⑦初開業でマンションエステからスタートしたい。
予算が限られ、初めてエステを開業されたい方はRAFOSプレミアムを
お勧めします。
BODY,FACE,HEAD,自律神経ケアと1台で全てのメニューが考えら
れる稼げる機器です。コロナ以降も
体温1℃アップや免疫アップで益々好評を得ています。

・RAFOS プレミアム（高周波温熱機器）
186 万円

ボディコントゥアリング

- 超痩身セラピー -

フェイシャルコントゥアリング - 超美顔セラピー ネックアップコンディショニング - 頭皮&&首筋ケア 深温美療

- 体温 1℃アップセラピー -

ボディコントゥアリング

- 超痩身セラピー -

コントゥアリング(contouring)とは「彫刻」を意味し、陰影を利用して立体的な小顔を作るというメイク法の一つです。
弊社では、RAFOS Premiumとその関連商品を効果的に組み合わせ、BODYコントゥアリング（超痩身セラピー）
としてお客様
に理想的な体型をお届けするセラピーメニューをご提案いたします。

1

RAFOS
DD電極の圧倒的スピードと熱容量（通常の3倍）で、身体を深部まで温めます。
そして、DD電極とRETで深い層から燃焼、CETで分解→運搬し、体外に脂肪を排泄していきます。

DD-RF & RET電極

CET電極

CET電極

深部から燃焼し、脂肪細胞の
分解を促進します。

エッジをたてて分解、ドレ
ナージュをしていきます。

燃焼分解された脂肪をドレ
ナージュ、排出しています。

燃焼

2

皮膚
脂肪細胞

分解

皮膚
脂肪細胞

運搬

皮膚
脂肪細胞

PPC OIL
PPCオイルは大豆から抽出されたホスファ
チジルコリン（皮下脂肪分解）という成分
が入っており、オイルを身体の気になる部
分に塗布するだけで経皮吸収され、体内で
41℃まで上昇し脂肪を分解します。RAFOS
施術後に塗布することで、脂肪燃焼の持続
性をサポートし、より多くの老廃物を排出
してくれる効果が望めます。

3

塗布した部分の温度が
41℃まで上昇し脂肪細
胞は分解され体外に排
出されます

体の気になる脂肪細胞
が多い部位 PPC アンプ
ルを塗布しマッサージ
を施します。

CANAL 凹凸ベルト
血行促進と体温上昇

CANAL凹凸ベルトは柔道整復術で「指圧代用器」として
用いられており、巻くだけで体温を上昇させてくれます
。通気性の良い独自の形状と、簡単に使用できる利便性
から、ご自宅でのセルライトケアにもご使用いただけま
すが、施術直後に使用することで、温まった体温をより
長い時間維持させることができ、凹凸形状がもつ血行促
進の効能がコリの解消・肌荒れの軽減・セルライトへの
アプローチといった効果を付加してくれます。

ホームケアにもご使用いただけます
施術後に再度PPCオイルを塗布いただくと、さらに痩身効果が高まります。
深部温度が上昇している状態でご使用いただくことが望ましいですが、ご自宅でのセルフケアとして、
お風呂上りなどの体温が上昇している状態でご使用いただいても効果が体感できます。さらに、成分の
ホスファチジルコリンには安眠を促す効果もあり、セルフマッサージの後などに塗布してそのままお休
みいただけます。プロテインを併用いただくことで、ホームケアダイエットを効率よく行えます。

フェイシャルコントゥアリング - 超美顔セラピー 立体的な小顔を作るメイク法の一つとして有名なコントゥアリング(contouring)ですが、弊社では「フェイシャルコントワリング」
と称し、RAFOSの
施術によりお客様本来の御顔をより美顔に近づけ、
メイクを一層引き立たせるフェイス専用のセラピーメニューをご提案いたします。

