
他エステ施術とは一線を画す  

美容クリニックの施術を 

あなたのサロンへ導入しませんか？  

「  結果をごまかさない。」  



真のプロフェッショナルのために開発された 

美容クリニック品質の細胞活性プログラム 

ウォブスタイルとは、美容皮膚科「ウォブクリニック中目黒」監修のもと

開発されたプロフェッショナル専用化粧品。 

美容医療の最前線で先進のアンチエイジング治療を行う 

美容クリニックの経験と知見を結集し 

「本当に効果が実感できる」サロントリートメントのために誕生しました。 



真のプロフェッショナルのために開発された 

美容クリニック品質の細胞活性プログラム 

ウォブスタイルがかなえるのは、その場限りではない本当の美しさ。 

最新の皮膚科学と豊富な臨床経験に裏打ちされた 

独自の細胞活性プログラムにより 

肌本来の自ら美しくなろうとする力を細胞レベルから最大限に高め 

真の若返りをもたらします。 



真のプロフェッショナルのために開発された 

美容クリニック品質の細胞活性プログラム 

国内外の美容事情に精通した 

ドクターチームが研究・開発の陣頭に立ち 

確かな効果と安全性にこだわった製品作りを日々研究。 

あらゆる肌タイプに対応可能な充実のラインナップで、 

お客様ひとりひとりのさまざまな悩みに応えます。 



開発監修 

医療法人社団 愛心高会 

ウォブクリニック中目黒 

最新の皮膚科学に基づき 

ＧＦ（細胞増殖因子）導入による細胞活性 

アンチエイジング治療が特長の専門医療機関。 

髙瀬聡子が総院長を務める美容皮膚科です。 



あなたのサロンへ 

ウォブスタイルを導入する３つの方法 

美容皮膚科でも使用される導入機 “エポスキン” から導入する  １． 

 ２． 

 ３． 

～ク リニックで行われている施術プログラムごと 、あなたのサロンへ導入できる！～  

お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  

美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



エレクトロポレーション導入機 エポスキン 

美容皮膚科でも使用される導入機 “エポスキン” から導入する  １． 
～ク リニックで行われている施術プログラムごと 、あなたのサロンへ導入できる！～  

・ すぐに結果がでる 

・ 爪以外の全身に使用できる 

・ 使い方が簡単で手技の差がでない 

・ 超軽量で持ち運びが楽 

・ 安心の日本製 

～イオン導入機の20～60倍の浸透力であらゆる美容成分を皮下組織までダイレクトに届ける！～ 



美容皮膚科でも使用される導入機 “エポスキン” から導入する  １． 
～ク リニックで行われている施術プログラムごと 、あなたのサロンへ導入できる！～  

皮膚に短く強い特殊な電気パルス
を与えると、皮膚内部の様々なバ
リア機能に隙間が開き、有効成分
の通り道ができます。 

エレクトロポレーションの仕組み 
１ 

有効成分はバリア機能を通過し、
皮下深部へと浸透すると同時に細
胞そのものにも浸透しやすくなり
ます。 

２ 
隙間の開いたバリア機能は電気パ
ルスの長さに比例し、数秒から数
分の間、開いた状態になり、自然
に閉じていきます。 

３ 



美容皮膚科でも使用される導入機 “エポスキン” から導入する  １． 
～ク リニックで行われている施術プログラムごと 、あなたのサロンへ導入できる！～  

集客力 ・ 単価 ・ リピート率アップのメカニズム 

集客力
アップ 

単価 
アップ 

リピート率 
アップ 売上アップ！ 

集客力
アップ 

・ イ オ ン導入の約 2 0倍浸透力  

差別化できるメニューだから、ホームページや広告集客にも差がつく！  

・ ク リ ニ ッ ク提携サ ロン認定  

美容クリニック提携サロン認定で、信頼され選ばれ易いサロンに！  

・ 年間 1 2 0誌以上に紹介される美容皮膚科ウ ォブ ク リ ニ ッ ク中目黒の   
 「 提携サ ロン認定 」な どサポー ト も充実  



