
料金後納

ゆうメール

 K AOYA PLUS

〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-12フラワーロード第3ビル4 F  

 TEL.078-221-4112  FAX.078-221-4113  営業時間：10:00～20:00  定休日なし

HP： www.kaoyaplus.com    http://facebook.com/kaoyaplus

【完全予約制】

【差出人】 PDM 〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-12 フラワーロード第3ビル4F KAOYA PLUS内 PDM

おかげさまで、KAOYA PLUSは10周年を迎えることができました。

日頃からご愛顧いただき、心より感謝申し上げます。

今後とも皆様に喜んでいただけますよう、スタッフ一同

精進して参りますので、末永くよろしくお願い申し上げます。

今年も10周年のお得なキャンペーンメニューをご用意しております。
皆様のご来店をお待ちしております !

0120-49-4112

国際会館



脱毛ファーストセット【1回】
通常 ¥33,500 ▶ ¥ 10,000 
ひじ下 +ひざ下 +脇のセット

超音波背中毛穴洗浄 &デッドシー泥パック 
通常 ¥ 10,000 ▶¥5,000 
ご自身ではなかなかケアの難しい背中… 意外と見られています !

脱毛背中セット（1回）   通常 ¥29,000 ▶¥ 10,000 
背中上下 + 襟足のセット

背中ケア特集 !!

背中ラジオ波 × 赤色LED ▶▶ クレンジング ▶▶ 
お顔ラジオ波 × 赤色LED ▶▶ デコルテケア ▶▶ 
高濃度ビタミンのクーリングマスクによるイオ
ン導入 ▶▶ お仕上げ

クレンジング ▶▶ 美容光リンパドレナージュ ▶▶ 
フォトフェイシャル ▶▶ 保湿・沈静パック ▶▶ リ
フレッシュマッサージ ▶▶ お仕上げ

脚・二の腕・背中ディープドレナージュ ▶▶ 
ヒートマット

全身リンパマッサージ ▶▶ ポールシェリー
アロマバンテージ ▶▶ ヒートマット

首・肩甲骨美棒 ▶▶ リンパドレナージュ

高濃度ビタミン導入&ヒアルロン酸導入 +
コラーゲンプレミアム1本
通常 ¥ 13,200 ▶ ¥ 10,000

オールハンドで行うディープソルトデトックス♪
通常 ¥ 13,000 ▶ ¥8,000

お顔ラジオ波 & エンビロン高濃度ビタミン導入
通常 ¥ 16,000 ▶ ¥ 10,000

お腹&上半身美キャビ（美棒&キャビフル）
通常 ¥ 15,750 ▶ ¥ 10,000

お顔ラジオ波 &フェイススリム   通常 ¥ 16,000 ▶ ¥ 10,000
全身リンパセラピー&脚バンテージ  通常 ¥ 14,000 ▶ ¥ 10,000

フォトフェイシャル  通常 ¥ 15,000 ▶ ¥ 10,000

ヒアルロン酸の効果を最大限に活かすエンビロ
ン・エイジングケア。ハリと弾力、保湿効果でみ
ずみずしい、陶器のようなうる艶肌へ !

脚、二の腕、背中……気になる部分をオールハ
ンドのソルトマッサージで老廃物を一掃 !! 更
にヒートマットで徹底デトックス♪

お顔へのラジオ波で代謝、血流を促進 ! お肌の
奥深くへの高濃度ビタミン導入で、内側から徹
底美肌実現へ !

キャビテーション・ラジオ波・赤色 LED 同時
施術で気になるお腹の脂肪に徹底アプローチ。
ライン作りは大得意の美棒で老廃物を徹底排
出、速攻美 BODYへ♪ 肩こり・首こりの方にもおすすめ !

