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持運び可能

セルフ可能

多彩な電極

安全簡単

RAFOS高周波ケアーの特徴は

デモデクスはほとんどの人の頭
皮に住み着いている皮膚ダニで
90%以上の大人の孔の中に生き
ています。脱毛、ふけ、アレル
ギーの原因の1つとなり髪根
(はっこん）に損害を与えて、髪
根で栄養補給をします。 それで、
髪根は、弱くなります。

■頭皮の凝り、頭皮のたるみ、眼精疲労の改善に
RAFOSの頭皮ケアーは固くなりがちな頭皮のケアーや首や、肩に高周波温熱をかけるこ
とでハンドでは出来ない効率良いマッサージと血行促進を促します。その為、頭皮への
酸素供給や、栄養素のめぐりが促進されて頭皮環境が改善されます。首や肩も温熱マッ
サージでしっかりとほぐすため、自律神経に働きかけ目の疲れや、眼精疲労やストレス
の軽減にも大変効果的で良質な睡眠へと導きます。その結果、1本1本に「ハリとコシ」
のある髪の毛へと導きます。髪を濡らさずに特殊なセラムにより施術が出来る為、施術
後すぐお帰り頂けます。リラクゼーション効果も高く満足度も高いケアです。

RAFOSヘッドリフト＆リラックスとは

AGA「男性型脱毛症」高周波ケアー 患者様が行きたくなるクリニックへ変貌させる
～看護婦さんでも出来る気持ちいいメニューへ～

②20分ヘッドケアー（頭皮＆首筋ケアー）
首や肩からしっかりとほぐし頭皮の疲労感を改善します。
疲労感のある方・眼精疲労のある方におすすめです。自律神経ケアとして
も最適です。

①10分AGAヘッドケアー（頭皮）
CET電極で頭皮を集中的にほぐします。串状の電極で髪
の毛をとぐように施術するだけで頭皮を柔らかくします。
初めての方やお急ぎの方におすすめです。

クリニック導入のメリット

田畑を耕すように硬く
なった頭皮を高周波温
熱で柔らかくほぐしま
す。ほぐされた頭皮は
育毛剤などの有効成分
の吸収が良くなり育毛
サイクルを早めます

頭皮だけでなく、首、肩に
高周波温熱をかけることに
よりリンパの流れもよくな
り自律神経も整え血行を良
くします。

STEP１

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

現状の治療との相乗効果、定期的に通わせる

高周波セラピーにより「気持ちいい実感」顧客満足度を高める

看護婦さんで出来るセラピーと売上確保

リピータ率のアップと退患防止

長～いお付き合いが出来るメニューに変える

女性客への取り組み！閉経10年前よりヘッドケアーを推奨！！STEP6

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。

③60分オプション（頭皮＆首筋ケアー）
甲骨から筋肉の緊張感を緩めることで頭皮の硬くなる原因を根
本から改善します。背面からほぐすとことで身体と頭の疲労感を解
放し、極上のリラックスを体感頂けます。

④30分オプション（顔)
皮下に高周波ジュール熱を浸透させることにより、コラーゲンを生
成しプリプリの肌、しわ、美白にします。
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CET電極ヘッド用は 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。

このような方にお勧め

■LED RED ■LED BLUE

Laser Shower Therapy
レーザーシャワーは、創傷と軟部組織の治癒を改善し、急性と慢性の両方の痛みの炎症と緩和を軽減します。 サ
イトカインと成長因子を刺激します新しい皮膚を生成し、毛包を活性化します。RAFOSセラピーとのシナジーをお勧
めします。

LED (RED/BLUE)
殺菌・成長促進
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RAFOS高周波ケアーの特徴は

デモデクスはほとんどの人の頭
皮に住み着いている皮膚ダニで
90%以上の大人の孔の中に生き
ています。脱毛、ふけ、アレル
ギーの原因の1つとなり髪根
(はっこん）に損害を与えて、髪
根で栄養補給をします。 それで、
髪根は、弱くなります。

