
ご予約・ お問い合わせ

076-247-8000
石川県金沢市増泉5-3-17COOビル3F

LINE@wlp2753k
こちらからご予約可能です

InstagramTOTAL BEAUTY salon de COO

FACE
小顔リンパデトックスコース 70分 ¥13,000（税別） 初回 ￥8,000（税別）

とにかくお顔をスッキリさせたい方へ！お顔のリンパに詰まった老廃物をオールハンドマッサージでしっかり流し、
リフトアップ機器で更にお肌を引き上げていきます。

クレンジング洗顔→小顔マッサージ→デコルテ・首肩・肩甲骨→ヘッドマッサージ→美容機器→整肌

6回 ¥73,320     6%OFF (1回辺り¥12,220)  / 12回 ¥137,280      12%OFF (1回辺り¥11,440）

ヒト幹細胞導入コース 80分 ￥15,000（税別） 初回 ¥ 9,000 (税別）

クレンジング洗顔→小顔マッサージ→デコルテ・首肩・肩甲骨→ヘッドマッサージ→ヒト幹細胞導入→バイオ（肌活性機器）→整肌

しわ・たるみ・ほうれい線・ニキビ・毛穴の開きに。肌老化の全ての原因ターンオーバーの乱れ、肌細胞の誕生を担う幹細胞、
表皮、真皮細胞に3アプローチ。更にターンオーバーを促し潤いのある透明美肌へ導き、弾力のある若々しいお肌に。

6回 ¥84,600     6%OFF (1回辺り¥14,100)  / 12回 ¥158,400      12%OFF (1回辺り¥13,200）



光フェイシャル（肌細胞再生）※小顔マッサージあり 60分 ¥12,000（税別）

しみ・たるみ・くすみが気になるお肌へ、お肌のターンオーバーの促しを促進し、
あらゆるお肌のお悩みを改善

クロノバイザー（目元アンチエイジング） ※小顔マッサージあり 60分 ¥12,000（税別）

微弱電流で目元の循環を促し疲れた目元を癒して輝かせます

U-MAX （速攻性リフトアップ）

「眉・あご下・首」の切らないリフトアップを目的とした、ハイフ以上の効果がある

たるみ治療です※。SMAS（表在性筋膜）と呼ばれる深い層に熱を加えて引き上げる為、
高いリフトアップ効果が期待できるのが特徴

※美容整形外科でも取り扱いのある美容機器となります

6回 ¥210,000（税別）

※全て男性・女性施術可能です。

初回 ¥6,000（税別）

初回 ¥6,000（税別）

初回 ¥10,000（税別）

70分 1回 ¥50,000（税別）

驚きの効果！
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6回 ¥67,680     6%OFF (1回辺り¥11,280)  / 12回 ¥126,720      12%OFF (1回辺り¥10,560）

