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クラブ エッセンシア

中部・関西・九州エリア

＜中部エリア＞

＜関西エリア＞



審美歯科先進国アメリカ発の技術を取り入れ、笑顔をいっそう輝かすオーラルケアを提供しております。お一人おひとりの
お口の悩みや問題、生活環境などを伺い、それに基づいて最良の治療をご提案。末永く付きあうことのできるデンタル・サ
ロンです。

ホテルスパ

デンタルホワイトニングを10%オフ 

歯を白くしたいと希望される方が増えてきています。デンタルサロン モナのホワイトニングは、歯を削らずに薬剤を歯に塗布すること
で白くする方法です。ホワイトニングを希望される方や相談されたい方、歯の色でお悩みの方は、一度お越しください。  

＜デンタルホワイトニング一例＞ 

●パーフェクトホワイトニング 　45,000円＋消費税
オフィス2回、ホーム1回、3ヵ月後ホーム1週間分、通院回数3回です。今アメリカでは最も効果の出る方法といわれている、オフィスホ
ワイトニングとホームホワイトニングの組み合わせた最新のコースです。

●オフィスホワイトニング 　13,000円＋消費税
オフィスホワイトニングは診療室で行うホワイトニングで1回、約1時間。今まで結果の出にくかった方でも綺麗な白い歯になります。

●ホームホワイトニング 　20,000円＋消費税
ご自宅で行うホワイトニングです。毎日、歯を磨いた後2時間、これを2週間続けていただきます。

※被せ物（差し歯）をしてある歯についてはデンタルホワイトニングの対象外です。
※詳細やその他のメニューは下記デンタルサロン モナのウェブサイトでご確認ください。

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示ください。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

047a24

052-532-0461

11:00～19:00

無

デンタルサロン モナ 詳しくはこちら>> (http://www.mona-d.com/index.html)

デンタルホワイトニングを10%オフ（デンタルサロン モナ）

有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

ご利用場所

※2018年2月より「ウェスティンナゴヤキャッスルホテル」は、「ホテルナゴヤキャッスル」に名称が変わります。

http://www.mona-d.com/index.html


ウェスティンナゴヤキャッスルホテル内にある名古屋初の本格的ホテルスパ。四季折々の風景や名古
屋城を眺めながら、お客様の肌質や体調に合わせてオートクチュールでトリートメントを施します。健康
と美を育むスパで至福のひとときをご体感ください。

ホテルスパ

スパトリートメント メニューを10％オフ

＜スパメニュー（一例） ＞ 

●リフトアップフェイシャル　60分　13,000円＋消費税
筋肉に働きかけるモナオリジナルのリフティングマッサージで肌のたるみやむくみを改善します。

●アンチエイジングフェイシャル　75分　19,000円＋消費税
その日の肌状態に合わせて組み立てるオートクチュールトリートメント。様々な肌トラブルに対応し、ふっくらとハ
リのある艶やかな肌へと導きます。

●アロマトリートメント　60分　15,000円＋消費税／90分　22,000円＋消費税
アロマの香りに包まれながら、なめらかなタッチで血行やリンパの流れを整え体の緊張を和らげるオイルマッサ
ージです。

●デトックス＆スリミングマッサージ　60分　15,000円＋消費税
インドエステを基にした1回のトリートメントでサイズダウンを実感できるモナオリジナルの痩身マッサージです。

●フェイシャル＆ボディトリートメント　135分　38,000円＋消費税
お客様の心身のコンディションに合わせてセラピストが最適なプランをご提案するオーダーメイドトリートメント
です。

この他にも、カウンセリングに基づき、お客様お一人おひとりに合ったトリートメントを行っております。メニューの
詳細は下記サロン ドゥ スパ モナのウェブサイトよりご覧いただけます。

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示くださ
い。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

025a24

052-532-8880

10:00～19:00

スパトリートメント メニューを10％オフ（サロン ドゥ スパ モナ ）

有効期間 2017/10/1〜2018/9/30



無

サロン ドゥ スパ モナ 詳しくはこちら>> (http://www.mona-spa.com)

ご利用場所

※2018年2月より「ウェスティンナゴヤキャッスルホテル」は、「ホテルナゴヤキャッスル」に名称が変わります。



通常のクリーニングでは落ちないシミや汚れも解決する「ケアメンテ(R)」。クリーニングではきれいにな
らなかった衣服のトラブルも、新品同様の着心地とシルエットを大切に、長く着続けられるよう再現し、ド
ライクリーニングとは違う爽やかな着心地をお届けいたします。

