
Esthetic
Menu
- P O R A I L E -



POLAIRE

Polaire(ポレール)はフランス�で"北�星"

��で��のある女性のお肌を、いつでも�わらぬ��から⾒�る

�の�標でありたいということから�付けました。

-�徴-

プライベート�間で1�1の丁寧なカウンセリングと��を⾏いま

す。

持ち物不�、ヘアメイクアイテムまでご⽤�があります



Profile
�� あゆみ

◆��フェイシャルエステティシャン

◆JMANメーキャップアドバイザー

◆ナリス��品グループリーダー

�⽣時代��体にあったニキビがコンプレックスだった

が正しい知識とお⼿�れで��し、⾃�が持てたことか

ら⼤�４年の時に��を�得。

女性の⾃立をモットーに、現在は東�吉�の⾃宅サロ

ン・���2��・��の�成にあたる。スクール主

�、ミスコンテスト�査員、�場者指�等。

得�なことは、肌��・TPOに�わせたメイク。



Naris

Cosmetics

◇ナリス��品◇

�業 昭和7年

●�� ⼤�����

●⾃�⼯場 ���三⽊�等

for others-��の為に-を理念に����で�果

のある��品を1000アイテム�上��。

・常にオリジナルであること

・トータルビューティーをサポート

OEM事業や���開も⾏い、⽇��アジア�に

向けた肌研�のエキスパートです



Facial Care
気になるお肌のトラブルを��します

ベーシック(45min)

7700/4950

ハンドによるマッサージングトリートメントで滑

らかなお肌に。更に⼀⼈ひとりに合わせた2種類

のパックでじっくりとケア。

クレンジング⇨スチーム＋フェイシャルマッサージング
トリートメント⇨リンパドレナージュ⇨キッシング⇨角
層・保湿ケア⇨肌質・トラブル別パック⇨仕上げ

+デコルテ(55min)

9900/6050

年齢サインの出やすい⾸筋と胸元からケアするこ

とで、顔⾊もワントーン明るくなります。

クレンジング⇨スチーム＋デコルテ・フェイシャルマッ
サージングトリートメント⇨リンパドレナージュ⇨キッ
シング⇨角層・保湿ケア⇨肌質・トラブル別パック⇨仕
上げ

+ボディ(70min)

12100/7150

ボディピーリング⇨ボディトリートメント⇨クレンジン
グ⇨スチーム＋デコルテ・フェイシャルマッサージング
トリートメント⇨リンパドレナージュ⇨キッシング⇨角
層・保湿ケア⇨肌質・トラブル別パック⇨仕上げ



Select

肌�パック

普通肌/脂性乾性肌/脂性肌/乾燥肌

エッセンス

ホワイト/毛穴/アクネ/リンクル

クレンジング

ソーフン 1100/550
クレイパウダー 660/440

パーツケア

リップパック  550/330
ボディピーリング 1100/550
背中のパック 1320/880



Special Care
 

タラソリッチ(45min)

8800/5500

ハンドによるマッサージングトリートメントで滑ら

かなお肌に。天然海藻成分とミネラルたっぷりのパ

ックは癒しとデトックスにぴったり。⾚み/ニキビ/く

すみ/お肌が敏感だと感じる⽅に。

クレンジング⇨スチーム＋マッサージングトリートメント⇨
リンパドレナージュ⇨キッシング⇨角層・保湿ケア⇨タラソ
パック⇨仕上げ

クレイマスク(50min)

12100/7150

ハンドによるマッサージングトリートメントで滑ら

かなお肌に。時間がたつと固まる⽯膏パックで約1ヵ

⽉分の栄養を⼊れ込みます。乾燥/アンチエイジン

グ/ハリツヤが欲しい⽅/⽇頃のお⼿⼊れ不⾜だと感

じる⽅に。

クレンジング⇨スチーム＋マッサージングトリートメント⇨
リンパドレナージュ⇨キッシング⇨角層・保湿ケア⇨クレイ
マスク⇨仕上げ

+デコルテ(+10min)

+2200/+1100
年�サインの�やすい⾸筋と�元からケアするこ

とで、��もワントーン�るくなります。



Preium Care
ワンランク上のMJプリダージシリーズを使⽤したパーツセラピー

プレミアム(60min)

9900/5500
肩、背中のケアからスタートし、リラックス効果が

⾼く、MJシリーズのソーフンではふわふわのお肌

に、センシティマスクで透明感アップと⾼い満⾜感

を感じていただけます。

ショルダー⇒ヘッド⇨クレンジング⇨ソーフン⇨スチーム＋
マッサージングトリートメント⇨リンパドレナージュ⇨キッ
シング⇨角層・保湿ケア⇨センシティブマスク⇨仕上げ



Quick Care
�時間でもきれいに

ソニック(40min)

4400/3300

1�に100万回の超�波をあてお肌の基�を�えた�、

トリートメントパックでトラブル��に�きます。

にクレンジング⇨角層・保湿ケア⇨超音波エステ⇨トリートメ
ントパック⇨仕上げ

フェイシャル(25min)

4200/2750

ハンドによるトリートメントで滑らかな肌に。⽑�

の⼤掃�。

クレンジング⇨スチーム＋フェイシャルマッサージングトリ
ートメント⇨リンパドレナージュ⇨キッシング⇨仕上げ

+デコルテ(+10min)

+2200/+1100

年�サインの�やすい⾸筋と�元からケアするこ

とで、��もワントーン�るくなります。



Lift up
お�のたるみが気になる・お�立ちをはっきりさせたい�へ

造形エステ(60min)