美容皮膚科でも使用される導入機 “エポスキン” から導入する  １． 
～ク リニックで行われている施術プログラムごと 、あなたのサロンへ導入できる！～  

集客力 ・ 単価 ・ リピート率アップのメカニズム 

集客力
アップ 

単価 
アップ 

リピート率 
アップ 売上アップ！ 

単価 
アップ 

・ 爪以外の全ての部位に使用可能  

爪以外の全身に使用できるから 、他部位メニューで単価アップも可能！  

・ フ ェ イ シ ャ ル 、頭皮 、背中 、痩身…  などあ ら ゆ る悩みに対応する導入剤  

いつもの施術にすぐにプラスできる！単価アップの +αメニューにも最適！  

・ 手軽に短時間で行え るか ら 、いつ もの施術への +α メニ ュー と し て                    
 おすすめ しやすい  



美容皮膚科でも使用される導入機 “エポスキン” から導入する  １． 
～ク リニックで行われている施術プログラムごと 、あなたのサロンへ導入できる！～  

集客力 ・ 単価 ・ リピート率アップのメカニズム 

集客力
アップ 

単価 
アップ 

リピート率 
アップ 売上アップ！ 

リピート率 
アップ 

・ 美容皮膚科ウォブ ク リ ニ ッ クで も 行われている 、効果実感値の高い  
 導入施術だか ら リ ピ ー ト に繋が りやすい  

美容クリニックと同じ施術ができるから効果が出やすく リピー ト しやすい！  

施術が簡単で手技の差が出にく く 、新人の施術でも高いお客様満度！  

・ 新人で もす ぐ に活躍でき る簡単施術  

・ 入 る ス タ ッ フ を選ばず 、効率良い予約取 りがで き 、顧客満足度 も保てる  



ウォブスタイル 認定ディプロマ ・ クリニック提携 

美容皮膚科でも使用される導入機 “エポスキン” から導入する  １． 
～ク リニックで行われている施術プログラムごと 、あなたのサロンへ導入できる！～  

導入いただいたサロン様に「ウォブスタイル メゾット」を 

しっかりとご理解・技術習得していただくために、導入講習を

行っております。 

「認定ディプロマ」「クリニック提携」などのサポートや、 

更なる知識・技術向上のためのステップアップ講習会など、 

充実の導入サポート体制を整えております。 

ゼロからサロン開業をお考えのオーナー様でも、確実に独立

への道が開けます。 



エポスキン症例 ： フェイシャル施術 

＜Before＞ ＜After＞ 

▼ トリプルＧＦエッセンスⅡ １回導入 （50歳代女性） 

美容皮膚科でも使用される導入機 “エポスキン” から導入する  １． 
～ク リニックで行われている施術プログラムごと 、あなたのサロンへ導入できる！～  



エポスキン症例 ： 痩身施術 

▼ＧＦセルリバースⅡ  １回導入 （30歳代女性） 

美容皮膚科でも使用される導入機 “エポスキン” から導入する  １． 
～ク リニックで行われている施術プログラムごと 、あなたのサロンへ導入できる！～  

＜Before＞ ＜After＞ 



エポスキン症例 ： 育毛促進施術 

▼ スカルプケアＧＦエッセンス 3回導入 （40歳代女性） 

美容皮膚科でも使用される導入機 “エポスキン” から導入する  １． 
～ク リニックで行われている施術プログラムごと 、あなたのサロンへ導入できる！～  

＜Before＞ ＜After＞ 



エレクトロポレーション導入機「エポスキン」 
この場で効果を体験してみませんか？ 

美容皮膚科でも使用される導入機 “エポスキン” から導入する  １． 
～ク リニックで行われている施術プログラムごと 、あなたのサロンへ導入できる！～  

本日は、10分ほどで終了し、この場ですぐご体験いただける 

「瞬間美白ハンドデモ無料体験」を行っております。 

イオン導入の20～60倍といわれるエレクトロポレーション導入

の効果を、ぜひご自身でご体感ください！ 

瞬間美白ハンドデモ無料体験をご希望の方は、 

お近くのスタッフまで、お気軽にお声がけください。 

 



