美ソースは磁力エステの先駆けであり、磁力パナス®の特許を
取得しております。
磁力パナス®の使用によって、高磁力で血液やリンパの流れを
よくし、汚れをこすらずに浮かせて除去。特殊成分配合のクリー
ムで肌活性を高めます。
パナス®スキンケアシステム正規認定「養成サロン」随時開講
国内外で磁力エステを展開されたい方、開業されたい方、研修
生募集（中国語通訳あり）

中国語遠隔通訳付きなので安心！
※サロン備え付けのタブレット利用、料金無料

A

磁力パナス® フェイシャル＆デコルテ
※施術前後に各7～8分間程度の遠隔通訳付

コース

70分+通訳時間

¥8,640

磁力パナス® フェイシャル＆
デコルテ＆背面ボディ

B

※施術前後に各7～8分間程度の遠隔通訳付

コース

100分+通訳時間

¥12,960

エステメニューを受けた方に限り化粧品セット
をお得な優待価格でご購入いただけます！
プラセンタ化粧品の老舗メーカーが提供する、
純日本製化粧品です。http://dr-placen.com/
トータルビューティ
〒542-0083

美 ソ ー ス

※完全予約制

HP http://bisource.biz/

大阪市東心斎橋1-17-26 浪速ビル201

OPEN

11：00～20：00

［受付］～19：00 CLOSE 日・祝日

お気軽にお問い合わせください。

「健・美 旅游指南」

TEL. 06-7162-8816 http://www.kenbitabi.com

株式会社Milestone

〒541-0046 大阪市平野町3-4-2 NCビル７Ｆ
OPEN 9：00～18：00 CLOSE 土・日・祝日

雪ん子炭酸
パック１包 OR
サンプルセット
プレゼント♪

細やかな気配り、真心のある「おもてなし」
こころと体も健やかに
あなたも体験してみませんか。

A

B

磁力パナス® フェイシャル＆デコルテ

コース

コース

¥

＆背面ボディ

1. 背面マッサージ
2.クレンジングフェイシャル&デコルテ
3. 磁気パナスでリンパ流し
4.スクワランオイルでフェイシャルマッサージ
5. 金箔ジェル
6.パナスクリーム
7.デコルテマッサージ
8.パナスクリーム吸着
9.プラセンタマスク＆パナスパッティング

1. クレンジングフェイシャル&デコルテ
2. 磁気パナスでリンパ流し
3.スクワランオイルでフェイシャルマッサージ
4.金箔ジェル
5.パナスクリーム
6.デコルテマッサージ
7.パナスクリーム吸着
8.プラセンタマスク＆パナスパッティング

70分+通訳時間

磁力パナス® フェイシャル＆デコルテ

8,640

100分+通訳時間

※施術前後に各7～8分間程度の遠隔通訳付

¥

12,960

※施術前後に各7～8分間程度の遠隔通訳付

タブレット利用の専用システムにて、通訳者が対応
（タブレットはサロンでご用意しています）

タブレット利用の専用システムにて、通訳者が対応
（タブレットはサロンでご用意しています）

◆Ａコースの流れ
1

2

磁気パナスでリンパ流し

クレンジングフェイシャル&デコ
ルテ

5

6

3

4

スクワランオイルでフェイシャル
マッサージ

金箔ジェル

7

8

BEFORE

AFTER
パナスクリーム

パナスクリーム吸着

デコルテマッサージ

プラセンタマスク＆パナスパッ
ティング

上記エステメニューを受けた方に限り化粧品セットをお得な優待価格でご購入いただけます
プラセンタ化粧品の老舗メーカーが提供する、純日本製化粧品です。http://dr-placen.com/

プラセンタ
素肌再生
セット

プラセンタ
素肌実感
セット

セット価格￥17,280
TAX FREE

¥16,000

12%OFF▶ ¥14,080
￥3,200 お得！

セット価格￥28,296
TAX FREE

¥26,200

12%OFF▶ ¥23,056
￥9,560お得！

お気軽にお問い合わせください。

「健・美 旅游指南」

TEL. 06-7162-8816 http://www.kenbitabi.com

株式会社Milestone

〒541-0046 大阪市平野町3-4-2 NCビル7Ｆ
OPEN 9：00～18：00 CLOSE 土・日・祝日

美Source是磁力美容的先行者的同时，已取得PANAS®
（巴娜思）的专利。
由于PANAS® （巴娜思）的使用，可以舒畅高磁力的血液
与淋巴，甚至不需直接去触碰垢污部分就除去它。乳霜里含
着特殊成分使得提升肌肤的再生能力。
PANAS® （巴娜思）护肤系统正规认定的「培训沙龙」
随时在举行；如有在国内外想开设自己的磁力美容院的客户
请随时联系我们。我们正在招研修生「研修时有翻译者偕
同」

