
導入しやすく、

結果が出やすい

・低コスト

・お肌の弱い方、アトピーの方も安心

・クレーム・トラブルが少ない

・リピートにつながりやすい

Reborn, and you

剥離しない次世代フェイシャル

REVI<ルヴィ>陶肌トリートメント



次世代のハーブトリートメントとして注目を浴び続ける

ルヴィ陶肌トリートメントシリーズ。

再生因子に着目した Cysay ブランドの仲間入りで、

ますます進化が加速している細胞美容最先端の

エステ技術ご体感ください。

ルヴィのロゴマーク下にある "Reborn, and you" 

「うまれかわる、あなたと。」という意味です。

ようこそルヴィの世界へ。

Reborn, and you

ルヴィのトリートメントがあなたのエステ技術でお客様

の肌悩みを改善し、うまれかわるサポートをするのはも

ちろんですが、ルヴィはあなたのサロンも「うまれかわ

る」パートナーとなるブランドです。



低コスト&確かな結果の出る新メニューをお探しのサロンオーナー様へ

あなたのサロンが、うまれかわる。
剥離しない次世代ハーブフェイシャル。

*陶肌=白さだけでなく、シミや毛穴の目立たない

つるんとした陶器をイメージさせる肌

美容業界で注目の 剥離しないハーブピーリング

ルヴィ陶肌トリートメントは肌に負担の少ない、剥けないハーブトリート
メント。
厳選した天然成分で作られているので、お肌の弱い方にも安心して使える
スキンケアです。
毛穴トラブル、ニキビ、たるみ、赤ら顔にお悩みの方のお肌を美しく再生
してきた実績のあるトリートメントです。

日本におけるハーブピーリングのパイオニア的存在の言野優子(銀座ロッソ代表/ルヴィ開発者)が豊富な知識と経験をもとに日本人のきめ細やかな肌に合わせて開発、
誕生したブランド、それがルヴィです。

ルヴィ陶肌トリートメント



痛くない・剥離しない・当日からメイク&入浴 OK という、お客様にとって特徴的な3つの魅力はもちろん、サロン様にとっ
て重要なポイントである導入コストの低さ(*当社比)も大きな魅力の一つです。
低コスト=お客様にもリーズナブルな価格での提供が可能になり、感動的な結果とともに、お客様に喜んでいただけて、リ
ピートにつながりやすい商材です。

✓価格がリーズナブルで気軽に受けられる。

✓結果が早くわかりやすい

✓お客様が面倒と感じるアフターケア不要

お客様にメリットが伝えやすく、サロンの売上とお客様の満足度がいっしょに得られる商材です。
メニューのマンネリ化改善、売上の伸び悩み、他サロンとの差別化など、あなたのサロンに良い
変化をもたらす商材として自身を持っておすすめいたします。

チクチクしない
痛くない

パラパラしない
剥離しない

メイクも入浴も
当日からOK



従来のハーブトリートメントでは...

●トリートメント後、ダウンタイムがあり入浴やメイクは翌日以降にしかできない

●ハーブを入れ込む時のチクチクとした痛みが苦痛

●ハーブピーリング後は肌が乾燥しやすく、かゆみや剥離状態など、不快な期間がある

●専用の化粧品でのアフターケアが必要

●メニュー価格が高い

●ダウンタイムのために施術スケジュール調整が必要 ...など、お客様が不便・面倒と感じる制約が多く、

施術結果の良いトリートメントでありながら、来店にもリピートにも繋がりにくい側面がありました。

ルヴィ陶肌トリートメントは...

●入浴やメイクも当日 OK で剥離もありません

●痛みはなく、心地よいスクラブのような感触

●トリートメント直後からお肌もっちり!結果が見えやすい

●アフターケアに必要な専用化粧品がない

●低コストで提供できるため、リピートにもつながりやすい

●ダウンタイムがないことで、気軽に施術を受けられる



✓いろいろな商材があってどれを

導入するのがベストか悩む

✓フェイシャル技術など

他サロンに比べ自信がない

✓施術するスタッフにより

お客様の結果にバラつきがある

✓スタッフ不足による

売り上げ低下の不安

✓次回のご予約を頂くために

少し強引なクロージングが必要

✓自信を持っておすすめする

物販商材が不足

難しい技術は必要ありません

ルヴィは大切なお客様に提供するものとして、安全・安心な
素材 製法で作られています。
そして、その商材の持つクォリティーの高さで施術に難しい
技術を必要としません。
そのため、急なスタッフの減少などのアクシデントがあって
も、他のスタッフへの技術継承が素早く、育成に時間を要し
ません。

