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クロモプログラムの色
しき

こう

(色光メソッド )

Aroma アロマ

緑色は私たちの精神を落ち着かせ、
リラックスさせて、調和と
回復をもたらします。

アロマと組み合わせると効果的です。

白は新たな始まりを意味し、
精神に対して純粋で浄化作用があります。

黄色は希望や幸福をもって輝き、
創造力を高めます。

ターコイズ ( 空色 ) はおだやかで、癒す色。
色。
精神と身体に平穏をもたらします。
赤い光は人を元気づけ、
自信や勇気をもたらします。
オレンジ色は活動的で
フレンドリー、あたたかさや
エネルギーを発します。

ISO A
ASIA JAPAN
マゼンタ ( 赤紫 ) は心を落ち着かせて、
精神を高揚させ、創造力を高めます。

http://j-i.co.jp info@j-i.co.jp
ht
イゾ アジア ジャパン ／ 株式会社ジェイアイグループ 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷3168-1
葉県松戸市上
市上本郷3168-1 TEL.047-360-9696
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アクア

スパを現実にするベッド

2018年日本に初上陸したパ､エステのための
新しいコンセプトのスチームベッド。機能は
●スチームバス ●スコットランド式シャワー、
●マッサージ ●クロモ・アロマセラピー
●ミュージックセラピー ●高さを電動で調整可
ベッドに寝たままの状態でスクラブ･クレイ ( 泥 )･
オイル等を洗い流すことができます。
シャワーアームを下に収納すると通常の施術用
ベッドとしてもご活用できる多機能ベッドです。

長さ 227.8× 高さ 71 〜 89cm× 幅 93cm 重量 300kg ( シャワーアーム使用時の高さ 161 〜 176cm)

トランスデューサー
(音楽をバイブレーションに変換)

サブウーファー

ヴィヴァルディ

音のベッド

音楽に同調したバイブレーションと､アロマ
セラピーやクロモセラピー、熱を合わせた
ベッド。水分や毒素のドレナージュを助け
体の循環を良くします。約50分の使用で
幸福感と完全なリラックス状態をもたらし、
精神・身体面全体のバランスを回復させます。
(ミュージックセラピー・クロモセラピー､
アロマセラピー､ベッドの高さを電動で調整可）

長さ 205× 高さ 69 〜 84cm× 幅 80cm 重量 150kg

エクイリブリウム

多機能ベッド

水･ヒマラヤ岩塩･サッビアの砂との交換により、
３つの異なるスパベッドに変身します。
非アレルギーウォーターマットレスには､水上での
お客様のごく小さな動きが〝小さな波を作り、
それが絶え間ないマッサージとなり、静脈の
流れやリンパ液循環を促します。ヒマラヤの
岩塩は、体のバランスを取り戻させてくれます。
塩の粒によるマイクロマッサージと熱が、
お客様との塩の相互作用をより高めます。
サッビアの砂は、お客様が受けられる様々な
種類のエステ施術に伴うウェルネス感覚を作り
出し、体をリラックスさせる特性があります。
32〜40°Cの温かい石英の砂は､その化学物理
学的構造のおかげで、清浄・殺菌・アルカリ化
作用があり、筋肉や骨、関節を和らげます。

designed by: Stefano Pediconi

長さ 200 ×高さ 77 ×幅 83 cm 重量 : 100 Kg (ウォーターベッド +150 kg) (岩塩 +100 kg) (砂 +210 kg)
温水・岩塩・砂の3種類の機能を持つデザインベッド高さ : 68.5〜83 cm(オーダー可 )

633 nm

センソ

至高の多機能ベッド

温水のぬくもりに包みこまれ、
リラックスしながらマッサージを
受けられ､精神的にも開放的になることができます。
高級感あふれる多機能ベッドは数多くの効果をもたらします。
（アロマセラピー・クロモセラピー・ミュージックセラピー・
ウォータージェットによるバイブレーションマッサージ・
コラーゲントリートメントライト・ベッドの高さを電動で調整可）

長さ 211×高さ 68.5〜83×幅 92cm 重量 160〜223 Kg
(ウォーターベッド +150 kg)

