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M E S S A G E

への使命
メディカルエステティック紙を前身とする本誌は 2007年、真の豊かさを実現するセラピービジネス成立を支援するために

BELLEZZa（イタリア語で「美」という意味）というあたらしい誌名を与えられ大刷新しました。
そして2012 年 4 月、 本誌名を ESTETICa BELLEZZa と改めました。
エステ市場は人類にとって究極の成長余力を持つ領域です。エステ市場にはかねて異業種から多様な参入アプローチがされてきました。
本誌は創刊18 周年を迎えましたが、この間、時代は大きく変化しました。本誌創刊は平成バブル崩壊後の 98年金融危機 から5 年経過した段階でした。
日本経済は、短命に終わった I Tバブルの余韻も消え世の中には不景気感がただよって、ひとりエステ市場だけが活況を呈していました。
この間エステ市場は特商法の厳格化を受け悪徳の淘汰、ビジネス健全化の流れに乗り、
消費者と市場参加者の増大で今や 1 兆円市場を目指して拡大を続けています。
創刊以来、本誌は内需振興と消費市場の健全化に消費税廃止は不可欠という視点で情報発信を続けてきました。
財務省は消費税を段階的に引上げる策謀をめぐらし、とうとう19年10月から10％に引き上げられました。このような暴挙は、この後は許してはいけません。
消費市場が苦戦を強いられるからこそ、本誌の使命があると考えています。
嘘だらけの発表報道にまどわされることなく、読者が本当に知るべき情報を渾身の力で集め、毎月勇んでお届けします。
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待望の新商品がお披露目＆ブース販売

beautyworld JAPAN 2022 出展報告
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37 サロンインタビュー Featured Product VOL.96

Twitter

暖かい季節だけじゃない！冬場に人気の痩身メニュー

温めてほぐすハイパーナイフ
38 匠のコラボレーション vol.112

スタートするサロン専用クローズドオンラインショップ

お客様の生涯顧客化を実現する仕組み
56 BEAUTY X-PRESS

第 1 回 オセロビューティーコンテスト グランプリ授賞式 開催

すべての人たちの美しさと幸せの輪を広げていく
女性が自分らしく輝くために揺るぎない自信を手に入れる

アフロスアカデミースペシャルイベント開催
NEWS

40 除毛剤！ 十代男の皮膚障害件数 2 年連続トップ

成年年齢引き下げにともなう注意指導

不適正表示と優良誤認でダブル違反商品に行政処分

景表法のみか食表法に及ぶ行政の目
NAVIGATORS NOTES

今般、行政による広告指導がますます強化されております。小売店独自の
消費者向け広告、チラシなどの作成については、メーカーやディーラーから
提供された文言、使用前使用後写真などは、薬機法や景表法の広告規制上、
消費者向け広告には不向きな表現が多々あります。とくに非公開の商品研
修資料などに書かれている「脂肪が溶ける」などの効果効能を示す文言は、
他 の 言 葉 に 言 い 換 え る 知 恵 が 必 要 に な り ま す。仕 入 元 と よ く 相 談 し て、
広告表現に重大な関心を払い「違法広告」と指摘されない広告づくりを
こころがけてください。万一、都道府県、保健所、消費者センターなど
から注意指導を受けた際は、すみやかに改善するなど小売店各位で表現の
工夫をおこなうようにしてください。

57 BELLEZZa ナビゲーター奮闘記

停戦もさせてもらえないウクライナ戦争

発行人：戸井信伊知

読者エステ小売店様への注意喚起

編集人：豊田憲司

スタッフ：小坂理沙／藤井理歩／増田澪／川口相美

注）本誌は仕入値明示のエステ小売店向け仕入情報誌につき一般消費者の閲読は不可です。

デザイン：久根下勝子／株式会社 Ark design（吉村祥司）／久保田豊／人見真生

表紙イラスト：Biondy Chopper
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編集部

体験レポート

メッセフランクフルト ジャパン株式会社は 5/16 からの 3日間、東京ビッグサイトで
beautyworld JAPAN 2022 を開催しました。
同展示会には 672 社の出展企業と58,830人の来場者が集まり賑わいをみせました。
ベレーザ編集部によるブース紹介や商材のお試しレポート付きで出展企業をご紹介します。
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beautyworld JAPAN 2022 Revi
スマホで
ラクラクお問合せ