施術の結果は安定&確実

ルヴィはその製品クォリティーの高さから、商材そのものの
持つ機能性でスタッフ間の技術力による差を作りません。
どのスタッフが施術をしても安定の結果が得られます。
ルヴィは「商品力8割・技術2割」と評価されている商品です。

サロンの営業・開業に
こんな悩みをお持ちではありませんか。

このようなお悩みを
ルヴィは解消いたします

1
POINT

2
POINT



ルヴィのトリートメントは過去最高のリピート率(*当社比)をキープ。
サロンスタッフとお客様、ともに美しくなる喜びを共有できる商材として確実にシェアを拡大しています。
低コストでお客様の負担も少なく喜んでいただける実力があります。
多彩なオプションメニューの組み合わせも可能で、予想を上回る感動の結果をご実感いただいているからこそ、お客様が次回
の来店を楽しみにするようになり、ご予約につながります。

日本人の肌に最適な基礎化粧品の提供を第一に研究を積み重ね、より良い商品をという願いのもとに作り出したルヴィは、
ホームケア用品にも自信があります。
その効果の確かさはもちろん、ラインアップもますます充実。
トライアルキットのご用意もあり、お客様におすすめしやすい商材です。

剥離なし、施術当日からメイク可能、痛みがない等のメリットで、多忙な著名人の方々もプライベートで施術を受けに来店さ
れている実績を持つ信頼できる商品です。従来のハーブピーリングのデメリットを解消した画期的な「陶肌トリートメント」
は、そのトリートメント名そのもので導入サロンをネットで検索するまでに知名度もあり、「ネットで探して来店しました」
というお客様が続出しています。
テレビや雑誌など、メディアに取り上げられる機会も多く、日を追うごとに、ルヴィが受けられるサロンを探しているお客様
は増え続けています。

高いリピート率が魅力3
POINT

店販用商材も優秀&魅力的4
POINT

著名人も愛用で知名度も抜群5
POINT



1.施術経験のないエステティシャンでもすぐに効果の出せる商品力
2.導入費用が低コスト&研修期間が短期間でスタートできる
3.商品の魅力で新規顧客獲得&リピート率のアップで売り上げ増へ
4.オプションメニューとの組み合わせが可能で、相乗効果が期待できる
5.導入サロン様へのサポート体制も万全

ルヴィがサロン様に選ばれている理由を裏付ける確かな品質と技術

日本人の美しくきめ細やかな肌を守り、細胞に活力を与える「ルヴィ陶肌 トリートメント」。
その実力と品質を支える理論と技術をを解説いたします。

1.ルヴィ陶肌トリートメントの働き

陶肌(とうき)とは、白さだけでなく、シミや毛穴
の目立たないつるんとした陶器をイメージした肌
のことです。
植物幹細胞成分や天然植物由来のエキスを施術し
ながら肌に送り込み、陶肌パウダー(太古の砂と柿
葉粉末、植物 エキスなど、日本人の肌に合った最
適な割合でブレンドした貴重なオリジナル原料)で
マッサージすることにより肌本来が持っている力
を活性化させ、美しい肌へ生まれかわらせるト
リートメントです。

●幹細胞とターンオーバー 少しおさらい

表皮幹細胞より表皮細胞が作り出され、ターンオー
バーにより角質層まで押し上げられ肌が新しく生ま
れ変わっていきます。
肌代謝が規則正しく行なわれる事により健康な肌が
保たれます。
ターンオーバーは「キレイな角質層を育てるために
大切な過程」です。

ルヴィがサロン様に選ばれている理由



●幹細胞とターンオーバーに「ルヴィ」が働きかける作用ポイント

コラーゲン生成作用も期待され、肌本来の持つ透明感
へと導きます。

2.植物幹細胞とルヴィ陶肌トリートメント

幹細胞が加齢とともに減少すると肌の再生能力が低下し、乾燥やシワ、たるみなどのエイジングサインにつながります。
ルヴィ陶肌トリートメントは、その「幹細胞」に着目。
植物の持つ成長と再生の根源となる植物幹細胞の再生能力をエキスとして抽出。
エキスの持つ成分が表皮幹細胞を活性、肌細胞を美しく健やかに導きます。

●希少な植物幹細胞成分を厳選

陶肌トリートメントがその働きの中核を担う植物幹細胞成分として注目したのは、
3つの希少な植物。
健やかな肌の自己再生能力を高める働きにふさわしい成分を厳選しています。

