【 超絶 素肌美 … 肌再生と細胞活性 進化型トリートメント複合機 】

効果的な表情筋ケアの流れ
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インディゴブルーの高級アクリルにパール塗装仕上げパネルでオシャレな光沢とツヤ
ポイントプローブ(１P…直径17mm)標準装備セット

仕上げ

アイスペシャリテ クレンジング

リフティング

発売より10年実績！！
『ディープインパルス(業務用エレクトロポレーション複合美顔器)』は、
選び抜かれた効果的な機能を搭載。
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サロンで創る
愛される笑顔の
表情筋トリートメント

オススメ化粧品

・目元、小鼻、唇、ほうれい線など気になるパーツもしっかりケアができます。
・小顔、表情筋ケアに最適！
・高深部浸透効果を実現した独自のマイルド波形搭載。

フェイシャル用高濃度化粧品 MIREYシリーズ

【 オプションプローブ別売 】
・ボディ専用プローブ(9ポイント)
・頭皮専用ソニックプローブ
・頭皮専用ポレーションプローブ

【 本体仕様 】

・サイズ W375×D200×H61～86mm
・本体重量 2.42Kg
・形式 ow 3/wm
・電源 100V 50/60Mhz
・電圧・電流 DC24V min0.75A
・消費電力 max18W

導入美容液(幹細胞)
アークリボーンシリーズ

導入美容液(原液)
ビューティープラチナムシリーズ
MIREY
エクセレントオイル
20mL
定価：7,130円(税別)
高濃度酸素オイル

売上・お客様満足度UP！！

HHR方式
採用

スクエア
モーション
テクノロ
ジー採用

品質とコストが両立された、

・コメ由来成分の保湿成分がメイ
クを浮かせ、ヤシ由来の洗浄成分
がお肌に負担をかけることなく汚
れを落とします。
・肌に必要な皮脂まで洗い流すこ
とがありません。

エステ業界初ランプ交換無料（導入年）
1,800,000円(税別)(脱毛又はフォトのみ)
2,000,000円(税別)(脱毛・フォト付き)

MIREY
モイストクレンジング 350mL
定価：4,444円(税別)
美容成分93％で作った馴染みの良いクレンジング

エステダム
オーセリュレール アクア クリーム
50mL 定価\6,800(税別)

ム
【 本体仕様 】

B-CLEAN(ビークリン)

生活習慣

MIREY
エッセンスローション
90mL
定価：5,093円(税別)

・3つのヒアルロン酸配合(保湿成分)
・10種類のNMF成分配合(角質層の潤
い保持)
・2つのアミノ酸と4つの植物エキス
配合
(老化サインに働きかける美容成分)
・パン由来の最新成分配合(免疫賦活
機能に着目した成分)

ランプ保証：250,000発
サイズ(mm)：幅450×奥行390×高1070完成時
重量(本体)：総重量24Kg(上部8Kg／下部16Kg)

※美容機器 頭金なし 60回払いまで対応！！ ご相談ください。（アプラス・BIZクレジット）

・内側も外側も360℃
守ってくれるクリーム
・ほしかったしっとり
テクスチャー、持続し
抗酸化も

株式会社 美'zサポートセンター
TEL 03-5956-8830
FAX 03-3982-5121

MIREY
プロテクトデイミルク
40g
定価：4,676円(税別)

MIREY
エッセンスシート
(パック用シート4枚入)
定価：1,111円(税別)

紫外線だけではなくあらゆる
外敵からお肌をプロテクト

コラーゲンシートで週に一度
のスペシャルケア

眼精疲労もまつ毛も癒すクレ
ンジング
朝はむくみを一層すっきり、
夜は目の疲れまでさっぱり

東京都豊島区南大塚3-42-5
中央ビル3F
MAIL info@bizsc.jp

コンプライアンス

無表情･無感動

化粧水と美容液を1つにした高保湿美容化粧水

アイスペシャリテ
クレンジング
200mL
定価：4,000円(税別)

ハラスメント
AI化

光フェイシャル・光脱毛機器 B-CLEAN

２年目以降（年会費200,000円）
①ランプ交換無料
②年２回の定期点検
③修理費無料

脱毛器

特殊な技術でオイルを高濃度酸素化
し、アルガンオイルとの相乗効果で、
シワやたるみ・乾燥など気になるお
肌にハリと潤いを与えます。
・ターンオーバーを活性正常化し、
シワ・たるみ・くすみ・シミのない
肌をつくります。
・酵素は美のエネルギー物質(ATP)
を作り美容成分を取り組みやすくし
ます。
・アルガンオイルの豊富な美容成分
(ビタミンE・ポリフェノール・リ
ノール酸)で肌にハリと潤いを与え
ます。

スマホ首
ねこ背

マーベラス
パックシリーズ
12枚入／箱
定価：￥3,600(税別)
プラセンタ・コラーゲン・
シーウィード(海藻)など
◆高い保湿力
◆お肌のトラブル改善
◆優れた吸収力と浸透力

表情筋とは・・・

北海道支部（札幌）担当：松田
TEL 080-4358-0704
MAIL match.do.int@gmail.com
2019.02

喜怒哀楽などの表情をつくる顔面の皮膚下に付着している約20
種の筋肉の総称です。 表情筋が衰えると脂肪を支えられなくなり
シワ・タルミ・むくみになります。
本カタログは、サロン様向け表情筋トリートメントにご活用頂ける商品のご提案です

プロ／ホームユース

PRO

オプションのEMSグローブを使って…

PRO

トータル30分。
継続したくなる
新メニュー完成！

S4 Pola方式

(エスフォーポーラ方式)
※特許出願中

セラピム
RF機器

Safety
Sencer
Scene
Self
４

リバイブフェイス

価格：128,000円（税別)