株式会社スロスインターナショナル
tel.03-6659-4224

https://sloth-inc.jp/contact/

FEATURE
リストバンド型のハンドピースで
通常のマシンでは難しい耳まで施術！

INTRASURE
イントラシュア

4 種類のハンドピース搭載

マルチケア機器
世界66カ国で導入実績がある
医療機器メーカーが開発した機器です。
表層ラジオ波
CET

深層ラジオ波
RET

POINT

REPORT

結果にコミットするラジオ波温熱
にコミットするラジオ波温熱
全身のトリートメントがおこなえます。

お腹

ヒップ

ふくらはぎ

マルチポーラ

（キャビテーション
＋ラジオ波＋LED）

太もも

CET→RET→マルチポーラ→CET
の順番でお腹の施術をしました。
15 分ほどで
体の内側から熱くなり施術後、
背中までかなり汗をかいていて驚き！
体全体で効果を実感できました。

二の腕

フェイシャルもOK

温感
リストバンド

商品詳細▶
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スマホで
ラクラクお問合せ

グローバルサイエンス株式会社
03-5579-8835
06-6532-7511
〈九州支社〉tel. 092-260-1395
〈東京本社〉tel.
〈大阪支社〉tel.

https://globalscience.jp/contact.php

FEATURE
今シーズン
新たに登場の
リリアンジェット

Lillian Jet
リリアン ジェット

ジェットエア ＋ 高濃度酸素＋トルネード流

新・化粧品デリバリーシステム

エイジングケア
ブライトニングケア
リンクルケア

新発売のジェットエア搭載マシンです。従来の高圧エア技術に高濃度酸素発生器を追加。酸素混合
により美容成分の浸透性アップ※が期待できます。噴射方式にはトルネード流を採用。ハンドピース
から吐出するときの飛散を防ぎ、直進性を高めます。化粧品のデリバリー効果にこだわって開発され
たニードルレスエアインジェクターです。

肌悩みに合わせた美容液

※角質層まで

REPORT

POINT

3 種類のリリアン ジェット専用の化粧品を

エイジングケアの美容液で、
フェイスラインから首にかけてマシンを体験！
あてた瞬間お肌が凹むほどの
ジェットエアの威力に驚きました。
施術部位は濡れておらず、内側から潤い

ラインナップ。お客様の目的にあわせてマ
シンにセットする美容液を選択できます。

あふれるハリ感を実感できました◎

VICTORIA
ヴィクトリア

Mona Lisa Genuine

スピーディーで満足度の高い美肌脱毛

モナリザ ジェニュイン

メンズ・光フェイシャル対応

腹筋美人を目指す

脱毛しながら美肌を目指せる美容機器です。1 秒 10

美容痩身機

ショットの連射で撫でるようなスピードの施術がおこ
なえます。メンズ脱毛に適した最大 -20℃の冷却機能

電磁パルス理論をもちいた新しい仕様

を搭載。2 種類のハンド

の痩身マシンです。従来のマシンでは

ピース
（HR・SR）
で光フェ
イシャルとバストケアも

最大20℃
の
冷却機能

体感できなかった刺激を与えてイン
ナーマッスルを維持します。

おこなえます。

ランニング
コスト軽減

REPORT
POINT

従来の同社製品から
改 良 を重 ね て60 万
ショットを保 証。低
いランニングコスト
で売り上げアップを
目指せます。

REPORT
細かい部分は単発照射、
広い部分はジェルを塗布しての連射で
とてもスムーズ！腕の細かな毛穴まで
見えづらくなりトーンアップしたように感じました。
※
体験していない部位と明るさを比較すると 、
素肌から美しくなっていることが
わかりました♪
※脱毛、減毛により

インナーマッスルへの
強い体感がありながら、
痛みなどの不快な刺激は
感じませんでした！
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beautyworld JAPAN 2022 Revi
スマホで
ラクラクお問合せ