RET & CET & CONE

1

たるみ・シワの解消
肌に張りを出すコラーゲンは年齢と共に生成量が減少し、さらに紫外線を浴
びることで本来持っているコラーゲン量も減少してしまいます。この変化に
よってコラーゲン生成の代謝が悪くなった肌は、徐々に弾力を支えることが
出来なり、これがたるみやシワの原因となります。RAFOSによるトリートメ
ントは、奥深くから肌の再生能力の作用に働きかけ、たるみとシワの改善を
行っていきます。

2

Multi Probe
リフトアップ・引締め
RAFOS Multi Probeを使用してリフトアップを行います。
再生作用が活性化された肌に高周波によるジュール熱で深部加温を行い、血行促進、むくみ・
老廃物を排出し、代謝アップを図ります。そしてコラーゲン・エラスチンの生成を促し、くす
みのない引き締まったハリのある肌に導きます。針やメスを使用せずにそれと同等の効果が期
待できる施術法で、痛みやダウンタイムもない快適なスキンタイトニングが可能です。

3

ヒートショック
RF技術を最大限に生かすヒートショック電

ヒートショック電極で熱を伝導

極により、エネルギーが電磁波となって放

施術から30〜90日後
表皮

出され、施術部位をさらに温めコラーゲン
の変成・収縮を促します。
同時にタンパク質を刺激することで真皮に

真皮

新たなコラーゲンが生成され、皮膚表面と
皮下脂肪のコラーゲン繊維が引き締まり、
肌にハリができます。

Magniﬁque
Facial Mask (パック)

皮下
組織

高周波の施術を終えたお顔の皮膚には、最後にフェイスマスクを掛けてあげることで、肌
のハリが美しく輝きます。弊社で扱っている「Magniﬁque Facial Mask」は、天然の鉄分

をベースにしており、磁気の力が持つ治癒効果で毛穴をキレイにし、栄養豊富なバジルや
セージ、ローズマリーの成分が、お顔の色を明るく保ってくれます。クレンザー機能、ハ
リを保つマスク機能、そして美容液の機能を兼ね備えたオール・イン・ワンのフェイスマ
スクで、ご自宅でご使用いただくことも可能です。

ネックアップコンディショニング - 頭皮&&首筋ケア ネックアップコンディショニングは、頭部からネックラインにかけて総合的にケアを行う皮膚細胞活性化セラピーです。従来のヘッドセラピー
では、頭部表情筋がほぐされることで首の疲労・コリを際立たせてしまうというケースが存在しました。それを改善するため、頭皮からリンパ
の流れを伝ってネックラインまでを同時にケアすることで、
さらにリラクゼーション効果を高めたメニューになります。

1

ネックラインケア
CET電極30mmを使用して首筋、髪の生え際のリ
ンパドレナージュを行います。細かくマッサージ
しながら首の筋肉をほぐしてあげることで、頭部
のみがほぐされたときの違和感を軽減するととも
に、代謝が向上した際に排出される老廃物の出口
を作ってあげます。

2

RAFOS Head Probe
CET電極ヘッド用を使い、皮膚細胞を中から活性化し健康な頭皮細胞の誕生を促
進します。頭部の丸みにしっかりとフィットするようにデザインされた専用の
電極で、串も髪に通りやすく、トリートメントの効果を向上させます。硬くな
りがちな頭皮ですが、頭部表情筋を柔らかくほぐしていきながら血行を促進し
頭皮を若返らせていきます。

3

CET電極 ヘッド用の構造

RFヘアセラム

CET電極ヘッド用は、頭皮にまんべんなく当たるように３本の

ヘッドプローブをご使用の際はBODYクリームではなく、専用のヘ

アングルが５つのブロックに串状に分かれて並んでいます。内

ッドセラムをご使用いただきます。ジェル＆ウォーターのハーフ

転の５串は外転の10串より一段低くなっており、この２つの

でサラッとしており洗髪の必要もなくすぐ乾きます。頭皮・髪と

構造が頭部の丸みをカバーしてくれます。

温熱セラピーをシナジーするセラムです。

denovo3+ 美容器

denovo3+のトリートメントケアで、ほぐされた頭部からネッ

LED (RED/BLUE)

