
プロ アジークPRO AGEQUE

理想の美肌へ導く「オールインワン美容機器」

プロ アジーク



一 緒 に 使って「もっと」を叶 える

極 上 の 美 肌 力を引き出 す
ベストコンビネーション

年齢に負けない美しい素肌を保つためには、日々のお手入れが大切です。

だからこそ、プロ アジークでのお手入れをはじめましょう。

イオンやソニックのはたらきでローションやクリームのスキンケア効果を高め、

ハリとうるおいに満ちた肌へ導きます。

さあ、このベストコンビネーションのチカラで極上の美肌へ。

ご家庭でできる本格ケアで、あなたの“理想の肌”が、はじまります。

ベストコンビネーションケア

専用化粧品と一緒にお使いください。

エックスワン
ソニックジェル（200g）

エックスワン
クレンジングウォーター（145mL）

イオンクレンジングの効果を引き出すため
に不可欠な専用化粧品。シソエキス・トウキ
根エキス配合。肌のキメを整え、乾燥から肌
をまもります。

ソニックトリートメントに必要な専用ジェル。
シソエキス・トウキ根エキス配合。水分バラ
ンスがよく、なめらかな使用感で肌あれ防
止効果もあります。



超音波搭載 イオンクレンジング機能※

ソニックトリートメント機能※

超音波搭載 イオントリートメント機能※

ハイパワーでボディにも使用可能

プロ アジークの特長

プロ アジークの「  つの効果」

超音波搭載
イオンクレンジング
（イオン導出）

ソニックトリートメント
（超音波トリートメント）

超音波搭載
イオントリートメント

（イオン導入）

肌の奥の汚れをすっきり落とす。

毎日のW洗顔だけでは、メイクの落と
し残しや古い角質、ほこりなど、目に見
えない汚れを落としきることはできま
せん。イオンクレンジングなら、肌に負
担をかけないディープクレンジング
で、肌の奥の汚れを取り去ることがで
きます。

目に見えない汚れもすっきり

肌にやさしい

くすみのない輝く美肌へ

肌の奥にひそむ汚れを、イオンの力で吸着させます。

肌をひきしめ、ハリ・弾力を与える。

１秒間に１００万回（１ＭＨｚ）の微細な
超音波の振動が肌に適度な運動
効果を与えます。美容や健康に最適な
超音波の周波数は、この１ＭＨｚとされ
ています（超音波とは周波数2万Hz
以上の音波のことをいいます）。

発泡作用：毛穴の汚れや古い角質を取る

透熱作用：肌を温め、調子をよくする

振動作用：ひきしまった元気な肌へ

うるおいを肌の奥へ浸透させる。

エステでも人気のイオントリートメント
は、イオンの力で効果的に肌の奥へ化
粧水や美容液の成分を導入し、浸透さ
せます。角質層をしっかりうるおわせる
ことで、肌のコンディションをよりよい
状態へ導きます。

美容成分を肌の奥へ浸透させる

うるおいに満ち、キメの整った美肌へ

ハンドマッサージでは届かない肌細胞へ直接はた
らきかけ、ハリや弾力を高めます。

超音波エネルギーは、
細胞レベルで波動として
伝わり、吸収されると熱
エネルギーに変わる性質
があります。

肌にうるおいが足りな
いと、角質がそり返り、
ますます水分が逃げ
やすい状態に。

うるおいを与えると、
キメの整った美肌にな
ります。

表皮

真皮

〈キメの整った肌〉

〈キメの乱れた肌〉
表皮

真皮

水分蒸散 乾燥した角質

コットン

ブローブヘッド

汚れ

毛穴
角質層

※5段階レベル調整が可能です。

ハンド
マッサージ

角質層



直径
約28mm

直径
約50mm

❶〈フェイスボタン〉顔のお手入れの際に押します。（１回押す
と　ソニックトリートメントの連続の設定となります。）

❷〈ボディボタン〉ボディのお手入れの際に押します。（１回押す
　とソニックトリートメントの連続の設定となります。）
❸〈イオンボタン〉イオンクレンジング・イオントリートメントの　
お手入れの際に押します。（１回押すとイオンクレンジングの　
レベル１の設定となります。）

❹〈レベルボタン〉上のボタンでレベルアップ、下のボタンで
　レベルダウンができます。

❺〈モードボタン〉ソニックトリートメントの連続と断続、イオン　
クレンジングとイオントリートメントの切り替え時に押します。

❻〈スタート・ストップボタン〉選択されたモードをスタート・　
ストップする際に押します。

①〈フェイスボタン〉を押すと表示されます。

②〈ボディボタン〉を押すと表示されます。

③ソニックトリートメント時に表示されます。

④連続・断続が表示されます。

⑤イオンモードを選択時、アースグリップを接続していると　
表示されます。

⑥お手入れ時間が表示されます。

⑦イオンクレンジング選択時に表示されます。

⑧イオントリートメント選択時に表示されます。

⑨レベルが5段階で表示されます。 フェイスプローブ電極グリップ（左右）、
アースグリップ素材
ABS樹脂、銅下地＋ニッケルクロームメッキ

◆プロ アジーク操作方法

プロ仕様でありながら、できるだけ簡素化し、
簡単操作を実現しました。

大きな液晶パネルで、選択した各種モードなど
を確認できます。

握りやすく、超軽量で使いやすいＬ字型
プローブ。フェイス用と、広範囲の
ケアに便利なボディ用があります。

イオンクレンジング・イオントリートメントを
お友達にしてあげる際には、このグ
リップを握ってもらいます。

すべてのモードで肌の調子やお好みに合わせて、5段階のレベル調節が可能です。（初めて使用する
際は１～２で使用し、数回ご使用のうえ問題ないようであればレベルアップをおすすめします。）

