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リラクゼーションルーム zion
こんにちは。リラクゼーションルームｚｉｏｎの古敷谷です（＾＾）
平成が終わり、令和が始まってもうすぐひと月ですね！
とっても長かったＧＷはいかがお過ごしでしたか？
今月はｚｉｏｎのオープン記念月です☆彡 2002 年にオープンしたｚｉｏｎは、今月で開
業 17 周年になりました！月日が過ぎるのが早すぎて驚きです😲
ここまで当店を育てて下さってありがとうございます！
そのお礼の気持ちを込めまして、毎年恒例の大キャンペーンを行います。
ぜひこの機会をお見逃しなく♪
2019 年 5 月

リラクゼーションルーム zion

オーナーセラピスト

古敷谷美香

zion17 周年記念キャンペーン
キャンペーン期間 2019 年 6 月末日お申込み有効

❤ボディキャンペーン
5 月なのに夏が始まってしまいました！贅肉をポイッ！して綺麗なボディライン作り☆
筋肉のゆがみをケアして姿勢美人を目指しましょう～☆

❤フェイシャルキャンペーン
新メニューが登場！なんとお顔の筋膜リリースです♡
脂肪分解酵素リパーゼの働きで、お顔周りの脂肪にもアプローチできるようになりますよ～（＾＾）

❤プリペイドカードキャンペーン
コースと並んでお得にｚｉｏｎメニューをお使いいただけるプリペイドカード。欠かさずこちらをご利用になる方も増えています☆
普段からお得なカードですが、キャンペーンはお得度合いが違います！！年 2 回のお得なチャンスをご活用くださいね(*´艸`*)

LINE＠

@vuu0624r

ﾒｰﾙ

zion@zion-web.com

予約ﾌｫｰﾑ（ＨＰ）

http://www.zion-web.com/

ホットペッパービューティー
http://beauty.hotpepper.jp/kr/sinH000210019/
電話

04-7186-0718

※迷惑電話、営業電話対策のため留守電に切り替わります。こちらから折
り返しますので、恐れ入りますがメッセージの録音をお願いいたします。

駐車場

線路沿いに入り口がある駐車場（天王台パーキング／月極）の、入って右奥（10 番）です。

zion17 周年記念キャンペーンキャンペーン期間：2019 年 6 月末日お申込み有効
❤ボディキャンペーン❤
Ａ：ちょこっと引き締めメンテナンス
春先までに油断してしまっていたお身体をちょこっとお手入れ。
自信をもって夏を迎えるために🌞

キャビテーション 20 分（二の腕またはふくらはぎ）
＆エンダモロジー45 分

14310 円→12000 円（税込）

Ｂ：すっきりボディライン
固い脂肪やセルライトを解して引き締めます。頑張るほどお得に♡
ご利用期限は初回ご利用から 35 日間です。

エンダモロジー45 分 9990 円（税込）を
3 回ご利用でキャビ 20 分（4320 円）が 1 回無料！ 29970 円（税込）
5 回ご利用でエンダ 35 分（7760 円）が 1 回無料！ 49950 円（税込）

Ｃ：ボディ・メンテナンス コース
痩せたいし、疲れも取りたいし…という方のための
トータルメンテナンスです。
筋肉の疲れが取れれば代謝は上がり痩せやすく、逆もまたし
かり！ということで、自分の身体を労わってあげてください
（＾＾）
ホームケアには糖化を防ぐ成分が追加され、浸透型ミネラル
が 1.5 倍に増量された新ノンＦシリーズの「ノンＦエナジー
プレミアム」、そして大人気の「ノンＦモンスター」を。
ホームケア商品では、強力な脂肪分解、疲労物質の除去、睡
眠改善に加えアンチエイジングのお手伝いも致します
※コースのご利用期限は初回ご利用から 6 か月です。

①スパローム 80 分＆アロマヘッドマッサージ 20 分×1 回
②ノンＦ筋膜リリース 90 分×2 回
③キャビテーション 60 分＆エンダモロジー35 分×4 回
④ラジオ波 20 分＆キャビテーション 80 分＆エンダモロジー20 分×2 回
⑤ハイドロジェン・ヒーリング 60 分＆筋膜リフトフェイシャル 60 分×1 回
⑥ノンＦエナジープレミアム 650ｇ×1 本
⑦ノンＦモンスター250ｇ×1 本

