
MiMC Salon Menu
MiMC（エムアイエムシー）はひとりの女性科学者によって誕生した

メイク・スキンケアブランドです。
自然の力を最大限に生かす厳選された植物オイル、植物エキス、海のミネラルなどを

積極的に取り入れたプロダクツを使用します。
肌本来の美しさを引き出し、心身の疲労を取り去るオリジナルテクニック。

三重県 湯の山の豊かな山間部、大地の息吹を感じながら
MiMC サロントリートメントをお楽しみください。

［  ドレナージュ  エナジライジング  フルボディ  ］

デラックス   90分  ¥19,800
全身（背中･脚後面･脚前面･腕･デコルテ･頭皮）

シグネチャー   60分  ¥13,200
全身（背中･脚後面･脚前面･腕･デコルテ･頭皮）

［  ベーシック  ボディ  ］

トライアル   30分  ¥6,600
背中･脚後面

セレクト   45分  ¥9,900
背中･脚後面･デコルテ･頭皮  ＊カスタマイズ可能

Facial 海のミネラルと植物の力で肌本来の美しさを引き出すフェイシャルトリートメント

Body ロングストロークをメインに心身の疲労を取り去るリラックスボディトリートメント

※価格はすべて税込み

ラグジュアリー
 90分  ¥28,600

お顔･デコルテ･背中上部･頭皮･
美容液 2種･

マスク･タラソパック･ハンドパック

シグネチャー

60分  ¥19,800
お顔･デコルテ･背中上部･頭皮･

美容液 2種･マスク

ドレナージュ  ディープチャージ
フェイシャル

トライアル

30分  ¥7,150
お顔（マスクあり）

スタンダード

45分  ¥11,000
お顔･デコルテ･美容液 1種･マスク

ベーシック
フェイシャル

フェイスリフトアップ

30分  ¥5,500
お顔・頭皮・首 

ストレスリリース

30分  ¥4,400
ハンド・頭皮・首

ヘッド
 リフレッシュ



Option

お肌や身体の状態に合わせて、本コースに追加することができます（単独でのご利用不可）

※価格はすべて税込み

Facial
・クレンジング  5分  ¥1,100
・濃縮美容エキス（各種）  ¥1,650

タラソパック

・目元アイケア  10分  ¥1,650
・全顔 Vリフティング  15分  ¥3,850
・全顔 &首 Vリフティング  15分  ¥4,400

Facial
Body
・ヘッド リフレッシュ＆ドレナージュ
 15分  ¥3,300

Body
・トリートメント延長  10分  ¥2,200
・タラソパック  背中  15分  ¥3,850

［  ドレナージュ  リバイタライズ  パッケージ  ］

ラグジュアリー   120分  ¥30,800
全身＆お顔･美容液2種･マスク･デコルテショート･頭皮

シグネチャー   90分  ¥19,800
全身＆お顔･美容液 1種･マスク

［  ベーシック パッケージ  ］

スタンダード   60分  ¥15,950
ボディ背面＆お顔･首・美容液1種・マスク

お身体～お顔まで贅沢にふれる、心身の活力を高める人気のセットメニューBody & Facial



MiMC  Salon

Facial  
Treatment
フェイシャル　トリートメント

ドレナージュ　ディープチャージ　フェイシャル

シグネチャー  60分  ¥19,800
トリートメントの流れ 

植物と海の恵みという自然の力を贅沢に使用し、自らの美しさを引き出していくオリジナルフェイシャル。きめ細やかなカウンセリ
ングにて肌の状態をお伺いし、なりたい肌に合わせた3種のコースからお選び頂けます。MiMCスキンケアの中でも人気の肌の
土台を作るオメガ3や6を豊富に含むオーガニックオイルや、サロンでしか体験できない厳選された植物エキスなどを濃縮美容液
として使用します。

クレンジング ディープチャージパック角質ケア 濃縮美容液 2種
オイルトリートメント
（ネック、デコルテ、バック、ショルダー、フェイス）

整肌 頭皮ほぐしオイルトリートメント
（デコルテショート）

ラグジュアリー  90分  ¥28,600
トリートメントの流れ 

シグネチャーの60分をさらに豪華にしたラグジュアリーコース。MiMCサロンオリジナルのタラソパックは海のミネラルがたっぷり
の三重県産のパールやサガラメ（海藻）を使用しており、トリートメントと組み合わせて行うことで透明感のある輝く肌に導きます。また、
お顔だけでなくお身体（背中やデコルテ、ハンドまで）にもアプローチすることで、相乗効果でお顔もお身体にも心地よく贅沢な90
分をお過ごし頂けます。

