
カチオビタル リフト セルラー エナジー
【フランス式リフトアップマシーン】
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cellular energy



低周波による筋肉の収縮運動で衰えた筋肉を
ダイレクトに動かしてリフトアップします。独自の電
流により、筋肉刺激が効率よく行え、不快感があ
りません。

効果：即効性のあるリフティング
世界初の＋－ダブルイオン導入により、保湿をしな
がら肌トラブル別「美白」「保湿」「栄養補給」「ニキビ
ケア」「ポアレス」「エイジング ケア」の施術が可能。
2秒ごとに＋とーが変わる両極性のヘッドにより、
肌細胞の分子を撹拌させ、細胞を活性化。

イオン導入＆両極性のヘッド
～「肌別有効成分」の浸透～

効果： ダブルイオン導入による効果的な浸透

マリコール独自開発のヘッド、専用化粧品、＋－ダ
ブルイオン導入の相乗効果により、不可能とされ
ていたデリケートな目元への施術が可能になり、
年齢の出やすい目元のトラブルを改善。

サーマルマスクによる温熱効果と肌別製品の
使用で、血行を促進しながら毛穴、肌深部の汚
れを除去。さらに細胞の活動を活発にします。
●スチーマーが不要です。

フランス エステティック市場売上NO.1 ブランド
マリコールが誇るリフトアップ マシーン

1台でトータル エイジングケアが行える人気のカチオビタル リフトマシーンの最新モデル。
すべての年代の女性のお悩みを解決します。

1台で4つの機能

世界初＋－ダブルイオン導入＆両極性のヘッド

マリコール独自の電流による低周波

特許取得の技術とデザイン

サウナ効果によるディープクレンジングが可能なサーマル マスク

ビルトインWIFI接続

【カチオビタル リフト セルラー エナジーのメリット】

デリケートな目元への施術
～アイケアが可能な数少ない美容機器～ ディープクレンジング

～サーマル マスク～効果：目元のハリ、目元の疲れの軽減

効果：血行促進、汚れの除去

●筋肉刺激：電流が目元に直接働きかけ、ハリのある目元へ。
●イオン導入：特に年齢が出やすい目元の疲れ、トラブルを軽減。

世界初！

＋－ダブルイ
オン導入

独自開発のヘ
ッド

マシーン専用化粧品

ネトワイヤン プロフォンド（2種）
6,200円+税150 150

セラムジェル（6種）
サーマル マスク用ジェル イオン導入＆低周波用ジェル イオン導入＆低周波用ジェル マッサージオイル

4,200 円+税
～5,200円+税

ユイル エサンシェル（5種）
5,600円+税30

セラムジェル ユー
3,700円+税75
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低周波による筋肉刺激 
～直接筋肉に働きかける～

