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３ステップ  30 分

自分史上、最高の肌へ

The HydraFacial™ System 

米国で数々のアワード *1 を受賞したハイドラフェイシャルはエステサロンの快適さと、美容医療の
テクノロジーを融合させたトリートメントです。

ハイドラフェイシャル は、米国で特許を取得したボルテックスフュージョン®テクノロジーを     
採用し、トリートメントの直後から肌に輝きをもたらします。

*1 Beauty Choice Awards、 LNE & SPAʼS BEST PRODUCT、AMERICAN SPA PROFESSIONALʼS CHOICE AWARDS

ボルテックスフュージョン ®

ハイドラフェイシャルの特長は、独自のボルテックスフュージョン   
デリバリーシステムにあります。
ハイドラフェイシャルでは一連のハイドロピールチップを使用しま
す。
各チップはそれぞれ皮膚の剥離 （角質除去）、吸引、保湿という
特定の用途に用いられます。
ハイドロピールチップの渦巻きデザインとハイドラフェイシャルの　
独自のバキュームテクノロジーを組み合わせることにより、渦巻き効果を
生み出し、不純物を簡単に除去すると同時に 抗酸化成分を含む
保湿液を肌に浸透させます。

特許取得のハイドロピールチップ

• ３ステップ、３０分トリートメントで自己ベストの肌へ
• ディープクレンジング、ピーリング、毛穴ケア、美容液導入
• 施術直後から効果を実感
• 全ての肌タイプに使用可能
• ダウンタイムなし
• 悩みによってカスタマイズできるブースターセラム

３ステップ　30 分

STEP 1

ディープ
クレンジング

＋
ピーリング

STEP ２

毛穴ケア
＋

保湿

STEP ３

美容液導入
＋

保護

独自の
ボルテックステクノロジー

複数の研磨エッジを 
組み合わせた特許取得
のスパイラルデザイン



ブルーチップ
剥離用

ティールチップ
吸引用

STEP 1

ディープクレンジング

STEP 1

ピーリング

塩酸グルコサミンおよび乳酸で、皮膚上の皮脂と汚れを軟化させ、ブルーチップ
で物理的に剥離しながら、汚れを吸引します。

グリコール酸およびサリチル酸で、皮膚表面の角質を剥離し、吸引します。

Activ-4™

剥離用
GlySal™

ピーリング剤

成分の特徴

• 塩酸グルコサミン : エクスフォリエーター
• 海藻エキス : 鎮静・回復効果
• 乳酸 : エクスフォリエーター兼ブライトナー
　pHレベル 4.25 - 4.50

成分の特徴

• グリコール酸 : エクスフォリエーター
• サリチル酸 : エクスフォリエーター



クリアチップ
美容液導入用

毛穴ケア＋保湿 美容液導入＋保護

STEP 2 STEP 3

抗酸化成分およびペプチドを導入し、皮膚にツヤを与え、外部の刺激から肌を保護　
します。

さらに、サリチル酸で毛穴の中の皮膚を柔らかくしながら、毛穴の中の皮脂・汚れ
を吸引します。同時に保湿成分を加えることにより、肌への刺激を抑えます。

ティールチップ
吸引用

Beta-HD ™ 

Clear
吸引用

Antiox+™

美容液

成分の特徴

• サリチル酸 : エクスフォリエーター 
• ハチミツエキス : 抗菌・保湿
• セイヨウナツユキソウ花エキス :  鎮静・回復

効果
• セイヨウシロヤナギ樹皮エキス :  　　　　　

エクスフォリエーター 
• タスマニアンペッパー : 抗炎症作用

成分の特徴

• 低分子ヒアルロン酸 : 保湿成分
• ムコールミエヘイエキス : 肌に優しい酵素

系 ブライトナー
• 緑茶エキス : 抗酸化成分
• 銅PCA/マグネシウム PCA/亜鉛 PCA : 

鉱物ペプチド
• アルニカ花エキス :  鎮静効果 
• 紅藻エキス : ブライトナー、 コラーゲンを

刺激
     pHレベル 6.0 - 7.0



UVデジタルイメージ
潤いの改善

（白い部位が水分量が高いことを示しています。）

偏光イメージ
褐斑と赤身の改善

小じわ　（Dermabuilder使用）

１ヶ月後
BEFORE AFTER

褐斑　（Britenol使用） 脂性肌・ニキビ肌

１回後（トリートメント１時間後）４回後

BEFORE BEFOREAFTER AFTER

BEFORE
３回後 (２ヶ月以上)