●コットン装着
ヘッド部分にコットンを１枚おき、コットンカ
バーをかぶせ（①）、エックスワン クレンジング
ウォーターをたっぷりと含ませます（②）。

ソニックトリートメント　
コットンカバーをはずします。エックスワン ソニックジェル
を肌にのばし、プローブヘッドを直接肌に当てます（④）。
お手入れが終わったら、ジェルを洗い流します。

●持ち方
両サイドの電極グリップに
手が触れるように、本体を
握ります（③）。

イオントリートメント
●コットン装着
ヘッド部分にコットンを１枚おき、コットンカバー
をかぶせ（⑤）、インナップEX モイスチャー
ローション MDまたは、モイスチャーローション 
モア MDをたっぷりと含ませます（⑥）。

●持ち方
両サイドの電極グリップに
手が触れるように、本体を
握ります（⑦）。

簡単なボタン操作の
モード・パワー選択

見やすい大型液晶パネル 持ちやすく使いやすい
プローブ形状

お友達にお手入れをするときに
必要なアースグリップ

❶
❷

❹

❻

❺

❸
①
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⑧

② ⑥
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５段階のレベル設定 :

フェイス用 ボディ用

① ③②

プロ アジーク

プロ アジーク

◆ご使用方法
イオンクレンジング
メイクをＷ洗顔で落とした後におこないます。

プロ アジーク

④

⑥⑤ ⑦

※液晶パネルは説明用に全て表示しています。実際の運転時とは異なります。

電極グリップ
（左右）



クレンジング・洗顔 イオンクレンジング ソニックトリートメント イオントリートメント

インナップＥＸ
モイスチャーローション ＭＤ

インナップＥＸ
モイスチャーローション モア ＭＤ

インナップEX
クレンジングクリーム MD

エックスリュークス
エグゼティシャン マッサージクレンジングW

エックスリュークス
エグゼティシャン クリームウォッシュW

インナップＥＸ
クレンジングフォーム ＭＤ

エックスワン
トリートメントエッセンス

インナップEX
モイスチャークリーム MD

インナップEX
モイスチャークリーム モア MD

インナップ
ホワイトピュアエマルジョン

ピルフィーノ ボディシャンプーピルフィーノ バスソルト ピルフィーノ バスソルト

エックスワン ソニックジェル

ピルフィーノ ジェルマンスール

化粧品と一緒に使って効果アップ！   ステップで理想の肌へ
　

入　浴 洗　浄 入　浴 ソニックトリートメント マッサージ・保湿

Q. イオンクレンジングはメイク落としに使えますか？

A.イオンクレンジングは、Ｗ洗顔では落ちにくい
肌の奥の汚れをとるものです。メイク落とし
ではありません。必ずＷ洗顔をしてから使用
してください。

週1回の
スペシャルケア

化粧のりが悪い

くすみが気になる

イオンクレンジング ソニックトリートメント イオントリートメント

プロ アジーク プロ アジーク

エックスワン クレンジングウォーター エックスワン ソニックジェル

プロ アジーク

プロ アジ―ク

◆よくあるご質問

Q. 顔のお手入れは、イオンクレンジング、
　  ソニックトリートメント、イオントリートメントの
　  すべてをしないとダメですか？

A.極上肌に導くためにはトータルでのお手入れを
おすすめしますが、時間の余裕や肌状態に合
わせて機能を使い分けてご使用ください。
右記の表も参考にしてください。

Q. どんな肌質の人でもプロ アジ―クは使用可能ですか？

A.医療機器ではありません。炎症がひどい時や、
刺激を強く感じる時はご使用をおやめください。
肌が敏感でご心配な方は、
お客様相談室　0120-039-198
へお問い合わせください。

スキンケア
5分 5分10分

10～20分



プロ アジークシリーズ

専用化粧品

 ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。次のような方は使用しないでください。（詳しくは取扱説明書をお読みください。）
・妊娠中の方  ・医療用電子機器（ペースメーカー）などをお使いの方  ・特に肌が敏感な方  ・疾患をお持ちの方
【現金返済保証制度】 「プロ アジークシリーズ」は、未使用・未開封で、セット内容が全てそろっている場合に限り、現金返済保証制度対象となります。

プロ アジ―ク ボディプローブ
商品番号　336

プロ アジーク専用 コットンカバー

本体価格 391円
（税込み価格 430円）

商品番号　443

プロ アジーク専用 ACアダプター

本体価格 3,677円
（税込み価格 4,044円）

商品番号　444

プロ アジ―ク 基本セット

本体価格 197,143円
（税込み価格 216,857円）

商品番号　304

エックスワン
クレンジングウォーター
（145mL）

本体価格 4,280円
（税込み価格 4,708円）

商品番号　852

エックスワン
ソニックジェル
（200g）

本体価格 3,570円
（税込み価格 3,927円）

商品番号　851

プロ アジ―ク フェイス用

本体価格 154,286円
（税込み価格 169,714円）

本体価格 42,858円
（税込み価格 47,143円）

商品番号　335

〈セット内容〉
●プロ アジ―ク（本体）
●フェイスプローブ
●ボディプローブ
●アースグリップ

〈セット内容〉
●プロ アジ―ク（本体）
●フェイスプローブ
●アースグリップ

この印刷物は、環境を配慮して
植物油インキを使用しています。

00222 300（J）6304

〒107-0062 東京都港区南青山5-4-27 BARBIZON104 5F Tel 03-6822-3570（代）

。