株式会社ピュアリー
tel.055-232-3015

https://www.purebio.jp

FEATURE
ブースを出すと
毎回、体験待ち！
人気のオセロ施術♪

OTHELLO
オセロ

The Skins Pro

1台 4 役

サロン進化（深化）のマシン
サロン進
根強い人気を誇るフェイシャル用美容マシンです。4つのテクノロジーで
高いクオリティのスキンケアを実現できます。

理論を融合した美容機器

〝 東洋医学 〟と〝 西洋医学 〟の

POINT

REPORT

スポットケア

低周波でターンオーバー安定へ

インサートパルス導入

電気パルスで美容成分を肌へ

E ニードルトリートメント

電気で筋肉の緊張ほぐしへ

スポットケアを体験！
ペン型のプローブをあてるだけで、
お肌のダメージが浮かび上がってきました。

4D ライントリートメント

1 週間後、肌色が気になっていた

コリほぐし・内側からアプローチ

頬の仕上がりが楽しみです。

PureBio

ピュールビオシリーズ

生プラセンタ × TBK-387

冷凍美容液

水不使用の

高濃度プラセンタ美容液
非加熱・無加水 フレッシュ生プラセンタ

美肌成長因子 プラセンタ
維持

TBK-387

3 種類のヒト幹細胞培養液配合

テロメラーゼ抽出液

PureBio EP

TBK-387

ピュールビオEP

繊維芽細胞由来、骨髄由来、脂肪由来

オセロ専用導入美容液

PureBio FE

ピュールビオFE

オセロ専用美容液
プレプラセンタ理論

REPORT

新発売

先進の

エピジェネティクス（後天的遺伝学）
コスメ
PureBio Telomere Force FD

個別包装で冷凍された美容液。
手に出した瞬間はまだ凍っていました。

ピュールビオ

テロメアフォース FD

フリーズドライ美容液

エイジングケアに嬉しい成分を

美容成分のフリーズドライと液体

豊富に含んだ美容液が、
体温でお肌に溶け込んでいくのを実感。

2 つにわかれた容器を混ぜて
その場で美容液が完成！フレッシュな状態で塗布できます。

これからの季節に適した体感です♪

充分な保湿と手触りの良さもすぐに感じられて、
満足感の高いアイテムです。

eview
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スマホで
ラクラクお問合せ

エトワール株式会社
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https://etoile-create.com/contact.php

FEATURE
専門スタッフがブース来場者に
筋肉の理論まで
詳しくレクチャー！

Fit Carving
フィット・カービング

骨盤底筋群ケア

健康的な美ボディへ

POINT

専門家監修の骨盤底筋群専

エビデンスによる
結果重視のボディメイク

用モードを搭載。専用椅子付
きで、産後や年齢によるお悩
みへのケアがおこなえます。

こだわりのメニューでさまざまなお客様に対応できる

充実のフォロー内容

POINT

導入サロンからの問い合わせには知
識豊富な専門スタッフが対応。集客や
メニューについてもサポート可能です。

REPORT

磁場パルス式運動マシンです。医大協力のもと筋肉へ
の実際の効果を測定。エビデンスに基づいたプログラ
ムで効率的な施術がおこなえます。モードや出力レベ

高齢の方や女性におすすめの
骨盤底筋群モードを体験。
専用椅子にアプリケーターをセットして
深めに座るだけ！
骨盤付近の筋肉が収縮しているのを
実感できました。
不快な刺激はなく、普段動かすことが
難しい部分が鍛えられている
不思議な感覚です◎

ルはタッチパネルで簡単に調節可能。お客様の筋肉量
や目的に合わせたメニューを実現できます。インナー
マッスルとアウターマッスルの両方にアプローチする
ことで健康的な美ボディメイクを目指せます。

フィット・カービングの
施術後に！
REPORT

ファイン

ソイプロテイン

ファインプロ

ホエイプロテイン

2 種類ともプロテイン特有の
飲みにくさや粉っぽさがなく
飲みやすかったです。
「5 種のスーパーフード」のアサイーや
チアシード、マカ、マキベリーなどが
ふんだんに入っており、
体の内側からも美しく健康的な状態を
目指せそうです。