21600 円お得♡

全 10 回 248400 円→226800 円（税込）
現金（一括、分割、都度）でのお支払いなら更に 4320 円オフ！222480 円（税込）

Ｄ：ボディライン・メイキング コース
痩身のためのコースです。ただ痩せることを目標にするのではなく、
女性らしい美しいラインづくりを目指します♡
脂肪の分解と燃焼に重点を置きつつ、筋膜リリースで姿勢改善によ
る日頃の基礎代謝アップも図っていきましょう（＾＾）
ホームケアには新ノンＦシリーズ「ノンＦエナジープレミアム」が
登場です。そしてシリーズ最高峰の「ノンＦエキスパート」を主軸
に、いずれもダイエット中でも女性らしいお肌のキメやバストの丸
みを失わないようお手伝いするラインナップとなっています。
ご利用期限は初回ご利用から 6 か月です。

①ノンＦ筋膜リリース 90 分×2 回
②エンダモロジー45 分×4 回
③キャビテーション 80 分＆エンダモロジー45 分×4 回
④ラジオ波 30 分＆キャビテーション 60 分＆エンダモロジー35 分×2 回
⑤美乳メソッド 60 分＆キャビテーション 20 分×2 回
⑥ノンＦエナジープレミアム 650ｇ×1 本
⑦ノンＦエキスパート 450ｇ×1 本
⑧ノンＦＢＯＯＢメイクジェル 80ｇ×1 本

約 43000 円お得♡

⑨インサイドＡＧシェイプ エンリッチド 30 包×1 箱

合計 15 回 351918 円→308880 円（税込）

現金（一括、分割、都度）でのお支払いなら更に 6480 円オフ！302400 円（税込）

Ｅ：コースご利用特別特典
対象の既存コースをお申込みの方に、17 周年記念の今だけ特別特典をご用意しました♪
≪対象メニュー≫

ノンＦ筋膜リリース 90×5 回コース 102924 円（税込） ノンＦ筋膜リリース 120×5 回コース 118800 円（税込）
エンダ・ベーシック・コース 126360 円（税込）

エンダ・トータルケア・コース 162000 円（税込）

痩身セット 90×10 回コース 198720 円（税込）

痩身セット 120×10 回コース 223560 円（税込）

痩身セット 150×10 回コース 248400 円（税込）
≪得点≫
新フェイシャルメニュー「筋膜リフトＤＸ（ラジオ波）60 分 10800 円」を 1 回無料でプレゼント★
※ボディのメニューをお受けになる際に、同時にご利用下さい。※同等金額以下のフェイシャルメニューへの変更、特典の辞退も可能です。

※注
痩身を含むボディコースのお支払いには、
①現金ご一括 ②現金分割払い ③現金都度払い
④カード(VISA,Master,AMERICAN EXPRESS)での分割払い（1 回につき 5 万円以下） ⑤カード都度払い
⑥電子マネー払い（nanaco,suica,iD,apple Pay など）
⑦アプリ決済（楽天ペイ）
がご利用いただけます。
③、⑤は初回ご利用時に「当日の施術料金、ホームケア商品 1 点分以上の料金」のお支払いが必要です。

お客様の声
今日は 2 時間の筋膜リリースをしていただきました。
このメニューは何回かしていただいてますが、とてもお気に入りです。
痛きもちよく私にとってはこの強さで施術していただくのがとても合ってい
ます‼
それと同時に体のシルエットが変化します。ウエストも細くなった様です。全体
的にすっきりします。
肩こりや首こりも楽になるのと、その上ボディラインも女らしくなるのでやみ
つきになるメニューの 1 つです（＾＾）これからも宜しくお願い致します。
モニター様 結果写真 （向かって左がビフォー、右がアフター）
メニュー

ノンＦ筋膜リリース 120 分施術回数

1 回（当日のビフォーアフター）

肩首のコリがひどいお客様で、お腹周りの脂肪を気にしていらっしゃいます。
横向きの写真では、そのお腹の厚みが減っているのが分かりますね（＾＾）肋骨（あばら）からはみ出た下腹が収ま
っています。筋膜のゆがみを整えたことで、前傾姿勢になっていた重心がかかと側に戻り、まっすぐ立てるようにな
りました。正面から見たお腹にはウエストのメリハリが。筋膜が固まったせいでつぶれていたお腹が、リリースする
ことでスラリと伸びたためです。元々ほっそりしている足でしたが、一回り細くなって太腿の間の隙間が広くなって
います。足が長くなって見えますね☆彡肩が凝ってくると肩甲骨が広がり、肩
幅が広く見えるというお悩みもお持ちですが、施術後は肩幅、腰幅ともにぐっ
とタイトになりました(*´ω`*)

こちらは次のページでご紹介するプロリポリフト（新メニ
ュー「筋膜リフトフェイシャル」に使用するクリーム）の
参考写真です！私ですみません笑
向かって左側の首だけにクリームを塗り、軽く流しました。
それだけでも目の位置が上がり、首が伸びています。新メ
ニューの筋膜リフト、とてもいいですよ♡
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❤フェイシャルキャンペーン❤
ついにお顔用の筋膜メニューが登場です！今まで大変お待たせいたしました☆彡
–

