アミノエル・ル・ディバン

〒862-0956
熊本市中央区水前寺公園28-23 Le Parc 2F

t e l 096-213-1730
e-mail info@aminoel.com
website aminoel.com

c ours e menu

Facial

member

ファーストフェイシャル（50分）

¥6,000

はじめてエステを受ける方に最適です。

スタンダードフェイシャル（60分）
エステティックを定期的に、化粧ノリを維持したい方へ

ディープ & クレンズ（80分）
肌表面の角質・毛穴の詰まり・深部の汚れを取り去ります。

トラブル肌レスキューフェイシャル（90分）

Stress Relieve

visitor

member

visitor

過酷な労働やストレスにより、原因不明の不調
（腕の痺れ、肩こり、目の疲れ、ドライアイ、
腰痛、
冷え症など）
や肌トラブル、
そして、
さまざまな反応を起こしていく・・・
貴女が感じている
「原因不明の身体の不調をなんとかしたい。
けれども、どうすればいい

¥6,000

¥11,000

のか、
わからない！」
ストレスリリーブ は、病気ではない「未病」に対するトリートメントで、関節、筋肉、

¥7,000

静脈、神経、リンパを意識し、トリガーポイント
（押さえて痛む部分やコリ）
ににアプローチ

¥12,000

し、
筋膜リリースにより筋肉のねじれを正すマッサージです。
静脈の流れを良くし、老廃物を排泄。現代人の疲れ、頭痛、肩こり、腰痛、倦怠感、だるさなど

¥10,000

を取り除くことはもちろん、
お肌のくすみを取り去り、
小顔効果が得られます。

¥15,000

敏感肌、美白ケアトラブルを改善します。

バイオリフティング（90分）
マイナス５歳のお肌へ、1 回で即効小顔！
たるみを引き上げ、シワを目立たなくします。
（特殊マスク付）

特殊ピーリング＜月１回のみ＞（90分）
アンチエイジング効果があり、美白・シミ・くすみ・
たるみ・ニキビに効果的です。一回で即効ツルツル！

イオンアクティブパワートリートメント
（90分）
最も困難な肌の悩みを、
最新トリートメント機器と組み合わせ、
すばやく効果的に解消します。

オーナー

¥15,000

¥23,000

背中（肩甲骨ほぐし）
→広背筋アプローチ→フェイシャルクレン
ジング→ローションパック→デコルテマッサージ→ネック
マッサージ→腋下（リンパ流し）→三頭筋ストレッチ→ヘッド
スキャルプマッサージ→フェイシャルマッサージ（静脈流し）
→冷却（小顔）マスク→お仕上げ

¥28,000

ストレスリリーブ ／ Fナシ
（60分）筋膜リリースマッサージ

¥23,000

ストレスリリーブ のフェイシャルを除いたトリートメント

¥28,000

です。お急ぎの方におすすめです。

member

visitor

ストレスポイント 〜リ・フォーメーション〜
（80分）

¥15,000

¥20,000

パワーストレスリリーブ（120分）筋膜リリースマッサージ
背中（肩甲骨ほぐし）→大臀筋→仙骨→広背筋アプローチ→
フェイシャルクレンジング→ローションパック→デコルテ
マッサージ（胸骨、肋骨、鎖骨アプローチ）
→腋下（リンパ流し）
→大胸筋→広背筋→三頭筋アプローチ→ハンドマッサージ→
ネックマッサージ（首のストレッチ）→ヘッドスキャルプ
マッサージ
（側頭筋、前頭筋、後頭筋）
→フェイシャルマッサージ
（静脈流し、小顔）→冷却（小顔）マスク→お仕上げ

パワーストレスリリーブ ／Fナシ（90分）筋膜リリースマッサージ

※リ・フォーメーションとは、骨格と筋肉のバランスを再形成
することを意味します。

Owner Special
オーナーおまかせボディ全身トリートメント
レスキューリンパドレナージュ（150分）

スタッフ

¥13,000
オーナー

¥15,000
スタッフ

¥10,000
オーナー

¥12,000

Neck and Shoulder Facial
身体バランス（骨盤矯正）→ストレッチ（小胸筋、上腕二頭筋、
肘関節）→デコルテ（胸骨、鎖骨下筋）→首（僧帽筋、斜角筋）→
ヘッドマッサージ（頭蓋骨矯正）
→フェイシャルトリートメント
（顔面矯正）→パック（小顔）→お仕上げ