Talk Show
展示会のプレゼンテーションルームでは、同社の浜岡社長による講演「長生
きを喜べる時代へ」もおこなわれました。開始前から満席で立ち見の方が続
出するほどの盛況ぶり！ 浜岡社長自身の体験を楽しく織り交ぜながら
フィット・カービング開発の経緯を紹介。健康的に生きるため運動や筋肉が
どれほど大切かを実感できる内容でした。そしてゲストとしてアンバサダーの
AYA さんが登場！ AYA さんの美しい筋肉に来場者はさらに盛り上がりました。

さん
AYA
！
場
登

13

ew
beautyworld JAPAN 2022 Revi
スマホで
ラクラクお問合せ

VICTORIA LINE 株式会社
tel.052-918-2414
https://victoria-line.com

FEATURE
NAOMI 先生自ら来場者に
塗布方法をレクチャーしていました！
〈30代〉

PRODUCE BY

14日間
１本使用

NAOMI YAMADA

VICTORIA KYUN KYUN SERUM®
ヴィクトリアキュンキュンセラム

ヒト幹細胞培養上清液配合

美容家監修のメソセラピーセラム REPORT
美容家 NAOMI YAMADA 先生 監修の美容液です。

〈40代〉

成分の変化や巡りを考え、肌の隅々まで届くこ

14日間
１本使用

とに着目しています。
※角質層まで
POINT

セラムを塗った瞬間、
フェイスラインの悩みがなくなり、
スッキリとした印象に。目も自然と開き、
目線が上がったように感じました。
マッサージと併用することで
リフトアップ効果を実感！
肌にハリと艶が出て、
明るくなったようにも感じました。

薬剤師と共同開発
薬剤師が代表を務める医療用漢方の承認を得た数
少ない製造メーカーと共同で開発しました。すばや
く効果が出るように成分の配合率にこだわってい
ます。簡単な塗布方法で若々しい印象を目指せます。

ew
beautyworld JAPAN 2022 Revi
スマホで
ラクラクお問合せ

株式会社セインムー
tel.06-7162-6057

https://seinsmous.com/contact/

公式 LINE

FEATURE
商材の香りやデザインはもちろん、
ブースまでラグジュアリーでした♡

seins mous

Beauté Rondo Cellules
セインムー・ボーテロンドシェルル

見た目年齢が気になるところに

まぶた・目のクマ
おでこ

夢が膨らむ
部分®ケア

「欲しいところにだけケアを」が
叶う美容液です。脂肪に着目し
て3種類の成分（セルアクティブ・
アデフィリン・ボルフィリン）
を高
配合。丸みのあるふっくらとした
若々しい印象へ導きます。

REPORT

バスト・首・デコルテ
手の甲・口元
デリケートゾーン・唇
POINT

濃度にこだわったレシピ
ボリュームケア成分
美容成分合計

20%
58%

という高い濃度で配合しています。

濃密な美容液にも関わらず
ベタつきは無し！
今回は手の甲で体験しましたが、
１滴で手から肘までしっかり伸びました◎
１瓶で全身どこにでも使えるので、
エイジングケアしたい場所を
選んで使用できる
高級感のあるアイテムです。
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株式会社アイムビー

スマホで
ラクラクお問合せ

tel.0120-038-538 携帯・PHS OK

ミヤタッチ

https://www.miyatouch.com/

FEATURE
レイドをはじめとした
自社オリジナル新商品の
紹介動画が流れていました！

ReSkin® mini
リスキン ミニ

高圧ジェット搭載

低価格＆小型フェイシャル機器
高圧ジェットを使用したフェイシャル用の美容機器です。ニードルレス（注射
針なし）
でお肌にやさしく、非接触の施術が可能です。美容液をナノサイズの

導入しやすい
低価格＆小型

POINT

低価格帯かつ小型のマ

シンで手軽に導入できま
す。エステサロンでの導
入はもちろん、家庭での

ReSkin® mini

使用にも適しています。

霧状にすることでムダなくお肌に成分を届けられます。

◀動画はコチラ！

REPORT

L'aide® Skin
レイド スキン

新発売
フェイスラインで噴射の勢いを
体感しました。
噴出口にプラスチックカバーがついており、

肌分析機

新発売の肌分析機です。同社開発のサロンサ
®

ポートツールL'aide と連携。分析したお客様の
報を手軽に確認できます。
情報を手軽に確認できます。

REPORT

お肌から一定の距離を保って
噴射できるとのこと◎
エステティシャンの技術差も出ず
スピーディーに施術がおこなえます。

シミ・ニキビ・シワなどの
気になる部分を多角的に計測♪
レイドでお客様のカルテとあわせて
管理をすることで、
お肌の状態を継続的に観測可能。
満足度の高いカウンセリングに
繋がりそうです！