6回 ¥67,680     6%OFF (1回辺り¥11,280)  / 12回 ¥126,720      12%OFF (1回辺り¥10,560）

3回 ¥120,000（税別）



〜お肌改善メニュー～

クレンジング・洗顔 １５分

￥1,000

マッサージ １５分
（美顔マッサージ）

￥３,000

イオンクレンジング １０分
（ディープクレンジング）

¥2,000

超音波 １５分

¥4,000

ブラックヘッド １５分
（毛穴吸引マシン）

¥4,000

メイクや老廃物、皮脂などの油性

の汚れをゲルの吸着作用で奥の汚
れまで落としていきます。お肌に

優しいアミノ酸系の洗顔クリーム

で古い角質やタンパク質系の汚れ
を無理なく落としていきます。

耳つぼ・肩・首・背中・デコルテ

といった数カ所のリンパ節を贅沢
にしっかりと流して、お肌の状態

を整えます。

電気の力で、毛穴の奥に残ってい

る金属製のメイク汚れなどをスッ
キリきれいに落としていきます。

１秒に１００万回の超音波振動を

加え、血行促進や細胞活性させ余
分な脂肪にも働きかけます。

毛穴の皮脂詰まり・角栓などを無

理なく、特殊な電気のパワーで取
り除きます。

リビティー ２０分
（エイジング導入マシン）

¥5,000

ツインローラー ２０分
（リフティングマシン）

¥5,000

バイオ ２０分
（肌活性機器）

¥5,000

肌別パック １５分

￥2,000

エレメント
（生原液）

３種 ￥1,000
５種 ￥1,500

若返りの３大成分をお肌の深部に

導入し、筋肉のも働きかけるワン
ランク上のアンチエイジングケア

です。

中周波の働きで引き上げと引き締

めに効果的です。美容成分を浸透
させ、肌にハリを与え、毛穴を引

き締めます。たるみにも効果的で

す。

加齢やストレスなどで肌のターン

オーバーが乱れることによって起
こる肌トラブルに対しバイオの機

械によってターンオーバーを正常

に整え、肌を若々しく健康な状態
に整えます。

それぞれの肌トラブル別の専門

パックを使用し、お肌本来の自然
治癒力を高めます。

それぞれの肌トラブル別に生原液

を種別に調合し、電気を使用し、
お肌の深部まで導入していきます。

お肌の状態に合わせてメニューを選択し、より効果を高めることが出来ます。

※機械を1〜2つまでお選びいただけます。

※全て税別料金となっております。

※お得なチケットもご用意しております。
60分〜90分 ¥6,000〜 初回¥3,000（税別）



小顔&全身デトックスコース（女性限定） 110分 ¥16,000（税別） →   初回 90分 ¥9,000（税込）

90分 ¥13,000（税別）

発汗しながらお顔マッサージ（20分）全身が温まったら全身頭から足裏までしっかりとした圧でほぐし老廃物をデトックス。

赤外線サウナ入りながらクレンジング＋小顔マッサージ→背面リンパマッサージ→リフレクソロジー（足裏・ふくらはぎ）→太ももリンパマッサージ→
腸マッサージ→肩デコルテマッサージ→ドライヘッドマッサージ→腕マッサージ

BODY
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スマーティー 30分 リフレクソロジー 30分 ドライヘッドスパ 20分

¥3,000(税別） ¥3,000(税別） ¥2,500(税別）

アロマリンパマッサージ

リラクシング&ドレナージュ

全身痩身コース

部分別コース（上半身/中半身/下半身 ）

上質なポールシェリーのアロマオイルを使用したオールハンドメニュー

各90分 ¥12,500（税別）

30分 ¥4,000（税別） 45分 ¥6,000（税別） 60分 ¥8,000（税別）

100分 ¥14,000（税別）

180分 ¥23,500（税別）

110分 6回 ¥81,216      6%OFF (1回辺り¥13,536)  / 12回 ¥168,960      12%OFF (1回辺り¥14,080）

90分 6回 ¥73,320     10%OFF (1回辺り¥12,220)  / 12回 ¥137,280      12%OFF (1回辺り¥11,440）

※お得なチケットもご用意しております。

腸活マッサージ 15分

¥2,500(税別）



お得なフリーチケット♪

FACIAL FREE TICKET

BODY FREE TICKET

30,000円 （ 3,000円分プレゼント）

50,000円 （ 7,000円分プレゼント）

100,000円 （15,000円分プレゼント）

30,000円 （ 3,000円分プレゼント）

50,000円 （ 7,000円分プレゼント）

100,000円 （15,000円分プレゼント）

毎回お肌に合わせた施術をご提案させて頂きます。お肌のお悩み改善コース。

色々な施術を楽しみたい方におすすめ！



心と身体に深いリラクゼーションを与えるアロマオイルで、筋肉の凝りをほぐしながら、
身体の緊張や疲れを和らげていきます。

ご一緒にフットバスやスマーティ（遠赤外線ドームサウナ）をご利用頂くことにより、
より血流を高め、老廃物の排出を促します。

アロマリンパマッサージ
（３０分/４５分/６０分）

①カウンセリング

現在の生活習慣、食習慣など、
お伺いし、改善点を探っていきます。

②フットバス or スマーテイ（オプション）

フットバス又はスマーティにより、血流を高め、こ
の後のお手入れの効果を高めていきます。

③アロマトリートメント

お悩みパーツの凝り固まった筋肉を
ほぐしながら、リンパの流れを整え、

老廃物の排出を促します。

30分コース1回 ¥4,000 （税別） / 10回コース ¥36,000 （税別） （10%OFF）

45分コース1回 ¥6,000 （税別） / 10回コース ¥54,000 （税別） （10%OFF）

60分コース1回 ¥8,000 （税別） / 10回コース ¥72,000 （税別） （10%OFF）

※延長（15分） 2,000円 ハーバルオイル利用時 施術料＋500円

※フットバス・スマーティ付きの回数券もご用意しております。



フィトアロマ（植物＆芳香）と全身のリラクゼーション＆リンパドレナージュをベースにしたオリジナルメソッドにより、
心身共にリラックスしながら血液の流れを高めます。

体質改善を行う為にはまずこのコースから始め、全身の代謝を上げ、免疫力を上げていきます。
痩身の部分集中ケアと組み合わせることにより、お手入れの効果を高めていきます。

