
アライアンスフェイシャル
セルライトゼロ エンダモロジーアライアンス

コンフォートデュアル
表示価格は全て税抜です

♦エステチケット
同一料金の施術を毎回指定できます

エステチケット　５ 6回 5回分の料金

エステチケット　１０ 1２回 10回分の料金

エステチケット　２０ 25回 20回分の料金

♦プリペイド
毎回お好きなメニューを指定できます

フェイシャルプリペイド　５ 60,000円分 ¥50,000

フェイシャルプリペイド　１０ 125,000円分 ¥100,000

　　～チケット～

♦まつ毛パーマ 45 分 ¥4,000

♦ケラチンラッシュリフト

上 60 分 ¥6,000
下 60 分 ¥5,000
上・下 90 分 ¥9,000
ティント(毛染め）美容液付き 75 分 ¥7,000

♦まつ毛エクステ(高級セーブル使用。J、C、Dカール。0.1　0.15　0.2ミリからお選び頂けます。)

自店オフ 15 分 ¥1,500
他店オフ 30 分 ¥2,000
シングルエクステＡ 120本 60 分 ¥6,000
シングルエクステＢ 160本 90 分 ¥7,500

※オプション
●下まつ毛 10本 30 分 ¥2,000
●オールブラウンカラー 追加 ¥2,000
●ブラウンハーフミックス 追加 ¥1,500
●フラットマットラッシュ 追加 ¥1,000