クレンジング ディープチャージパック角質ケア 濃縮美容液 2種
オイルトリートメント
（ネック、デコルテ、バック、ショルダー、フェイス）

タラソパック Vリフティング
全顔＆首

整肌 ヘッドドレナージュハンドケア＆パックオイルトリートメント
（デコルテショート）



ベーシック　フェイシャル

トライアル  30分  ¥7,150
トリートメントの流れ 

お顔のみのフェイシャルトリートメント。お時間がない方や、お試しでご利用されたい方におすすめです。

クレンジング 角質ケア ディープチャージパック
オイルトリートメント
（フェイス） 整肌

スタンダード  45分  ¥11,000
トリートメントの流れ 

MiMCフェイシャルをシンプルにご体験できるスタンダードコース。フェイシャルはもちろん、デコルテをケアすることによってお顔は
さらにみずみずしく、輝くようなお肌に導きます。MiMC人気のスキンケアラインを使用します。

クレンジング 角質ケア 濃縮美容液 1種
オイルトリートメント
（デコルテ、フェイス） ディープチャージパック 整肌

ヘッド リフレッシュ

ストレスリリース  30分  ¥4,400
トリートメントの流れ 

頭皮メインでリフレッシュするコース。はじめにオイルトリートメントのハンドケアでリラックスを。ハンドパックをしている間に、スキン
トレーナー（かっさ）で頭皮や首の凝り、緊張をじっくりほぐして最後に上から下にリンパを流していきます。その後ハンドテクニック
によるリズミカルで心地よい刺激により、すっきり爽快に。メイクをしたままでもお気軽にお受けいただけます。

フェイスリフトアップ  30分  ¥5,500
トリートメントの流れ 

お顔だけではなく、ひとつながりである頭皮からもアプローチしてお顔をリフトアップするコース。お顔は美容オイルを使い、ハンド
テクニックでツボにアプローチしながら、フェイスラインとほほ全体をしっかりとリフトアップします。その後スキントレーナー（かっさ）
で頭皮からも引き上げて、相乗的にリフトアップをしていきます。
※メイクオフをご希望の方は、別途フェイシャルオプションのクレンジングをお申し込みください。

オイルリフトアップトリートメント
（フェイス）

かっさドレナージュ
（頭皮・首） 頭皮・首ほぐし

オイルトリートメント・パック
（ハンド）

かっさドレナージュ
（頭皮・首） 頭皮・首ほぐし



Facial Option

クレンジング

5分  ¥1,100
クレンジングが含まれていないフェイ
シャルコースにてご利用頂けます。

濃縮美容エキス（各種）
¥1,650
お悩みにあわせた希少な濃縮美容エキス
をプラス。

・目元（アイケア）
 10分  ¥1,650
お目元の上に直接ひんやりとしたペースト状
のパックをのせるスペシャルアイケア。
＊エクステの方はご利用いただけません　

タラソパック　三重県産の真珠パウダーやサガラメ（海藻）エキスをブレンドした海のミネラルたっぷりの贅沢なパックです。

・Vリフティング 全顔　

 15分  ¥3,850
お顔全体にタラソパックをのせてからフェイスラ
インをしっかり引き上げるリフティングを行います。

・Vリフティング　全顔＆首　

 15分  ¥4,400
タラソパック＆Vリフティングと同時に気にな
るお首元までケアが可能です。

15分  ¥3,300
スキントレーナー（かっさ）とハンドにより
頭皮と首の緊張をほぐしすっきり爽快に。

ヘッド リフレッシュ＆ドレナージュ　
頭皮＆首

（上記本コースとの組み合わせにて承ります）

＊施術時間を表記しております（サロン滞在時間はプラス約 30分頂きます／カウンセリング・お着替え・ティーサービス等）＊価格はすべて税込みです。



ドレナージュ　エナジライジング　フルボディ

MiMC  Salon

Body
Treatment
ボディ トリートメント

シグネチャー  60分  ¥13,200
トリートメントの流れ

ボディトリートメントは、包み込むようなロングストロークが特徴的なオールハンドトリートメント。骨格や筋肉、リンパ節を意識した
効果的なハンドテクニックで、心身の疲労を取り去り活力と安らぎの調和をもたらします。巡りが高まり本来持っているエネルギーが
身体全体に満ちるような、全身にバランスよく触れるボディコースです。

臀部上部 脚後前面 腕 デコルテ 頭皮ほぐし

頭皮ほぐし

肩 腰部首全身オイルトリートメント 背中

デラックス   90分  ¥19,800
トリートメントの流れ

ゆっくりとお過ごしいただける90分のロングコース。心身の状態や特に疲労感が強い箇所などをカウンセリングにてお伺いし、おひ
とりお一人に合わせたボディトリートメントをご提案いたします。時間をかけて触れることでくまなく巡りを高め、心身に活力があふ
れる状態を目指します。疲労度の高い方、元気になりたい方、深いリラクゼーションをご希望の方におすすめです。

