Salon staff
ビューティー エクラ
オ ー ナ ー セ ラピ スト

向井 智里

Chisato Mukai
1976 年

奈良県生まれ

・勝山式美容矯正
セラピスト / 正規認定講師
・勝山式美容矯正正規認定校
Eclat Beauty College 学院長
・ジャイロトニック トレーナー

�� 歳から輸入車メーカーのショウルームや、モーター
ショウなどイベント関係の仕事を経験。『心と体が健康で
美しく輝く』ための様々な学びを重ね、いつまでも美しく
輝き続けたい女性のお役に立てるように、出張サロン、自
宅サロンを経て、プライベートサロンをオープン致しまし
た。施術やその効果はもちろんのこと、心も体も美しく輝
いて頂くためのサービスをご提供しております。
ビューティー エクラ
セ ラピ スト

府藤 恵理子
Eriko Fudo
1977 年

本 来 の 美 しさ を 引 き 出 し 磨 き 上 げ

奈良県生まれ

・勝山式美容矯正セラピスト
・ドライヘッドスパセラピスト
趣味 : 食べ歩き､コスメを試すこと、
アクセサリー作り､バスケットボール

心と体 の 健 康 美 を 叶 えます

数年前、仕事や人間関係などでストレスが続き、発熱・
不眠など体も心も悲鳴をあげていました。手の施しようが
なく諦めていた時、美容矯正と出逢い、初回施術後のあま
りの “体の軽さ” に感動…。
その後も何度か施術を受け、酷かった姿勢や顔色も次第
に良くなり、気づけば体も心も自然と前向きになれていま
した。知らぬ間に積もり積もっていたストレスから開放さ
れ、周りの人にも優しくなれました。お客様にもあの日の
感動を味わっていただけるよう、日々成長していきたいと
思っております。

奈良市押熊町 ���� 欅邸 ��� 号室
＊近鉄奈良線「学園前」駅北口から奈良交通バス1 番・11 番
にご乗車頂き ( 約 12 分 )、東登美ヶ丘一丁目下車すぐ。
＊近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅下車徒歩約 20 分。
タクシーで 7 分。

当サロンは、強引な勧誘や販売は一切致しません。
お客様にリラックスするひとときをお過ごし頂き、
喜びや笑顔に繋がるサービスをご提供いたします。
安心してお越し下さいませ。

LINE@
キャンペーン情報
配信中

お部屋は 2 階・206 号室です。お車でお越しの際は、

欅邸駐車場 17 番・18 番の Beauty Eclat 専用スペース、
または Guest スペースをご利用下さいませ。

Tel: ����-��-����

Open: �:��-��:�� ( 最終受付 ��:��・不定休 )

https://b-eclat.com (web予約可 )
「ビューティーエクラ」で 検索

※施術中は電話に出られませんので、恐れ入りますが、お問い合わせフォーム
または公式 LINE よりご連絡頂けますようお願い致します。

with コロナの今だからこそ
本来の美しさを引き出し磨き上げる

ポテンシャルビューティー
Potential beauty

〈美は健康の上に成り立つ〉という考えのもと、

心と体の芯からリラックスする時間を、Beauty Eclat でお過ごしください 。

Menu

本来持つ美しさを引き出し磨き上げる “ポテンシャルビューティー”。痛みが無く効果的な「勝山式美容矯正」を 手法としています。
オールハンドの優しい施術で、直接手を触れていない部分まで効果が現れ、バランスの良い美しい状態を引き出し磨き上げます。