ReShot® pro
リショット プロ

多様なニーズに対応

ハイブリッド脱毛マシン

特殊波長を搭載した脱毛機です。熱吸収がより高い波長の HR モー

ドに加え、高速仕様（3 〜 5shot/sec）の SHR モードを搭載してい
ます。効率的な施術でお肌に優しく結果を出すことができます。
POINT

豊富な
メニューを実現

メンズ・レディース・キッズに対応した設定で、
ヒゲやデリケートゾーンのケアもおこなえます。

REPORT

付属のスキンチェッカーで
肌色を測ってから出力を決定！
安全かつ効率的な照射を
サポートしてくれます。
冷却機能も強力で
体感の良い施術でした。
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スマホで
ラクラクお問合せ

株式会社エバー

tel.03-6427-8331

http://www.e-ever.com

E-mail

staff@e-ever.com

FEATURE
渡邊社長と楽しんごさん登壇の
金の糸美容術トークショーが
大盛り上がり！！

美容医療勉強会
Seminar

1

医療提携を結べる

人気の無料勉強会
株式会社エバー主催の勉強会です。同社は医師共同
開発の商材や施術メニューを医療提携認定サロンに
提供しています。勉強会では同社の扱う商材につい
てはもちろん、幹細胞技術など美容医療に関して詳

POINT

「引っ張らない、形も変えない」

勉強会でも
紹介される
同社の

がコンセプトの施術プログラム。
金の糸が人間のもつ機能を引
き出し、自らの力で美しくなる
よう導きます。

2 大商材

しく学べます。勉強会修了後には医療提携認定サロ
ンとしてディプロマの発行と販促物を提供。参加費
無料で、キャンセル待ちが出ることもあるほど人気
の高い勉強会です。

7/1（金）・19（火）
東京
・23（火）
開催 8/8（月）

※大阪開催についてはお問い合わせください

時間

１２：３０〜１８：００

会場

株式会社エバー会議室

規定

参加費

無料

2

天然植物を主成分とした新たなナチュラルピーリン
グです。棘状成分でターンオーバーの安定から美し
リベルハーブピーリング

いお肌を目指せます。

REPORT

東京都渋谷区道玄坂１-18-３ プレミア道玄坂ビル３階

弊社と医療提携のご契約を前提とされる方

（美容系サロンオーナー様・美容家様に限る）が参加できます。

同社ブースで開催されていた
トークショーに参加しました！
幹細胞のトークショーでは
「お米とお米の研ぎ汁」に例えて
「幹細胞と幹細胞培養上清液」の関係を
説明していたのが印象的でした。

完全
予約制

お申し込みはこちら▶▶▶

医療提携について
インタビューしました！

医療提携のメリットは？

1. 美容外科と提携できます
2.ドクターズコスメが取り扱えます
3. オーナーは特別価格で施術を受けられます
4.お客様をご紹介いただくと謝礼を進呈いたします

リベルハーブピーリングの
体験会も行われていました。
人だかりができるほど
多くの方が様子を
見学されていました！
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スマホで
ラクラクお問合せ

株式会社アクシージア
tel.03-6258-1350

公式 LINE

https://axxzia.co.jp/

LINE：＠137wpxti

FEATURE
特徴的なフォルムの
肌測定機に
来場者も興味津々でした！

AX Face
アクサフェイス

光学技術による肌測定

今のお肌を知り未来を予測
光学技術による５種類の光源でお顔の肌状態を撮影できる肌測定機です。糖化懸
・毛穴・シワ・シミ・肌トーン・ニキビなどのさまざまな状態を
念や赤み（敏感肌）
可視化できます。
撮影結果からお客様に必要なスキンケアを提案できるコスメプランと適切なエス
の 2 種類を用意。画像の解析結果に基づいてお
テコースを提案できるコースプランの
客様それぞれに適した商材を紹介することでより信頼性の高いエステサロンを目
指せます。