衣服のケアメンテ

1. リプロン(R)（再生技術）メニューを価格より30％オフ
※一部除外品あり、アイテムに応じた基本洗浄「アクアドライ(R)」料金が別途必要です。
※リプロンメニュー価格より30％オフの特典は、品革毛皮製品（部分皮革毛皮製品含む）・和服類・寝具類・イ

ンテリア類・鞄類・リプロン染め替え リプロン植毛・リプロン編み目ひろい・リプロン糸引き直しにはご利用いただ
けません。
2. バリューON(R)（加工技術）メニューを価格より50％オフ
※アイテムに応じた基本洗浄「アクアドライ」料金が別途必要です。

＜リプロンとは＞ 
シミ汚れ・黄ばみ・色やけ・毛玉・虫食いなど、約20種類の衣服トラブルを解消し、新品同様に再現する独自技
術です。

＜バリューONとは＞  
お客様のご要望に合わせて、撥水・折り目・UVカット・銀イオン抗菌など衣服に新たな機能性をもたせる独自の
加工技術です。「レザー撥水」 雨の日も気軽にレザーアイテムを愉しめます。

＜基本洗浄「アクアドライ」料金一例＞  
ジャケット 4,000円＋消費税  
ズボン・パンツ／スカート 3,300円＋消費税 
シャツ・ブラウス 2,500円＋消費税
コート 7,000円＋消費税
ダウンジャンパー 6,800円＋消費税
皮革ジャケット 16,000円＋消費税
毛皮ハーフコート 37,000円＋消費税
ネクタイ 3,000円＋消費税
※ギャザー・フリル・ピンタックありの場合はプラス1,000～3,000円＋消費税

料金の詳細は、こちら (https://www.kyoto-happy.co.jp/use/price/pricelist/)をご確認ください。

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●送付の際に、衣服と一緒にプログラムコードが記載されたページのプリントアウトまたはプログラムコードと特
典内容が記載されたメモを入れてお送りください。衣服到着後、カウンセラーがお預かりした衣服の状態・状況
をお電話にてお伝えいたします。その際に特典適用後の価格をご案内させていただきます。衣服の送付方法な
どの詳細はＨａｐｐｙ（ハッピー）ホームページをご確認ください。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

283a27

0120-88-6868

9:00～18:00

メニュー価格より最大50％オフ(Happy)

有効期間 2017/10/1〜2018/9/30



 
日曜・祝日

 
Happy （ハッピー）　詳しくはこちら>> (https://www.kyoto-happy.co.jp/)

ご利用場所



一流ホテルでマッサージやエステの技術を習得したスタッフが提供する、上質なホスピタリティと優雅な空間。完全個室
でリラックスして施術を受けられ、心と身体をほぐす至福の時間をご堪能いただけます。リーズナブルな料金設定ですの
で、是非お気軽にご利用ください。

リラクゼーションサロン

阪急17番街店・高槻西武店・ホテルニューオータニ大阪店

40分以上のコースをご利用の方に、ヘッドマッサージ または顔つぼマッサージ（10分）を無料でサービス

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店またはお会計の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示ください。
●他の特典や割引券との併用はできません。期間限定コースやキャンペーン等のサービスメニューは特典対象外となります。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

353a28

阪急17番街店：06-6372-2575 
高槻西武店：072-686-5155  
ホテルニューオータニ大阪店：06-6920-7288

阪急17番街店：11：00～20：00 
高槻西武店：10：00～20：00  
ホテルニューオータニ大阪店：11：00～21：00

阪急17番街店：阪急17番街に準じる 
高槻西武店：西武高槻店に準じる  
ホテルニューオータニ大阪店：無休

グレースフルガーデン　詳しくはこちら>> (http://gracefulgarden.jp/)

阪急17番街店：大阪府大阪市北区芝田1-1-4阪急17番街（阪急ターミナルビル）6階 
高槻西武店：大阪府高槻市白梅町4-1 高槻オーロラモール3階  
ホテルニューオータニ大阪店：大阪府大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪6階

ヘッドマッサージ または顔つぼマッサージを無料でサービス（グレースフルガー
デン）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30 

