〜 RAコスメティックス

代理店募集のご案内 〜

突然のお手紙で、 ご無礼致します。 この度は、 弊社のサロン代理店さま募集のご案内をお送りさせて頂きます。
テレビや書籍、 雑誌などで数多く取り上げられ、 その客層の良さ、 手技の効果が定評の 『Ｋatayama misa
テク二カルビューティサロン』 主宰の片山美砂が、 その経験から開発した 『ＲＡ（ラー） コスメティックス』。
そもそも、 サロン商品は高額であり、 いわゆるセレブ層の顧客を主に持つ当サロンで、 使い続けるお客さまは
たくさんはいらっしゃいません。
技術に対してはお金を支払って頂けても、 商品はデパートや海外、 もしくはドラッグストアにお客さまを取られている
のが現状ではありませんか？
サロン商品は、 『サロンクオリティで他では買えない商品である事』、 『技術料に＋しても購入できる価格』 が大前提。
そこら辺のドラッグストアに置いてあるものよりはいい物かも知れないけど、 サロン商品は高い、 とお客さまは思っています。
私どもでは、 『効果を実感できるもの』、 『お友達にも買ってもらえる価格帯』 の商品をコンセプトに、
しっかりお客さまを捉まえて離れない、 商品＋技術＋サロンのクオリティを高めるノウハウの提供を行っております。
現在片山は、 会員制サロンで限られたお客さまにしかお手入れしておりませんが、 その手技でお客さまは離れません。
私どものサロンにいらしたお客さまに、 他のサロンに行かれた率直な意見をお聞きしますと、 『技術を売りにしているサロン
が少ない。』 『商品やコースを勧めてくるのが嫌。』 と言う意見がとても多いです。
技術や商品、 人柄を信頼して頂ければ、 お客さまは向こうからやって来て下さると片山は考えています。
今回、 当サロンやそのお友達から口コミで広がり、 大好評の 『マッサージジェル』 の業務用をご用意いたしました。
オイルより安価で、 お顔、 ボディ両方に使え、 固くなった脂肪や筋肉をほぐす強力なアシストをしてくれくれます。
毎日気にせずお使い頂ける価格なのに、 輸入の高価なマッサージクリームにも決して遜色ありません。
そしてサロンさまが一番求めているのは、 お客さまが基礎を変えなくても購入しやすい 『パック』 ではないでしょうか。
私どもも 10 年間、 高価な炭酸パックに代わるものを探していましたが、 今回 『Ｏ₂ エナジーマスク』 も発売できる
運びとなりました。
『こんなの初めて !』 と大好評を頂いております、 自信作です。
ご興味のあるサロンさまは、 まずはマッサージジェルとＯ₂ エナジーマスクを使用した片山美砂のフェイシャルのデモン
ストレーションを当サロンで行います。 是非、 ご参加をお待ちしております。
現在、 国産原料で無添加のデトックススムージーの商品化にも取り組んでおります。
ダイエット指導とともにコースのご提案もさせて頂く予定でおります。
私の経験、 手技、 ノウハウが活かされ、 お客さまに喜んで頂き、 貴店の売上アップに繋げて頂けたら幸いです。
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２６歳で、 その当時珍しかったリンパ ・ マッサージに特化したサロン 『claire』 をオープン。
『片山美砂テクニカルビューティサロン』 として移転オープン。 マスコミ関係者、 女医が
多く通うサロンとして評判を呼び、 各雑誌やＴＶの取材を多数受けるようになる。
オリジナル化粧品 『ＲＡパーフェクトジェル』 発売
オリジナル化粧品 『ＲＡクレンジングソープ』 発売
『Katayama misa 若返りメソッド』 のお教室の開設に伴い今泉に移転。
一般の方向けに 「私のキレイは自分で作る！」 をコンセプトに開講する。
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オリジナル化粧品 『ＲＡフェイスマッサージジェル－５ＡＧＥ』 発売
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オリジナル化粧品 『ＲＡオールインワン ・ デイリージェル』 発売

