顔の弛みの 6 割は頭皮の弛みが原因
究極のリフトアップケアで驚きを実感
創業 23 年、基礎化粧品会社直営の同サロ
ンではエイジングケア「頭皮デトックスケ
ア」をご提案。頭皮の血行を促し、高濃度
ヒアルロン酸・天然活性水を頭皮深部まで
浸透。顔が引き締まるほか、頭皮の汚れも
除去するので、抜け毛や薄毛にも効果大。
頭皮デトックスケアを初回
のみ体験価格 5,250 円に

e.b.c.c. 恵比寿
〒 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-10-7MMS ビル 8F
TEL 03-5428-5958
営業時間 11：00 ～ 20：00（最終受付 19：00）
アクセス JR 恵比寿駅西口より徒歩 5 分

春までに「美脚宣言」
むくみ解消 2 回コース
サイズやウエストがなかなか落ちない原因
は、いらないものを溜め込んでいるから。
老廃物をスムーズに排出し、代謝を高める
ことが出来れば、身体の内側からキレイに。
エステアップのむくみ解消コースでむくみ
知らずの軽やかな春を迎えましょう。
関東 16 店舗展開中。検
索は「エステアップ」で

エステアップ（関東地区 16 店舗）
〒 150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-2-2 東急プラザ６F
0120-389-700
受付時間 月曜～金曜 10：30 ～ 19：00 ／土曜・日曜・祝日 9：30 ～ 18：00
むくみ解消コース 60 分× 2 回で 6,300 円（税込）

三田駅直通・田町駅からも徒歩 2 分
初回検査登録料 500 円 OFF

口コミで広がり、累計 280 万本突破
話題の花雪肌角質クリアジェル

速効性があって嬉しい脚痩せで魅力脚
結果にこだわる実力派駆け込みサロン

当院は国際基準をクリアした本物
のカイロプラクティックです。あ
なたにとっての健康とは何かを
しっかり話し合いながら、十分な
時間をとって、全身をトータルで
ケアしていきます。忙しくて時間
を確保出来ないという方には、1
スタッフは全員国際基準をクリア 回 20 分 3,500 円のショートプ
ランをご用意。ちょっとした空き時間でもカイロプラクティックを
受けていただけます。あなたの忙しい毎日をサポートしていける治
療院を目指しています。女性ケアスタッフもいるので女性の方も安
心。腰痛・骨盤の歪み・肩凝りのケアなどお気軽にご相談ください。

全国の温泉観光地でのお試し販売
から口コミで流行。280 万本売
れている今注目の「花雪肌角質ク
リアジェル」をＴＶホスピタルの
読者様に通販のご案内です。●く
すみの原因となる肌表面の古い角
質をお肌に負担なく取り除き、素
肌本来の明るさを回復。●濡れた
自然の恵みから生まれた化粧品
手でもＯＫの簡単マッサージ。●無香料、無着色、無鉱物油、防腐
剤不使用、エタノール不使用。●１本から送料無料 3,150 円（税
込）2 本まとめ買いで送料＋代引手数料無料、さらに 6％ OFF で
5,880 円（税込）と 420 円もお得。数量限定販売です。

頑固なセルライトを抱えた脚をど
うにかしたい─そんなあなたに
嬉しい施術をご紹介。冷えた脚を
ラジオ波で効果的に温めること
で、脂肪の分解を促進します。そ
の後には個々の体質・肉質に合わ
せて、オーダーメイドのハンド
頑固なセルライトは揉みほぐして一掃 マッサージ。プラスアルファの効
果を実感いただけることでしょう。従来のサロンで満足いただけな
かった方は、是非一度ご来店を。足裏角質除去・ラジオ波トリート
メント・リンパ揉み出しマッサージ・圧迫療法バンテージとコース
も充実。むくみや冷えにもアプローチ可能なトリートメントです。

HOT Chiro（ホットカイロ）田町
〒 108-0014 東京都港区芝 5-33-7 徳栄ビル B1
TEL 03-6459-4120
URL http://www.hotkairo.com/
受付時間 月曜～金曜 10：00 ～ 21：00/ 土曜 9：00 ～ 18：00
定休日 日曜
初回検査登録料 500 円 OFF で 1,500 円→ 1,000 円に。
ご予約の際に「TV ホスピタルを見た」とお伝えください。

株式会社 TTC

施術プランは他にも多数。
お気軽にお問い合わせを

肩こり・腰痛・全身疲労……
日頃の身体の疲れなら全てお任せ

21 年の実績と信頼
エステを超えた驚異の美療技術

自由が丘・新宿・新橋・池袋・渋
谷にある東洋中国気功整体院の治
療法は、どこの病院の治療でも効
果がなかった方が、一度の施術で
その効果を驚くほど感じていただ
けます。中国 4,000 年の歴史を
誇る「推拿」。それに「気功」を
組み合わせたのが「中国気功整
施術の実力は圧巻
体」です。気功整体は痛みや副作用といったマイナス要素がない優
れた施術です。丁寧なカウンセリングと熟練の手技で様々な身体の
悩みを徹底的にケア。筋肉や関節をほぐすだけの整体とは違い、内
臓機能増進、美肌や痩身といった女性特有の悩みにも効果的。