イオン導入

MicroVibration

クラインにかけて全体的なマッサージをしてあげます。LEDセ
ラピーによる毛髪の再生・成長の促進と、頭皮の殺菌、イオン
浸透による肌の抗菌・保湿を促し、同時にカッサ型の先端と
バイブレーション機能でデトックスを行いながら、首筋や顔
のコリを解消していきます。
1台でヘッド、フェイス、デコルテの3部位へのトリートメン
トが可能で、施術後のホームケアにも活用いただけます。

殺菌・成長促進

導入・活性・浸透

微細浸透・浸透

深温美療

- 体温 1℃アップセラピー -

「加齢とともに体重が増えて、腰や膝に負担が増えた」
「冷え、むくみ、肩や腰のコリがすっきりしない」。
更年期やプチ病として一括りにされたお客様がカラダの不調を訴え、接骨・整体・鍼灸院様に多数来院されています。
深温美療とは『カラダの内から美しく健康に』をテーマに、
このようなお悩みを持つお客様に、
「美容」
と
「治療」の両面
から体質改善を目指していただく深部加温セラピーです。

体温を上げて免疫力をアップ
体温が１℃上がると免疫が３０％変わる、と言われていますが、どのようにしたら体温を上げる
ことができるのでしょうか？

深温美療では高周波RAFOSを用いた、イオン間衝突から発する「ジュール熱」を利用することで

、奥深い筋層、内臓からカラダの外に向けて熱を伝導していきます。高周波によるカラダの中か
らの熱伝導は非常に冷めにくい特徴があり、上昇した体温を持続させることは自律神経改善や血
行促進・循環効率を向上させ、体内に溜まっている「むくみ」「老廃物」を排出し、結果「痩せ
やすい体質」「病気になりにくい体質」に変えていく効果が期待できます。

深温美療セラピーは数回の施術で「今までと何か違う」「カラダが楽」など体質の変化に驚くお
声を多数頂戴しており、90％以上のお客様がリピーターになっていただいています。

1

RAFOS DD-RF
従来高周波セラピーは深部加温と言われており、カラダを中から温める「脂肪」
「筋」
「骨」の蘇生に大
変効果が高い施術と言われています。特にＲＥＴ
（シルバー）電極は深く広く温熱を広げ、深層筋に作用
します。DD電極（DD-RF方式／Dynamic Direct Radio Frequency）は高周波の最大パワーを引き
出すために電極サイズをプレート板とほぼ同サイズの150mm,120mm,100mmのRET、CET電極を
揃え従来に比べ熱容量の3倍以上、温まるスピードも半分以下を実現しました。しかもデジタルコントロ
ールシステムにより安定した熱源として安全・簡単に取扱うことが出来ます。

2

CANAL 凹凸 PAD
の併用
高 周 波と 併 用
の
ハンドと
Zoom

●血行を促進します

カナルは古代江戸時代からの整復術で、その療法を取り入れた

●体温上昇１℃

CANAL凹凸PADは、突起形状と独自の編み方からの製法に

●筋肉の疲れを取る

より、指圧代用器として「血流を促進」
「筋肉をほぐし」
「浮腫
を軽減」します。

●筋肉のこりをほぐす

カナル療法はベットに敷いて寝ていただくだけ、腰に巻いてい

●浮腫の軽減

ただくだけでご使用いただけます。

寝るだけで体温が上昇します。
■ サーモグラフィー体温上昇検証結果 ①

45分後

結 果

通常シーツ

循環路を確保できる

カナルは循環路を確保し
血行を良くします

カナルパッド
約 5 分寝るだけで通常のシーツより体温が 1℃上昇

体温上昇

■ サーモグラフィー体温上昇検証結果 ②

自重で圧迫される

変化なし

45分後

カナルパッド

結 果

通常シーツ

凹凸形状で血行を促進します。（指圧代用効果）