AFTER
１回後

BEFORE AFTER

５回後

ほうれい線 　（CTGF使用）

BEFORE AFTER

効果は速やかで、長期間（１週間〜１ヶ月程度）維持します。
定期的なトリートメントにより、健康的な皮膚のターンオーバーを促します。
トリートメントは２週間〜１カ月位の間隔を推奨しています。

■ 毛穴の黒ずみ　　　　 ■ お鼻周りや唇の下のざらつき  
■ 小じわ + しわ　　　　 ■ 弾力性の衰え ＋ 硬化
■ 肌トーン ＋ くすみ　　 ■ 肌テクスチャー
■ しみ　　　　　　　　 ■ ニキビ肌 ＋ オイリー肌
■ 毛穴の広がり

年間施術回数　450 万回以上
世界 16,500 の顧客が愛用中

※ 2020 年
米国でボツリヌス注射を超える人気を誇る

美容医療トリートメントです。

出典 ： American Society for Aesthetic Plastic Surgery

ハイドラフェイシャル は肌のタイプを選びません。

特に下記のようなお悩みのある方にご使用いただけます。

20代 男性

20代〜４０代 女性　

20代 男性40代 男性

AFTERBEFORE

AFTERBEFORE

BEFORE AFTER



より優れたパフォーマンスと
収益性を実現

指先ですべてを
コントロール

出力コントロール
を改良

トリートメントの技術を向上
ヘアケアのカテゴリーに

ビジネスを拡大

リンパ トリートメントを
含む、フルコースの
トリートメントを

提供 

ハンドピース

様々な
オプション

目元、リップケアも可能
にする

「パーク スイッチ」
内蔵

ケラビーブ  
プロトコル

最新
トリートメント

プロトコル

マーケティング
サポート

日本語
ユーザー

インターフェイス

日本語表示で、より
わかりやすい操作を

実現



。

あらゆる肌の健康のために
カスタマイズしたトリートメント

を提供

新しいハイドラフェイシャル エリートは、あらゆる肌のタイプに合わせて素晴らしい結果をもたらし、  
施術者の技術向上にも新しい機会を提供します。

また、チップ・ブースター・その他オプションにより、あらゆる肌の悩みに対応するハイドラフェイシャル 
体験の提供が可能です。

それぞれの肌に合わせてトリートメントをカスタマイズして、新しい組み合わせを発見してください。

便利な使い捨てチップ
 
安全で、衛生的なトリートメントを提供します

ボルテックス
テクノロジー

米国で特許取得済みのハイドロピール®チップを使用した
ハイドラフェイシャル独自の ボルテックス フュージョン 

テクノロジーにより、肌の角質を除去して毛穴の汚れを　
吸引するとともに、美容液を導入します。

米国で特許取得のテクノロジー
ピーリング・吸引・美容液導入トリートメントが可能 です

強力剥離用チップも選択可能
通常使用の剥離用ブルーチップか、強力剥離用オレンジチップまたは超強力剥離用パープルチップから選べますお客様のニーズ

ハイドラフェイシャルを受けるお客様は、自分
の肌の状態に合わせてカスタマイズされた　
トリートメントと、お肌の健康のために日々の
ケアで取り入れることのできる、わかりやすい
アドバイスを求めています。

シンプル

アドバイス

カスタマイズ

短時間のトリートメントで複数の肌の悩みに
対応して、時間をセーブ

それぞれの肌の悩みに合わせてカスタマイズ
されたトリートメント

肌を健康に保つためのケアの知識

ブルーチップ
剥離用

ハイドロピールチップ

ティールチップ
吸引用

クリアチップ
美容液導入用

オレンジチップ
強力剥離用

パープルチップ
超強力剥離用

ボディーチップ
広面積剥離用

ボルテックスフュージョン ®

ハイドラフェイシャルの特長は、独自のボルテックスフュージョン   
デリバリーシステムにあります。
ハイドラフェイシャルでは一連のハイドロピールチップを使用しま
す。
各チップはそれぞれ皮膚の剥離 （角質除去）、吸引、保湿という
特定の用途に用いられます。
ハイドロピールチップの渦巻きデザインとハイドラフェイシャルの　
独自のバキュームテクノロジーを組み合わせることにより、渦巻き効果
を生み出し、不純物を簡単に除去すると同時に 抗酸化成分を含
む保湿液を肌に浸透させます。

