
全身コラーゲンカプセル「コルポ」 

633nmの良質な赤色LEDが全身を包み込みます。 
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CORPO の働き  
全身コラーゲンカプセル「コルポ」 

マシンの中で寝ているだけで全身エステ！ 

633nmの赤色の光が、お肌の真皮層まで 

働きかけ、確かなお肌のハリ・ツヤを 

実感して頂けます。 

 

透明感 UP！ ハリ・ツヤUP！ 

たるみ や しわ の改善 



可視光線は太陽光線の一部で、目に見える安全な光です。 

波長域は約380-780nmで、私たち人間にとってとても大切な光です。 

昼と夜の区別を認識し、ホルモンバランスを整える働きがあると言われています。 

633 

633nmの赤色の光  

体内には自然に光をキャッチし吸収する器官が存在し、 

身体が光を浴びるとこれらの器官は光を吸収し働き出します。 

それぞれの波長によって体内の異なる箇所に刺激を与えるのですが、 
 

特に633nmは、 真皮層の繊維芽細胞に 

働きかけ、コラーゲン生成を促すと言われています。 
 

エラスチン 

繊維芽細胞 

コラーゲン繊維 

社外秘 



真皮、靭帯、腱、骨、軟骨などを構成するタンパク質のひとつです。体内に存在しているコラーゲンの総量は、タンパク質のほぼ３０％を占めます。 

また皮膚の真皮層にも多く存在し、70~80％をコラーゲンが占めていると言われ、ハリ・ツヤなどの弾力性を持たせる働きをしています。 

 

若々しさの鍵はコラーゲン！  

▲年代別コラーゲン量 

コラーゲン低下による影響は肌だけではありません。 

コラーゲンは全身のあらゆる場所に存在するタンパク質のため、コラーゲン量の低下 

によりその各々に影響を及ぼします。例えば、髪の毛や目や皮ふ、骨、血管、関節、 

腱など様々な部位に存在しています。その為、コラーゲンの生成を活発にするということ 

は、全身のエイジングケアにも繋がります。 

しかし、このコラーゲンを産出している繊維芽細胞は、加齢により数が減少し、 

コラーゲンを産出する力も衰退していきます。60代のコラーゲン産出量は、 

20代の頃と比べると、7割以下とも言われています。 

 

そしてコラーゲンの産出機能が衰えてきた肌は、弾力を失いシワやたるみなどの 

老化症状が現れます。またコラーゲンは、表皮と真皮をしっかりとつなぎとめる役割や 

ヒアルロン酸を支える働きもしているので、そのコラーゲンも衰えてしまうと、結果的に 

表皮での潤い機能の低下や、正常なターンオーバーが行われなくなる原因にもなって 

しまいます。 

◆赤色LEDの光で全身エイジングケア 

◆コラーゲンの衰え 

社外秘 



このような方に・・  

CORPO 全身コラーゲンカプセル「コルポ」 

現在の肌状態に満足していない！  
 
老化の始まりを防ぎたい！ 
  
お肌に活力を与え、若々しく見られたい ！ 
 
肌色がくすみがちで  艶が失われがちな方！ 
 
他にしているエイジングケアの効果を長持ちさせたい！ 
  
他にしている痩身メニューの効果をさらに出したい！ 
 
内側のエネルギーに活力を与え、リフレッシュしたい！ 
 
忙しくて時間がないけれど、健康・美容を気にしたい方にも！ 
 
 
 
 
  



CORPO 導入メリット 
全身コラーゲンカプセル「コルポ」 

新メニューの導入 

高いリピート率 

人件費を抑えます 

技術がいらない 

話題性のある新メニューを導入することにより、 
新規顧客集客に繋げることができます。 

効果を実感していただきやすいので、リピートに繋げる 
ことができます。コースを組みやすいメニューが作れます。 

お客様がコルポに入っている間、エステティシャンの手間が 
かからないので、人件費を節約できます。 

他の美容機器のように、施術者の技術は必要ありません。 

安全性が高く、ノーリスク 
直接電流を流したり触れる機器ではないので、 
負担も少なく、リスクもありません。 



CORPO の特徴  

業界初 良質の赤色LEDを使用 

選べる2タイプ(ベッド型・スタンド型) 

自社メンテナンスサービス 

PSE規格取得済み 

良質のLEDを使用することにより、大幅に電気料金を削減！ 
さらに長寿命でコストダウン！ 

使用用途、使用環境に合わせて、２タイプをご用意しています！ 

自社メンテナンスにより、より的確で迅速なアフターフォローをご提供！ 

CORPO（コルポ）は、安全・安心のPSEマークを取得しています。 

全身コラーゲンカプセル「コルポ」 



CORPO LEDの電気代 
全身コラーゲンカプセル「コルポ」 

CORPO 
(ＬＥＤ) 

コラーゲン機器 
(蛍光管) 

1回30分 約9円 1回30分 約27円 

【ベッド型】消費電力：2400w 【ベッド型】消費電力：770w 

稼働２５日/月 ５名来店/日   の場合・・ 

１ヶ月 約1,125円 

２年  約27,000円 

稼働２５日/月 ５名来店/日   の場合・・ 

１ヶ月 約3,375円 

２年  約81,000円 

３倍! 