♦超極細エアリー・ボリュームラッシュ

ナチュラル 60 分 ¥9,000
ボリューム 90 分 ¥11,000

　　～まつ毛～

脱毛部位 1回 3回コース 6回コース
コース終了後

7回目以降

SSパーツ ¥2,000 ¥5,400 ¥7,000 ¥1,800

Sパーツ ¥3,000 ¥7,800 ¥10,000 ¥2,700

Mパーツ ¥6,000 ¥16,800 ¥25,000 ¥5,400

Lパーツ ¥10,000 ¥28,200 ¥45,000 ¥9,000

VIO or 顔 ¥20,000 ¥54,000 ¥80,000 ¥18,000

全身(VIO無) ¥40,000 ¥108,000 ¥140,000 ¥36,000

全身+(VIO or 顔) ¥60,000 ¥150,000 ¥180,000 ¥54,000

SSパーツ 両ワキ,鼻下,アゴ,手指,手の甲,足指,足の甲

Sパーツ 乳輪周り,おへそ周り,口周り,おでこ,もみあげ

Mパーツ 両ヒジ上,両ヒジ下,両ヒザ小僧,Ｖゾーン,エリ足,胸回り,お腹,ほほ

Lパーツ 両ヒザ上,両ヒザ下,背中～腰,ヒップ,Ｏゾーン,Ｉゾーン

　～新型高速脱毛～
新開発 FHR方式により、従来よりも少ない回数で結果が出ます

♦Ｂｏｎスペシャル 1回 60 分 ¥8,000
毛穴の汚れを取り肌別美容液を導入、クリームパック 初回お試し ¥5,000

5回 ¥35,000

♦ケミカルピーリング 1回 ¥16,000
肌のターンオーバーを活性化、新しい肌に生まれ変わります 初回お試し 70 分 ¥8,000

♦ウォーターピーリング １回 70 分 ¥12,000
ミネラル水でやさしく強力に汚れを吸引、肌別導入と超音波

リフティング。

初回お試し ¥8,000

♦フォトラジオ波 １回 90 分 ¥16,000
くすみを取ながらリフトアップ、脱毛効果有

ピュアなコラーゲン又はアセロラパック付き

初回お試し 70 分 ¥8,000

♦スーパーフォト １回 90 分 ¥20,000
シミ対策に最適、お顔全体に有効な光を当てる事で肌が持つ

本来の美しさを。更にパワーアップした光フォトでくすみや

シミに効果が期待できます。

初回お試し ¥9,000

♦スキンウィザード １回 90 分 ¥20,000
ナイロン針使用でノーブラッド、ノーペイン、確かな結果

（しわ、しみに対応）

初回お試しのみウルトラSPF30､ アンプル7本ｾ ｯ ﾄ 付き

初回お試し ¥20,000

♦フェイスエンダ 1回 60 分 ¥12,000
トリートメント効果で真皮層に働きかけてコラーゲンを生成

します。リンパや血流が即座に。よくなり、くすみがなくな

りリフトアップします｡アセロラパック付

初回お試し ¥6,000

♦コンフォートデュアル 1回 90 分 ¥16,000
コラーゲン繊維の収縮による即自的な引締めによりリフト

アップ、ハリ、たるみに効果的。確実な結果がでます。コ

ラーゲンパック付

初回お試し ¥8,000

♦セルライトゼロ 1回 80 分 ¥16,000
ラジオ波・吸引.LEDの同時出力で小顔効果絶大

肌別美容液、コラーゲンパック付

初回お試し 60 分 ¥8,000

♦アライアンスフェイシャル １回 90 分 ¥20,000
エンダモロジー最新機種（たるみ,小顔,コケ,くぼみに対応) 初回お試し ¥12,000

♦毛穴洗浄ウオーターﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ 35 分 ¥3,000
セルフケアではなかなか取れない毛穴の奥の汚れまで低超音

波で徹底的に大掃除

♦お顔シェービング 35 分 ¥3,000
クレンジング、ローションパック付き

●フェイシャルマッサージ　　ドイツinspira社製ナイトクリーム 10 分 ¥1,000
●フェイシャルマッサージ　　ドイツinspira社製ナイトクリーム 20 分 ¥2,000
●コラジェンマスク　　　　　スイスVALMONT社製 40 分 ¥12,000
●コラーゲンフリースマスク　ドイツinspira社製 30 分 ¥3,000
●アセロラパック　　　　　　ドイツinspira社製 15 分 ¥1,500
●肌別美容液導入　　　　　　ドイツinspira社製アンプル ¥1,000
●エンダスーツレンタル １回 ¥500

　～フェイシャル～
♡　美白コース　♡

♡　リフトアップ　♡

♡　ＢＡＳＩＣ　♡

♡　オプション　♡

前面又は背面 1回 30 分 ¥5,000

全身 1回 60 分 ¥8,000

♦エンダモロジー 1回 30 分 ¥8,000
ｾﾙﾗｲﾄに直接働きかけ皮下脂肪を減少させます。ﾘﾝﾊﾟ・血液

の流れを正常化し太りにくい体質を作ります

初回お試し ¥5,000

♦エンダモロジーアライアンス 1回 40 分 ¥18,000
初回お試し ¥7,000

3回 ¥51,000
10回 ¥150,000
20回 ¥250,000
30回 ¥360,000

♦アライアンスＶＩＰメンテナンス 1回 ¥12,000
30回購入でVIP資格取得 12回 ¥120,000

♦アライアンスオプション10分毎 10 分 ¥3,000

♦ラジオ波ノーマル　　EMS付 1回 60 分 ¥10,000
最高水位の深部熱発生美容機

脂肪を直接水と炭酸ｶﾞｽに分解、脂肪そのものを溶解させる究

極の痩身

初回お試し 60 分 ¥6,000

♦セルライトゼロ

※追加料金でEMSをリンパマッサージに変更可

セルライトゼロ　前面又は背面 1回 60 分 ¥12,000
部分１カ所➡EMSﾞ 初回お試し 60 分 ¥8,000

セルライトゼロ　2か所 1回 120 分 ¥18,000
部分２カ所➡EMS➡ヒートマット 初回お試し 120 分 ¥12,000

♦コンフォート ボディー 1回 50 分 ¥18,000
ラジオ波ムービング➡ラジオ波ショット➡マッサージ 初回お試し ¥9,000

●デコルテマッサージ 20 分 ¥2,000
●ヘッドマッサージ 10 分 ¥1,000
●EMS 30 分 ¥3,000

筋肉を鍛え基礎代謝をアップさせリンパ液の流れ良くするこ

とに貢献します

アロマオイルを使って全身をマッサージ。疲れがたまっているとき、凝っているときお薦め

レーザーダイオード、キャビテーション、高周波、ＬＥＤが同時出力。脂肪燃焼と燃焼マッサージの両方を兼

ね備えたパーフェクトスリミング。

　　～ボディー～

♦アロマリンパマッサージ

♡　ボディーメイキング　♡

♡　オプション　♡

♡　リンパマッサージ　♡

♡　痩身　♡

革新的な最新テクノロジーを搭載してリスクなく肌本来の持

つ力を目覚めさせる最新鋭機種



〒560-0082
豊中市新千里東町1-1-3
SENRITOよみうり2F

営業時間
平日 9:30～20:00(LO19:00)
日祝日 10;00～19:00(LO18:00)