会員制のサロンとして、 眺望の良い一軒家に移転。

オリジナル化粧品 『ＲＡＯ２エナジーマスク』 発売

～代表プロフィール～
26 歳の時にマンションの一室にサロンをオープン。 当時ではまだ珍しかった 『リンパ』 の流れに着目
したマッサージを基本に、 持ち前の好奇心から女性の身体を研究してきた。 現在ではその経験により、
独自の 「片山美砂 若返りメソッド」 を確立。
一度の体験でウエストが -18cm ダウンのお客さまが、 ウエストからスカートが落ち更衣室で叫び声を上げた事も。
その効果の高さから、 TV （ＲＫＢ、ＫＢＣ、 その他美容専門家としてインフォマーシャル） や雑誌の取材など
多数。 現在は顧客の 8 割が女性のドクターで占め、 弁護士、 マスコミ関係と客層の良さは業界内でも有名で
ある事から、 偵察に訪れる同業者も多い。
現在は新規のお客さまは受け付けず、 今後は 20 年の経験を活かし、 自身の持つ知識や技術を
多くの人に広めていく事に力を入れていく考え。

片山

美砂

ＲＡコスメティックス 代理店さま向け 『サロン塾』 のご案内
ＲＡコスメティックスでは、 サロンさまの売上アップを応援する為、 代表である片山美砂が、
リンパマッサージを基に 20 年の経験で培った独自の理論と技術 『katayama misa 若返りメソッド』
を習得できる技術講習やスグに実践できる経営セミナーを、 福岡と東京のサロンにて 『サロン塾』 として
行います。

技 術 講 習

経営セミナー

（実務経験 1 年以上の方向け）

経営を始めると、 色んな悩みや問題点が出てくる

医師やセレブを虜にする、 片山独自のテクニック
の技術のノウハウをお教えします。
今まで沢山のエステティシャンが評判を聞き、 来店
されました。
中には 『教えて欲しい。』 と言われる方もいらっしゃい
ましたが、 その頃は仕事をこなす事で精一杯。
ですが今度は私が積上げてきた技術やノウハウを、
サロン様にお伝えしていきたいと思っています。
きっと、 お仕事を続けていく中での疑問、 お客さま
のお顔やお体の悩みにお応えする中での疑問を解消
できる場になると思っています。
誰にでもできるマッサージではお客さまは続きません。
一流のテクニックを一緒に学びませんか？

もの。 …かと言って高額なコンサルタントにお願い
する規模では無いサロンさんもたくさんあると思います。
マンションサロンの走りの頃から経営を始めた片山が、
どうやってブランド化をして、 どうやって問題を解決
してきたか、 実践から学んだスグに実践できるノウ
ハウをお教えします。

『クレームを出さない為には、 お客さまを選びなさい。』
『ブライダル･コースはチャンスメニュー』
『お客さまを納得させるボディ･カウンセリング』

『小顔＆引き上げテクニック』

『お客さまを納得させるフェイシャル･カウンセリング』

『ウエストのくびれを作るテクニック』
『お腹の中にアプローチするマッサージテクニック』

『お客さまとの信頼関係を作る接客術』

『美脚＆ヒップアップテクニック』
『真っ直ぐ立つ為の足の裏のマッサージ』

等を予定しています。

等を予定しています。

※ どちらも福岡と東京の２箇所での開催となります。
※ 詳細は、 『新メニューのご提案 ＆ デモ会』 にてお知らせ致します。

新メニューのご提案 ＆ デモ会
お顔のたるみやシミ、 シワ等が気になりだす 35 歳からのお客さまを対象とした 『若返りコース』
のご提案です。 （弊社のマッサージジェルと O₂ パックを使用して行います。）
内 容
→ お客さま自身がその場で効果を実感できる小顔＆引き上げマッサージ
（ クレンジング
）
→ O2 エナジーマスクによるパック → お仕上げ
年内は…
１２/２７ （水） 1４時半から約 2 時間。
福岡サロンにて。
２８ （木）

年明けは…
１/19 （金）

１０時から約２時間。
福岡サロンにて。

予約制とさせて頂いております。 お電話又はメールにでご予約下さいませ。
RA コスメテックス福岡本社 … 福岡市南区市崎 2-16-11 西鉄平尾駅よりタクシーで約 5 分。
西鉄バス 『西高宮小学校前』 より、 徒歩 5 分。
前に駐車場あり。 台数に限りがありますのでお電話でお尋ね下さい。
バス停、 平尾駅までの送迎可。 ご予約ください。

０９２ ‐ ９８０ ‐ １４３８ / info@misa-technical.jp

業務用マッサージジェル （１�）
15,000 円 （税抜）