ご利用場所

http://gracefulgarden.jp/


JR大阪駅直結「グランフロント大阪」内のアイスタイリング＆ネイルサロン。顔立ちに合わせて理想の
眉を作り上げる美眉スタイリングや、魅惑のまなざしを演出するまつげエクステンション、高い技術と豊
富なデザインを誇るジェルネイルなどを提供しています。アクセス良好ですのでお仕事帰りやお買物の
合間にお立ち寄りください。

アイスタイリング＆ネイルサロン

施術合計金額より10％オフ

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店またはお会計の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面
をご呈示ください。
●他の特典とは併用いただけません。
●施術メニューのみ特典対象（商品購入は対象外）
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

361a28

06-6359-1205

10:00～21:00

グランフロント大阪の休館日に準ずる

Fioria グランフロント大阪店　詳しくはこちら>> (http://www.fioria.jp/)

施術合計金額より10％オフ（Fioria グランフロント大阪店）

有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

ご利用場所

http://www.fioria.jp/


ウェスティンホテル大阪の8階にあるリラクゼーションサロン。高い技術とホスピタリティを兼ね備えたエ
ステティシャンが深いリラクゼーションをご実感いただけるよう、心を込めて施術いたします。ヒーリング
ミュージックが流れる穏やかな空間の中で、至福のマッサージをご堪能ください。

リラクゼーションサロン

全コース通常料金より10％オフ

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店またはお会計の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面
をご呈示ください。
●他の特典とは併用いただけません。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

355a28

06-6440-1111（ホテル代表）

月～金 11:00～20:00  
土･日･祝 10:00～20:00

無

ウェスティンホテル大阪 リラクゼーションサロン　詳しくはこちら>> (http://www.westin-osaka.co.jp/)

全コース通常料金より10％オフ（ウェスティンホテル大阪 リラクゼーシ 
ョンサロン）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

ご利用場所

http://www.westin-osaka.co.jp/


1972年、比較試飲法を開発したワイン評論家 スティーヴン・スパリュア氏によってパリでスタートした「アカデミー・デュ・
ヴァン」。そのスタイルを受け継ぎ日本初の本格的ワインスクールを展開しております。専門家による指導で、ワインの
悦びを学んでいただけます。

ワインスクール

1. 入学登録料を無料
入学の際、入学登録料 5,000円が無料

2. 更新料を無料
一年毎の更新時に、更新料 2,000円が無料

アカデミー・デュ・ヴァンでは初心者からプロフェッショナルまで、様々な講座をご用意しております。

●ワイン総合コース　-　Step－I：初級（約6ヶ月・全20回）
ワインの基礎を体系的に学びたい方を対象にした初級コースです。

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●ご入会・更新の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示ください。
●登録料のある講座のみ特典の対象です。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

012a28

06-6292-0420

平日12:00～19:00（土日の営業時間はお問い合わせください）

不定休

アカデミー・デュ・ヴァン 　詳しくはこちら>> (http://www.adv.gr.jp)

入学登録料・更新料を無料(アカデミー・デュ・ヴァン大阪校)

有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

ご利用場所

●ワイン総合コース　-　Step－II：中級（約6ヶ月・全20回）
Step－I修了者や、同等の知識・試飲能力をお持ちの方を対象とした中級コースです。

●資格取得コース　-　JSA受験対策講座（ソムリエ／ワインエキスパート・全22回） 

http://www.adv.gr.jp/


創業30年以上のレディースフォーマルメーカーが手がけるレンタルドレスショップ。フォーマルドレスか
ら可愛いゲストドレスまで、バラエティ豊かなドレスをリーズナブルな料金で提供いたします。結婚式や
パーティーなどドレスアップの機会に、是非お気軽にご利用ください。

レンタルブティック

衣装レンタルご利用の方に、5,000円(税込）までの小物レンタルをサービス

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店またはお会計の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面
をご呈示ください。
●他の特典とは併用いただけません。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

398a28

06-6946-2611

11：00～18：30

火・水曜（年末年始・夏季休暇あり）

FAIRY‘S & God mother （フェアリーズ アンド ゴッドマザー）　詳しくはこちら>> (http://www.fairys-
g.com/index.html)

衣装レンタルご利用の方に、5,000円(税込）までの小物レンタルをサ 
ービス（フェアリーズ アンド ゴッドマザー）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

ご利用場所

http://www.fairys-g.com/index.html