QR コードで簡単シェア

1

POINT

測定結果や提案内容はいつでも確認可能。

2

POINT

現状だけでなく予測も可能

老化の予測や効果予測、ケアの有無による

サロン専用のECサイトと連携すれば化粧品

将来図を表示。今後のお顔を予測しながら

やコースを自動で提案してくれます。

コース提案ができます。

REPORT
視力検査機器のようなマシンに
おでことあごをつけて測定開始♪
数秒で測定が完了して、
すぐに付属のタブレットで
測定結果を確認できました。

側は
の裏 に！
ン
マシ んな形
こ

測定結果はレーダーチャートや画像で
分かりやすく表示！
年齢ごとの平均値や今後の肌状態の予測まで

測定結果は
QR コードをかざすだけで
自分のスマホからも閲覧可能◎
いつでも手軽に確認できるので、
普段のスキンケアや
買い物にも活用できそうです。

詳しく書かれていました。
結果に合わせてコースや商品を
おすすめしてくれて
購入までスムーズに進められます。
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イーマインターナショナル株式会社

スマホで
ラクラクお問合せ

tel.03-6273-0811

https://sbstokyo.net/machine/

FEATURE
同社が扱う 5 つの
美容機器がお披露目！
操作を見学＆体験できました

３D 超音波マシン
全身 360 度

オーダーメイド施術マシン
超音波を搭載した人気の美容マシンです。高エネルギーの超音波で気になる部位に集中アプローチ。
1 台でフェイスラインやボディラインの結果出しを目指せます。ダウンタイムやリバウンドが気になる
方にもおすすめしやすいマシンです。

REPORT

フェイスラインとお腹を
施術しました。
たるみが気になっていた部分を中心に
しっかりあててもらいました♪
施術では
温まりと引き締めを実感でき、
効果の高さに驚きました。

POINT

カートリッジの
展開豊富
5 種類のカートリッジ

を搭載しています。ボ
ディやフェイシャルな
ど幅広いメニューに対
応可能です。

NEELESS HIJET

POINT

ニーレスハイジェット

サロン経営の救世主
回転率向上やリス
ク削減に役立つな
どメリット豊富な

1 回 9 分の施術

マシンで売り上げ

美髪・美顔専用マシン

向上を目指せます。

高圧エアー技術採用の導入マシンです。お肌に直

1回 9 分
簡単操作
非接触
ヒト毛根細胞順化培養液配合の
美容液を頭皮に噴霧してもらいました。
施術が完了しても頭髪が濡れておらず、
しっかりお肌に成分が届いたのを実感♪

詳細はこちら

接触れないニードルレスエアインジェクターで本
格的な導入美容をおこなえます。 操作がシンプル
で、技術や研修時間もほぼ必要なく使用可能です。

たるみ
脂肪ケア

レンタルシステム

新システムについて

Rental System

NEW 美容マシン

レンタル導入可能

同社が取り扱う美容機器をレン
タルで導入することができます。
マシンの講習や売り方のノウ
ハウも同時にサポート可能です。

美髪
美顔

インタビューしました！
詳細はこちら

レンタルの
おすすめポイントは？

メンズ
脱毛

筋肉維持

リフト
アップ

●月額 3 万円〜安価で導入可能

●レンタル期間中の動作保証付き
●期間中マシンの変更可能
●途中買い取りに対応

●集客のノウハウまで支援
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スマホで
ラクラクお問合せ

株式会社ケンユー
tel.0120-586-146

https://ken-you.co.jp/index.html

FEATURE
数多くの体験希望者が殺到し、
一時は待ちが出るほどの盛況ぶりで
注目を集めていた GRANTESLA。
！
斬新な切り口の“ 新製品”も話題に！

DECIDE
ディサイド

SDPL + RFの同時出力の新方式を採用

｢所有｣から｢使用｣の時代へ、
“ 定額制 ” 高性能脱毛機
HRとSHR、DPLフォトの3つの方式を、RFとの同時出力にする事で更なる効果を引き出す新型
RFとの同時出力にする事で更なる効果を引き出す新型
100万発！
脱毛機。エネルギーを減退させること無く最大 8 連射まで設定ができ、
光源寿命は驚異の100万発！
この高性能な新型脱毛機が、この度なんと！
！ サブスクシステムで導入が可能に！ 定額制でランプ
打ち放題、消耗品無料、修理費無料、解約費用０円…etc.、機器の実力も
さることながら、そのシステムにも注目が集まりました。
POINT

