10th

AN N IV E R S A R Y

SPECIAL MENU
プレミア・ビューティ・アンド・スパは創立10周年を迎えました。
日頃の皆さまからのご愛顧に感謝を込めまして、
プレミア・ビューティ・アンド・スパが運営するayualam GR ACE、AY UA L A M Link、salada全店でご利用いただける
ご優待メニューをご用意いたしました。是非この機会にご来店くださいませ。

有効期限：2018年 9月末日までのご予約
お一人様 1メニュー 1回限り。3メニューまでご利用いただけます。

ANNIVERSARY

ESTHETIC MENU
お好きなメニューを会員価格から最大

フェイスリフトRF

60%OFF

10%OFF

平日、又はご新規様とのペアでさらに

筋膜デトックスフェイシャル

90分

通常会員価格１回 ¥27,000 ➡ ¥13,500《 平日・ペア割

¥10,800 》

通常会員価格１回 ¥15,120 ➡ ¥ 7,560《 平日・ペア割

最新リフトアップ機器
「コンフォートデュ
アル」
と
「筋膜デトックスマッサージ」
、さ
らに
「ヒト幹細胞培養液マスク」のトリプ
ルケアで最上級のエイジングケアを。
対応
サロン

コンフォートリフトRF

対応
サロン

ライトバストアップ

通常会員価格１回 ¥23,760 ➡ ¥ 9,504《 平日・ペア割

¥ 7,128 》

ヒト幹ヘッド＆フェイシャル

通常会員価格１回 ¥14,040 ➡ ¥ 7,020《 平日・ペア割

対応
サロン

美容ライト脱毛

通常会員価格１回 ¥11,880 ➡ ¥ 5,940《 平日・ペア割

¥ 4,752 》

¥ 5,616 》

「特殊な光」
「育乳マッサージ」
「海藻リフ
トパック」
でバストの脂肪を増やし育て、
ふっくらとした理想のバストラインへ。

アユアランリンク横浜店
サラダ大宮店
90分

サラダ町田店

60分

最新リフトアップ機器
「コンフォートデュ
アル」と
「筋膜デトックスマッサージ」
で顔
のシワ・たるみを撃退。痛みやダウンタイ
ムなく、クリニック級の効果を実感。
対応
サロン

¥ 6,048 》

筋 膜 の 萎 縮 や 癒 着を 解 放 する独自の
オールハンドテクニックで、デコル テ、
顔、頭皮までをじっくりほぐし、巡りの良
い美肌へ。

アユアラングレース

70分

60分

10分〜

サラダ錦糸町店

※2部位まで

通常会員価格１回 ¥3,240~ ➡ ¥1,620〜《 平日・ペア割

「ヒト幹細胞培養液」
「海藻パック」
「筋膜
デトックスマッサージ」で、肩甲骨から頭
皮までを徹底エイジングケア。疲労回復、
リフトアップ、小顔に効果的。

¥1, 296 〜》

純国産の最高級脱毛機を使用し、肌に負
担なく安心・安全な脱毛を実現。脱毛し
ながら潤いのある美肌へ。

※セルフブローとなります。

対応
サロン

対応
サロン

サラダ自由が丘本店

ヒト幹フェイシャル＆ヘッドマッサージ
通常会員価格１回 ¥7,560 ➡ ¥ 4,536《 平日・ペア割

40分

¥ 3,780 》

頭皮リバイタルヘッドスパ

お好きなエステティック

60分

通常会員価格１回 ¥8,640 ➡ ¥ 5,184《 平日・ペア割

細胞活性を促す「ヒト幹細胞培養液」とリ
フトアップのツボにアプローチする
「ドラ
イヘッドマッサージ」
で、短時間で効率的
にリフトアップ。
対応
サロン

サラダ錦糸町店

¥ 4,320 》

ミネラル豊富な海藻パックで頭皮に栄養
をチャージし、美 髪を育む頭皮環境へ。
オリジナルマッサージで小顔・リフトアッ
プ効果も実感。

※セルフブローとなります。

対応
サロン

サラダ芝浦店

アユアランリンク横浜店

通常会員価格１回 ¥15,120~ ➡ ¥ 6,048〜
《 平日・ペア割 ¥ 4, 536〜》

60分

ボディ、フェイシャルの中から、お好みや目的に合わせて
自由にお選びいただけます。

対応サロン

サラダ熊谷店・本川越店、アユアランリンク名古屋店・札幌店・札幌中島公園店

ANNIVERSARY

SPECIAL MENU
お好きなメニューを特別価格でお受けいただけます。

パーソナルトレーニング

ハンドジェルネイル

60分

通常会員価格１回 ¥11,340 ➡ ¥ 8,640

通常会員価格１回 ¥11,340~ ➡ ¥ 8, 640

柔やかで美しいボディライン作りの鍵である「ペルヴィス」
（骨盤や腸腰筋）に着
目した、女性のための新感覚エクササイズ。一人一人の身体の癖や強化ポイン
トを見極め、効率よく全身の調整を行います。
対応サロン

