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トータルビューティー
Body ケア Beaut y AKORO

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
こまめな換気や施術ベッドなどの消毒・清掃を徹底
している他、お客様には入退店時の手指消毒や
咳エチケットなどのご協力をお願いしております。

千歳市勇舞8丁目6-13  ゆうまいタウンプラザ
（長都駅より徒歩8～9分、ピザハットさん2つ隣） 

※営業時間・定休日は予約状況により変動する場合あり

【営業時間】 10：00～17：00（最終受付15：30） 
【定休日】 不定休（他 セミナー研修等不定期にあり）

【駐車場】 有

080-6281-6788 ご予約、お問い合わせは
AKORO BodyケアBeauty
LINE公式アカウントへ

▶

その他メニュー 
・ラッシュリフト新規3,200円 
・ジェルネイル 　・もみほぐし整体 

パーソナルでストレッチと
整体がセットになったコース
身体が硬い方、大歓迎 !

ストレッチ整体60分 

2,800円お試し価格
(ご新規様)
＊都度払い(再来様)：4,000円 
継続のためのお得な回数チケットもご用意しております。

1つのお店で全てが揃う リラクゼーション 運動 健康 美容
お顔周りで悩んでいる方

気持ちいいソフトな圧で
骨格調整を行うので安心

■千歳市梅ヶ丘2丁目　■不定休
TEL 090-9437-2124

代表 上小鶴 孝子 ご予約はLINE公式アカウントから▶

骨盤調整
or

小顔リセット
20分3,500円

(税込)

セルフビューティ グラシア

千歳市東郊2丁目7-1
ホクレンショップ東郊店内
TEL 070-8431-9437
営業時間/10:00～20:00  
定休日：なし

※その他メニュー多数ございます。
※ご新規のお客様はLINEまたは
　お電話にてご予約ください。

▼ LINE ▼ Instagram

セルフエステベーシックプラン（ハイフ・痩身・脱毛）
通常

￥11,000/月 ￥8,800/月 〈6ヵ月契約〉
MENU
2

先着10名様限定

月
謝
制

MENU
1

セルフダイエット＆エイジングケア（美顔・痩身）
通常

￥6,600/月 先着10名様限定
〈12ヵ月契約〉￥5,000/月月

謝
制

MENU
3

メンズセルフ脱毛（VIOを除く）
通常

￥8,800/月 先着10名様限定
〈12ヵ月契約〉￥7,700/月月

謝
制

すべて税込価格

￥1,000￥1,000ご新規様限定
の3ステップでしっかり脂肪撃退！！の3ステップでしっかり脂肪撃退！！

美容機器ディーラー
だからできるこの価格！月謝制で通い放題！

当店最新の高級エステマシンが

温熱吸引⊕キャビテーション⊕ラジオ波温熱吸引⊕キャビテーション⊕ラジオ波この夏こそは！ 
理想のボディを
GETしよう！

この夏こそは！ 
理想のボディを
GETしよう！

●男性、女性、子供（7歳以上）も脱毛Ok。
●最先端   の業務用脱毛マシン（SHR方式）使用。
●最大-10°C冷却、秒速10連射の高速脱毛。
●最短3か月で脱毛完了を目指せます。
●白髪、うぶ毛、日焼け肌もOK。
●ヒアルロン酸、コラーゲンなど20種類の
　美容成配合ジェル使用。
●手の届きにくい背中はスタッフがお手伝い。
　（別途1,100円）

部分脱毛 10分
ワキ、顔、ヒゲなど1～2箇所の脱毛

脱毛したい部位が多い方、女性の全身脱毛

全身しっかり脱毛したい方、男性の全身脱毛

半身脱毛 30分

全身脱毛 50分

TEL 0123-29-3263
■営業時間（最終受付時刻）：平日・土曜日 10時～21時／日曜日・祝日 10時～19時　■定休日：水曜 店舗情報・ご予約はコチラからも