人の肌断面は大きく分けると表皮・真皮・皮下組織の3
層に分けられます。植物幹細胞成分は角質層まで浸透、

陶肌トリートメント成分(植物幹細胞成分)がエステティ
シャンの施術によって表皮 (角質層)内へ浸透。表皮幹細
胞の活性を促進します。

施術により陶肌トリートメント成分が血流を改善、同
時に施術部分の温度を高めていきます。

時間とともに代謝が活発になり、トリートメント部分
の皮脂量も正常に保たれます。又、肌への美容成分の

浸透(角質まで)もアップ します。
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陶肌トリートメントには、先に紹介したリンゴ幹細胞(リンゴ果実培養細胞エキス)・ブドウ幹細胞(ブドウ果実細胞エキス)・アルガン幹細胞(アルガニアスピノサ芽細胞

エキス)の他幹細胞の環境をサポートする酵母エキス(天然酵素を濃縮・ブレンドしたエキス)と、下記が配合されています。

陶肌パウダーはオリジナルのソフトピーリングパウダーです。
肌に刺激的なこれまでのケミカルピーリングとは違い、天然由来の原料を主成分として日本人のきめ細やかな肌にあわせて作られています。
お肌の負担を少なく、自然に近い働きで美しい肌の再生を促します。

天然由来の素材が持つパワフルな成分を最適な配合比率でミックス。マッサージで停滞している老化物質を肌から引き離し、お肌の活性力を高めます。

●配合美容成分

●陶肌トリートメントの要「陶肌パウダー」

*陶肌パウダーは、ルヴィシリーズのピュアリングローションに 適量を溶かし込んで使用します。

保湿効果、新陳代謝促進
マイルドなピーリング作用
皮膚バリア機能正常化

肌荒れ防止、収斂効果
肌トラブル防止
ヨーロッパで民間薬として歴史あるハーブ

肌荒れ防止、保湿効果
皮脂分泌抑制
多くの漢方薬に用いられている成分

肌荒れ防止、収斂効果
肌トラブル防止
古くから民間薬として歴史あるハーブ

セイヨウナシ果汁発酵液乳酸桿菌

オウゴン根エキス

アルニカ花エキス

セイヨウオトギリソウ 花/葉/茎エキス

陶器のような美肌を実現する確かな素材

大分・宮崎の限られた地域から産出された熱変成岩を
微粒子加工したパウダー。酸化を還元する作用あり。

30～80万年前。桜島が隆起する以前の地層の火山砂。
高い吸着力で角質や不純物を除去。

ヨモギに含まれている成分が、メラニン生成を抑制、
肌のほてりを沈静、乾燥によるトラブルを改善。

シリカパウダー

太古の砂

ヨモギ葉エキス

メラニン色素還元(美白)とメラニン生成抑制作用で
くすみのない透明感のある肌をつくります。

含まれる成分が保湿効果、収斂効果に優れ、
潤いを保ちながら引き締めも。

300以上の天然酵素のみを特殊技術で濃縮。
皮膚細胞の修復効果や水分保持に優れた酵素複合体エキス。

スギナ葉エキス

植物酵母エキス

プロビタミンC 

成分に抗酸化作用や活性酸素抑制、抗炎症作用など
エイジングケアに高い効果を発揮。

ビタミンCが多量に含まれ、抗酸化作用やメラニン
生成抑制など美肌・美白に効果を発揮。

ビワ葉に含まれるアミグダリンは高い抗酸化作用を
持ち皮膚病改善やお肌の美容に効果大。

オリーブ葉エキス

柿葉パウダー

ビワ葉エキス



●メイクアップリムーバー(500g)...メイクと古い角質、皮脂をやさしく落とします

●ウォッシングジェル(500ml) ...しっかり泡立てて、肌をパックするように使用

●バランシングローション(500ml)...肌を柔らかく、潤いとハリに満ちた状態に整えます

●ゴマージュ (250g)...植物由来のスクラブで古い角質をオフ、滑らかにキメこまやかに

●ピュアリングローション (400ml)...肌をソフトピーリング

●モイストマスク (150g)...外的要因から受ける肌への刺激を軽減

●カルムマスク (150g)...皮脂分泌を抑制、ニキビを防ぎ、肌を保護

●アクティビティジェル(150g)...肌のキメを整え柔軟性を保持&活性化脂質生成を抑制

●モイスチャークリーム(150g)...潤いとともにキメを整えツヤとハリ、透明感ある肌へ

●サンスクリーンクリーム(150g)...日焼けによるシミ・そばかす防止、ノンケミカル処方

●陶肌パウダー(100g)...天然由来原料によるナチュラルピーリングパウダー

ホームケア商品は充実のラインアップ、
日々進化を続け、新商品が登場しています

●ウォッシングクリーム ●パーフェクトモイストローション

●パーフェクトモイストクリーム ●陶肌クリーム ●クレンジングジェル

●UV プロテクトクリーム ●UV プロテクト CC クリーム ●陶肌ファンデーション

●陶肌ファンデーション・レフィル ●パーフェクトモイストエッセンス