5170/3080

こわばった筋⾁をやさしくほぐし、フェイスライ

ンをすっきり上向きにしお顔⽴ちさらに潤いたっ

ぷりのマスクで若々しい印象に。

ショルダーケア⇨クレンジング⇨角層・保湿ケア⇨造形
マッサージングトリートメント⇨保湿マスク⇨仕上げ

3Dスフィア(30min)

3300

⾓層深くまで浸透させたフリーズドライヒアルロ

ン酸に⽔分を吸収させることで、ハリがあり透明

感のあるお肌へ。

ご⾃宅⽤にお持ち帰りも可能なので忙しい⽅に

も。

クレンジング⇨角層・保湿ケア⇨スフィアドロップ⇨ハ
イドロジェル⇨タイトフィットマスク⇨仕上げ



Reflesh Hed
ドライヘッドスパでリフトアップ・��へ

ショート(15min)

2750/1650

頭⽪の�りをほぐすことで、⾎流もよくなりフェ

イスラインも�き上がります。また�に�い為リ

ラックス�果も�く����にも。

フェイシャルパック中に��することも可�で

す。

�精�労/��/�や⾸の�り/リフトアップ

エッセンス⇨ヘッドマッサージングトリートメント⇨ヘ

アミスト⇨仕上げ

ロング(25min)

4400/2750



Body Care

上半身のむくみ・凝り・シェイプアップに

バックライン(30min)

6600/4400

�・背中・�のトリートメント

�体の�り・くびれを作りたい・冷え性の�に。

ピーリング⇨ボディトリートメント⇨仕上げ

+パック(+15min)

7920/5280

背中のニキビや�燥が気になる�に。

��は⾒えない��はお⼿�れが⾏き�かないも

の。



 Lesson 4000/3000

６回制のマンツーマンレッスン

1.セルフマッサージ/お肌の仕�み

2.メガビューティー/ハンドマッサージ

3.ソニック/シリーズ別スキンケアの�び�

4.ベースメイク/ヘアボディケア

5.ポイントメイク/ヘルスケア

6.マッサージをしてみよう/未来のビューテ

ィープラン

レッスン受��典

・�んだことをすぐお�でできるお⼟�つき

・レッスンに�わせたアイテムが�別価�で

・

お友�等と⼀�に受�していただくことも可

�

⽣�使える正しい知識と技�を�につけて、ずっと��なお肌に



 Make Up

フルメイク (40m in )

4500/3000

���

⼤��内   0/0

⼤��街   1000/500

��式の�列等オケージョンに



 Rental

メガビューティー

3000/1500

メガ・スキンケアセット

4500/2500

ソニック（4回ジェル付）

4000/2500

ソニック・スキンケアセット

5500/3500



Membership

●会員様：エステ会員価格
●NBA様:会員価格〜¥200OFF
●エステティシャン：会員価格〜¥300OFF

ー出張・ご訪問ー
大阪市内+500
大阪市外・県外+1000



 How to join

-ご���典 -

・エステ�員価�でお受けいただけます

・ナリスのアイテムをお得にご購�いただけ

ます

-ご���件 -

・ナリスのスキンケア（洗�〜��・クリー

ムまで）をお使いいただける�

・またなくなり����していただける�

・⽉１回のエステにご来�いただける�

-ご���� -

A:��⽤エステをお受けいただく

B:モニターをお受けいただく



Starter

-コース内� -

フェイシャル⽉2回

1ヵ⽉�のスキンケアセット

コットン

�だてネット

�活ブック

A�マジェスタコース

37752→14000

B�レジュアーナコース

24112→9500

C�ルクエコース

24332→9000



Birthday Gift

●��員さま

フェイシャル 1500

●�員さま

フェイシャルベーシック/タラソリッチ/ク

レイマスク/の中からお�きなエステ 1500

＋ボディ 3000

お�⽣⽇⽉はお得な価�でエステを何度でもお受けいただけます

⽇�のご��やお�かけ時等にご活⽤ください



Shop Info

�業時間�10:00-15:30��受付

お��い���現金・クレジット・paypay

・こちらの都�でキャンセルを申し�た場�…�回ご来�時1000円オプション�料

・災�、事故や怪我、����の当⽇キャンセルは1000円頂戴�しますのでご了�ください

・⼤���は前⽇〜のキャンセルで1000円+�復���を頂戴�します

・予�時間を10��上�ぎられますと、エステ内�が�くなってしまう場�がございますのでご了�く

ださい

 

 



Staff募�

⼀�でもお肌がきれいになり�しい�と�じていただける為にエステティシャンとして10年間活動してきました。

現在�20�の�が��を�得し、⾃宅サロンを持たれている�、お仕事をしながら�末エステティシャン、�業の�

間に、などそれぞれのペースで活動してくれています。

�も�くと�っていいほど��に�味がある�という�ではなかったのですが、��スタートしてみるととても�し

く、女性の⾃立をテーマにこの度仲間�りしてくださる�を募�させていただきます☺ 
 

募�地域��⻄、�東、�国

 

・未��OK

・時間の制�・ノルマなし

・WワークOK

・主�の�・�⽣さんOK

 

エステ・ネイル・アロマなど、気になるスクールから受�していただき、お⼀�お⼀�にあった活�ができます◎

●��者向けスクール500円~

●���得スクール3000円~

 

相�しながらご⾃�のペースで活動内�を決められます✨

�料で個別相���ります。（�⾯/ビデオ��）

お気軽にお申し付けください♡


