ホットヨガ

エステ︑フィットネス︑
ダンススタジオ︑温浴︑
各種施設を美容照明で

コラーゲンケア
590nm

633nm

クロモプログラム(色光メソッド)

Pink ピンク
ピンクは思いやりがあり、かつ陽気な人が選ぶ色です。

Purple 紫

生まれつき、ロマンチックで敏感な人です。

Red 赤

紫が好きな人は、創造力があり、聡明、かつミステリアス。

赤を好む人は自信に満ちた、意思のある人。

自身の鋭い直感に従い、その直感は

精一杯生きようとする願望ゆえに、

なかなか外れることがありません。

大胆で社交的、かつ表情豊かという
傾向があります。

Collagen
C
コラーゲン
コ

Ligh ing
Lighting
光

Blue 青

青は、聡明かつ信頼のおける性格の人々の心に
アピールします。他の人たちは
魅力的な彼らの近くにいたがります。

Green 緑

あなたの
個性・性格は
何色?
What’s your
personality color?

Yellow 黄色
黄色が好きなら、あなたは

理想主義的で、思いやりがあり、
楽しい人です。エネルギッシュで
楽観的ですが、論理的で整然と
物事を行なうというような
面もあります。

緑を好む場合、たいていその人は、
落ち着いていて、情愛の深い人です。
冒険心があなたの落ち着いた性格と
うまくつり合っています。

Orange
オレンジ

オレンジが好きな人は良い性格で社交的、野心のある人です。
ポジティブな姿勢や熱意を見せ、その熱意は周りの人も巻き込みます。

様々なスタジオ プログラム・業種・シチュエーションに対応できます。
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MADE IN JAPAN

1 台から
購入可

※生産数に限りがあり､お申し込み順の納品となります。
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؞৹౦ৌૢْਝੑํ୵ٓK 7D٦ৎ ※ؙؙ製品仕様については現品優先となります。
ْတਯٓ

※ؙ下記は目安となりますので、配置レイアウト、必要な照度によって台数は異なります。

OEM 対応

ْ
 f ཁ طf ⋻ٓf 
ْf ཁ طf⋻ٓ 

お好みのサイズ
お好みのサイ
お好み
のサイズ
ズ
形状で 100 台より
承ります。
承ります。

ْf

ཁ طf⋻ٓf 
ْf ཁ طf⋻ٓf 
ْf

ཁ طf⋻ٓf 
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ぷるぷる･しっとり･うるおい実感。

光のパッ
パック
クでエイジン
でエイジ
でエ
イジン
ングケア
グケア・ヘアケ
ヘアケア
ケア。
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᫊
Red light
ligh

肌と髪へ。
美容にとても良い光線。

Red light
ligh

可視光線の中のレッドライト (赤色光633nm)・イエローライト (黄色光590nm)を
)を
多く照射する構造のライトを使用しています。

Red light
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MADE IN JAPAN

OEM 可
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MADE IN JAPAN

1 本から
購入可

633nm type
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肌 -Skin-

【化粧水】

プレミアム ローション 200ml

【希望小売価格】3,300 円（税別）※業務用 1,000ml 11,600 円（税別）

肌にとっておきの成分を美容液クラスの濃度で配合。

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

【美容液】

プレミアム エッセンス 30ml
【希望小売価格】4,500 円（税別）

ノーベル生理学・医学賞受賞成分を配合。

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】エステプロ プルプル
【希望小売価格】2,800 円（税別）

ẮỮễपỚỆấἋἋἳỂẴ
ỮễपỚỆấ
ʑ༞ỆợỦݱẳỪ
ଐẬỆợỦἉἱὉἏἢỽἋ

᫊ởἤἊὉἤἈỉʑ༞
᭟ỉൗỉʑ༞ởỿἉἱ
ᎻầൢỆễỦ
ἳỶἁầỿἰỤễẟ

ႸᇌẺễẪễỦᴿᴿ

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。

【ヘアトリートメント】

髪 -Hair-

᧸ẟỂẪủỦᴿᴿ

プレミアム ヘアトリートメント 150ml

ẲẾểụểẟẆἡἼầЈềẪỦᴿᴿ

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。

【希望小売価格】2,000 円（税別）

ἇἻἇἻỆễỦᴿᴿ
ẨỜầૢẟẆࡽẨዸộỦᴿᴿ
ἳỶἁỉἠἼὉਤẼầᑣẪễỦᴿᴿ

ᬍὉỉဍὉᏑɶὉấހ

ἋἫἋἫỆễỦᴿᴿ

ỺἋἘỆᘍẪ᧓ầễẟ

ᆰ᧓ỆẟỦẻẬ

コラーゲン／ポリクオタニウム-51

まつげ -Eyelash-

【まつげ美容液】

プレミアム アイラッシュエッセンス 10ml
【希望小売価格】2,800 円（税別）

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。

ヒトオリゴペプチド 種／プラセンタ／

Pink ピンク
ピンクは思いやりがあり、かつ陽気な人が選ぶ色です。
生まれつき、ロマンチックで敏感な人です。

Purple 紫

Red 赤

紫が好きな人は、創造力があり、聡明、かつミステリアス。

赤を好む人は自信に満ちた、意思のある人。

自身の鋭い直感に従い、その直感は

精一杯生きようとする願望ゆえに、

なかなか外れることがありません。

大胆で社交的、かつ表情豊かという
傾向があります。

Blue 青

青は、聡明かつ信頼のおける性格の人々の心に
アピールします。他の人たちは
魅力的な彼らの近くにいたがります。

あなたの
個性・性格は
何色?

