
大好評！ ラフォスPremiumを使用して、お悩み解消！

Monthly Campaign 2020
春のキャンペーン 3・4・5月

※ReBornの各コースは、お客様の状態をカウンセリングの上、施術しております。お肌の状態によっては、施術できない場合がございますのでご了承ください。

＊お腹　＊背中　＊脚後面　＊脚前面

クレンジング ▼ デコルテ ＆ お顔にラフォス ▼ 鎮静シルクパック ▼ お仕上げ特別価格 ［70分］ 6,000円（税別）

■ラフォス

爆睡！ お顔にラフォス

免疫力上げよう！ スッキリボディ キャンペーン
［2箇所選んで］ 通常 8,000 円（税別） 特別価格 6,000円（税別）

［3箇所選んで］ 通常 15,000 円（税別） 特別価格 10,000円（税別）

体温１度上がると免疫力が３０％上がると言われてます！

コ ン デ ィ シ ョ ン

＊ 冷え　＊ 便秘　＊ むくみ　＊ 肩こり
＊ 筋疲労　＊ 低体温

ボ デ ィ

＊痩身　＊ セルライト　＊ 腹部太り
＊ 上半身太り

お 顔
＊ しわ　＊ たるみ　＊ 乾燥　＊ ニキビ跡
＊ キメ　＊ 二重アゴ　＊ コラーゲン不足

＊ クマ

お客様のお声

嬉しいお客様のお声が続々と届いています！

お客様の結果 お客様のお声
●爆睡できて気持ちがいいです！寝てる間

にお顔がリフトアップしてます！顎ニキビ
が出なくなりました。

　（３０代：月２回定期的にお顔にラフォスでいらして頂い
てるお客様）

●ラフォスはとっても気持ちよくて寝れる！
（スーパーメタジェクトのお客様のほとんど）

●首のこりが楽になる。
●お肌の調子が良い。

●爆睡！笑
●ひどい肩こりに悩まされてましたが 、施述

後はスッキリ！肩が 楽になってぐるぐる回
せました 。そして何より気持ち良いです。

●ひざ痛に悩んでいましたが、脚ラフォス
後、痛みも軽減し可動域が広がった！そし
て細くなった！！ 脚の裏面ラフォス！めっ
ちゃ気持ちいい。

●体温が１度上がり常に３６度台に！　　　
そういえば風邪をひかなくなった。　　　

（回数を重ねたモニターさんのお声）

●翌日必ずスッキリ出ます！

［2019年８月スタート　2020年2月現在］
お腹と背中のラフォスモニター
＆ 遠赤ドーム
酵素 Drink ・ウォーキング・軽い筋トレ

●体重 ： 64.00kg ▼ 54.35kg
●体脂肪 ： 36.0 ▼ 25.9
●内臓脂肪指数 ： ７ ▼ ４
●ウエスト ： 79cm ▼ 66cm
●へそ周り ： 83.5 cm ▼ 72.0cm
●へそ下４cm ： 84.0cm ▼ 77.5cm

気になる小鼻の開きや黒ずみ、大人毛穴の開き、
ニキビ等のお悩みにオススメ！ 
薬用化粧品とスクライバーを使用して施術致します！ 1,400円（税別）

毛穴洗浄＆毛穴引き締めパック◆毛穴ケア

乾燥が気になる、エイジングケアがしたいという方に
オススメ！ 温感パックと金・銀・プラチナ オーガニッ
ク成分配合のシートマスクで施術致します。 2,100円（税別）

リフトアップマッサージ＆金箔パック＆ジュエリーシートマスク
（鎮静シルクパックからの変更）

◆エイジングケア

たるみが気になる、お顔を引き上げたい！という方にオススメ！ デコルテから
頭皮までマッサージ致します。しっかりと筋肉にアプローチする手技になります。 3,500円（税別）

小顔リフトマッサージ＆快眠ヘッドマッサージ◆お顔引き上げ
　マッサージ

内臓を温め免疫力アップ！足の先までポカポカします。
ついでに、体脂肪ダウン・お腹サイズダウン！ 2,100円（税別）

◆お腹にラフォス

お腹スッキリ！　腸が整えばお肌も綺麗に！ 3,500円（税別）◆美腸マッサージ&お腹にラフォス

オプション３０％OFF

こんな時期なので

2,000円 ▼

3,000円 ▼

5,000円 ▼

3,000円 ▼

5,000円 ▼



パーソナルエステティックサロン　リボーン

https://est-reborn.jp/

山形市成沢西1丁目10-2-105

TEL/FAX : 023-609-9518
EMAIL : contact@est-reborn.jp

［電話対応時間］ 10：00～19：00 
［定休日］ 不定休 （お問い合わせください。）

※施術中は電話に出られない場合がございます。折り返しいたします。

お支払いには、クレジットカードもご利用いただけます。

完 全 予 約 制

駐車場有

LINE@
始めました。

ダウンロードは
こちらから！

大好評！ スーパーメタジェクト

※ReBornの各コースは、お客様の状態をカウンセリングの上、施術しております。お肌の状態によっては、施術できない場合がございますのでご了承ください。

脱毛部位は下記から選んで頂きます。

＊わき ＊ひじ上 ＊ひじ下 ＊手の甲＆手指 ＊胸 ＊お腹 ＊えり足 ＊背中上 ＊背中下 
＊ひざ上 ＊後ろひざ上 ＊ひざ下 ＊後ろひざ下 ＊足の甲＆足指 ＊Vライン ＊Iライン ＊Oライン  