リラクシング＆ドレナージュコース

①カウンセリング

現在の生活習慣、
食習慣など、
お伺いし、改善点
を探っていきます。

⑤スマーテイ

遠赤外線ドー
ムサウナにて、
発汗し、老廃
物を排出させ
ます。

②リラクシング

縮こまった血管
を緩めて、全身
の血流を高めて
いきます。

③ドレーニング

リンパ節に滞留
した老廃物をほ
ぐし、リンパの
詰まりをなくし
ていきます。

④バンテージ

リラックスエッ
センスを染み込
ませたバンテー
ジを全身に巻き、
浸透させます。

⑥リンパトリートメント

全身のリンパの流れを整
えていきます。

20 回コース ¥376,000  （税別） 1回辺り ¥18,800 (20％OFF) 

1 回 100分 ¥23,500  （税別)

10 回コース ￥211,500 (税別） 1回辺り ¥21,150     (10％OFF)



部分集中ケアでは、悪い習慣で溜め込んだお悩みパーツを圧のあるお手入れでしっかりほぐし、
老廃物の排泄を促します。 お一人お一人の体質を見極めた高濃度のエッセンスを使用し、

むくみや頑固なセルライトや脂肪にアプローチ。
身体の内部の体質改善から行い、すっきりと引き締まったボディへ導きます・

①カウンセリング

現在の生活習慣、食習慣など、
お伺いし、改善点を探っていきます。

⑤スマーテイ

遠赤外線ドー
ムサウナにて、
発汗し、老廃
物を排出させ

ます。

②ドレーニング

リンパ節に滞留
した老廃物をほ
ぐし、リンパの
詰まりをなくし
ていきます。

③体質別エッセンス→フィトセル→ボ

ディークリームによる部分集中ケア

お悩みパーツに対して、お客様の体質
に合わせ、水分排泄、セルライト撃退、
脂肪燃焼、引き締めの中からエッセン
スを塗布後、血流を促すフィトセルを
塗布し、ボデイクリームにてしっかり

集中ケアしていきます。

④バンテージ

お悩み別エッセ
ンスを染み込ま
せたバンテージ
をお悩みパーツ
に巻き、浸透さ

せます。

⑥リンパトリート
メント

お悩みパーツのリ
ンパの流れを整え
ていきます。

部分別コース（下半身or中半身or上半身）

20 回コース ¥200,000  （税別） 1回辺り ¥10,000 （20％OFF）

1 回 90分 ¥12,500  （税別)

10 回コース ¥112,500 (税別） 1回辺り ¥11,250    （10％OFF）



フィトアロマ（植物＆芳香）と全身のリラクゼーション＆リンパドレナージュをベースにした
オリジナルメソッドにより、心身共にリラックスしながら血液の流れを高めます。
部分集中ケアでは、悪い習慣で溜め込んだお悩みパーツの老廃物の排泄をサポート。

お一人お一人の体質に合わせたトリートメントにより、身体の内部の体質改善から行い、
すっきりと引き締まったボディへ導きます。

①カウンセリング

現在の生活習慣、食習

慣など、お伺いし、改
善点を探っていきます。

⑥スマーテイ

遠赤外線ドームサウ

ナにて、発汗し、老
廃物を排泄させます。

②リラクシング

縮こまった血管を緩

めて、全身の血流を
高めていきます。

③ドレーニング

リンパ節に滞留した

老廃物をほぐし、リ

ンパの詰まりをなく
していきます。

④体質別エッセンス→フィトセル→ボ

ディークリームによる部分集中ケア

お悩みパーツに対して、お客様の体質に合
わせ、水分排泄、セルライト撃退、脂肪燃
焼、引き締めの中からエッセンスを塗布後、

血流を促すフィトセルを塗布し、ボデイク
リームにてしっかり集中ケアしていきます。

⑤バンテージ

お悩み別エッセンス

を染み込ませたバン
テージをお悩みパー
ツに巻き、浸透させ

ます。

⑦リンパトリートメント

全身のリンパの流れを整

えていきます。

全身痩身コース

20 回コース ¥376,000   （税別） 1回辺り ¥18,800 （20％OFF）

1 回 180分 ¥23,500   （税別)

10 回コース ¥211,500 (税別） 1回辺り ¥21,150    （10％OFF）