特許取得のハイドロピールチップ

独自の
ボルテックステクノロジー

複数の研磨エッジを 
組み合わせた特許取得
のスパイラルデザイン



キメを整え
なめらかに

美白
ブライトニング

保湿 炎症を
抑える

修復
引き締め

あらゆる肌のお悩みに
効果的なブースター

私たちは、著名なスキンケアの専門家と提携し、

それぞれの肌のニーズに最適なブースターを開発しました

最新のトリートメントプロトコル
目元・リップケア用パークスイッチ

日本語表示となり使いやすさ向上

カスタマイズを
可能にした 

テクノロジー



生き生きとした
目元へ

• 目元の腫れやくまを改善
• うるおいを与えて小じわを目

立たなくする

• ピーリングと保湿
• ふっくらとボリュームある唇へ

唇にふっくらハリと
うるおいを

新エリートは、目元・リップケア用パーク スイッチを内蔵
画面上でトリートメント プロトコルの確認が可能です

さらに充実した
トリートメントへ

• 施術後にお持ち帰り頂くホームケア用美容液付き
• 機器を追加することなくサービスの充実化が可能
• ハイドラフェイシャル トリートメントにパークを

追加することで、より高い収益を生み出します

デリケートな目元と 
リップのケアを可能に

するパークを追加



ニキビの改善に効果的

最近の研究では、ブルーLEDライトを使用した定期的なハイドラフェイシャル トリートメントで、

ニキビが改善されることが示されています。 *１

100%
の研究調査員が、

より健康でツヤのある肌に
なることを認めました

の研究調査員が、
肌の透明感がアップする

ことを認めました

100% 95%
の研究調査員が、

過剰な皮脂と毛穴の詰まり
の改善を認めました

ハイドラフェイシャルの
さらなるカスタマイズ

• ハンド リンパセラピーは、乾燥して老化した手を若返らせます
• 背中のリンパセラピー は、背中の滞りを流してデトックスします
• 腕のリンパ セラピーは、リンパ液の滞りと炎症を軽減します

あらゆるトリートメントの効果を   
高めます

ライトセラピー

レッド LED 
ライトセラピー

ニキビの原因となる細菌を滅して
皮脂や毛穴の詰まりを改善

血行を促進

ブルー LED 
ライトセラピー• 皮膚のデトックスを促進し、炎症を鎮める

• 不要な蓄積物を除去し、肌の状態を最適化

リンパセラピー
顔や体に溜まった不純物を流して取り除き

健康的な肌へと導きます

ハイドラフェイシャルは
あらゆる部分の

トリートメントが可能
ハイドラフェイシャル & ブルー LED



豊かな髪は
健康な頭皮から

ハイドラフェイシャル ケラビーブは、革命的な独自の頭皮ケアトリートメントで、　
頭皮を健康にしてより豊かで健康的な髪へと促します。

またハイドラフェイシャル ケラビーブは、他の薄毛治療の効果を高めて促進します。
様々な治療法とケラビーブを組み合わせてのご提案も可能です。

より高い利益の可能性

ハイドラフェイシャル ケラビーブの導入により、最も成
長を遂げているヘアケア市場への参入が可能です　　

約4,000億円

健康的で豊かな髪へ
• 頭皮の不要な角質を除去
• 毛包の汚れを取り除き、頭皮の血行を促進 
• 独自にブレンドした成長因子を頭皮に浸透させる
• ご自宅にお持ち帰り頂くホームケア用スプレー付