3,300円 1,000円通常

5,500円 2,000円通常

8,800円 3,000円通常

オープン記念
キャンペーン！！

＊4月30日ご予約分まで有効

GRANDOPEN！!
最先端脱毛マシン使用で
セルフ脱毛を実現！ 都度払いだから安心。低価格

宣言！！ キャッシュレス決算対応 使える決算続々追加中！お問合せください

予約受付恵庭市黄金南7丁目18-10

〈表記価格は全て税込〉※1　最先端：自社内比較

※1

※1

セルフメイド　恵庭店

AM10:00

4月15日
〈金曜日〉

最短３か月で脱毛完了を目指せるセルフ脱毛サロン

ヨガ、はじめませんか？

ヨガスタジオ ディヴィヤ

レギュラークラス

60分 1,650円(税込)
＊お得な回数券、通い放題券もございます。

www.studiodivya.com
ご予約･スケジュール確認はHPよりご確認ください。

平日▶10：00～19：00　土日▶9：00～12：00
千歳市末広7-2-1スカイヒルズ末広7-1階　　TEL.0123-25-6882

●痩せたい 
●身体の冷えやむくみをどうにかしたい
●疲れがとれない 
●ストレス解消したい
●体を柔らかくしたい など。

ヨガはこんな方にオススメ

Dione公式サイトを

千歳市春日町3-2-7 フリージア305号
TEL 0123-31-6247

【営業時間】 9：00～19：00
【定休日】 不定休（お問い合わせください）
【駐車場】 2台有（4番・5番）

Dione 千歳店 検索

https://www.datsumousalon-dione.jp/

※その他メニューもございます。 
詳しくは店舗までお問い合わせ
ください。※すべて税込価格です。

Dioneグループ「11周年111店舗!」展開初めての方限定体験初めての方限定体験
美肌脱毛専門サロン Dione美肌脱毛専門サロン Dione

※2022年5月31日まで有効

Lパーツから1ヶ所Lパーツから1ヶ所Lパーツから1ヶ所Lパーツから1ヶ所
太もも 背中上部 両ワキ

乳輪&周り

ひざ

足の甲 手の甲

Vライン上部 Vラインサイド

首（前面）

襟足

へそ周り

背中下部

ヒップ

バスト全体

腰

ひざ下

腹部

肘下

二の腕

Sパーツから2ヶ所Sパーツから2ヶ所Sパーツから2ヶ所Sパーツから2ヶ所

お顔なら丸ごと、気になる部分はお顔以外の
全身20ヶ所のうちSパーツから2ヶ所、
もしくはLパーツから1ヶ所お選びいただけます。

¥3,300選べる脱毛
orお顔丸ごと

足先から太ももまで

気になる部分

¥5,500美脚脱毛

毛穴レスな
仕上がり

フォトフェイシャルで
仕上がり重視

3歳からのお子様
敏感肌OK

Dioneの脱毛の特徴

美ボディラインを作るピラティス

パーソナルジム ディライト
千歳店

人気のDNAメソッドコー
ス！

５～１０kg程度のダイ
エットがしたい方へ

ダイエットに科学
的根拠を。

DNA検査で
　　的確なプラン

を提案！
ダイエットに科学

的根拠を。

DNA検査で
　　的確なプラン

を提案！

無料体験で体の変化を感じてください！
ダイエットの未来予想。
脂肪の付きやすさ、代謝の悪い姿勢、腰痛肩こりの原因 など！

無料体験
カウンセリング
受付中！

「密」を回避できるパーソナルジム
人の目を気にすることなく、
自分のペースでできる、
プライベート空間！

ホームページ
はコチラ

完全
個室

ダイエット＆ボディメイク

DELIGHT
PERSONAL GYM

ダイエット
実績ブログ
公開中!

安心のリバウンドアフターフォローも充実！
プラン終了後は最安値の特別プランも！
ご好評につき、昨年実績１６０件の
ご延長いただきました！※苫小牧店実績

TEL 0144-77-0485 営業時間/9：00～22：00（最終受付21：00）
千歳市みどり台北１丁目3-7未来ビル

全店共通

バインドロックエクステ / 60分時間内本数無制限 ￥8000(税込 )

パリジェンヌラッシュリフト/70分 ￥6000(税込 )

弾筋ストレッチフェイシャル /70分 ￥7000(税込 )

RENEWAL OPEN

※広告有効期限2022年5月末日

eyeBRANDing

アイブランディング 恵庭市黄金南6丁目9-1 グランドミラージュV 1F ht tps ://www.eyebrand ing . jp

TEL.0123-35-4577 ◆営業時間10：00～19：00（最終受付18：00）
◆日曜定休日 ◆カードOK

ご予約・お問い合わせ 

〈全メニュー 〉

圧倒的な持続力とクッキリボリューム感

根元からの立ち上げで自まつ毛を最大限に長く見せる

凝り固まった頭皮、背中、デコルテを含む顔のリフトアップを目的としたフェイシャルトリートメントです