 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



再生医療でも使用されている４種のＧＦ（グロー

スファクター）を配合。老化した細胞へのＧＦ反

応力を呼び覚ます“ＧＦエンハンサー”と、細胞

エネルギー産生を行う“ビタミンカクテル”を配

合した若返り導入剤。 

再生医療で使用されるＧＦを配合した 

究極の若返り導入剤。 

トリプルＧＦエッセンスⅡ 

フェイシャル用 導入剤 

シワ たるみ くすみ 

乾燥 ハリ キメ 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



脂肪融解の成分として医療で使われているホ

スファチジルコリンと、ＩＧＦ配合のスリミング剤。

脂肪燃焼から蓄積防止までがこれ１本で可能。 

ＧＦセルリバースⅡ 

ボディ用 導入剤 

医療で使われる脂肪融解成分を 

配合したスリミング導入剤。 

痩身 セルライト たるみ 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



乱れがちな頭皮環境を正常に整え、ハリ・コシ

のある、健やかな毛髪の成長をサポート。 

頭皮をみずみずしく柔軟に保ち、脱毛・抜け毛

防止効果もあります。男性・女性どちらにもご使

用いただけます。 

スカルプケアＧＦエッセンス 

頭皮用 導入剤 

男女どちらにも使える「ＰＢ4」を配合 

頭皮環境を整え育毛を促す導入剤。 

薄毛 抜け毛 頭皮ケア 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



20％高濃度のビタミンＣを配合した美白導入剤。 

さらに、アルブチン・キリバース・クレアージュの美白成

分と、シラカバ樹液を強力配合しました。 

他の導入剤に添加しても使用することができます。 

ＶＣ２０エッセンスＷ 

オプション導入剤 

２０％の高濃度ビタミンＣを配合 

効果に差がつく美白導入剤 

シミ ニキビ 抗炎症 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



医療でも使用される毛穴引き締め成分のＧＧ（グリシル

グリシン）をエステ業界で初めて配合した導入剤。 

肌細胞内のイオンバランスを整え、不全角化を抑制し

ます。毛穴を滑らかにし、キメ細やかに整える導入剤。 

ＧＧエッセンス 

オプション導入剤 

エステ業界初「グリシルグリシン」配合 

毛穴引き締め導入剤 

毛穴 ザラつき 凸凹 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



「ハロキシル」配合の目元専用導入剤。色グマの原因

である表皮・真皮中に蓄積されたヘモグロビン及び、そ

の色素性の分解物を除去する働きがあります。 

ハリを与えふっくらとした目元に導きます。 

ＨＸエッセンス 

オプション導入剤 

クマを解消しふっくらした目元に仕上げる 

ハロキシル配合の目元専用導入剤 

色グマ くすみ 目元のハリ 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



３種のGF（EGF・FGF・IGF）配合の仕上げ用マスク液。

トリートメント後の肌を鎮静しながら、みずみずしさやハ

リ・弾力の源に細胞レベルで働きかけます。GG（グリシ

ルグリシン）配合で、毛穴の目立ちが気になる肌もしっ

とりなめらかに引き締めます。  

リバイタライジングマスクＧ 

仕上げ用マスク美容液 

肌弾力の源に細胞レベルで働きかける 

トリートメント後の肌鎮静仕上げマスク美容液 

ハリ 毛穴 保湿 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



ウォブスタイル導入剤の効果を 
この場で体験してみませんか？ 

本日は、10分ほどで終了し、この場ですぐご体

験いただける「瞬間美白ハンドデモ無料体験」

を行っております。 

イオン導入の20～60倍といわれるエレクトロポ

レーション導入の効果を、ぜひご自身でご体

感ください！ 

瞬間美白ハンドデモ無料体験をご希望の方は、お気軽にお近くのスタッフまでお声がけください。 



敏感肌にもやさしいジェルタイプのメイク落とし。メイクや皮

脂汚れを浮かせて包み込む「ゲルネットワーク処方」を採用。

スピーディーに洗い流し、みずみずしい素肌に整えます。 

オイルフリー処方なので、まつ毛エクステの方にもお使いい

ただけます。 

クレンジングジェル 

うるおいメイク落とし 

ゲルネットワークが、メイク汚れを逃さない 

オイルフリーの“ うるおいクレンジング ” 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