1MHzの高周波電流

リバイブフェイスは、
お肌のトリートメントを目的とした個人向けの
家庭用美容機器です。
お肌に電極を当てて動かすことにより、
トリートメントを行います。
電極からお肌に塗布したジェルを通し高周波電
流を流すことにより、温感を与えます。

…
…
…
…
…

美バストメニューの導入

安全
センサー
状況を察知
ご家庭で安心して
4つの電極を採用

推奨化粧品

●頭皮トリートメント

フォルムクリエイトジェル
200g
定価 6,600円税別
専用化粧水
（海洋深層水タラソ化粧品）

フォルムクリエイトジェル
200g
定価 6,600円税別
専用アロマ系マッサージジェル

血行の促進

温灸刺激による

体調管理

温灸刺激による

痛みの軽減

「まぶた疲労やクマ改善に」
いつでも、どこでも、何度でも。
家で使える電子温灸器

●ペンタイプで持ちやすい

(電源コード無しの電池使用)

3Dテクニカルゲル
1000mL
専用ジェル

メディプラスコラーゲン
150g
オールインワンジェル
アフター用

推奨化粧品
温灸器(管理医療機器クラスII)
定格： DC6V10W (単三電池x２)
収納ポーチ付き
重量：230g(電池含む)
サイズ：180ｍｍ x 26ｍｍ
電池box（72x65x20mm）
刺激温度・時間：
low
(47±2℃ 1回3秒、長押し4.5秒)
High
(51±2℃ 1回3秒、長押し4.5秒)

クリスタルWセラム
30mL
超贅沢成分でエネルギッシュ
なアイライン弾む目元に
天然水晶・ナールスゲン・純
金・黒曜石・ツボクサエキス
シワ・くま・たるみ乾燥に
定価 8,800円（税別）

「あたため」「ほぐす※」「引き締め」、3ステップのシンプ
ル手順で、頬や口角に働きかけ、瞬発的に表情フォルムと上
向き顔を目指します。

引締

※肌表面をほぐすことをいいます。
AC100V 50/60Hz. 7W
重量：2.2Kgs
H196 x W246 x D226mm

セラピム コアキューブ
エムキューブ波EMS機器

左：専用電極
右：専用EMSパッド

価格：３４０，０００円税別

SPM
フォルムクリエイトジェル
200g
上代 6,600円税別

AC100V 50/60Hz
周波数：１～12.5万Hz. 15W
出力段階：３０段階
出力チャンネル数：２
５５０ｇ W240 xD150 x H50(mm)
ACアダプター

専用アロマ系マッサージジェル

ホームケアにオススメ
専用化粧品があります

Ｖ－Ｒｏｌｌ
家庭用中周波表情筋ケア機器
価格：３９，８００円税別

ベストオブスクワラン
30mL
黒曜石で活性させた純度１
００％の無添加スクワラン
セラミド：脂肪酸：スクワ
ラン＝１：１：１
定価 7,000円（税別）

解

サ：３４８，０００円税別

ポイントをしぼった効率的な施術プロセスと、見やすく直感
的な操作で簡単にマスターできます。

世界
特許

「目元くっきり！輪郭がきゅっ！」

価格：６８，０００円税別

●簡単安全使用！

フェイシャルエクササイズ機器

PRO

温灸刺激による

温

コアデザイン

SPM

SPM

マッサージ
効果

●においなし・火無し
東洋医学の温灸効果を施術に！

AC100V 50/60Hz 7.5W
本体：3.4Kgs
W345 x H120 x D265(mm)
3極スティックx 2本付属
粘着パッド(Ｍサイズ4枚入ｘ１)付属

美尻メニューの導入

専用化粧品があります

サイクロン動態波が深層表情筋をしっかりと動かします
サイクロン動態波により、表情筋をしっかりと動かすこ
とで、表情が豊かになり魅力的な印象を与えてくれます。

●すっきりフェイスライン

温灸刺激による

電子温灸器

表情筋躍動サイクロン動態波機器
サ：９８０，０００円税別

●目元エイジングケア

AC100V 50/60Hz.
周波数：１MHz. 15W
タイマー： 5分～20分
重量：１４０ｇ
W52 x D60xH200(mm)
ACアダプター
専用ジェル・化粧水付き各１本付き

ハンディQ ／

３極スティックを使った表情筋ケア

フェイスビートダンス

360度回転する2つのステンレス素材のダブルボール（ローラー）
を電極として、中周波ＥＭＳ（1Khz）を搭載し、筋肉の収縮と弛
緩を一定リズムで繰り返す本格的な表情筋ケアをご家庭で！
（業務用にも劣らない高機能）
お顔～頭皮～つま先まで全身トリートメントが可能。
W50.5 x D48 x H157mm 150g
充電式（連続使用 120分 10分で自動オフ）
ＥＭＳ周波数 1Khz（中周波）

ニューウェーブ
ジェル
300g
上代 5,500円税別

キュービー
ストレッチクリーム
80g
上代 4,800円税別
首周り中心のハリ・つ
や・弾力の集中ケアク
リーム

お客様の刺激の感じ方を確認しながら、手
元で出力レベルを調節できます。左右どちら
の手でもなじむ線対称デザイン。指の間に
軽く挟んで保持でき、手や指の稼働範囲を
広くとることができます。
出力レベルは、コアデザイン本体の出力レベ
ルランプで確認できます。

ノートルボーテ
NBヒーティ
マッサージクリーム
200g

ノートルボーテ
NBリフトジェルマスク1
NBリフトジェルマスク2
250g／150mL

ＲＦ/超音波専用マーサージ
クリーム

EMS用ジェルとローションの
専用コンビネーションマスク