定休日 毎月第2木曜日

TEL: 06-6832-4653
http://www.bond-street.jp

TEL: 06-6318-6437
http://www.jetnail.jp

エステ、アイラッシュ、ネイルの
トータルビューティーサロン

SPEEDY BEAUTY
ボンドストリートは、この美しい街千里中央にて

全ての女性の美のサポーターとして心強いお味方

となります。

お客様の高品質な生活 Fully Satisfied Lifeのお手

伝いを目指しております。

この地で創業26年の総合美容ｻﾛﾝとしてお客様の

ニーズにお応えしたい、最新の技術や情報をご提

供したい・・そんなサロンを目指しております。

美に関するご希望やご要望があれば何なりとお申

し付けくださいませ。

Skin Wizard
肌別美容液をしっかり導入

シミ・シワにも効果大

ご予約はこちら
当日キャンセルは¥1,000申受けます

♦シンプルＡコース　(オフ込) 90 分 ¥4,200
基本アート（ワンカラー、グラデーション、フレンチ）ストーン１０個

♦シンプルＢコース　(オフ込) 90 分 ¥4,800
基本アート（ワンカラー、グラデーション、フレンチ）ストーン１０個、ラメ

♦アート　　　　　　(オフ込)  アート４本まで 120 分 ¥6,200

♦複雑アート　　　　(オフ込) 180 分 ¥9,000
アート180分以内でし放題、画像持込等、３時間超えは３０分ごとに１０００円追加

♦アートサンプル　　(オフ込) 90 分 ¥5,500
定額　サンプルから選択　色替え不可

♦ワンカラー 自店オフ込 60 分 ¥3,000

♦ワンカラー 他店オフ込 90 分 ¥3,500

♦シンプルＡコース　(オフ込) 90 分 ¥4,700
基本アート（ワンカラー、グラデーション、フレンチ）ストーン１０個

♦シンプルＢコース　(オフ込) 90 分 ¥5,300

基本アート（ワンカラー、グラデーション、フレンチ）ストーン１０個、ラメ

♦アート　　　　　　(オフ込) 120 分 ¥6,500
アート４本まで

♦複雑アート　　　　(オフ込) 180 分 ¥9,000
アート180分以内でし放題、画像持込等、３時間超えは３０分ごとに１０００円追加

●Vカット 3個 ¥500
●ミラー 1～10本 ¥1,000
●シール 5枚 ¥500
●ホログラム一色 複数 ¥500
●カラー混ぜ一色 追加 ¥500
●ラメ 追加 ¥600

まつ毛 ¥500
ハンド ¥1,000
フット ¥500

●ハンド／フット　ドライケア 60 分 ¥3,000
●ハンドマッサージ 10 分 ¥1,000
●フット角質ケア 30 分 ¥3,000
●フットマッサージ 10 分 ¥2,000

指名料 ¥500

♦ネイル＋まつ毛のお得なセット

まつ毛パーマ　　+　シンプル シンプルＢは＋\600 ¥7,500

まつ毛エクステ　+　シンプル シンプルＢは＋\600 ¥9,400

まつ毛パーマ　　+　アート ¥8,800

まつ毛エクステ　+　アート ¥10,700

まつ毛パーマ　　+　複雑アート ¥11,600

まつ毛エクステ　+　複雑アート ¥13,500

●まつ毛・ハンド・フット完全同時オプション

※同じ日にまつ毛、ネイル別施術となります（完全同時オプションは使えません）

～ビューティーセット～

　　～ネイル～
♡　ハンド　♡

♡　フット　♡

♡　オプション　♡

♡　ケア　♡