●セルフゴマージュ ●ソフニングローション ●モイスチャーパック

●リバイヴボディーローション ●パーフェクトレチノールクリーム

●ホワイトリンクルジェル ●リボーンラッシュ

●<健康食品>REVIVER+(リヴァイヴァー) 

●<健康食品>ホワイト美人 ......他、バスタイム用品やフェイスローラーなど

サロンケア商品

ホームケア商品



「ルヴィ陶肌トリートメント Cysay(さいせい)メソッド」は、ルヴィ陶肌トリートメントで肌下地をしっかりと整えた後に、

自身の幹細胞の再生力を高める「Cysay」を使用。エイジングケアに確かなアプローチで若々しい肌へと導きます。

「Cysay」とは、様々な臓器や体組織を構成する細胞のもととなる幹細胞を培養する過程において、細胞を培養している液体に

放出される10種類以上の生理活性物質(タンパク質)の総称で

す。 Cysayはその幹細胞の中でも「不死化幹細胞」という最適な状態に安定させた幹細胞を培養する液体の「上澄み」の部分

＝純度が高く機能性に優れている＝のみを使用しています。お肌の活性化を超えた「再生化」を促します。

ルヴィ陶肌トリートメント

Cysayメソッド

肌ベースから「若々しさ」再び。黄色いルヴィ。

とは



メソッドを使用したトリートメントの流れ

カウンセリング
陶肌トリートメント+オプション

お悩み別にオプションをプラス
●エンザイム G ●ホワイトシャインパウダー
●VCFエクストラリキッド ●パワーローズブースター

乾燥肌・脂性肌別パックで保湿や皮脂
調整をします。

幹細胞再生力アップ・拭き取り不要

Cysay シリーズのホーム
ケアとしてボディーロー
ションやまつげ美容液な
どをご用意しています。

ゴマージュ

クレンジング

洗顏

●パック

●美容ジェル

●モイスチャークリーム
サンスクリーン

乾燥・紫外線からお肌を守るクリーム
で仕上げます

キメを整え、潤いをプラス

●Cysay CY リキッド

●Cysay リバイバルセラム

●美容ジェル

●モイスチャークリーム
サンスクリーン

陶肌トリートメントのオプションと
してプラスします

Cysay
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ダウンタイムなしの即日効果

施術直後はもちろん、時間の経過とともに代謝速度と細胞

の再生速度が加速 施術で送りこんだ活性成分がお肌の内側

への浸透も促進されます。

それにより施術部分の免疫も活性化され、お肌の水分量、

皮脂量も適した状態にコントロールされます。

●お客様データ

年齢/ 35 歳(ルヴィ施術開始当時) ニキビ・吹き出物などのお悩み

陶肌トリートメントが人気の理由
目に見えて違いのわかる早い&高い効果

陶肌トリートメントにオプションパウダーとして陶肌パウ

ダーの効果をバックアップする「エンザイムGジャパン」

をプラス。写真 7～9の段階で美白効果をサポートする

「美・ホワイトシャインパウダー」も追加



●お客様データ
年齢/ 40代
口まわりの炎症陶肌トリートメント

●お客様データ
年齢/ 50代
陶肌トリートメント+エンザイムG

●お客様データ
年齢/ 50代
陶肌トリートメント+エンザイム G

●お客様データ
年齢/ 28歳
(施術当時) 陶肌トリートメント

背中ニキビを改善へ

施術前 1回目から2週間後 2回目後

3日後

3回目施術後

施術前 施術後(60分コース後) 施術前 施術後(60分コース後) 

●お客様データ

年齢/20代
治りにくい炎症ニキビ陶肌トリートメント



●施術直後にお客様自身からお肌の変化を実感している感想をいただくことが多く、自信を持って提供できます
●ルヴィを導入後、他に匹敵するメニューが見つからない
●既存のメニューとの相性も良く、お客様お一人当たりの単価が倍以上に! 
●リピート率が予想以上に高く、回数チケットをご利用されるお客様が多数
●コラーゲンマシーンとの相性が良いです
●ボディコース(デコルテ・背中)は特にブライダルでの人気が高いです
●お客様の想像以上のお喜びに、やりがいを感じています。

ルヴィ導入へのステップ

●ルヴィ導入後も
・商材や販促材料の提供
・ルヴィやエステ技術の最新情報提供
・定期的な見直し研修
・LINEグループによる情報共有
など安心のアフターフォロー体制を整
えております

ルヴィを導入されたサロン様からうれしいご報告のお声

導入説明会・セミナー
個別相談

お申込み

ルヴィ・エステティシャン研修

加盟店申込書ご記入・契約書作成

ディプロマ発行
(ルヴィ陶肌トリートメント施術者資格証明書)

サロン施術スタート!