REPORT

話題のサブスク脱毛機の 5 大サービス
初期
費用

月額
利用料

ランプ交換
消耗品

（税込）

万円

解約
費用

無料

0円

¥

¥

49.5

修理費
貸出機

4.4

（税込）

万円

0円

GRANTESLA
グランテスラ

人気のフェムテックギアで「骨盤底筋トレーニング」も可能

電磁場パルストレーニング
フラット、カーブの 4 本のアプリケーターが常時接続し、タッチパネ
ルの直感的な操作で部位に合わせた素早い切り替えが可能です。
さらに、次世代空冷式を採用しているため騒音が少なく、給排水等
の定期メンテナンスが不要のため快適なサロンワークを実現します。
POINT

フラット／カーブが
４本標準接続

+

フラット／カーブ

オプション：シート

自身で鍛える事が難しい
骨盤底筋を、座るだけでケアできる
シートアプリケーターは、
嫌な体感や恥ずかしさも無く、
抜群の話題性と、その手軽さから
女性の人気が集まっていました。

-10℃のTEC冷却と、
肌色やコンディションに
合わせてパルス幅・
インターバルを設定する
パルスディレイ方式を
採用しており、照射時の
痛みもそこまで
気になりませんでした。

AminoGrain
アミノグレイン

特許成分「スポーツ乳酸菌 ®」 配合
※

オトナの

ボディメイクプロテイン

特許成分「スポーツ乳酸菌 ®」で燃えるダイエッターをサ
ポート！その他にも、代謝に関与する「MCT オイル」
、吸収
速度の異なる「W タンパク」配合で、電磁場パルストレー
ニングの前後に摂取することで、より効率的にメイキング。
※

※
「スポーツ乳酸菌」は、SYNBIO TECH INC. の登録商標です。
〈特許番号〉台
湾／① I 583388 ② I 705817
アメリカ／① US10188685 ② US1079231

こだわりの抹茶ラテと
ビター珈琲味は、
粉っぽさを感じず
非常に飲みやすい
です！
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スマホで
ラクラクお問合せ

株式会社グラツィア
tel.0120-20-8340

https://direia.bcart.jp/contact.php

FEATURE
美容業界待望の技術！
ハイボルテージ
中周波 EMS を搭載

STARtech

ハイボルテージ
中周波 EMS

スターテック

FACE × BODY × HEAD

POINT

瞬間的に筋肉層にアプローチ。痛

次世代テクノロジー搭載マシン

みや組織損傷に配慮した設計の
傷に配慮した設計の
電圧を使用しています。

BWJ で初お披露目のフルスペックマシンです。医療現場でも注目が集まる先端テクノロジー
を搭載。6つのプローブでお顔・ボディ・頭部のトリートメントがおこなえます。1台に機能が
集約することでコストパフォーマンスはもちろん、操作性・管理面でもサロン経営をサポー
トします。導入から本格的な痩身メニューまでおこなえるオールマイティーな美容機器です。

REPORT
注目のハイボルテージ
中周波 EMS も体験！
2 ボールヘッドでお顔の細かな部分まで
フィットしました。食いしばりなどで
凝りがちな頬まわりをはじめ、
しっかり筋肉の奥のほうまで
動いているように感じました。
口や鼻も勝手に動いてしまうほどでした♪

サーマルフラクショナルでフェイシャルを施術。
ラジオ波による温めの効果で、
お顔全体の巡りについて変化を感じました。
年齢が出やすい口周りへの効果にも期待大です！

direia STEM SERUM PRO HC
ディレア ステム セラムプロ HC

生ヒト幹細胞培養液高濃度 50％ + エクソソーム

プロフェッショナル用美容液
美容機器「STARtech」の導入機能との併
用がおすすめの美容液です。ヒト脂肪由来
幹細胞培養液を 50％という高濃度で使用
しています。その他エクソソームや、生体
利用率が高いビタミン C 誘導体を配合。エ
イジングケア・美肌など複合的にアプロー
チしたい方に適しています。安全性と品質
を確保したプロ仕様の美容液です。