・2秒ごとに＋とーが変わる両極性のヘッド
・肌細胞の分子を撹拌させ、細胞の代謝を促進し、細胞を活性化。
・握り導子が不要。

アイケア

筋肉刺激 ダブルイオン導入＆細胞活性

ディープクレンジング

PC・スマートフォンなどマルチスクリーンが可能

リモートでデータの更新 お客様への施術

不快な低周波モードをカット

New

New

New
New

周波数モードをかえて
筋肉刺激をパワーアップ



カチオビタル リフト セルラー エナジーを使用したコースのご紹介

表皮と真皮においてミトコンドリア内のアコニターゼ※の
発現が増加することにより、肌代謝が活性化され、ハリ、
弾力、うるおいがアップします。

表皮細胞の層が増加し、真皮の網状層の密度の改善により、
ハリのある肌に改善され、水分保持力が高まりました。

※アコニターゼ：TCAサイクルではたらく酵素の1つ

使用前

ケラチノサイトの
層の厚み

網状層の密度
（緑色部分）

ケラチノサイトの
層の厚みの増加

網状層の密度の増加
（緑色部分）

細胞エネルギー
の発現

増加した細胞
エネルギーの発現

使用前

使用後 使用後

カチオビタル リフト セルラー エナジー新たな機能

 　専用化粧品で、悩みや肌質に合わせたケアが可能

カチオビタル（80分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　参考価格18 ,0 0 0+税

ディープクレンジング　&　イオン導入

　化粧品原価：1,648円＋税

お悩みや肌質にあわせた「貴女だけのベーシック スキンケア」。
ディープクレンジングとイオンケアにより、みずみずしく透明感のある肌へと導きます。

アンタンシフ ユー リフト（40分）
       　　　　・・・・・・・参考価格12,000+税

〈目元の筋肉刺激〉
  デリケートな目元の集中ケア（たるみ、しわ、乾燥、むくみ）

化粧品原価：1,756円＋税

※同一商材でイオン導入も可能

カチオリフト（80分）
      　 ・・・・・・・　参考価格20,000+税

〈ドレイニング＆筋肉刺激 〉
   エイジングケア（たるみ、しわ）

化粧品原価：1,681円＋税

セラムジェル６種：セラム ジェル SH（保湿）、セラム ジェル AR（リフトアップ）、セラム ジェル EC（美白）、セラム ジェル
RG（ポアレス）、 セラム ジェル NA（栄養補給）、セラム ジェルDJ（エイジング ケア）、セラム ジェル ユー（目元専用）

細胞エネルギーの増加 細胞再生の増加

〈効果〉肌細胞を活性化します︕

●マリコールの主要な施術の手順が入っています。
●言語を変更することが可能です（日本語、英語、フランス語　など）。

施術の手順を動画で表示
タッチパネルで操作が簡単！
動画とイラスト付きで、手順を確認しながらの施術が可能
リアルタイム表示によりエステティシャンの施術が容易
操作はコース別にオートマチック化

【コース内容】
クレンジング ▼ 角質ケア ▼導入促進 ▼ ディープクレンジング ▼イオン導入 ▼ハンドテクニック ▼マスク ▼お仕上げ

カチオビタル リフト セルラー エナジー使用

【コース内容】
クレンジング ▼角質ケア ▼導入促進 ▼ ドレイニング ▼ スティミュレーション 

▼アイ モデリング ▼ハンド テクニック ▼マスク ▼お仕上げ

カチオビタル リフト セルラー エナジー使用 【コース内容】
クレンジング ▼ アイ モデラージュ ▼ スティミュレーション ▼アイ マスク ▼お仕上げ

カチオビタル リフト セルラー エナジー使用

●

●



修理とメンテナンスについて

カチオビタル リフト セルラー エナジー　サロン売上シュミレーション
カチオビタル リフト セルラー エナジーは、最初は週に１回２ヶ月間集中的に行うと効果的です。

カチオビタル リフト セルラー エナジー （ モデル価格 1 回 12,000 円）10 回コースを、1ヶ月 7 名の顧客へ販売した場合

コース月間売上

（12,000円×10回コース×7名）

840,000 円 導入化粧品
100,000円

初期費用   780,000円

－ ＝
640,000円
36,000円
4,000円

利益 60,000円

初月から 60,000円の利益となります。

株式会社 ビューティーコンテンツファクトリー
〒107-0062 東京都港区南青山7-10-3 南青山STビル 6階　TEL.03-5485-5558　FAX. 03-5485-5568
営業時間：10:00～19:00　定休日：土日・祝祭日　マリコール オフィシャルサイト www.marycohr.co.jp

※価格はすべて税抜です。

マシーン

サーマルマスク

タオルマスク
＋

美容機器の安全な使用に際して、適切なメンテナンスが必要不可欠となります。高価な美容機器を
長く、安全に使用して頂きたいと我々は考えており、サロン経営者様、そしてお客様に直接接する
エステティシャンの皆様にとっては一番大切な事でもあります。マリコールのカチオビタル リフト 
マシーンは、故障してしまった時、マシーンの調子が悪い時に必要な部品の取り寄せや代替機の対
応を日本の販売元である弊社が迅速に対応致します。 

※必要に応じて、マリコール カスタマーサービスがサポート致します。
※交換部品の費用を負担していただくこともあります。

フランス・パリ本社 マダム マリー･コール

フランスの自然派エステティックブランド    マリコールのご紹介

マリコールは40年以上の歴史を誇るフランス、パリ生まれの老舗エステティック
ブランドです。選りすぐられた植物由来の原料とフランスのラボラトリーで研究されて
いる技術が出会って生まれたマリコールのエステコースと、自然の香り高い化粧品。
世界55カ国、6,000店以上のパートナーズサロンが信頼し、愛用するブランドの実力を
ぜひ、この機会にお試しください。

世界のスポーツを応援しています

マリコールは世界フィギュア選手権大会、プロテニス４大大会（全英・
全仏・全米・全豪）、フランス サッカーチームの公式スポンサーです。
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