附带中文通讯翻译，可以安心利用沙龙
※使用沙龙配备的平板电脑（免费）

A

PANAS®肌肤护理（面部＋颈部）
※施术前后有7到8分钟左右的通讯翻译

套餐

¥8,640

70分+翻译时间

B
套餐

PANAS® 肌肤护理
（面部＋颈部＋后背）
※施术前后有7到8分钟左右的通讯翻译

100分+翻译时间

¥12,960

只限受本院上述服务的客户
购物化妆品套装时可以享受优惠价格!
胎盘素化妆品的老字号产家提供的，
日本制造的化妆品。
http://dr-placen.com/
全身美容沙龙
邮编542-0083

美 S o u r c e

※需要事先预约

HP http://bisource.biz/

大阪市東心斎橋1-17-26 浪速大厦201 OPEN 11：00～20：00
［接待时间］11：00～19 : 00

「健・美 旅游指南」

CLOSE 星期日・节假日

请随时联系我们！

株式会社迈尔四通
（Milestone）

微信号：jml_1506 TEL. 06-7162-8816

大阪府知事登录旅行业
第3-2800号

邮编541-0046 大阪市平野町3-4-2 NC大厦７Ｆ
OPEN 9：00～18：00 CLOSE 周末・节假日

http://www.kenbitabi.com

赠送；雪子碳酸
面膜一包
或
样品套装一套

诚意细致的服务，
会使得您的心态与身体健壮！
您也快来体验一下吧！

A

B

PANAS® 肌肤护理（面部＋颈部）

套餐

套餐

1.后背按摩
2.清洁面部与颈部
3.使用PANAS 舒畅淋巴
4.使用角鲨烯油按摩面部
5.金箔凝露
6.PANAS乳霜
7.颈部按摩
8.PANAS乳霜吸附
9.胎盘素面膜＋PANAS轻拍

1.清洁面部与颈部
2.使用PANAS 舒畅淋巴
3.使用角鲨烯油按摩面部
4.金箔凝露
5.PANAS乳霜
6.颈部按摩
7.PANAS乳霜吸附
8.胎盘素面膜＋PANAS轻拍
70分+翻译时间

PANAS® 肌肤护理
（面部＋颈部＋后背）

¥

8,640

100分+翻译时间

※施术前后有7到8分钟左右的通讯翻译

¥

12,960

※施术前后有7到8分钟左右的通讯翻译

使用平板电脑的专用系统，我们翻译者对付

使用平板电脑的专用系统，我们翻译者对付

（平板电脑利用沙龙配置的）

（平板电脑利用沙龙配置的）

◆Ａ套餐的施术顺序
1

2

清洁面部与颈部

5

使用PANAS舒畅淋巴

6

3

4

使用角鲨烯油按摩面
部

金箔凝露

7

施术前

8

施术后
PANAS乳霜

PANAS乳霜吸附

颈部按摩

胎盘素面膜＋PANAS轻
拍

只限受本院上述服务的客户购物化妆品时可以享受优惠价格！
胎盘素化妆品的老字号产家提供的，日本制造的化妆品。http://dr-placen.com/

胎盘素
肌肤再生
套装

胎盘素
肌肤体会
套装

套装价格￥17,280
免税

¥16,000

12%OFF▶ ¥14,080
可省￥3,200 ！

「健・美 旅游指南」
株式会社迈尔四通
（Milestone）
大阪府知事登录旅行业
第3-2800号

套装价格￥28,296
免税

¥26,200

12%OFF▶ ¥23,056
可省￥9,560！

请随时联系我们！

微信号：jml_1506 TEL. 06-7162-8816
http://www.kenbitabi.com

邮编541-0046 大阪市平野町3-4-2 NC大厦7Ｆ
OPEN 9：00～18：00 CLOSE 周末・节假日