情報伝達物質
エクソソーム

POINT

細胞間の情報伝達に用い
ら れ るエクソソー ム を
0.5％の濃度で配合。若さ
に関わる細胞への関与が
注目される物質です。

エレクトロポレーションで
お顔全体に導入しました。
気になっていた
口まわりの仕上がりに満足◎
1 つ 1 つの細胞のことまで
考えられたレシピなので、
持続性が期待できそうです。
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第1回 オセロビューティーコンテスト グランプリ授賞式

A

開催

すべての人たちの美しさと幸せの輪を広げていく

株式会社ピュアリー

株式会社ピュアリー（志田伊織代表取締役）は 5 月16日に東京ベイコート倶楽部のグランドボールルームで
第 1回 オセロビューティーコンテスト授賞式を開催しました。

オセロビューティーコンテストは「オセロを全国のサロンに普及し、シミで
悩む全ての方の人生を明るく変えていく。全ては、お客様の「笑顔」のために。
オセロに携わる全ての人たちの美しさと幸せの輪を広げていく。そして、取扱
サロン様やエステティシャン皆様の「経験値」
（知識、技術、症例、ノウハウ）
の向上に寄与していく大会とする」を目的にかかげています。同大会は 3 月末
に書類審査がおこなわれセミファイナルサロンとして10サロンを選出。4月18日
に中間審査がおこなわれ「クリニカルエステ花蔵 熊谷八木橋店」
「クリニカ

ルエステ花蔵 北本店」
「クールエステティック 鯖江店」の 3 サロンが選出さ
れました。今回のイベントでは審査員と会場投票による最終審査がおこなわれ
「クールエステティック 鯖江店」が見事グランプリに輝きました。
お問合せ先

株式会社ピュアリー ☎ 055-232-3015 https://www.purebio.jp/1st̲obc

まで

B

女性が自分らしく輝くために揺るぎない自信を手に入れる

アフロスアカデミースペシャルイベント開催

株式会社 Aphros Queen

5 月 28 日、株式会社 Aphros Queen（玄甫和美代表取締役）は
アフロスアカデミースペシャルイベントをオンラインで開催、約150人が参加しました。

同イベントは 8 月からスタートする「アフロスアカデミー」の先行企画として開催され
ました。アカデミーで講師をつとめる今村大祐氏、内田裕士氏が登壇し実際にどのよう
な講義を予定しているのを発表しました。アカデミーでは女性が自分らしく輝くために

必要な考え方やマインドセット、コーチングなどをおこなう予定です。トークゲストとし
て招待されたタレントの池田美優（みちょぱ）氏と玄甫和美社長との対談もおこなわれ
ました。池田美優（みちょぱ）氏はアフロスクイーンでのエステ施術体験や同社の今後の

お問合せ内容の

動きに対する期待について語りました。
「アフロスアカデミー」は「揺るぎない自信を手に
入れる」がコンセプトです。20 歳以上のすべての女性を対象に全国からエントリーを募集、
エントリーしたすべての方がオンラインレッスンを受講できる学びの場となっておりま

□に を入れて

ください。

A
□ 記事No.●

す。選抜された 20 人がさらなる特典とリアルな講師レッスンを受けることができます。
お問合せ先

B
□ 記事No.●

株式会社 Aphros Queen ☎03-6812-9720 http://aphros-queen.co.jp/academy/

お問合せは

FAX. 03-3664- 9207

☎03-3664- 9206

備考
まで

ESTETICa BELLEZZa コールダイヤルまで（土・日・祝休）

メールもうけたまわります。info@ plus-b.jp

情報満載！
！

特集企画
多数掲載

ご提供！
に
店
ステ
無料でエ

誌面改革 が起きているベレーザをご愛顧ください！

ほ し い 情 報 が こ こ に あ る！

問合せ先

プラスビーアンドパートナーズ株式会社

TEL. 03-3664-9206

FAX. 03-3664-9207

メディア事業部

東京都中央区日本橋人形町 1-5-8 人形町村田ビル

E-mail. info@plus-b.jp

URL. http://www.plus-b.jp/

