
アライアンスフェイシャル セルライトゼロ
エンダモロジーアライアンス

コンフォートデュアル 表示価格は全て税抜です

♦エステチケット
同一料金の施術を毎回指定できます

   エステチケット　１０　 12回 10回分のお料金

   エステチケット　２０ 25回 20回分のお料金

♦プリペイド
毎回お好きなメニューを指定できます。

   プリペイド　５ \60,000分 \50,000

   プリペイド　１０ \125,000分 \100,000

～チケット～

♦アロマ リンパマッサージ
アロマオイルで全身をマッサージ。疲れた身体に癒しのマッサージです。

   前面又は背面 30分 ¥5,000

★全身 60分 ¥8,000

（※10分追加　\1,000）

★エンダモロジー 30分 ¥8,000 初回お試し ¥5,000

セルライトに直接働きかけ皮下脂肪を減少させます。リンパ、血流の流れを正常化し太りにくい体質を作ります。

♦エンダモロジーアライアンス 40分 ¥18,000 初回お試し ¥7,000

革新的な最新テクノロジーを搭載してリスク無く肌本来の持つ力を目覚めさせる。エンダモロジー最新機種

10回

20回

（※10分追加　\3,000） 30回

♦バストアップフォト 70分 ¥15,000 初回お試し ¥8,000

胸部の細胞を活性化させ専用のＥＭＳで無理なく大胸筋を鍛えバストアップさせます。

♦ラジオ波＋ＥＭＳ 60分 ¥10,000 初回お試し ¥6,000

脂肪そのものを溶解し水と炭酸ガスに分解、老廃物として体外へ排出します。

♦セルライトゼロ
レーザーダイオード、キャビテーション、ラジオ波熱、高周波、LEDが同時出力。
脂肪燃焼と燃焼マッサージの両方を兼ね備えたハイスペック痩身マシン。ＥＭＳ、ヒートマット付き。

　前面又は背面の１ヶ所（ＥＭＳパット４枚使用）
90分 ¥12,000 初回お試し ¥8,000

　お好きな部位２ヶ所（ＥＭＳパット8枚使用）
150分 ¥18,000 初回お試し ¥12,000

♦ＥＭＳ＋ヒートマット 30分 ¥5,000
ＥＭＳで筋肉を鍛え基礎代謝をアップ、リンパの流れを促します。運動が苦手な方におすすめ。

月額\6,600の定額コースです。月に1回のご利用となります。

★印のメニューもしくは季節のキャンペーンよりお選びいただけます。

¥250,000

¥360,000

～エステ会員～

♡ ボディーメイキング ♡
～ボディー～

♡ 痩身 ♡

¥150,000
♦まつ毛パーマ 45分 \4,000
　

♦ケラチンラッシュリフト 美容成分ケラチン配合まつ毛パーマ

　上 60分 \6,000

　下 60分 \5,000

　上下 90分 \9,000

♦まつ毛エクステ 高級エアセーブル使用
　

   100本 50分 \4,700

   120本 60分 \6,000

   140本 75分 \7,000

   160本 90分 \7,500

   フラットマットラッシュ 追加 \1,000

   オールブラウンカラー 追加 \2,000

   ブラウンハーフミックス 追加 \1,500

   当店オフのみ 15分 \1,500

   他店オフのみ 30分 \2,000

♦３Ｄラッシュ 通常より細い毛を使用

   100本 ナチュラルな仕上り \9,000

   160本 ボリューム感のある仕上り \11,000

※まつ毛エクステは全てオフ無し価格です。

　オフ有りはそれぞれの施術時間＋10分で\500追加となります

～まつ毛～

★ＢＯＮスペシャル 60分 ¥8,000 初回お試し ¥5,000
毛穴の奥の汚れを取り肌別美容液を導入後超音波でリフティング。クリームパック付き

♦フォトラジオ波 70分 ¥15,000 初回お試し ¥8,000
くすみを取りながらリフトアップ。脱毛効果有。コラーゲンマスク付き。　※デコルテ（アセロラパック付き）は＋\5,000

♦スーパーフォト 70分 ¥20,000 初回お試し ¥9,000
パワーアップした光フォトでしみ、くすみ、毛穴の広がりのケアに最適。コラーゲンパック付き。
※デコルテ（アセロラパック付き）は＋\5,000

♦スキンウィザード 70分 ¥20,000 初回お試し ¥10,000
ナイロン針で気になるしみ、しわをピンポイントでお手入れ。ドイツ発アンチエイジングケア。肌別美容液2種類とコラーゲンパック付き

★フェイスエンダ 60分 ¥12,000 初回お試し ¥8,000
真皮層に働きかけコラーゲン生成を促進。リンパ,血流の流れが即座に良くなりリフトアップ効果がでます。アセロラパック付き

♦コンフォートデュアル 70分 ¥16,000 初回お試し ¥8,000
特殊な熱を当てることでコラーゲン繊維が収縮しリフトアップ、ハリ、たるみに効果的。コラーゲンパック付き

♦フェイスセルライトゼロ ６0分 ¥12,000 初回お試し ¥8,000
ラジオ波・吸引・ＬＥＤの同時出力により絶大な小顔効果へ。アセロラパック付き

♦フェイスアライアンス 90分 ¥20,000 初回お試し ¥10,000
エンダ最新機種によるお手入れで確実な結果へ。全てのお肌のお悩みに対応。コラーゲンパック付き