他の薄毛治療の効果を
高める

• 一般的な経口、経皮、レーザー、外科的治療などの
他の治療のより良い土台を作り、効果を高める

• 新しい顧客を惹きつけるエントリーポイントに
• 新規および既存のお客様の来店数アップ
• 30分のトリートメントで収益アップ



ハイドラフェイシャル
コンビネーション トリートメント

ハイドラフェイシャルは、単体トリートメントとしてだけではなく、
他の美容治療やセラピーと組み合わせることにより、さらに効果

を発揮します

他のトリートメントの
効果をアップ

アブレイティブ フラクショナルレーザー単体の治療と 

比べて、組み合わせた治療では、肌がよりスムースに  *5

RF(ラジオ波)または高密度焦点式超音波単体の治療と比べて、 

組み合わせた治療では、肌がよりなめらかに *4

50%2倍

30% 2倍
ノンアブレイティブ フラクショナルレーザーまたはフラクショナ

ルRF単体の治療と比べて、組み合わせた治療では肌がさらに引き    

締まりなめらかに  *3

IPL(光治療)単体の治療と比べて、ハイドラフェイシャル

を組み合わせた治療では、シミの減少がアップ　*2

ハイドラフェイシャル
エクスペリエンスセンター

ザ・ハイドラフェイシャルカンパニー・ジャパン株式会社は、2018 年秋、銀座に
「ハイドラフェイシャル・エクスペリエンスセンター」をオープンいたしました。
当センターでは、各種イベントの開催やハイドラフェイシャルにご興味をお持ち
頂いている先生・スタッフの方々のトリートメント体験を随時承っております。



ハイドラフェイシャルは、エッジシステムズ社により米国の特許および登録商標取得済です。

特許情報：hydrafacialco.com/patents 米国外での特許出願中。

著作権 © 2020 Edge Systems LLC. 無断複製・転用禁止 P/N 1900051

1. LEDライトを含むハイドラフェイシャル トリートメントを、20人限定で、2週間ごとに12週間にわたり行われ観察された研究結果になります。 トリートメントは、無傷の皮膚にのみ使
用することを目的としており、重度の炎症性にきびなどの活動性にきび、嚢胞などには使用しないでください。重度のにきび瘢痕には推奨されません。

2. ハイドラフェイシャル トリートメントを、強力なパルス光（IPL）またはQスイッチレーザーと組み合わせて行われた際に観察された限られた研究結果になります。ハイドラフェイシャル 
シグネチャー トリートメント プロトコルの最初の２ステップは、IPLまたはQスイッチレーザーの前に行われ、レッドLEDライトを含む最後のステップは、IPLまたはQスイッチレーザー
の後に行われました。ハイドラフェイシャルトリートメントを受けなかった側の顔と比較して、ハイドラフェイシャル トリートメントが施術された側の顔では、メラニンの影響を受けたエ
リアが30％減少しました。

3. ハイドラフェイシャル トリートメントを、顔の若返りのためにノンアブレイティブ フラクショナルレーザーまたはフラクショナルRFと組み合わせて行われた際に観察された限られた研
究結果になります。ハイドラフェイシャル シグネチャー トリートメントのプロトコルの最初の２ステップは、ノンアブレイティブ フラクショナルレーザーまたはフラクショナルRFの前に
行われ、レッドLEDライトを含む最後のステップは、ノンアブレイティブ フラクショナルレーザーまたはフラクショナルRFの後に行われました。 

4. ハイドラフェイシャル トリートメントを、顔のリフトアップのためにRFまたは集束超音波治療と組み合わせて行われた際に観察された限られた研究結果になります。ハイドラフェイシ
ャル シグネチャー トリートメントのプロトコルの最初の２ステップは、RFまたは集束超音波治療の前に行われ、レッドLEDライトを含む最後のステップは、RFまたは集束超音波治療
の後に行われました。 

5. ハイドラフェイシャル トリートメントを、古い皮膚を取り除くためにアブレイティブ フラクショナルレーザー(CO2またはYAGなど)と組み合わせて行われた際に観察された限られた研
究結果になります。ハイドラフェイシャル シグネチャー トリートメント プロトコルの最初の２ステップは、アブレイティブ フラクショナルレーザーの前に行われ、レッドLEDライトを含
む最後のステップは、アブレイティブ フラクショナルレーザーの後に行われました。 

ザ · ハイドラフェイシャル カンパニー · ジャパン株式会社
〒 104-0061   東京都中央区銀座 6-8-19 VORT 銀座 miyuki st. 6F

TEL 03-6280-6332  FAX 03-6280-6345   https://hydrafacial.co.jp