■頭皮の凝り、頭皮のたるみ、眼精疲労の改善に
RAFOSの頭皮ケアーは固くなりがちな頭皮のケアーや首や、肩に高周波温熱をかけるこ
とでハンドでは出来ない効率良いマッサージと血行促進を促します。その為、頭皮への
酸素供給や、栄養素のめぐりが促進されて頭皮環境が改善されます。首や肩も温熱マッ
サージでしっかりとほぐすため、自律神経に働きかけ目の疲れや、眼精疲労やストレス
の軽減にも大変効果的で良質な睡眠へと導きます。その結果、1本1本に「ハリとコシ」
のある髪の毛へと導きます。髪を濡らさずに特殊なセラムにより施術が出来る為、施術
後すぐお帰り頂けます。リラクゼーション効果も高く満足度も高いケアです。

RAFOSヘッドリフト＆リラックスとは

AGA「男性型脱毛症」高周波ケアー 患者様が行きたくなるクリニックへ変貌させる
～看護婦さんでも出来る気持ちいいメニューへ～

②20分ヘッドケアー（頭皮＆首筋ケアー）
首や肩からしっかりとほぐし頭皮の疲労感を改善します。
疲労感のある方・眼精疲労のある方におすすめです。自律神経ケアとして
も最適です。

①10分AGAヘッドケアー（頭皮）
CET電極で頭皮を集中的にほぐします。串状の電極で髪
の毛をとぐように施術するだけで頭皮を柔らかくします。
初めての方やお急ぎの方におすすめです。

クリニック導入のメリット

田畑を耕すように硬く
なった頭皮を高周波温
熱で柔らかくほぐしま
す。ほぐされた頭皮は
育毛剤などの有効成分
の吸収が良くなり育毛
サイクルを早めます

頭皮だけでなく、首、肩に
高周波温熱をかけることに
よりリンパの流れもよくな
り自律神経も整え血行を良
くします。

STEP１

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

現状の治療との相乗効果、定期的に通わせる

高周波セラピーにより「気持ちいい実感」顧客満足度を高める

看護婦さんで出来るセラピーと売上確保

リピータ率のアップと退患防止

長～いお付き合いが出来るメニューに変える

女性客への取り組み！閉経10年前よりヘッドケアーを推奨！！STEP6

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。

③60分オプション（頭皮＆首筋ケアー）
甲骨から筋肉の緊張感を緩めることで頭皮の硬くなる原因を根
本から改善します。背面からほぐすとことで身体と頭の疲労感を解
放し、極上のリラックスを体感頂けます。

④30分オプション（顔)
皮下に高周波ジュール熱を浸透させることにより、コラーゲンを生
成しプリプリの肌、しわ、美白にします。
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CET電極ヘッド用は 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。

このような方にお勧め
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RAFOS高周波ケアーの特徴は

ほとんどの人の頭皮に住み着い
ている皮膚ダニで90%以上の大
人の孔の中に生きています。脱
毛、ふけ、アレルギーの原因の
1つとなり髪根(はっこん）に損
害を与えて、髪根で栄養補給を
します。 それで、髪根は、弱く
なります。

■頭皮の凝り、頭皮のたるみ、眼精疲労
RAFOSの頭皮ケアーは固くなりがちな頭皮のケアーや首や肩に高周波温熱をかけること
でハンドでは出来ない効率良いマッサージと血行促進を促します。その為、頭皮への酸
素供給や栄養素のめぐりが促進されて頭皮環境が改善されます。首や肩も温熱マッサー
ジでしっかりとほぐすため、自律神経に働きかけ目の疲れや、眼精疲労やストレスの軽
減にも大変効果的で良質な睡眠へと導きます。その結果、1本1本に「ハリとコシ」のあ
る髪の毛へと導きます。髪を濡らさずに特殊なセラムにより施術が出来る為、施術後す
ぐお帰り頂けます。

RAFOSヘッドリフト＆リラックスとは

AGA「男性型脱毛症」高周波ケアー。 患者様が行きたくなるクリニックへ変貌させる
～看護婦さんでも出来る気持ちいいメニューへ～

②20分ヘッドケアー（頭皮＆首筋ケアー）8,000円（参考）
首や肩からしっかりとほぐし頭皮の疲労感を改善します。
疲労感のある方・眼精疲労のある方におすすめです。自律神経ケアとして
も最適です。