Yellow 黄色
黄色が好きなら、あなたは

理想主義的で、思いやりがあり、
楽しい人です。エネルギッシュで
楽観的ですが、論理的で整然と
物事を行なうというような
面もあります。

What’s your
personality color?

Green 緑
緑を好む場合、たいていその人は、
落ち着いていて、情愛の深い人です。
冒険心があなたの落ち着いた性格と
うまくつり合っています。

Orange
オレンジ

オレンジが好きな人は良い性格で社交的、野心のある人です。
ポジティブな姿勢や熱意を見せ、その熱意は周りの人も巻き込みます。

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。
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。

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。
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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

ỡẾẺụẲẺἮἙỵể᭗ЈщỉἋἬἕἁầὁὅἻὅἁɥỉ
ἅἻὊἄὅἃỴửܱྵẲộẴẇ

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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A
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MA

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
ỡẾẺụẲẺࡈụ࣎עỉỶἋỂ᭗ЈщỉἻὅἩỆợỦἅἻὊἄὅἃỴầൢ᠉ỆắМဇỂẨộẴẇ

400W× 4本

- 7,9 in

169 cm - 66,5 in

112 cm - 44,1 in

17,7 in
11.8 in
45 cm

ộếậ
ᵣᵷᵣᵪᵟᵱᵦ

᫊

᭟

ᵤᵟᵡᵧᵟᵪ

ᵦᵟᵧᵰ

˳
ᵠᵭᵢᵷ


ᵦᵟᵬᵢ

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

単相200V 2.2Kw 11A トランス使用 [P200V-S230V] 重量250Kg
★200W×2, 400W×2の場合、家庭用電源100V対応
単相100V 2.2Kw 22A 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 )

【温活･美容】
コラーゲン
ケアマシン
MA

スタンダードタイプ
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コラーゲンケアマシン
最高クラスのハイスペックモデル

タンニングマシンを
二つに分けて考える

ᵏᵔᵎᵵἻỶἚᵓᵎஜ᠍ᴾᴾỴἿἰἙỵἧἷὊἈὊᘺͳ

施設のニーズにあわせて外装のデザインを

i8 i5 V

カスタマイズできるモデルです。

ベビーズコラ アイエイト／アイファイブ バーティカル

[i8] 160W × 50本 三相200V 9Kw 26A 50･60Hz対応
[i5] 100W × 47本 三相200V 5.7Kw 16.5A 50･60Hz対応
トランス使用 [P200V-S230V] 重量340Kg

cm 238 - 94,5
cm 234 - 93

cm 158,2 - in 62,2
cm 116 - in 45,6

cm 15 - in 5,9

cm 15 - in 5,9

cm 70 - in 27,5

高さ240Cm 幅・奥行116Cm(扉開口時158cm)

cm 30 - in 11,8

MA

cm
40

■100W×12本
家庭用電源100V対応

12分約9円

単相100V 1.58Kw 15.8A (トランス使用 P100V S230V)
単相200V 1.58Kw 7.9A (トランス使用 P200V S230V)

■160W×12本

cm 238 - 94,5
cm 234 - 93

cm 158,2 - in 62,2
cm 116 - in 45,6

cm 15 - in 5,9

cm 15 - in 5,9

cm 70 - in 27,5

単相200V 2.3Kw 11.5A (トランス使用 P200V S230V)

cm 116 - 45,6

cm
40

cm 30 - in 11,8

-GYM TANNING100W×47 本

単相 200V 5.5Kw 27.5A 50Hz/60Hz
三相 200V 5.5Kw 15.9A 50Hz/60Hz
H2400mm Φ1160mm( 扉開閉時 D1580mm) 390Kg

ハイスペックタイプ
IN IT
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専門店で人気のハロゲンタイプを
省スペース・省電力で。
2 台目に設置するマシンとして最適です。
ベビーズコラ ルクソ
イタリアのデザイナーによる省スペース・省電力モデル。
■200W×6本 (単相100V・200V両方対応 )

単相100V 1.8Kw 18A (トランス使用 P100V S230V)
単相200V 1.8Kw 9A (トランス使用 P100V S230V)

■400W×6本 (単相200V)
ហᑥή
⍤⍤⍤ ⏌⏭␁⍦ ɭမИ⏔␢␕⏹␗⏜␝⏩⏎␁⍦

ᵒᵎ
ή

単相200V 3Kw 15A
(トランス使用 P100V S230V)

家庭用電源100V対応

12分約9円

-WELLNESS LIGHT400W×6 本 (650W×6 可 )
単相 200V 3Kw 15A 50Hz/60Hz
H2120mm Φ550mm 90Kg

মभఏऩলৡऊै␓চ␗ট⑁ঃदीैोथःॊ

単相100V・200V両方対応
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LY

イタリアのデザイナーによる省スペース・省電力モデル。
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ベビーズコラ シック
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cm 116 - 45,6
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A-1 町田店

A-1 笹塚店

A-1 EXPRESS 浜田山店
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芦屋店

神戸元町店

ੵহධ୫ؚક
ढ़ইख़

ঞ५ॺছথ

ঽ୧জঅথॢ

ੵহ916&2$ দॕॼش५॥॔ +ਙ௧৷ইॕॵॺॿ५४ 
神戸元町店



Beauty Light
シリーズ総販売元
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