臀部上部 脚後前面 腕 デコルテ肩 腰部首全身オイルトリートメント 背中



Body Option

トリートメント延長（10分単位）  10分  ¥2,200

ヘッド リフレッシュ＆ドレナージュ　頭皮＆首  15分  ¥3,300
スキントレーナー（かっさ）とハンドにより頭皮と首の緊張をほぐしすっきり爽快に。

・背中  15分  ¥3,850
お背中のケアをこの機会に。ご自身では手の届きづらい場所の、サロンならではのスペシャルケアです！

タラソパック　三重県産の真珠パウダーやサガラメ（海藻）エキスをブレンドした海のミネラルたっぷりの贅沢なパックです。

（上記本コースとの組み合わせにて承ります）

ベーシック　ボディ

セレクト  45分  ¥9,900
トリートメントの流れ

背面をメインにした45分のボディコース。お身体の状態をカウンセリングにてお伺いし、おひとりお一人に合わせた部位の施術
も可能です。短時間ですっきりされたい方や、気分転換にもぜひご利用下さい。

背面のみのショートコース。お時間のない方や、お試しされたい方に。

トライアル  30分  ¥6,600
トリートメントの流れ

背面オイルトリートメント

肩 腰部首 臀部上部 脚後面 デコルテパーツオイルトリートメント 背中

＊施術時間を表記しております（サロン滞在時間はプラス約 30分頂きます／カウンセリング・お着替え・ティーサービス等）＊価格はすべて税込みです。

肩 腰部首 臀部上部 脚後面背中

頭皮ほぐし



ドレナージュ　リバイタライズ　パッケージ

MiMC  Salon

Package
Treatment
（ Facial & Body）
パッケージ　トリートメント
フェイシャル＆ボディ

シグネチャー  90分  ¥19,800
トリートメントの流れ 

フェイシャルとボディトリートメントがセットになったMiMCサロンおすすめメニュー。お顔からお身体まですべて触れていくことで、
植物や海のミネラル、自然の力を心身全体で感じて頂けます。お顔もお肌も、身体も心も、新しく生まれ変わったように感じられる活
力を与えるセットトリートメントです。

ボディ
Body

フェイシャル
Facial

整肌

全身オイルトリートメント 背中 臀部上部 脚後前面 腕 デコルテ肩 腰部首

クレンジング 角質ケア ディープチャージパック濃縮美容液 1種
オイルトリートメント
（フェイス）

ラグジュアリー  120分  ¥30,800
トリートメントの流れ 

シグネチャー 90分をさらに豪華にしたラグジュアリーコース。おひとりお一人のお肌に合わせた美容液のチョイスと頭皮ほぐしが含
まれており、すっきりとお目覚めいただけます。ボディ、フェイシャル、ヘッドと全身に触れることで日頃の緊張がゆるみ全身の巡りが
高まります。お疲れの方や深いリラクゼーションをご希望の方、全身のバランスを整えたい方などにおすすめです。

ボディ
Body

フェイシャル
Facial

整肌 頭皮ほぐし

全身オイルトリートメント 背中 臀部上部 脚後前面 腕 デコルテ肩 腰部首

クレンジング 角質ケア ディープチャージパック濃縮美容液 2種
オイルトリートメント
（フェイス）

オイルトリートメント
（デコルテショート）



Package Option

トリートメント延長（10分単位）
10分  ¥2,200

濃縮美容エキス（各種）
¥1,650
お悩みにあわせた希少な濃縮美容エキス
をプラス。

・目元（アイケア）
 10分  ¥1,650
お目元の上に直接ひんやりとした
ペースト状のパックをのせるスペ
シャルアイケア。
＊エクステの方はご利用いただけません　

・Vリフティング 全顔　

 15分  ¥3,850
お顔全体にタラソパックをのせてか
らフェイスラインをしっかり引き上げ
るリフティングを行います。

・背中　
 15分  ¥3,850
お背中のケアをこの機会に。ご自身
では手の届きづらい場所の、サロン
ならではのスペシャルケアです！

・Vリフティング　全顔＆首

　15分  ¥4,400
タラソパック＆Vリフティングと同
時に気になるお首元までケアが可
能です。

タラソパック　三重県産の真珠パウダーやサガラメ（海藻）エキスをブレンドした海のミネラルたっぷりの贅沢なパックです。

（上記本コースとの組み合わせにて承ります）

＊施術時間を表記しております（サロン滞在時間はプラス約 30分頂きます／カウンセリング・お着替え・ティーサービス等）＊価格はすべて税込みです。

ベーシック　パッケージ

スタンダード  60分  ¥15,950
トリートメントの流れ 

ボディ＆フェイシャルを30分ずつご体験できるスタンダードコース。
お時間があまり取れない方、ボディもフェイシャルもどちらもご堪能したい方におすすめです。

背面オイルトリートメント 背中 臀部上部 脚後面肩 腰部首
ボディ

Body

フェイシャル
Facial

整肌

クレンジング ディープチャージパック角質ケア 濃縮美容液 1種
オイルトリートメント
（フェイス、首 ）

15分  ¥3,300
スキントレーナー（かっさ）とハンドにより
頭皮と首の緊張をほぐしすっきり爽快に。

ヘッド リフレッシュ＆ドレナージュ　
頭皮＆首
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