CORPO 全身コラーゲンカプセル「コルポ」 

LEDの寿命 

CORPO 
(ＬＥＤ) 

コラーゲン機器 
(蛍光管) 

約5000時間 

ランプ寿命 ランプ寿命 

１年で  約 7 5 0時間使用  

ランプ交換時期 

約6年後 

稼働２５日 /月  ５名来店 /日    の場合・ ・  

7倍! 約700時間 

ランプ交換時期 

約1年後 



ベッド型 

CORPO 製品  
全身コラーゲンカプセル「コルポ」 

消費電力 ：770w   

電   源 ：AC100V   50/60Hz 

サ   イ   ズ   ：W193×D90×H123cm 

 LED管：24本        LED球：10368個 

￥1,800,000 

消費電力 ：380ｗ   

電   源 ：AC100V   50/60Hz 

サ   イ   ズ   ：W193×D95×H113cm 

 LED管：12本        LED球：5184個 

◆送料・設置費は無料です。 (沖縄・離島は実費となります。 )  

◆電気工事等は不要で、製品が届き次第すぐにご使用いただけます。  

スタンド型 ￥900,000 



CORPO 全身コラーゲンカプセル「コルポ」 

収益シュミレーション 

使用人数   /日 5人 7人 10人 

合計使用人数 /月 125人 175人 250人 

売上   /月 ￥250,000 ¥350,000 ¥500,000 

コスト(光熱費)   /月 ￥1,125 ¥1,575 ¥2,250 

粗利額 ¥248,875 ¥348,425 ¥497,750 

※月間営業日数・・25日の場合。  ※使用化粧品のコスト・人件費は含みません。 

1回の施術料金・・

￥2,000 

使用人数   /日 5人 7人 10人 

合計使用人数 /月 125人 175人 250人 

売上   /月 ￥375,000 ¥525,000 ¥750,000 

コスト(光熱費)   /月 ￥1,125 ¥1,575 ¥2,250 

粗利額 ¥373,875 ¥523,425 ¥747,750 

1回の施術料金・・

￥3,000 

使用人数   /日 5人 7人 10人 

合計使用人数 /月 125人 175人 250人 

売上   /月 ￥500,000 ¥700,000 ¥1,000,000 

コスト(光熱費)   /月 ￥1,125 ¥1,575 ¥2,250 

粗利額 ¥498,875 ¥698,425 ¥997,750 

1回の施術料金・・

￥4,000 



CORPO 全身コラーゲンカプセル「コルポ」 

フォトトリートメントジェル 
コラーゲンの中でも最も効果の高い、サクシニルアテロコラーゲンを配合したコルポジェル。 

お顔はもちろん、身体全体に塗布をしてコルポに入ることで、さらにぷるぷるしっとり肌へ導きます。 

【コルポジェル】 

サクシニルアテロコラーゲン 
安全で効果の高いコラーゲンとしてコラ 
ーゲンの中でも最高級とされています。 
お肌に潤いと弾力を与えます。魚由来。 

アセチルヘキサペプチド-8 
アルジルリンとも呼ばれ、シワの改善や 

予防への有用性が期待される成分として、
「塗るボトックス」と呼ばれています。 

フラーレン 
高い抗酸化効果により、お肌の老化を 
防ぎます。美白作用やコラーゲンの生 
成を促進する作用もあるエイジング 
ケア成分です。 

ヒアルロン酸 
肌表面に潤いの膜をつくることに 
より、肌のバリア機能を高めます。 

ボタンエキス 
ペオニフローリン、アラントインを含み、 
抗炎症作用に非常に優れています。 
また血行促進作用により肌に透明感を 
与えます。 

フユボダイジュ花エキス 
冬菩提樹の花から抽出されるエキスで、 
保湿作用と、血行促進作用に優れてい 
ます。 

アルニカ花エキス 
外的刺激からお肌を守る効果があり肌
荒れを防ぎます。また血行促進作用にも
優れています。 

アルテア根花エキス 
アスパラギン酸、ペクチン、タンニン
などを含み、保湿効果や収斂作用 
に優れています。 

 通常：  1本 定価￥3,800 サロン価￥2,280    1ロット（12本)の場合： 1本  定価￥3,800 サロン価￥1,900 (※税抜)  

コスト 

全身トリートメント使用時 

【1000ml】 
 

1本で  約67回分 
 

1回 約164円(15ml) 

通常： 1本  定価￥20,000  サロン価￥11,000   1ロット（3本)の場合： 1本  定価￥20,000 サロン価￥9,000 (※税抜)  

100ml 

1000ml 

社外秘 