ストレスリリーブ （90 分）筋膜リリースマッサージ

¥20,000

パワーストレスリリーブのフェイシャルを除いたトリートメント
です。お急ぎの方におすすめです。

member

¥36,000

visitor

ボディストレスリリーブ（60分）筋膜リリースマッサージ

¥41,000

下半身ダイエット、
足のムクミ、
重みだるさを取り、
スッキリ美脚へ
股関節・膝関節ストレッチ→オイルマッサージ（足裏、腓骨、
腸脛靭帯、大転子）

○疲れがひどく助けを求める方へ
アロマセラピー効果で、心と身体に深いリラクゼーションを
与え、リンパドレナージュテクニック、パワーストレスリリーブ™
とボディストレスリリーブ™を組み合わせていたします。

オーナー

¥20,000
( 男性 )

¥25,000

オーナー

¥15,000
スタッフ

¥8,000
オーナー

¥10,000

¥18,000
¥20,000

¥15,000
¥17,000
¥25,000
( 男性 )

¥30,000

¥20,000

¥13,000
¥15,000

※キャンセルについて
ご予約のキャンセルは、ご予約前日の18 時までにご連絡をお願いいたします。
また、キャンセル料として、ご予約前日18 時以降は、トリートメント料金の50％、
当日キャンセルは、100％がかかります。どうぞご了承ください。

すべて税抜価格です。
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Body

member

visitor

Hair Remove

ボディデトックス & リンパドレナージュ

¥18,000

¥23,000

ホットワックス脱毛

スイスの化粧品 PAUL SCERRIを使用いたします。

（全身90分 アロマフットバス付）
リラクゼーション
（ストレス・冷え・コリ・疲労回復・ホルモン
バランス・自律神経）
○ボディが初めての方に
○アロマの香りに癒され、疲れを取り去りたい方に

体質別痩身リンパドレナージュ

（上半身 or 下半身120分 アロマフットバス付）
痩身・体質改善・リラクゼーション
○自分の体質に合った痩身をしたい方に
○綺麗に痩せたい方に（セルライトケア）

ヨーロッパで今人気の安全で痛みが少なく、お肌の敏感な部分
部位により、金額が異なります。お問い合わせください。

¥21,000

ブラジリアンワックス脱毛

¥26,000

ドラマ セックス・アンド・ザ・シティでも話題になった安全な
脱毛。I・V・O ライン

¥34,000

¥39,000

オセアニカ＆エナジャイジングSPA

¥45,000

¥50,000

（全身150分 アロマフットバス付 ）
痩身・ムクミ・体質改善・リラクゼーション
グラマラスダイエット ! 一回で結果を！全身ツルツルに！
（プレセルライトケア）

極上のエステティックを思う存分楽しめるコース
アミノエル全コスメとコースをご一緒に！

花嫁様の目的に合わせた内容で、トリートメントの期間・ご予算などのプランニングを
行います。お気軽にご相談ください。

時間が少ない方のための直前コース。フェイシャル＆ボディ
一回で即効痩身・美肌効果があります。お試しください。

ペアブライダル＜フェイシャル＞ お二人で（90分）
二人だけの至福の時間をお楽しみください。
挙式当日の化粧ノリをふまえた上で、オートクチュールの
トリートメントをいたします。

各 ¥15,000
初回各 ¥5,000

ami noel - Esthetique Cosme Course

挙式を控えた花嫁様にとって、ブライダルエステは必須科目です。

ブライダルエキスプレス（150分）

（I・V・O ライン）

すべて税抜価格です。

Bridal

¥23,000

￥100,000以上のコースをご購入のお客様は、
メンバー会員
（永久）
となります。
メンバー会員様は、
バースデー特典、
キャンペーン特別価格など、
さまざまな
特典がいっぱい！この機会に、ぜひご利用ください。

¥25,000

￥100,000 フリーコース

¥8,000 お得

ボディストレスリリーブ （60分）
￥8,000 相当、
トリートメント時ヘッドマッサージサービス

￥150,000 フリーコース

ami noel Esthetique School

¥13,000 お得

ストレスリリーブ （90分）￥13,000 相当、
トリートメント時ヘッドマッサージサービス

当スクールは、
真のエステティックを探究したアミノエルの基本精神・理論・技術に共感
していただき、オールハンドを原点とした、さまざまなノウハウやテクニックを教授する

￥200,000 フリーコース

ことで、お客様へ感動・癒し・結果をささげることを目的としています。

ストレスリリーブ （90分）￥13,000 相当、
ボディストレスリリーブ（60分）￥8,000 相当 、
トリートメント時ヘッドマサージサービス

サロンに就職したい、
独立開業したい、
サロン経営者でスキルアップを目指したい、
などの
ニーズにお応えします。技術は、あなたの財産です。
そして、技術に終わりはありません。
どうぞお気軽にご相談ください。

¥4,000〜¥10,000

にも優しい脱毛です。

体質別痩身リンパドレナージュ

（全身150分 アロマフットバス付）

（30〜50分）
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¥21,000 お得

