
皆様のご要望にお応えして希少価値の高い講座が実現しました！
受講生一人に対し講師上原が率直に、親身に指導致します。
是非この機会に現在の技術を確認してください。
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プレミアム
講座！

PremiumPremium

60分につき　 15,000円（税別）
90分につき　 22,500円（税別）
120分につき　 30,000円（税別）
以降30分につき7,500円（税別）

●指導内容
①上原があなたの施術を受けます
②あなたが施術している姿を
　上原がチェック（撮影も行います）
③映像をもとに様々なアドバイスをします
④質疑応答 (疑問を解消！）

●こんなお悩みのある方に！
・施術を見て悪いところ、良いところ
　を判断してもらいたい
・うまくからだが使えていない
・技術のレベルアップをしたい

・指導内容に関しては自由（上記はあくまでも例です）。
　受講生様の要望により施術内容を考え、必要に応じてモデルをご用意します。事前にご相談ください。
・からだ塾ファミリー会員は 20％割引！（例：120分 30,000円→24,000円・税別 )
・事前にご予約・お振込が必要になります。

受講生の希望に応じ、完全オーダーメイドで
からだ塾代表上原が 個別指導 致します！

上原があなたの施術をチェック、
アドバイスをするコース

上原が施術をするところを
見学するコース

上原があなたのからだを
チェック、施術するコース

●指導内容
①モデルに合わせて上原が施術をします
②施術のポイントを説明
③実習（あなたもやってみよう！）
④質疑応答 (疑問を解消！)

●こんなお悩みのある方に！
・特定の症状に合わせた技術を
　身に付けたい
・治してほしい人がいる(お連れください！)
・技術のレベルアップがしたい

●指導内容
①上原が施術いたします
②からだの状態を解説、アドバイス
　します
③質疑応答 (疑問を解消！)

●こんなお悩みのある方に！
・自分のからだを改善したい
・自分のからだを分析して欲しい
・正しいアドバイスが欲しい

全て時間ごとに指導料金をご案内します

お申し込み・お問合せは  「u-balからだ塾 事務局」まで
http://u-bal.com   Mail: info@u-bal.com   Tel: 03-5633-5700   Fax: 03-5633-5701

現場に出ているものの、今一つ自分の技術に自信がもてない方・現場を離れ技術が
鈍ってしまい不安な方・新たにセラピスト業に就くために、技術の復習をしたい方

新しい技術の提案・相談をしたい方・技術診断をして欲しい方など ...
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Private Lesson of BodyMassage & FacialMassage
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ボディ・フェイシャルマッサージ
プライベートレッスン

関野実
麻の

【料金】

１コマ180分（３時間）19,800円（税込） ※1名につき各記載料金となります。
割引制度！※2コマ以上お申込みの方は１コマを 2,000 円引きの 17,800 円でご提供します！

   短時間をご希望の方は 90 分 11,700 円（税込）もご用意しております。

【内容・レッスン例】　　
個別レッスンなので、内容は全てあなたに合わせたオーダーメイドになります！
内容はご相談ください。マンツーマンで親切丁寧に指導いたします。

例）  ボディ、フェイシャル技術チェック（診断）・・・１コマ（３時間）、19,800円（税込）
  技術指導（基本から応用まで）・・・２コマ（６時間）　39,600円→35,600円（税込）　※割引適用
  技術反復練習及びスキルアップ・・・３コマ（９時間）59,400円→53,400円（税込）　※割引適用
※技術練習で使用するオイル類、その他粧剤、タオルはこちらで用意いたします。2コマ以上から出張いたします。
（※出張の場合、タオル類・粧剤などはご用意ください）都内出張費一律 5,000 円

   会　場： u-balからだ塾 セミナールーム  
（墨田区江東橋2丁目2-3 錦糸町丸山ビル2階）

  お申込み・お問合せは「u-balからだ塾 事務局」まで  
  http://www.u-bal.com   Mail: info@u-bal.com  
  Tel: 03-6659-6568   Fax: 03-6659-6569  

講師：関野実麻（せきのみお）
マジックハンズ・セラピストアカデミー主任講師で、実技指導
に定評。現在もリラクゼーションサロンCiffonで活躍中。
■ITEC国際ライセンス（ボディマッサージ、フェイシャルトリートメント）
■CIBTAC国際ライセンス
　（ボディマッサージ、スキントリートメント、 スパセラピー、解剖生理学） 

■オーストラリアWATEC認定 アロマリメディアルセラピスト

Nailキャンペーン7月の

ジェルコースは手足共初めて
の方は更に¥2000引き！！

3000yen

☆Hand シンプルコース

① 全身コース

② 上半身 or 下半身

③ デトックス全身コース100分＋お顔もみほぐし20分

☆Hand ルビーアートコース

☆Foot シンプルコース

☆Foot アートやり放題コース

☆Hand パールアートコース

July,2014

☆夏のお手入れキャンペーン☆
爪の周りには皮膚が角質化した垢の様な物が
毎日溜まってしまいます。汚れを溜めたまま
ではいくら頑張っても綺麗になりません。
キラキラさせたり付け爪を付けるのはイヤ！
という方は、指先の古い角質・甘皮を綺麗に
取り去り、ツヤツヤの爪になって指先を綺麗
にしませんか？

マッサージ前にメソボディクリームを塗ることにより、脂肪
溶解効果が高まり、仕上げにバンテージを巻く事により加圧
効果でスッキリ引き締めます。その他、セルライト除去＆ボ
ディメイク効果があります。身体のラインを矯正します。

上記コース内容にプラスして、ヒートマットに包まれた状低でジェルとクリームを使用して
お顔、肩首を揉みほぐします !! 更に発汗アップ ! お顔もほぐれてスッキリ！
※恐れ入りますが、お化粧は落とした状態でお越しください。

Ciffon Beauty & Rlax 

～皮下脂肪・セルライト・体内毒素・スリミング～

Detox Massage

7000yen

7800yen

7500yen

9500yen

8500yen

７
31まで夏期キャンペーン！

通常100分  ¥12,950

¥10,360（2,590円お得）

20%off

20%off

通常60分  ¥10,350 ¥8,280（2,070円お得）

120分  ¥12,000

デトックスマッサージ

●施術内容
水分補給 → メソボディクリーム塗布 →  発汗ジェルでも
みほぐし→バンテージ巻いてスッキリボディメイクング→
ヒーティング温めて発汗を促す（その間ヘッドマッサージ）
→ハーブティー

スリミングマッサージでギュギュッと揉みほぐしたら、汗をたっぷり出してスッキリしませんか。
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