筋膜リリースの手技、リフトアップマッサージ、脂肪分解酵素リパーゼや引き締め、美白成分を豊
富に含む専用の美容クリーム「プロリポリフト」を使用した皮膚たるみ、脂肪たるみ、筋膜たるみを
改善するメニューになります！！
向かって左側のみ、筋膜リフト
マッサージ（プロリポリフト使
用）を 15 分間施術しました。

●筋膜リフトマッサージ【オプション】15 分

3780 円→3240 円（税込）

お顔の筋膜のゆがみを解し、リンパの流れを良くして老廃物の排泄を促します。さらに脂肪分解、リフトアップを図
ることで、むくみやたるみのない、スッキリとした小顔へ♡
こちらのオプションは、他のフェイシャルメニューと一緒にご利用いただくメニューです。

●筋膜リフトフェイシャル 60 分

10800 円→9720（税込）

プロリポリフトで無駄な脂肪を溶かしながら、筋膜を解します。首やデコルテから施術することで、分解した脂肪や
筋膜から出た老廃物を、スムーズにリンパに流します♪リフト＆小顔が目指せる見逃せないメニューです♪
クレンジング→洗顔→整肌→フェイシャルマッサージ→アンチエイジングパック（EGF）→プロリポリフト塗布
→筋膜リフトマッサージ→お仕上げ

●筋膜リフトＤＸ（ラジオ波）60 分

12960 円→10800（税込）

リフトアップ、特に余分な脂肪によるたるみが気になる方、お顔が疲れている方におススメのメニューです♡
細胞から脂肪分解酵素が生まれやすい体温を作るため、ラジオ波で頬や首を温めてから筋膜リフトをしていきます。
クレンジング→ラジオ波→洗顔→整肌→フェイシャルマッサージ→バイオセルロースマスク
→プロリポリフト塗布→筋膜リフトマッサージ→お仕上げ

●筋膜リフトＤＸ（Ｍ３）70 分

15120 円→12960（税込）

リフトアップ、特に表情筋のたるみが気になる方、お顔が疲れている方におススメのメニューです♡
表情筋トレーニングをするマシンと、表情筋の緊張を緩めるアルジルリンなどを成分としたマスクでしっかりほぐし
たお顔に筋膜リフトをしていきます。
クレンジング→Ｍ３wave→整肌→バイオセルロースマスク→プロリポリフト塗布→筋膜リフトマッサージ→お仕上げ
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❤プリペイドカードキャンペーン❤
いつも大人気のプリペイドカードキャンペーン！
元々お得なカードなのに、さらにお得になります！私はドキドキします！笑
コースのようにメニューは固定せず、色々楽しみたいという方にはこちらがおススメです♪
カードの有効期限は最終チャージから 6 か月なので、期限切れ前に少額チャージをすれば繰り返し更新されるのも便
利なところ（＾＾）施術とお買い物にお使いいただけます。
（コース、キャンペーンなどの割引メニューなど他のサー
ビスとの併用はできません）

Ａ）1 万円プリカ♪
1 万円プリペイドカード（10000 円）

9500 円トータル 500 円お得❤

Ｂ）3 万円プリカと 3 ヶ月有効のヘッドマッサージ券♪
3 万円プリペイドカード（28500 円）＆フリーヘッドマッサージチケット（10000 円）

35000 円トータル 5000 円お得❤

Ｃ）5 万円プリカと 3 ヶ月有効のヘッドマッサージ券♪
5 万円プリペイドカード（45000 円）＆フリーヘッドマッサージチケット（10000 円）

50000 円トータル 10000 円お得❤

Ｄ）6 万円プリカ♪≪人気💛≫
5 万円プリペイドカード（45000 円）＆1 万円プリペイドカード（10000 円）

50000 円トータル 10000 円お得❤

Ｅ）5 万円プリカとモンスター♪
5 万円プリペイドカード（45000 円）＆ノンＦモンスター（15120 円）

54000 円トータル 11120 円お得❤

Ｆ）5 万円プリカとエナジー♪
5 万円プリペイドカード（45000 円）＆ノンＦエナジープレミアム（27000 円）

65000 円トータル 12000 円お得❤

Ｇ）5 万円プリカとエキスパート♪
5 万円プリペイドカード（45000 円）＆ノンＦエキスパート（29160 円）

67000 円トータル 12160 円お得❤

※こちらの金額は現金でご購入の際の金額になります。クレジットカードでプリペイドカードをお求めの場合は割引率が異な
りますのでご了承下さい。金額の詳細はメニューガイドをご覧いただくか、直接ご相談くださいませ（＾＾）

皆様のご利用、お待ちしております(*^-^*)