①10分AGAヘッドケアー（頭皮）5,000円（参考）
CET電極で頭皮を集中的にほぐします。串状の電極で髪
の毛をとぐように施術するだけで頭皮を柔らかくします。
初めての方やお急ぎの方におすすめです。

クリニック導入のメリット

田畑を耕すように硬く
なった頭皮を高周波温
熱で柔らかくほぐしま
す。ほぐされた頭皮は
吸収が良くなりサイク
ルを早めます

頭皮だけでなく、首、肩に
高周波温熱をかけることに
よりリンパの流れもよくな
り自律神経も整え血行を良
くします。

STEP１

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

現状の治療との相乗効果、定期的に通わせる

高周波セラピーにより「気持ちいい」顧客満足を高める

看護婦さんで出来るセラピーと売上確保

リピータ率のアップと退官防止

長～いお付き合いが出来るメニューに変える

女性客への取り組み！閉経10年前よりヘッドケアーを推奨！！STEP6

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。

③60分オプション（頭皮＆首筋ケアー）20,000円（参考）
甲骨から筋肉の緊張感を緩めることで頭皮の硬くなる原因を根
本から改善します。背面からほぐすとことで身体と頭の疲労感を解
放し、極上のリラックスを体感頂けます。

④30分オプション（SKIN)12000円（参考）
皮下に高周波ジュール熱を浸透させることにより、コラーゲンを生
成しプリプリの肌、しわ、美白にします。
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CET電極ヘッド用を 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。

このような方お勧め



リフトアップヘッドスパはこのような方におすすめ
フェイスラインのもたつきが気になる
小顔になりたい
髪にハリやコシ、ツヤが欲しい
顔のむくみやくすみを改善したい
頭や肩が重く、眼精疲労や偏頭痛を感じている
リフトアップヘッドスパのメリット
120分間の極上リラックスタイム
ヘッドとフェイシャルを同時に施術できる
頭皮から引き上げ、顔全体のリフトアップを叶える
高周波温熱療法の深部加熱で、たるみを引き締め、くすみを解消する
頭皮のディープクレンジングで髪質改善を促す
美容師免許を持つ熟練のエステティシャンによる施術
完全個室、広々としたベッドでの施術

リフトアップヘッドスパ 3つのポイント
Point1 
高周波温熱療法

肌深部を温めることで、血流やリンパの流れを促進
コラーゲンやエラスチンの産生力を高め、ピンとハリのある肌へ

高周波温熱療法によって肌深部の温度を上げることで、血液やリンパの流れがスムーズになり、溜まった老廃物や不要な水分の排出を促進します。即効性があり、施術直後から
くっきりしたフェイスライ

ンやむくみの取れた小顔を実感いただけます。また、続けることで新陳代謝が活発になるため、コラーゲンやエラスチンの産生力が高まり、内側からピンとしたハリのある肌へと変化
します。
Point2 
首・肩・デコルテのアロママッサージ

疲れの溜まりやすい首肩デコルテをじっくりほぐして身体の巡りを改善
お好きなアロマの香り包まれながらのマッサージ

凝り固まった首・肩をじっくりほぐすとともに、リンパ節の集まるデコルテの詰まりを解消し、血液とリンパの流れを整えます。豊富なアロマの香りの中から、お好きな香りをお選びいた
だくので、深い充足感を味わえます。
Point3 
頭皮マッサージで引き上げ＆ディープクレンジング

頭皮の過剰な皮脂や蓄積した汚れをすっきりオフ
固くなった頭皮をじっくりほぐしリフトアップを叶える

頭皮をディープクレンジングすることで、通常のシャンプーでは取り除けない過剰な皮脂や毛穴詰まり、髪に蓄積した汚れを丁寧に取り除きます。また、シャンプーの際に、リフトアッ
プ効果が得られる引き上げマッサージも行います。固くなった頭皮をしっかりほぐし、筋肉の弾力を取り戻します。


