
MonthlyCampaign 2019・2020
冬のキャンペーン 12・1・2月

乾燥したお肌を放置しないで！ 超保湿の限定メニュー登場！
高保湿でしっとりすべすべのお肌に！ 北海道大学開発のガ
ゴメエキス、コラーゲン、ヒアルロン酸、幹細胞エキスなどたっ
ぷり配合した化粧品を使用したメニューです。

※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。

クレンジング ▼ リフトアップマッサージ ▼ 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

ターンオーバーに合わせた月１回のお顔そりで、もちもちツルツルのお肌に！

特別価格 ［80分］ 5,000円（税別）

タラソ美容タラソ美容
高保湿効果・皮膚老化防止・しわ形成抑制効果・
細胞修復効果・抗炎症効果・ほうれい線・シミ・しわ・

肌あれ・ニキビ・ニキビ跡の対応

北海道大学開発ガゴメエキス

ハーブボール ▼ ラフォス ▼ 美腸マッサージ ▼ ハーブボール

美腸&ラフォス
効果

（１回の施術）

●体重：５1.4５kg ◀ 49.4kg
●体脂肪率：25.4% ◀ 22.1%
●内臓脂肪：4.5 ◀ 3.5
●体内年齢：４２歳 ◀ ３９歳

●ウエスト：72cm ◀ 69cm
●へそ周り：77cm ◀ 75cm
●下腹：８1cm ◀ 79cm［60分］ 10,000 円（税別） 特別価格 6,000円（税別）

［30分］ 5,000 円（税別） 特別価格 3,000円（税別）

「美腸マッサージ」始まりました！ 

お肌ツルツルもちもちお顔そり

タラソ美容エステコース お肌を触るのが嬉しくなる、リフトアップ&プルプルお肌！

《キャンペーン価格》

施術後はサイズダウンだけじゃなく体脂肪率が下がる方がほとんどです。
お客様自身も、お腹スッキリが体感できハマる人続出！ 腸が整えば、お肌
も綺麗になります。30分コースは、フェイシャルのパックタイムにオススメ！

炭酸パック&クレンジング
北大ガゴメ・植物館細胞・プラ
チナ・プラセンタなど、美容成分
がたっぷり浸透。おまけにくす
みや黒ずみも解消！

タラソマッサージ
北大ガゴメはもちろんミネラル・アミ
ノ酸・コラーゲン・ヒアルロン酸など
美容成分配合のマッサージクリーム
でしっかりリフトアップマッサージ。
保湿・潤い・透明感のあるお肌へ。

美肌再生
ラフォス
デコルテ&
お顔にラフォ
スで施術。

保湿&鎮静マスク・
タラソエッセンスプラス
マスクの前に北大ガゴメエキ
スやりんご幹細胞エキス濃縮
配合のエッセンスを塗布し、お
肌の奥まで浸透させます。

タラソオイルでのお仕上げ
お肌の保水力、抗酸化力、老化防
止効果、大人ニキビ予防効果、肌
荒れ防止効果などがある８つの
良質で肌馴染みの良いオイルを
使用します。

タラソ美容お顔そりコース お肌の透明感、お化粧ノリが格段に良くなります。

炭酸パック&クレンジング
北大ガゴメ・植物館細胞・プラ
チナ・プラセンタなど、美容成分
がたっぷり浸透。おまけにくす
みや黒ずみも解消！

タラソマッサージ
北大ガゴメはもちろんミネラル・アミ
ノ酸・コラーゲン・ヒアルロン酸など
美容成分配合のマッサージクリーム
でしっかりリフトアップマッサージ。
保湿・潤い・透明感のあるお肌へ。

お顔そり
保湿しながら
細かいところ
まで丁寧にお
顔そり。
耳そりも格別！

保湿&鎮静マスク・
タラソエッセンスプラス
マスクの前に北大ガゴメエキ
スやりんご幹細胞エキス濃縮
配合のエッセンスを塗布し、お
肌の奥まで浸透させます。

タラソオイルでのお仕上げ
お肌の保水力、抗酸化力、老化防
止効果、大人ニキビ予防効果、肌
荒れ防止効果などがある８つの
良質で肌馴染みの良いオイルを
使用します。

■ラフォス&美腸マッサージ
［30分］ 5,000 円（税別） 特別価格 3,000円（税別）

パックタイムに施術いたします。
特別価格 ［90分］ 8,000円（税別）

２週間前までの
ご予約で10 %割引!

特別価格 ［90分］ 7,500円（税別）
２週間前までのご予約で10 %割引!

冬期
限定

イベント前や自分磨きにフェイシャルメニューはいかがですか！！

■美肌再生ラフォス「デコルテ&お顔」

［20分］ 3,000 円（税別） 特別価格 2,000円（税別）

お肌に透明感、リフトアップ効果、コラーゲン再生効果、ターンオーバー
促進効果など何より気持ちよくて寝てしまいます！とっても人気！

■新登場！「ラフォス&美腸マッサージ」ハーブボール付き

［30分］ 5,000 円（税別） 特別価格 3,000円（税別）

パックタイムに施術いたします。腸が整うとお肌も綺麗に！

オプション

オプション



お肌を出すシーズンまで美肌つくりはいかがですか？ 
当店脱毛は２週間に１度も可能です！多い部分は２週
間に１度！それ以外は１ヶ月に１度、薄くなってきたら
２ヶ月に１度などお客様の状態に合わせてご提案させ
て頂きます！しかも、支払いは１回ごとの都度払いなの
で安心です。シェービングも細かいところまで丁寧に
施術いたします。もちろん追加料金無し！

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。

大好評！ スーパーメタジェクト

冬の温活！ 免疫力UP！ 健康的にダイエット！

※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 ＊手の指 ＊胸 ＊乳輪周り ＊お腹 
＊Vライン ＊Iライン ＊Oライン ＊ひざ上 ＊後ろひざ上 ＊ひざ下 
＊後ろひざ下 ＊足の甲 ＊足の指 ＊えり足 ＊背中上 ＊背中下

脱毛部位は下記から選んで頂き
ます。

■ラフォス 〈お腹&背中〉

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！ 

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

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。

［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

美肌脱毛！ バイマッハ

通常 8,000 円（税別） 特別価格 6,000円（税別）

■ラフォス 〈お腹&背中&脚の後面〉

■バイマッハ 〈全身〉

■バイマッハ 〈パーツ別バイキング脱毛〉

通常 15,000 円（税別） 特別価格 10,000円（税別）

［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）

オプション

お客様のリクエストにお応えして、新登場！

 ［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＆指
＊足の甲＆指

特別価格


