
  5万円の高単価フェイシャルが  
       なぜ飛ぶよう売れる？！  

首都圏・西東京・埼玉 
千葉エリアのサロンさまへ！ 

        FCRハーブトリートメントは 
   これまでエステサロンでは難しいとされた  
 くすみ しみ ニキビ ニキビ跡の凹凸 など 
   あらゆる肌のトラブルにも効果を発揮する 
エステサロンで出来る 医療系サロントリートメント 
     最新 「肌再生プログラム」です。 
       特に 富裕層向けのサロン 
本物志向のサロン さま  向上心のあるサロンさまに  
一早く お勧めして参りたいと考えております。 
    （一地域一サロン限定の予定です。） 

 
   高単価・高収益・高リピート率の商品は 
     今後のサロンの安定的な経営と 
将来の不安から解放される新しい取り組みと考えます。 
           そして なにより 
      お客様の心をつかみ、永く 愛され 
またスタッフからも支持され 定着率にも繋がります！ 
FCRハーブトリートメントについて ご興味のある先生 
どうぞ 次のページをご確認ください。 

 



  

□この先ずっと、同じ商品・同じサービスを同じ顧客に提供し続け、さらに成長できるのか？ 

□いつまでたってもオーナーが現場から離れることができなくていいのか？ 

□新しい提案の為に 毎回 高額なエステ機器を買い続けることは可能なのか？ 

□スタッフの雇用と定着率を高めるには給与や待遇だけだと思っていないか？ 

□オーナーもスタッフも ともにワークライフバランスを実現させるためには？ 

□競合他社との差別化が価格以外に見いだせていない状況が続いていないか？ 

□難しく考えず 既に成功している同業サロンから学ぶ機会を作っているか？ 

扱う商品を変えない限り 劇的な売り上げの変化はありません。 
   行動を起こさない限り 将来 生き残ることはできません。 

お客様に応援されるサロンは 常に成長し レベルアップの為に行動しているサロンのことです 

            高単価フェイシャルが なぜこんなに売れる！？  
               しかも お客様にも愛され慕われリピートされる！ 
 
               FCRハーブトリートメント は  
              未来の安定した経営に貢献できること 間違いありません！ 
  

あなたのサロンは 5年後一体、 
            どんな姿になってる予定ですか？ 
 



美容家 FCR東日本インストラクター  

 大塚明恵 プロフィール 
 

「外見の悩みを解決することで 多くの人の人生を明るくする」 
 
私は幼い頃から 一重まぶた・赤ら顔・天然パーマ に悩み、薄く小さく筋の入った爪の治療のた
め放課後は いつもひとり皮膚科通い 孤独感を味わった幼少期を過ごしていました。 
外見のコンプレックスに立ち向かうべく オリジナル洗顔法やセロテープ張ったままの睡眠、また 
ブローは美容師顔負けのテクニックを得るなど、子供ながら 美に対する執念に燃えていました。  
上京後は 短大を卒業し 金融関係の会社に就職するも すぐに退社。髪に悩む人が通う 

育毛サロンに勤める。この仕事を通して外見に悩む人たちは年齢や性別、地位など一切関係な
い事を知り その瞬間、幼少のころの自分と重なり 初めてこの仕事における遣り甲斐と使命感
を得る 。それを機に、髪 肌 爪に悩む人が集まるエステサロン 理美容室などに勤め 
勉強を重ねる。 
 
２０００年 それらを合体させた 
当時ではまだ珍しい美容、理容・エステ・ネイルサロンにまで 
及ぶ本格的な複合サロンを東横線 学芸大学にて スタッフ４名でスタート。 
外見の悩みを解決することを使命としたサロンです。 
 
青山・銀座に通うセレブな女性も 普段着仕様のまま通える 

親近感のある接客・店構えが話題になり、育児中の主婦から女優・上場企業の社長までが通う
程になる。 顧客数延べ6万1800人を突破。 
現在 ブランドコンセプトごとに違う４店舗を構えた地域密着サロンに成長 
従業員数 ２０名 関連スタッフ１０名  
 
恒例のダイエット企画は今年１０年目を迎え、たった一回のメルマガで一瞬にして予約殺到・ 
完売の企画力と親しみやすいキャラクターで地域のお客さまに慕われ続けている。 
 
また今期 15周年を迎えるにあたり、長年の夢である全店舗を1つに集約させる 
大型サロンの建築が 行われることが決まり大きく夢に一歩近づく。 
大手通販会社DINOSや ホームケア美顔器シェアNo.1企業ヤーマン株式会社 
の監修やアドバイザーほかテレビショッピング内コメンテイターなど務める。 
日テレPON や フジテレビシェリコの夜活 などでは美容専門家として 出演も多数。 
 