美容成分９０％でできた半生石けん。じっくり熟成する

ことで素早い泡立ちと高密度な泡を実現し、肌を摩

擦することなく、しっとりやさしく洗い上げます。 

フレッシュソープ（洗顔料） 

なめらか半生石けん 

美容成分が凝縮された濃密泡で 

しっとり洗い上げる“ 半生石けん ” 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



肌にやさしい乳酸をベースにつくられたピーリングジェ

ル。ターンオーバーの乱れた肌の角質をゆるめ、その

後に行う施術の浸透・効果を高めます。また、肌トラブ

ル（ニキビ・毛穴の開き・シミ・シワ）の改善を促します。 

ピーリングジェル 

ピーリング剤 

乳酸ベースで肌にやさしく低刺激 

初心者でも安心して使用できる 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



ピーリングの中和剤。スプレータイプなので均等に散

布でき、肌細部まで、くまなく中和することができます。

ピーリング後の酸性肌を、効果的に鎮静させます。 

ニュートラミスト 

ピーリング中和剤 

使いやすいスプレータイプだから 

肌細部までしっかり中和できる 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



浸透力を格段に高めるアクアナビゲート処方により、

細胞のすみずみまで美肌成分を届けます。 

キメ密度の高い、みずみずしい素肌へ。 

ＧＦスキンローション 

ＧＦ保湿ローション 

高浸透システムで 

細胞までうるおう“ キメ美肌ローション ” 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



ヒアルロン酸やコラーゲン配合の広範囲導入サポート

ジェル。ボディメイクや小顔の施術に効果的なIGF配合

のスリミング用導入剤「セルリバース Ⅱ」と組み合わせ、

より広範囲にスムーズな導入をサポートします。 

マッサージジェルとしてもご使用いただけます。 

ＥＰジェル 

導入サポートジェル 

より広範囲への導入をサポートするジェル 

美容成分配合でマッサージジェルにも。 

 ２． 
お手持ちの機械や施術と組み合わせる “業務用商材” から導入する 

～美容ク リニック品質だから 、信頼度 ・効果満足値 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



 ３． 美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



 ３． 美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  

ウォブスタイルの 細胞活性プログラム 

＜サロントリートメント＞と＜ホームケア＞の相乗効果で 
美肌細胞の活性化を目指す、独自のオリジナルメソッド。 



 ３． 美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  



 ３． 美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  

クレンジングジェル 



 ３． 美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  

フレッシュソープ（洗顔料） 



 ３． 美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  

モイストピール 



 ３． 美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  

ＧＦハイプラエッセンス 



 ３． 美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  

ＧＦスキンローション 



 ３． 美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  

ＧＦレチノホワイトエッセンス 



 ３． 美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  

ＧＦディープモイスチャー 



 ３． 美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  

スーパーＵＶカットミルク 



 ３． 美容皮膚科監修・開発のプロユース “店販用商材” から導入する 

～効果重要視の内外美容プログラム店販シ リーズで、購入率 ・ リ ピー ト率が上がる！～  

ＧＦプラセンタ プロ 