「真の美は真の健康から」の理念
で独自の技術を開発。血流やリン
パの流れを促し、体の奥底に溜め
込んだ老廃物を排出します。代謝
を高め、細胞を若く元気に。冷え
症、むくみ、肩こり、便秘等の慢
性的な不調にお悩みの方、今まで
エステで効果の出なかった方、リ
施術は熟練のオールハンド
バウンドを繰り返して、確実に結果を出したい方にお勧めです。週
1 回 3 箇月を目安に通ってみてください。綺麗な身体が手に入り
ます。まずは美療体験 6,300 円（税込）であなたに合ったプラン
を探しましょう。

三美創

〒 413-0101 静岡県熱海市上多賀 686 番地
0120-67-2325
FAX 0120-67-2326
URL http://www.awawa.info/
花雪肌角質クリアジェルベーシック（内容量 240mℓ）1 本 3,150
円（税込、送料無料）2 本 5,880 円（税込、送料・代引手数料無料）
「TV ホスピタルを見た」とお伝えください。

自由が丘院 東京都目黒区自由が丘 2-10-20 弥生ビル５F
新宿院 東京都新宿区西新宿 7-2-7 豊ビル 2 階
新橋院 東京都港区新橋 2-10-3 ブラザービル 4 階
池袋院 東京都豊島区西池袋 1-25-1 恩田ビル 3 階
渋谷院 東京都渋谷区渋谷 3-18-5 佐藤エステートビル新館 7 階
URL PC http://www.toyo-seitai.jp/
携帯 http://toyo-seitai.jp/m/
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自由が丘院
03-3724-5388
新宿院
03-3360-8388
新橋院
03-3501-5788
池袋院
03-5391-8988
渋谷院
03-3406-2388

YOSA PARK

MANA

東京都港区麻布十番 1-3-9-701
03-5545-5124

東京都渋谷区恵比寿西 1-10-7-602
090-2550-5783

セイビア横浜店
〒 232-0014 横浜市南区吉野町 4-19-2-203
TEL 045-253-3180
URL http://www.sbs-savior.jp
営業時間 11：00 ～
定休日 日曜・祝日 完全予約制
※カウンセリング・遠赤外線シート・ライト療法
酸素療法・施術で 3 時間ほどかかります。

TV ホスピタル
読者限定特典
たった 1 回の施術でウエ
ストくっきり

20 秒のマッサージで不要
な角質がぼろぼろと……

身体の奥のセルライトま
で徹底アタック

YOSA で体脂肪− 3％
座っているだけで簡単ダイエット

ハーブの蒸気でリラックス

口コミで芸能界でも大人気の YOSA PARK お勧め各店

YOSA PARK ～ R ～

東洋中国気功整体院

〒 104-0061 東京都中央区銀座 1-5-2 ギンザファーストビル 8F
TEL 03-5524-3541
FAX 03-5524-3542
URL http：//www.sanbiso.com
脚痩せ脂肪溶かしコース 1 万 6800 円 → 体験 4,200 円
6 回プラン 5 万 400 円（いずれも税込）

こんな方に !
健康的にシェイプアップした
い方、疲れやすい方、運動不
足 の 方、 シ ミ・ シ ワ・ 弛 み・
肌荒れ・ニキビが気になる方、
冷え症（低体温）の方、肩こり・
腰痛・関節痛の方、婦人科疾患・
生理痛・月経不順の方……

銀座店

YOSA PARK viola

東京都杉並区西荻南 2-27-6-1201
03-3247-8306

YOSA PARK

天音

東京都府中市紅葉丘 2-35
080-3416-4191

1,000 円 OFF ＋リンパマッサージ 10 分付。
ペアでご来店の方はさらに 500 円 OFF。
「ＴＶホスピタルを見た」とお伝えください。

座浴とは韓国で約 600 年の歴史を誇る民間療法。座った姿勢で腰
から下に湯を当てて温めていきます。この座浴に美容と健康増進効
果を高めるハーブスチームを組み合わせたのが YOSA です。ハー
ブの蒸気で身体を芯から温め、新陳代謝を促進するので、婦人病や
冷え症、便秘、ストレスにお悩みの方にお勧め。韓国での産婦人科
ではその効果が認められ、保険適用の治療になっているくらいです。
汗をじんわりかくことで、体内の老廃物を排出し、ダイエットの面
でも理想のボディラインを実現してくれます。また、新陳代謝がよ
くなれば、皮膚の細胞もスムーズに生まれ変わり、肌のツヤ・張り
をとりもどして、美しい肌になれるのも、魅力のひとつ。心と身体
に優しい YOSA を是非この機会に試して、スッキリボディとツル
ツルお肌を手に入れませんか。

YOSA PARK argha（アルガ）
〒 124-0024
東京都葛飾区新小岩 1-51-8 ヴィラセントラル 404
TEL 03-6322-2524
MAIL info@argha.net
URL http://www.hypno-mana.com/
http://www.argha.net/
受付時間 10：00 ～ 21：00 不定休 ※女性専用 カップルなら男性可。
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