美容学校・美容・エステサロン経営者向けの人材育成セミナーも開催。業界誌の記事掲載 
男女問わずに容姿コンプレックスを払しょくさせるビューティーメイキングの 

仕掛人として 現在 活躍している。 

◆トータルビューティーサロンCAP 
http://www.salon-cap.com 
 
◇エステサロンＤＡＹ ＳＰＡ ＳＯＮＩＡ 
http://www.spa-sonia.com 
 
◆大人のネイルサロン 
http://www.nail-cap.com 
 
◇メンズサロン CAP 
http://www.mens-cap.com 
 
◆アンチエイジング世代の女性専門美容室  
revert（リヴェール） 
http://www.salon-revert.com 
 
◇日本頭皮美容普及会  
http://www.scalp-beauty.com 
 
【座右の銘】 
 
深く穴を掘れ 穴の直径は少しずつ拡がる 
 
【サロン誕生秘話はコチラ】 
 
http://www.salon-cap.com/story1.html 



FCRハーブトリートメントは  
世界8か国の美容クリニック 
で行われている 
肌再生を目的とした 
新しい 
サロントリートメントです 

FCR ハーブピーリング  



①ケミカルピーリング ：   
フルーツ酸（グリコ―ル酸）やサリチル酸を用いて蓄積された角質を無理やり除去するため 
角化が不十分なまま行うことにより 皮膚が薄くなったり抵抗力を失ったり  
赤ら顔の発症や痛みを伴いますので 医療機関による適切なアフターケアが必要です 

②ダーマローラー（医療用メソローラー） ： 
非常に細かいステンレス製の針で皮膚を傷つけ 
表皮を通過して様々な栄養を届けるローラーです。無数の針によって傷ついた表皮の 
修復のため繊維芽細胞がコラーゲンを増殖します。  
ニキビ跡、しわ 毛穴の開きを改善するアンチエイジング法 
術中術後の痛みが強いため麻酔を使用します 

③フラクショナルレーザー： 
肌の入れ替えと皮膚再生を促進させる特殊なレーザーです 
 

 
 

従来のピーリングとの違い 

 



古い角質 や くすみを を除去したり  
ニキビ跡 肌の凹凸 しみを薄くするために  
ピーリング剤などの薬剤やレーザーなどの医療機器を用いて 
一皮めくる という剥離目的の治療ではありません。  
 
天然植物（海洋植物含む）を主成分とした棘状成分（とげじょう）を 
お肌に浸透させることで通常の肌のターンオーバー（２８日～４０日）の 
周期を３～７日という短期間で行うスピード肌再生・（自然剥離）です 
みずからの力で再生した結果 
老化肌 くすみ しみ ニキビ お肌の凹凸などの改善に導きます。  
 
 医療機関での美肌法に抵抗ある方には 最上級のエステでできる方法となります 

剥くのではなく  自らの再生により剥ける 



私、大塚の肌の変化です。 
2週間ごとに行い2ヶ月後の肌です 

５回 

くすみが取れた 
だけでなく、 
注目は 
フェイスラインの 
たるみも 
すっきりしました。 



1回目 7月30日 2回目 8月13日 

2回目 8月16日 

1回目 7月31日 

ハーブピーリングの効果 



ハーブピーリングの効果 



施術中 天然ハーブのミクロ粒子が22秒でリンパ管に浸透 
施術後も ３６～４８時間かけて 血液循環 細胞分裂を促進し 
継続的にお肌に働きかけていますので 帰宅後もエステが持続している 
といっても過言ではありません。 

革新的なメソッド“FCR”は、100～200μm（マイクロン）の大きさからなるミネラルを豊富に 
含んだCoral Calcium(サンゴ抽出物)や Spongia（海綿体）をお肌の深層部へと深く浸透させます。 
約36～48時間で血液循環に作用させるとともに、お肌の細胞活性化に働きかけることを 
目的にしています。新しい細胞の再生とターンオーバー正常化により、くすみやたるみ、しみ 
余分な古い角質やニキビの原因となる毒素等の除去に繋がり、 
本来の健康なお肌へと導きます。  

やればやるほど  どんどんキレイになります！ 
   



グロスファクターの驚くほどの力 

細胞伝達物質  肌再生力   細胞の修復力   

成長因子とハーブの併用 他社との差別化  



導入の流れ  （１日講習約４時間のみ） 

※ 初期導入費用 （商材+講習費） 約 ４０万円 



施術価格  

通常料金 
１回 （フェイス＆首） ６０分  ￥50,000 税別 
    （初回 お試し カウンセリング込 ￥30,000） 

1 回        価格￥50,000        
6 回チケット   ￥180,000（＠￥30,000） 
 

                 

アフターケア付1ヶ月プラン 

FCR肌再生プログラム 
初回カウンセリング込【120分】 
・肌再生プログラム 60分 ￥50,000 
・ホームケア専用 グロスファクター ￥12,000 
・1ヶ月分の専用肌再生クリーム  ￥23,000 
   ・フォトフェイシャル 1回 30分 ￥20,000 

【税抜価格】 

▼通常価格 105,000 円  

スペシャル価格  

 先着 
10名様 

※セット販売例 



サロンオーナーさま または スタッフさま 
☆１回 トライアル施術 60分 ￥20,000（税別） 
 
 
 
トリートメント場所： 東横線：学芸大学 西口 徒歩1分 CAP 
            （〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-6‐13） 

            TEL 03-3713-5775    
※要相談 貴サロンにて訪問出張で行う場合別途交通費にて承ります 

 ※ ホームケア用グロスファクター￥12,000付の場合は ￥30,000 （税別） 

まずは 施術を体験ください！ 