ラジオ波とハンドの技術で速攻ムクミ撃退 !小顔
美人へ !!背中からラジオ波・赤色LEDでコリをほ
ぐし代謝アップ、フェイスラインを筋肉やリンパの
流れに沿ってグイグイ引き上げ。更にお顔ラジオ
波、引き上げマッサージで小顔・顔痩せ効果◎

毎回人気の全身リンパセラピー
とポールシェリーアロマバン
テージで脚のむくみ解消に◎ 

開店以来10年に渡って当店不動の人気No.1の
フォトフェイシャルは、シミ・ニキビ・毛穴・赤ら
顔・キメなど、お肌のあらゆるトラブルに効果的 ! 
さらに脱毛効果も !

FACIAL BODY不動の人気 !! エンビロン・フェイシャルトリートメントのスペシャルが集結♡
さらに新世代の施術、注入に変わる「ヒアルロン酸導入」が登場♪ 徹底的にデトックス!! この機会に、身体を変えてみませんか?

美白・美肌・艶肌・うる肌 ディープデトックス

瞬間リフトアップ・たるみケア・美肌

上半身スペシャルケア♪気になるお腹、上半身徹底痩せ !!

顔痩せ・小顔・むくみケア
癒し・むくみ & スリミングケア

10年間スペシャル人気No.1

脱毛 1回ごとのお支払い

肩こり・首こり

お顔脱毛 3回コース（イオン導入付き）

パーツ 1回 ▶ ¥5,000
腕（ひじ上 orひじ下）・足（ひざ上 orひざ下）・
背中（上 or下）・腹・胸・うなじ・V・脇など

パーツ 1回 ▶ ¥2,500
手（指or甲）・足（指or甲）・ひざ・ひじ・へそ周り・など

今年のキャンペーンの
目玉は、辛い首・肩こ
りを美棒でスッキリ♪
筋肉の奥深くを解すこ
とで想像以上の気持
ちよさ !!

通常 ¥54,000 ▶ ¥30,000 
気になるお顔脱毛と、お肌の奥に栄養を届け
るイオン導入のセット。むだ毛とお肌、両方
ケアできてツルツル艶々♪

セルフ洗顔 ▶▶ 肌診断 ▶▶ デコルテケア ▶▶ 角
質ケア ▶▶ ヒアルロン酸&高濃度ビタミンの
超音波導入 ▶▶ クーリングマスクによるイオン
導入 ▶▶ リフレッシュマッサージ ▶▶ お仕上げ

HAIR REMOVAL 毎年人気♪まつ毛エクステ

まつ毛パーマ+超音波鼻毛穴洗浄 +
お鼻エンビロンクレイテックパック

通常 ¥5,000 ▶ ¥3,000 
まつ毛パーマの置き時間にできる人気超音波毛穴洗浄 !
気になるお鼻の毛穴のお掃除とパックのセット

150本              通常 ¥ 12,000 ▶ ¥8,000 
120本              通常 ¥9,600 ▶ ¥6,000
しっかりしたカウンセリングでデザインも思いのまま♪ 下
がり気味まつ毛でお悩みの方もパッチリ目力女子に (*^_^*)

EYELASHshoulder

全身脱毛
通常 ¥50,000 ▶ ¥20,000 

脱毛ファーストセット（1回）

通常 ¥33,500 ▶ ¥ 10,000 
ひじ下 +ひざ下 +脇の脱毛セット

首・肩甲骨 ちょこっと美棒
初回価格 ▶ ¥3,000

気になるむだ毛をスッキリ脱毛♪
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背中ラジオ波 × 赤色LED ▶▶ クレンジング ▶▶ 
お顔ラジオ波 × 赤色LED ▶▶ デコルテ・背中
ケア ▶▶ お顔リフトアップマッサージ ▶▶ 保湿鎮
静パック ▶▶ お仕上げ

キャビテーション ▶▶ ラジオ波 ▶▶ 赤色LED
（上半身）美棒 &リンパドレナージュ

ストックあり

ストックなし
付けきり