セミパーソナルトレーニング

サラダ自由が丘本店

サラダ自由が丘本店

対応サロン

サラダ芝浦店

60分

ドイツ式のフットケアで、足のタコやウオノメなどのトラブルを解消し、すべすべ
の足裏に仕上げます。
※足裏の状態によっては施術を受けられない
場合がございます。

対応サロン

サラダ芝浦店

ロング

通常会員価格１回 ¥14,580 ➡ ¥11, 664
染めるほどに髪のツヤが蘇る、美髪作りのためのカラーリング。
※シャンプー・ブロー込み。

※オフがある場合は別途30分がかかります。
※3Dアート、
Vカットストーンは別途料金に
なります。

通常会員価格１回 ¥6,480 ➡ ¥ 5, 184

柔やかで美しいボディライン作りの鍵である「ペルヴィス」
（骨盤や腸腰筋）に着
目した、女性のための新感覚エクササイズ。音楽に合わせて楽しく全身の調整
を行います。
対応サロン

お好みや生活スタイルに合わせて、最適なデザインをご提案します。
完全個室のプライベート空間で、ゆったりお寛ぎいただけます。

ピール＆ポドロジー

60分

通常会員価格１回 ¥3,240 ➡ ¥ 2,700

美髪トリートメントカラー

90分

対応サロン

アユアラングレース

【ご利用にあたって】 ■ 女性限 定のご利用とさせていただきます。
（アユアラングレースを除く）
■ 全アイテム要予約となっておりますので、
事前にご予約をお願い致します。■ご予約時間を10分
過ぎた場合は施術を受けられない場合がございます。■ご予約の変更は前日までにお願いします。
■お客様の肌質や状態により、
ご利用いただけない場合がございます。■ 表示価格は消費税８%
の総額表示です。■ 写真はイメージです。■ 詳細は、スタッフにご相談ください。

S a l o n L i st

ブランドのご紹介

□ アユアラン グレース

TEL：03-6418-3300

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷4 -1-12

□ アユアラン リンク 名古屋店

邸宅型トータルビューティサロン
南青山の閑静な住宅街に佇む一軒家ならではのプライベート空間。
フェイシャル・ボディ・ヘッドスパ、ヘア、ネイルまでトータルな美しさをご提案。
心の底から安心してくつろげるラグジュアリーなスペースは、
アナタだけの贅沢なひと時をご堪能いただけます。

TEL：052-269-1560

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-1-9 雲竜フレックスビル西館3F

□ アユアラン リンク 横浜店

TEL：045-227-1123

〒231- 0023 神奈川県横浜市中区山下町204-1 ダイワロイネットホテル横浜公園2F

□ アユアラン リンク 札幌店

TEL：011- 200- 4307

〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西3-11- 5 フェス札幌5F

□ アユアラン リンク 札幌中島公園店

TEL：011- 522- 0051

〒064-0810 北海道札幌市中央区南10条西6-1-21 プレミアホテル中島公園札幌4F

□ サラダ 自由が丘本店

都市型ビューティ& スパ

□ サラダ 芝浦店

洗練されたスタイリッシュなインテリアと広々としたプライベート空間。
専属のビューティコンサルタントが、お客さまひとりひとりの目指すステージに合わせた
最善のプランニングで、お客さまの理想とする
「美」
を実現します。

TEL：03-5731- 0088

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-22-22 シフォンコート自由が丘

TEL：03-5730 -1581

〒108-0023 東京都港区芝浦4 -22-2 芝浦アイランドエアテラス2F

□ サラダ 錦糸町店

TEL：03-6240-2470

〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-13-1 KS15ビル4F

□ サラダ 町田店

TEL：042-860-6540

〒194-0022 東京都町田市森野1- 8-1 MOAビル4F

□ サラダ 大宮店

フレッシュな健康美を提供するデイスパ
「健康的に美しく」
をテーマに、最新鋭の機器と洗練された技術で、
フレッシュな健康美を追求。
心からリラックスできる空間で、美しくなるためのライフスタイルをご提案いたします。

TEL：048-647-7744

〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1- 31-1 TOPSビルディング2F

□ サラダ 熊谷店

TEL：048-520-3021

〒360-0036 埼玉県熊谷市桜木町1- 65 北辰ビル2F

□ サラダ 本川越店

TEL：049-226-0084

〒350-0043 埼玉県川越市新富町1-19- 4 本川越ASビル4F

ホームページからもご予約いただけます。
アユアラングレース
www.ayualam.jp

アユアランリンク
ayualamlink.jp

サラダ
sa-la-da.jp

株式会社プレミア・ビューティ・アンド・スパ TEL：03-5771- 4300
〒106 - 0031 東京都港区西麻布1- 3 - 4 KN134ビル 5F www.premier-beauty.co.jp
お客様相談係
0120-92- 9845（平日11：30〜18：30）
※ホットペッパービューティからもご予約可能です。
（ アユアランリンク札幌店を除く）