ルミナ

LED壁棚

スパ･エステの空間をカスタマイズしてくれる
デザイン性に優れた壁棚。スイッチを入れると
まわりの空間をお客様のお好み･施術内容に
合わせて選択した色で彩ります。施術ルームを
毎日新しい色で、またお客様ごとに異なる色で
飾ることができるクロモテラピーシリーズです。
アクリル製の棚は色のついた光の台に変身し、
その上に置かれた商品を際立たせます。基本
としてアクリル棚５と4つの引出しがセットです。
(オプションシンク・追加棚板あり )
高さ 220×幅184(棚増設時245cm)
× 奥行44 cm 重量: 130 Kg

designed by: Stefano Pediconi

カリド

多機能カート

クロモセラピーシステムの付いたスパ・エステ
用の多機能カート。マッサージ用シートや
美容製品を冷たく保つための冷却用引出し
の他、おしぼりを温める箇所やクリーム､
ワックス､オイル、石などを温める台があります。
機能面で施術者のあらゆる要望に応えるだけ
でなく、クロモセラピー用コマンドでキャビン
内部に独特の雰囲気を作り出します。
高さ 85 × 幅 60 ×奥行 73 cm 重量 55 Kg

designed by: Stefano Pediconi

WALL

ヒマラヤ／塩のブロックの壁
クロモセラピーとハロセラピーを融合。
ヒマラヤ塩が電磁波を中和し、いらだちや不眠、
集中力欠如、活性酸素･フリーラジカル等に効果のある
ポジティブなエネルギーで室内の水の分子を満たします。
高さ219×幅101.5×厚さ12.6cm 重量270Kg

ヒマラヤン キューブ
ヒマラヤのブロックを使用したキューブ。結晶質の
塩の微粒子を噴霧して海辺のエアロゾル状態を
再現。抗菌作用と抗炎症作用が免疫力を高め、
筋肉の緊張とストレス取り除きます。
高さ79.4×幅84×奥行64cm 重量200Kg

スポット LED天井・壁用照明
クロモセラピー用の輝くパネル。
ベッド類とクロモセラピー照明を
同期。
スパ・エステルーム内部を
プログラムした色で満たし、
施術の効果を高めます。
長さ 96×高さ 51 cm 重量 10Kg

SPOT

エリウス LED天井用関節照明

画像データ

カスタマイズ例

SPOT

画像データ カスタマイズ例

SPOT

画像データ カスタマイズ例

ベッドで目を開けると、流線形のシンプルな

AERIUS
designed by: Stefano Pediconi

フォルムから生みだされる光と陰影が広がり、
深いウェルネスの世界へ導かれます。
長さ160×幅85cm 重量20Kg

SPOT

画像データ カスタマイズ例

SPOT

ɟᑍႎễᡫࠝᵏᵎᵎᵵἻỶἚᵐᵔஜỆݣẲềᵏᵔᵎᵵἻỶἚᵒᵎஜ᠍
ᵆ ኖᾁᾅᾦỆݣẲềῑኖᾁᵌᾄ̿ᴾᾅᾃᾦỉή ᵇ

ἺὊἿἕἣႆ

Ẑήỉμ៲ἣἕἁẑ
ἾἕἛἻỶἚ ᵆ ហᑥή ᵔᵑᵑᶌᶋᵇ ể
ἅἻὊἄὅ Ὁ ἤỴἽἿὅᣠ
ἥἑἱὅ
ᛔ˳ݰầԃộủỦ
ἥἑἱὅ ᵡ ᛔ˳ݰầ
ᛔ
˳ݰầԃộủ
ԃộủỦ
᭗ኝࡇἿὊἉἹὅầ
μ៲ửѼỚộẴẇ

ỴἿἰἙỵἧἷὊἈὊᘺͳ

216 cm

単相200V 7.4Kw 37A トランス使用 [P200V-S230V]

204 cm

12cm

25cm

25cm

50cm

56 cm

ITALIA

150 cm

47cm

160W × 40本 (i4…100W×40)
三相200V 7.4Kw 21.4A トランス使用 [P200V-S230V]
50・60Hz対応

25cm

※外装細部は現況優先となります。
60cm
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48cm

コラーゲントケアマシン 日本最高クラスのスペック。
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ベビーズコラ アイセブン