ルヴィ初回導入に必要な費用

初回に必要な費用は商材費用+エステティシャン研修費用

*価格は税込み表示です

初回商材費

●陶肌トリートメント・スターターセット
初回1ロット商材価格
業務用サロンケア16品目+ホームケア 20 品目(サロン卸価格)

エステティシャン 研修費

研修費用にはディプロマ発行費と陶肌トリートメント体験も含ま
れております ¥66,000

●陶肌パウダー100g(1回施術 2g 使用 × 50 回分)→売上 550,000 円

●エンザイム G japan (1回施術 2g 使用 × 50 回分)→売上 440,000円

●美・シャインパウダー(1回施術 2g 使用 × 50 回分)→売上 440,000円

●Cysay リバイバルセラム(1回施術 5ml 使用 × 40 回分)→売上 110,000円

●Cysay CY リキッド(1回施術 0,8ml 使用 × 125 回分)→売上 687,500円

●WCF エクストラリキッド(1回施術 0,8ml 使用 × 125 回分)→売上 412,500円

●パワーローズブースター(1回施術 0,8ml 使用 × 125 回分)→売上 412,500 円

●<陶肌パウダー 2g >=施術代 10,000 円 × 50 名様 → 施術売上 550,000 円 | 

●<陶肌パウダー 2g >+<エンザイム G2g>=施術代 18,000 円 × 50 名様 → 施

術売上 990,000 円はありません

*初回導入費用のお支払いには分割払いにも対応しております。お気軽にご相談ください。

ルヴィ導入でサロン月間売り上げの大幅アップを! 

初回導入セットの陶肌パウダー(100g)で50～100名様の施術が可能です。

オプションメニューやホームケア商品販売でさらに利益がアップ。

業務用サロンケア16品目にホームケア商品に新商品を加えた充実
のセットです。 充実のサロンケアに、お客様のアフターフォロー
とルヴィ・ホームケア製品の魅力的なラインアップをアピールで
きる店販サポートセット。 ¥858,979

●プロ用2日間コース

●初心者用3日間コース

研修費用にはディプロマ発行費と陶肌トリートメント体験も含ま
れております ¥99,000 

*カウンセリングにより施術グラム・ml 数は変動します

*グラム・ml 単価が決まっているので使用量による利益の

変動はありません



株式会社 SALA代表

相馬葉月よりメッセージ

喜びと幸せの第一歩を。
大人になると初めの一歩、チャレンジをすることが難しくなってきますよね。

わたし自身もそうでした。やりたいこと、理想はたくさんあるけれど、その一歩を
踏み出すのがこわい、とさえ思いました。

ただ、ルヴィに出会い、わたしにも出来るかも? 

ワクワクと不安とが混ざっていましたがその一歩を踏み出したとき、みえる景色が
一変しました。

お客様の笑顔をみるたびにサロンの自信、自分の自信へと繋がりました。

"はじめの一歩〟全力でサポートさせていただけたらと思います。わたしがたくさ
んの方にサポートしてもらったように。

おまかせください!!

株式会社 SALA代表 相馬葉月



電話 090-4635-0370

salondebeautesala@yahoo.co.jp

サロンの情報やお得なクーポン ビューティー
トレンドなど配信しています。こちらからサ
ロンのご予約やお問い合わせもOK。ぜひお友
だち登録を!

お客様のうれしい笑顔や輝くお肌、施術の
ビフォー・アフター、新製品のビジュアル
紹介など、見てわかる!見て納得!のフォト
情報をお届けします。

公式アカウント

住所 青森県弘前市和泉 2-15-38 

営業時間 午前9時～午後6時(時間外応相談) 

定休日 不定休

ルヴィ導入お申込み・お問い合わせ・ご連絡先

salon de beaute SALA
サロン・ド・ボーテ サラ

株式会社 SALA

SALA  LINE公式アカウント & Instagram

@salon.sala REVI.AOMORI_HAZUKI