脱毛部位は下記から選んで頂きます。

専用アプリ専用アプリポイントが貯まる！
ご予約ができる！

クレンジング ▼ 細部までお顔脱毛 

▼ 鎮静シルクパック ▼ お仕上げ

皮膚科医からも認められた先進的エイジングケア。 
進化した導入用美容液も加わり大好評！ 

先ずはお試しください！

［2ヶ所］ 1,000円（税別）

初回限定

［１回］  10,000円（税別）

進化した美容液！
ヒアルロン酸
ハリのある肌に！表皮と真皮に働きかけるヒアルロン
酸&潤い維持・抗酸化・細胞活性のシルク成分配合。

美白・毛穴
シミをブロック！ そしてできてしまったシミを排出&肌
荒れ修復&毛穴対策。

アンチエイジング
たるみ・リフトアップ&シワ対策！
幹細胞や３種類のペプチド配合でアン
チエイジング効果抜群！
＊アンチエイジングのみ
  １回あたり1,000円のプラス料金となります。

メタジェクト８回コース終了したお客様

［1回］  19,000円（税別） 特別価格 13,000円（税別）

■当店オリジナル「スーパーメタジェクト」 
　デコルテ～お顔まで

［8回］ 152,000円（税別） 特別価格 88,000円（税別）

クレンジング
ラベンダーの
香りに包まれ
優しく毛穴の
汚れまで落と
します。

高周波ラフォス
コラーゲンに直接刺激を与え肌を活性
化。コラーゲン・エラスチン生成し、くすみ
のない引き締まったハリのあるお肌に！
血行促進、むくみ・老廃物を排出しリフト
UP！しみ・しわ・たるみ改善・小顔効果！
暖かくてとっても気持ちがいいです！ 

リンパを優しく流した
り、美肌・むくみ改善
のツボ押しが入った
ハンドでのマッサー
ジです！

メタジェクト
コラーゲン再生のラフォスとの
相性抜群で、当日はもちろん
翌日、２、3日後のお肌の調子
やリフトアップ感が喜ばれて
います！お肌のお悩みに合わ
せて導入美容液が選べます！

豊富な美容液成分をしっか
り厚みのあるマスクを使用
します！メタジェクトで導入
した成分を定着させなが
ら、更に保湿。

スキンアップ
鎮静効果の
高い保湿ク
リームでお仕
上げ致しま
す！

リフトアップマッサージ
（デコルテ&お顔）

バイオセルロースマスク
（お顔&首）

美容液
バージョンUP

全身脱毛：春なので！！！ 綺麗なお肌作りのお手伝いキャンペーン
美肌脱毛
効果が早い！痛くない！
お肌が綺麗になった！と
大好評

■全身脱毛

■パーツ別バイキング脱毛

［VIO］ 3,000 円（税別）

［お顔］ 3,000 円（税別）

［１ヶ所］ 2,500 円（税別）［３ヶ所］ 5,000 円（税別）［５ヶ所］ 8,000 円（税別）

（お顔・VIO除く）

 ［1回］ 11,000円（税別）

＊脇　＊ひじ下　＊ひじ上　＊ひざ下前面（膝含む）
＊ひざ下後面　＊ひざ上前面（膝含む）  
＊ひざ上後面　＊手の甲＆手指　＊足の甲＆足指

特別価格

お肌ツルツルもちもちに！
お化粧のノリも良くなるし、素肌も綺麗に！
細かいところも丁寧におそり致します（眉の形も整えます）

3,500円（税別）

特別価格 3,500円（税別）

こちらも爆睡！ お顔そり

◆小顔リフトマッサージ＆快眠ヘッドマッサージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3,500円（税別）◆お顔にラフォス＆リフトアップマッサージ（デコルテ含む）・・・・・・・・・・・・・

1,400円（税別）◆毛穴ケア・・・ 2,100円（税別）◆エイジングケア・・・オプション
３０％OFF

オプション

クレンジング ▼ フェイシャルマッサージ ▼ お顔そり ▼ お肌別パック

全身脱毛キャンペーン
お一人様 1回限り 10％ OFF

※他の割引との併用は
できません。

～5月末

学生割引
何回でも 10％ OFF

※他の割引との併用は
できません。

ご卒業まで
全ての
脱毛
メニュー

2,000円 ▼ 3,000円 ▼

5,000円 ▼

5,000円 ▼