122 cm

重量300Kg
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ベビーズコラ アイツ−
コラーゲンケア フェイシャル &上半身用モデル
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400W× 4本
単相200V 2.2Kw 11A トランス使用 [P200V-S230V] 重量250Kg

- 7,9 in

169 cm - 66,5 in

112 cm - 44,1 in

17,7 in
11.8 in
45 cm
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外装がさらに美しくリニューアル

Assembled in Japan

30 cm

151,3 cm - 59,6 in

30 cm

11,8 in

143,5 cm - 56,5 in

(Lamps : Made in Germany)

30 cm

Ø 20cm

11,8 in

★200W×2, 400W×2の場合、家庭用電源100V対応
単相100V 1.8Kw 18A トランス使用 [P200V-S230V]

BEAUTY LIGHT
FACIAL
ビューティーライト フェイシャル

家庭用電源100V

12分約1円

【規 格】 入力 100V 50/60Hz 200W ライト15W×12 本 高さ 48cm × 幅 26cm ( パネル OPEN 時の幅 43cm) × 奥行き 21cm 重量 5.1kg
【同梱品】ベビーズコラ・ビューティーライト本体 ( ライト12 本装着 )､ゴーグル､取扱説明書
プレミアム ローション 200ml、プレミアム エッセンス 30ml、プレミアム ヘアトリートメント150ml、プレミアム アイラッシュエッセンス 10ml、エステプロ プルプル ( 簡易美顔器 )

Beauty Light
Perfect Care Set

ビューティーライト パーフェクトケアセット

外装がさらに美しくリニューアル

Assembled in Japan
(Lamps : Made in Germany)
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肌 -Skin-

【規 格】 入力 100V 50/60Hz 200W ライト 15W×12 本
高さ 48cm × 幅 26cm ( パネル OPEN 時の幅 43cm)
× 奥行き 21cm 重量 5.1kg
【同梱品】ベビーズコラ・ビューティーライト本体 ( ライト 12 本装着 )､ゴーグル､取扱説明書
プレミアム ローション 200ml
プレミアム エッセンス 30ml
プレミアム ヘアトリートメント 150ml
プレミアム アイラッシュエッセンス 10ml
エステプロ プルプル ( 簡易美顔器 )

【化粧水】

プレミアム ローション 200ml

肌にとっておきの成分を美容液クラスの濃度で配合。

【ヘアトリートメント】

ヒアルロン酸／マリンプラチナコラーゲン
ローズウォーター／ビタミンC誘導体

プレミアム ヘアトリートメント 150ml

ミストで栄養補給。髪のパサつきを抑え、
ハリ・ツヤ・保湿効果をもたらします。

【追加注文希望小売価格】3,300 円（税別）

【美容液】

プレミアム エッセンス 30ml

コラーゲン／ポリクオタニウム-51

ノーベル生理学・医学賞受賞成分を配合。

【追加注文希望小売価格】2,000 円（税別）

EGF／プラセンタ／ヒアルロン酸
マリンプラチナコラーゲン

【簡易美顔器】

まつげ -Eyelash-

【追加注文希望小売価格】4,500 円（税別）

エステプロ プルプル

プレミアム アイラッシュエッセンス 10ml

ヒトオリゴペプチド 種／プラ
種／プラセンタ／

【追加注文希望小売価格】2,800 円（税別）

【追加注文希望小売価格】2,800 円（税別）

肌・髪・まつげ。美容にとても良
美容にとても良い光線。
良い光線。
可視光線の中のレッドライト (赤色光633nm)を多く照射する
を多く照射する
る
美容ライトを使用しています。
ナノメーター
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【まつげ美容液】

豊富なグロスファクター(成長因子)と毛髪補修成分を配合。

マイクロ振動でローション・エッセンスの
浸透を促すハンディマシン。
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髪 -Hair-

ᵏᵐ
ᵏ
ᵐ

光のパックでお肌のエイジングケア
ヘア･アイラッシュ･ハンドケア
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﹁光 ･温 ･香 ･音 ･触﹂

五つの要素が
五感を刺激する︒

五感を刺激する空間

「温・光・音・香・触」の五つの要素

日本国内、東アジア各国の代理店・取扱店を募集しています。イゾアジアジャパン 株式会社ジェイアイグループ

0120-85-9696

