
Monthly Campaign 2019
秋のキャンペーン

1回 15,000円（税別） 特別価格 9,000円（税別） 8回 100,000円（税別） 特別価格 68,000円（税別）

メタジェクト８回コース終了したお客様

9・10・11月

■メタジェクト

【1回あたり8,500円】

1回 19,000円（税別） 特別価格 13,000円（税別）

2回 38,000円（税別） 特別価格 24,000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

【1回あたり12,000円】
8回 152,000円（税別） 特別価格 88,000円（税別）

【1回あたり11,000円】

1回 6,000円（税別）

6回 33,000円（税別）【1回あたり5,500円】

1回 10,000円（税別）

6回 57,000円（税別）
【1回あたり9,500円】 オプション１回無料！

10回 90,000円（税別）
【1回あたり9,000円】 オプション3回無料！

10回 50,000円（税別）【1回あたり5,000円】

※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。

先ずはお試しください！
※全て左右で１箇所となります。

＊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　 ＊手指&甲　＊足指&甲

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！ 

メタジェクト祭り

1回 11,000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

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！

当店の脱毛器は『全然痛くない』『効果を感じる』と大評判！
もちろんしっとり&美白効果も！

美肌脱毛祭り

残っている毛をシェービング
脱毛の状態を見る時はシェービン
グ無しでお越し頂く場合も。手の届
かないところはもちろん、そり残し
もシェービングさせて頂きます。

ジェル塗布
３つのコラーゲン&
３つのヒアルロン酸&
１５種類の植物エキス
配合の美容ジェル。

バイマッハ
痛くない脱毛器と評判のバイ
マッハで施術いたします。おま
けにイオン導入を同時に行う
のでお肌が綺麗になります！

美容液クリーム塗布
高保湿・抗炎症・美白・毛穴
引き締め成分配合の美容
液クリームを塗布してマッ
サージ感覚でなじませます。

特別価格［２箇所］  1,000円（税別）

お顔の脱毛
お顔の形に合わせて隅々まで照
射していきます。さらに、脱毛後の

『鎮静シルクパック』の美白&保湿
効果が凄いんです！

全身脱毛券

各１回 3,000円（税別）

10回 27,000円（税別）【1回あたり2,700円】

オプション券（お顔・VIO）

新登場！  お得な回数券
初回限定

＊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。



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

■ラフォス（お腹&背中）

通常 8,000 円（税別） 特別価格 5,000 円（税別）

秋の美肌回復しっとりエステ

LINE@
始めました。

無理なく、リバウンドなく、体重にとらわれなく、体質改善ダイエット!

ラフォスモニター様の経過

●体重６５ ◀ ６０.７kg
●体脂肪３６％ ◀ ３２％
●体内年齢４７歳 ◀ ４１歳
●へそ周り８４cm ◀ ８２cm

38歳女性（１ヶ月後現在）
●体重：５４.５kg ◀ 49kg
●体脂肪３３% ◀ ２6%
●体内年齢５４歳 ◀ ４5歳
●へそ周り８７cm ◀ ８０cm

54歳女性（３ヶ月後現在）

PersonalEstheticSalon ReBorn 公式

ダウンロードは
こちらから！

肌老化の最大の原因の紫外線と温度
差でダメージを受けたお肌を回復！ 

クレンジング ▼ 美肌再生ラフォス ▼ 

リフトアップマッサージ  ▼ 

お肌別パック  ▼ 

保湿&鎮静シルクパック ▼ お仕上げ

特別価格 7,500円（税別）

２種類のラジオ波とマッサージで、皮下脂肪、内
臓脂肪、セルライトに働きかけ、気になる脂肪を燃
焼→運搬→排出！ 体温の上昇も期待できるので、
冷えでお悩みの方、妊活中の方、免疫力を上げた
い方にもおすすめです！ お背中にラジオ波をか
けることで自律神経を整えることもできます！ 

大量の汗をかいて、スッキリ！ 体の中の有害ミネラル等を排出させデトックス! 
顔は外に出ているので、サウナ、岩盤浴などが苦手な方でも安心してお入り頂けます。

1回 ： 8,000円（税別）

4回 ：  30,000円（税別）【1回あたり7,500円】 遠赤ドーム１回付き 

8回 ：  48,000円（税別）【1回あたり6,000円】 遠赤ドーム3回付き 

お肌ツルツルお顔そりエステ お肌ツルツル&アンチエイジング
お顔そりエステ

秋の温活！ 免疫力UP！ 健康的にダイエット！

ブライダル
シェービング&エステ

早めのご予約で、土・日、平日の夜も対応！

ブライダルメニューも準備しておりますが、
ご要望・ご予算に合わせて

メニューを組み立てさせていただいております。

ご相談だけでもお気軽にご予約ください

当店では、理容師免許を持つスタッフが
シェービングを担当いたしますのでご安心ください。

B R I D A L

周期の整ったターンオーバー（お肌の生
まれ変わり）は美肌の秘訣！定期的な『お
顔そり』でターンオーバーを整えましょう！

クレンジング ▼ リフトアップマッサージ ▼ 

美肌泡パック ▼ お顔そり ▼ 

保湿ローションパック ▼ お仕上げ

特別価格 4,500 円（税別）

※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。

専用アプリ
ポイントが貯まる！ ご予約ができる！

ラフォスモニター若干名募集！！

２週間前までのご予約で10 %割引!

クレンジング ▼ 美肌再生ラフォス ▼ 

リフトアップマッサージ ▼ 

角質ケア&美白酵素パック ▼ お顔そり ▼ 

保湿&鎮静シルクパック ▼ お仕上げ

特別価格 8,500 円（税別）

２週間前までのご予約で10 %割引!

遠赤ドーム

［ お腹＆背中 ］ 


