に浸透させます。

GOJI エキスとア
ボガドオイルを
配合の仕上げ用
クリーム。艶や
かなお肌に仕上
げます。余った
クリームはお客
様にお持ち帰り
いただけます。

GOJI エキスと、保湿効
果に優れるはちみつエ
キスやマカダミアオイ
ルを配合したセラムと、
保湿効果が高く栄養価
の高いアボガドオイル
配合のクリームを混ぜ
合わせてODT をし、成
分を更に閉じ込めます。

抗酸化・美白
作用に優れる
GOJI エキスと、
キノアを配合
したアルゲマ
スク。
塗布した栄養
分をさらに浸
透させ、お肌
を引き締めま
す。

Step1

PEELING
ピーリング

Step2

AMPOULE
美容液

Step3
SERUM
セラム

Step4 Step6Step5
SERUM
お仕上げ

CREAM
クリーム

PEEL OFF
MASK
マスク



GOLD

肌活力UP

GOJI

透明感up
エイジングケア

LIGHT GREEN

リフトアップ

VIOLET

高保湿・敏感肌

AQUA BULE

ダメージ肌

BLACK

オイリー肌
混合肌

【オイリー肌・テカリ防止】
不活性になっている肌の
代謝を高めます。優しく
汚れを吸着してくれるカ
オリン配合で、ニキビや
吹き出物のできにくい健
やかな肌へと導きます。
男性にもおすすめ。

高保湿・乾燥肌向け。
ゼニアオイエキス配合で、
ダメージを受けてトラブ
ルを抱えたお肌を優しく
ケアします。肌に出やす
い方におすすめです。

【肌活力up・エナジーチャージ】
貴重な純金(24K) パウダー
を配合し、お肌の引き締めと
活性化をはかります。水分
バランスを整え、弱った肌
のバリア機能を強化。

クコの実リジュビネーシ
ョン希少なチベット産の
GOJI（クコの実）エキス
をたっぷり配合し、協力
な抗酸化作用でお肌の若
返りのはかります。フレ
ッシュな香りで極上のエ
イジングケアを。

【引き締め・保湿】
ヒマシ油とホホバ種子油
を配合し、肌の潤いとハリ
感を演出。肌の弾力性を高
めることでキメを整え、ピ
ンとしたハリ感を取り戻し
てリフトアップ効果も。

ORANGE

くすみ肌
乾燥肌向け

【潤いチャージ】
くすみ肌・乾燥肌向け。
オレンジとセリ科のディル
に含まれるビタミンCのダ
ブルアプローチ。コエンザ
イムQ10も配合し、果物の
ようにフレッシュでみずみ
ずしいお肌に。

SILVER

年齢肌
乾燥肌向け

【ハリ感・ツヤ感UP】
年齢肌・乾燥肌向け。
シアバターなど植物由来
の保湿成分で、エイジン
グサインの出やすい部分
をケア。パール配合で、
ハリ感・ツヤ感をもたら
し、女性らしくふっくら
とした輝かしい肌に。

肌鎮静・ダメージ肌向け肌
を落ち着かせるアロインを
含み、 透明感を出ししっと
りなめらかな肌質感へと仕
上げます。

シルバー /オレンジ /アクアブルー /ゴジ /ライトグリーン /ゴールド /ブラック /バイオレットの全 8種

定価：各￥1,500　サロン価：各￥1,200

カスマラマスクのホームユースが登場しました。
ご家庭でも気軽にカスマラマスクをお楽しみいた
だけます。

CASMARA
ホームユース

マスクボトル 紹介動画
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の場合は、

（通常ルート便）

※引越便業者が設置場所まで運び、

開梱・梱包材の引き取りを行います。

※荷降ろしのお手伝いをお願いいたします。

コルポ

アリエル 601

SH-44808

ユリカ 5A

一回の購入総額がサロン価３万円未満の場合

一回の購入総額がサロン価３万円以上の場合

＜600 円＞

＜無料＞

自社スタッフ組立・設置 ＜無料＞

引越便利用 ＜22,000 円 / 台＞

引越便利用 ＜58,000 円 / 台＞

引越便利用 ＜22,000 円 / 台＞　/ 通常ルート便利用 ＜5,000 円 / 台＞

・＜無料＞

・一回の購入ごとに＜600 円＞

・お見積りの上＜実費＞

引越

送料は下記の通りです。

①大型商品

②化粧品

③各種部品

④上記以外の商品

⑤沖縄・離島
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〒581-0815 
大阪府八尾市宮町 3-2-44 新井コンパクトオフィス

〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 62-1　株式会社アグレックス CK倉庫

〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 62-1　株式会社アグレックス CK倉庫

TEL 072-993-2121 FAX 072-993-2222

TEL 043-445-8005　FAX 043-445-8006

物流センター /メンテナンス

 TEL 043-350-0116 　FAX 043-350-0115

TEL: 043-445-8005
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〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン B棟 9F

Your benefit is our profit.
～お客様のよろこびが私たちの喜び～



レクシアゴマージュH
500ｍｌ
サロン価:￥8,450(税抜)

定　   価:￥13,000(税抜)

レクシアゴマージュS
200ｍｌ
サロン価:￥4,420(税抜)

定　   価:￥6,800(税抜)

あんずのゴマージュで
やさしくマッサージ。



Your benefit is our profit.
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