♦毛穴洗浄 3０分 ¥3,000
セルフケアではなかなか取れない毛穴の奥の汚れを低超音波で徹底的に大掃除。ローションパック付き

・フェイシャルマッサージ 15分 ¥2,000

・デコルテマッサージ 15分 ¥2,000

・ウォーターピーリング 15分 ¥2,000

・ケミカルピーリング 30分 ¥5,000

・ＥＭＳ　1箇所追加 ¥1,000

・肌別美容液1本 \1,000/\1,500

・肌別美容液ポレーション導入 15分 ¥1,500

・ドイツ製アセロラパック or スピルリナパック ¥1,500

・ドイツ製ステムセルマスク ¥2,500

・ドイツ製シルバーフォイルリフティングマスク ¥1,600

・ドイツ製コラーゲンマスク ¥3,300

・スイス製コラーゲンマスク ¥12,000

・エンダモロジースーツ ¥7,000

・エンダモロジースーツレンタル 1回 ¥500

～フェイシャル～
♡ 美白コース ♡

♡ リフトアップコース ♡

♡ ベーシックコース ♡

♡ オプション ♡



〒560-0082
豊中市新千里東町1-1-3
SENRITOよみうり2F

営業時間
平日 9:30～20:00(LO19:00)
日祝日 10;00～19:00(LO18:00)

定休日 毎月第2木曜日

TEL: 06-6832-4653
http://www.bond-street.jp

TEL: 06-6318-6437
http://www.jetnail.jp

エステ・まつ毛・ネイル

トータルビューティーサロン

お問い合わせははこちら

ホットペッパービューティーで予約
当日キャンセルは¥1,000申受けます

部位 1回 3回 6回
SS ¥1,000 ¥2,700 ¥4,800
S ¥2,000 ¥5,400 ¥9,600
M ¥5,000 ¥13,500 ¥24,000
L ¥7,000 ¥18,900 ¥33,600

VIO or 顔 ¥10,000 ¥27,000 ¥48,000
全身(VIO無) ¥20,000 ¥54,000 ¥96,000

全身(VIO or 顔) ¥30,000 ¥81,000 ¥126,000
SS…鼻下、アゴ、みけん
S…ワキ、手指、足指、手の甲、足の甲、乳輪周り、おへそ周り、口周り、おでこ、もみあげ、膝小僧
M…両ひじ上、両ひじ下、Ｖ、えりあし、胸周り、お腹、ほほ
L…両ひざ上、両ひざ下、背中～腰、ヒップ、Ｏ、Ｉ

お部屋のご利用料金となっています。4名様まで同時にご利用頂けます。
♦20分 ¥7,000 初回 ¥3,500

次回割 ¥3,500

♦50分 ¥15,000 初回 ¥7,500
次回割 ¥7,500

～セルフ脱毛～

～高速脱毛～

♦シンプルＡコース （オフ込） 90分 \4,200
基本アート（ワンカラー、グラデーション、フレンチ）ストーン10個

♦シンプルＢコース （オフ込） 90分 \4,800
基本アート（ワンカラー、グラデーション、フレンチ）ストーン10個、ラメ

♦アート 4本迄 （オフ込） 120分 \6,200

♦複雑アート （オフ込） 180分 \9,000
アート180分以内でし放題。画像持込等。3時間越えは30分ごとに1000円追加

♦アートサンプル （オフ込） 90分 \5,500
定額　サンプルから選択　色替え不可

♦ワンカラー 自店オフ込 ※オプション不可 60分 \3,000

♦ワンカラー 他店オフ込 ※オプション不可 90分 \3,500

♦シンプルＡコース （オフ込） 90分 \4,700
基本アート（ワンカラー、グラデーション、フレンチ）ストーン10個

♦シンプルＢコース （オフ込） 90分 \5,300
基本アート（ワンカラー、グラデーション、フレンチ）ストーン10個、ラメ

♦アート 4本迄 （オフ込） 120分 \6,500

♦複雑アート （オフ込） 180分 \9,000
アート180分以内でし放題。画像持込等。3時間越えは30分ごとに1000円追加

●Ｖカット 1個 \300
●ミラー １～10本 \1,000
●シール 5枚 \500
●ホログラム　１色 複数 \500
●カラー混ぜ　１色 追加 \500
●ラメ 追加 \600

●まつ毛・ハンド・フット完全同時オプション
   まつ毛 \500
   ハンド \1,000
   フット \500

●ハンド／フット　ドライケア 60分 \3,000
●ハンドマッサージ 10分 \1,000
●フット角質ケア 30分 \3,000
●フットマッサージ 10分 \2,000

指名料 \500

♦ネイル＋まつ毛のお得なセット
   まつ毛パーマ  ＋ シンプル シンプルＢは＋600円 \7,500
   まつ毛エクステ ＋ シンプル シンプルＢは＋600円 \9,400
   まつ毛パーマ  ＋ アート \8,800
   まつ毛エクステ ＋ アート \10,700
   まつ毛パーマ  ＋ 複雑アート \11,600
   まつ毛エクステ ＋ 複雑アート \13,500
※同じ日にまつ毛、ネイル別施術となります（完全同時オプションは使えません）

～ビューティーセット～

～ネイル～
♡ ハンド ♡

♡ フット ♡

♡ オプション ♡

♡ ケア ♡