ポテンシャルビューティー

Potential Beauty

美容矯正を手法とし、全身の施術で最大限の効果を発揮します。カウンセリング
でお体の状態やお悩みを伺い、全ての手技の中から最適な施術を致します。

オーナーメニュー

人の本能的な願いを叶え、本来の美しさを引き出し、

ショート (90 分) ￥20,000

さらに輝くよう磨き上げます。

オイルトリートメントにより筋肉の張りを緩め、筋膜や
骨格の歪みを整えます。

それがポテンシャルビューティーです。

手足の矯正・内臓矯正・骨格矯正などを加え、さらに
良い状態へと導きます。

根本から改善し、本質的な美を追求すること。

ベーシック (120 分) ￥25,000

定番

スペシャル (150 分) ￥30,000

ボディメイクやパーツを際立たせる技術をプラスし、
トータルバランスの取れた理想的な美しさを目指します。

スタッフメニュー

ショート (90 分) ￥15,000

ベーシック (120 分) ￥18,000

チケットメニュー

4 回 チケット

6 回 チケット

8 回 チケット

10%OFF

15%OFF

20%OFF

最大 ¥12,000 OFF

最大 ¥27,000 OFF

最大 ¥48,000 OFF

＋ゲルマニウム
フットバス
（4 回 4,000 円分）

＋ゲルマニウム
フットバス
（6 回 6,000 円分）

フェイシャル

Facial

シンメトリー整顔 (50 分) ￥11,000

小顔ネックセラピー (40 分) ￥9,000

顎関節の位置を戻しフェイスラインを小さくすっきり
させ、首〜肩のラインを整え首肩コリを軽減させます。

リラックスフェイシャル (40 分) ￥8,800

※チケットメニューもご用意しております。詳細は web サイトをご覧くださいませ。

極上のリラクゼ―ション効果とリフティング効果が期
待できるオールハンドフェイシャルマッサージです。

Body
定番

美肌フェイシャル 定番
シンプル (45 分) ￥10,500
リッチ (60 分) ￥12,000

アロマオイルを使い全身の筋膜の捻れを矯正します。
バランスの良い姿勢、全身の軽さをご体感下さい。

PCS 骨格矯正 (40 分) ￥9,000

関節･頸椎･腰椎･骨盤の矯正を行いボディラインが整います。

内臓矯正 (40 分) ￥9,000

内臓の位置や機能を回復させます。

MET スリムボディメイク (30 分) ￥9,000

部分痩せの手技で即効性があります。

�つの “C”

クラニオパシーフットケア<足根骨矯正> (30 分) ￥6,000

体の土台 ( 足 ) を整え、骨盤や頭蓋骨まで矯正します。

Ｃomfortable … 快適
Ｃhallenge … 挑戦

Beauty Eclat は「3 つの "C"」を満たす
サロンづくりをお約束します。

店内の換気 / 消毒・スタッフのマスク着用 / 手指消毒 / 検温等、
新型コロナウィルス対策をしてお客様をお迎えしています。

透明感のある美肌を取り戻したい方におすすめです。

炭酸トリートメント
シンプル (60 分) ￥10,500・リッチ (75 分) ￥12,000

炭酸保持力のあるジェルを用いたトリートメントで、健康的なハリ艶肌へ。

マイクロラボピーリング
シンプル (75 分) ￥17,000・リッチ (90 分) ￥18,500

話題のスポンジアを高濃度で使用。天然の針美容で肌細胞活性化。

※リッチコースにはリラックスフェイシャル（15 分）が含まれます。

AKAハンドケア <手根骨矯正 > (15 分) ￥3,000

フェイシャル・オプション

※PCS骨格矯正/内臓矯正 /MET スリムボディメイクはポテンシャルビューティ(コース) のオーナー
メニューにのみ含まれます。単品での施術は行っておりません。

ピュアアイ ¥5,000
くすみセブン ¥3,000
CTZ ¥2,000

Ｃlean … 清潔

手の関節を整え、顔の歪みも整えます。ゲルマニウムフット
バスとのセットもお勧めです。

オプション

Option

ゲルマニウムフットバス (10 分) ￥1,000

ゲルマニウム配合のバスソルトを入れたフットバスで、足から温めることにより
施術の効果をアップさせます。

定番

歪みによる左右差を整え「痩せた ?」と聞かれるほど
小顔に。脳脊髄液の循環向上、肌・瞳の透明感アップ。

全てのフェイシャルメニュー ( オプションメニュー含む )
オイル筋膜矯正
クラニオパシーフットケア
AKAハンドケア

筋膜矯正 <NMTオイルセラピー> (40 分)￥9,000

＋ゲルマニウム
フットバス
（8 回 8,000 円分）

※チケット有効期限：3 ヶ月・お支払いは現金のみになります。
※お客様都合による変更、キャンセルはお受け出来かねますので、予めご了承下さい。

ポテンシャルビューティーのスタッフメニューは、下記の定番人気メニュ
ーの中からご希望やお体の状態に合わせてコースをアレンジし施術します。

ボディ

リピート に お 得 な チケットメニューを ご 用 意 し て
おります。( ポテンシャルビューティー専用 )

Facial Option

シンメトリー整顔または小顔ネックセラピーのオプションです。

ドライヘッドスパ

目を大きくパッチリと / 目の疲れ / こめかみの張り
肌の透明感 / くすみ / 美白
首のシワ / 顎〜首のラインをスッキリと

Head SPA

リラックスドライヘッドスパ (60 分)￥6,000

頭を揉みほぐす施術で脳ストレスを解放しリラックス状態へ。自然治癒力を高め、
より良い睡眠をとることで《心と体の健康美》を叶えたい方に。

