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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

＼人気No．2メニュー／ 足痩せし
たい or お腹痩せしたいという方
に！ オールハンド・インドエステ
上半身or下半身集中痩せコース90
分 クーポンご利用で【8,800
円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

ももこ さん（30代前半/女性） 2020年07月15日20:57

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池孝子

ももこ様
この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
初めてのエステで緊張されたとは思いますが、ももこ様の想いを大切に
全力でサポートさせて頂きます。
目標に向かって一緒に頑張りましょう！
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

ひー さん（20代前半/女性） 2020年03月14日01:03

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 西川

ひー様

口コミのご投稿ありがとうございます！

この度は、勇気を出してご来店くださり、ご入会を決意いただきまして誠にありがとうございます。
そのお気持ちを決して無にせぬよう、これからひー様の目標クリアーに向かって全力でサポートさせて頂き
ます！

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

西川

ゆきぴ さん（50代後半/女性） 2020年01月12日16:41

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 西川

ゆきぴ様
この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
初めてのエステサロンで不安と緊張の中ご来店いただいた
ゆきぴ様のお気持ちを決して無駄には致しません。
しっかり結果が出るよう、ゆきぴ様に喜んで頂けるよう
私も全力でサポートさせていただきます。
これから二人三脚で一緒に頑張って参りましょう！
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

とこみ さん（30代前半/女性） 2020年01月12日15:43

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池孝子

とこみ様
口コミのご投稿誠にありがとうございます。とこみ様ご自身でも努力されてますので、少しでもお役に立て
られるよう最大限にサポートさせて頂きます。
インドエステは、自然治癒力を高めて体質改善しながら健康的に痩せやすいお身体に導いていきます。
春までに、とこみ様の理想に近づくよう頑張りますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

とも。 さん（50代前半/女性） 2019年07月21日12:52

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 とも。様

とも。様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
カブールのインドマッサージは肩こりやムクミなど内側からくるお悩みも一緒に改善しながらダイエットが
出来ます。
これから、とも。様のお力になれるよう精一杯お手伝いさせて頂きますので宜しくお願い申し上げます。

川崎

ひまわり さん（40代後半/女性） 2019年07月05日20:48

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 ひまわり様

ひまわり様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
インドマッサージはお身体の内側から健康へと導いていきます。
少しでもひまわり様のお力になれるよう、全力でサポートさせて頂きます！！
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

川崎

あや さん（50代前半/女性） 2019年06月30日13:30

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 左高

あや様

この度は、数あるエステサロンの中から、カブール町田店をお選びくださいまして
誠にありがとうございます。

口コミのご投稿も、重ねて御礼申し上げます。

これからあや様の目標に向かって全力でサポートさせて頂きます！
次回の測定では、初回からの変化をお写真で比べご覧いただきます。
すでにむくみやウエスト周りがスッキリしておりますので、変化が楽しみですね（＾＾）

今後とも引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

左高

のん さん（40代後半/女性） 2019年05月13日10:56

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池孝子

のん様
この度は、口コミのご投稿誠にありがとうございます。日々、視力を使われるお仕事をされていらっしゃる
ので、目まわりの筋肉がとても硬直されていました。
小顔リンパケアコ－スは、顔の30種類もある表情筋をくまなくほぐし、ツボをしっかり刺激しますので施
術後はフェイスラインや目元、鼻の高さがクッキリします。
はじめはどうしても元に戻ろうとする力が強いので、1週間から10日に1回お通いいただくと形状記憶され
ます。
偏頭痛も楽になってきたというお声も頂いております。
お仕事で目を酷使されているのん様にはとてもピッタリです！
今後とも宜しくお願い致します。

青池孝子

きょうこ さん（50代前半/女性） 2019年05月10日08:58

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 川崎

きょうこ様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。

アーユルヴェーダをもとにしたカブールのインドマッサージは痩身効果は勿論のこと、しっかりとお身体の
内側から代謝をあげ健康的なお身体へと導くお手入れになります。
きょうこ様のお力になれるよう、精一杯お手伝いさせて頂きますのでこれからどうぞよろしくお願い申し上
げます。

川崎

ana さん（40代後半/女性） 2019年01月25日16:25

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 青池孝子

ana様
この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
以前より、体重が大幅に減量し、ボディラインもとても綺麗になられました。
わたくしも大変嬉しいです。
これからは、リバウンドしないお体を目指すのと、次の目標に向かって
一緒に頑張りましょう。
心のオアシスになれるように全力でサポートさせて頂きます。
今後とも宜しくお願い致します。

青池

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！
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いいね！ 51

カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

60歳 158cm 70Kg
子供の結婚式に向けて、ダイエットをしたいと思いカーブルさんに相談しました！
皆さんとても、丁寧に接してくださって1回での効果も実感しました！！
これから目標に向けて頑張れそうです。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

体型が気になりだしたので来店を決意しました。
エステサロンを利用するのは初めてだった事もあり最初は緊張していました。ですが店員さんは全員気さくで話しや
すいので、私と同じようにエステサロンに不慣れな方でも安心です！
施術に関しても懇切丁寧に説明して頂き、「○○キロ落とす」という様な明確な目標が立てられやる気が湧いてきま
す。
施術中は汗を大量にかきますが、施術後にシャワーを浴びられるのでさっぱりとした気持ちで帰れるのも素敵です。
目標達成させるまでしっかりと通おうと思えました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

55歳 165cm 66kg
運動を止めた10年前からあれよあれよ言う間に10kg以上太ってしまいました。さすがに自分だけの努力で元に戻す
ことに限界を感じ、初めてエステの門を叩きました。料金に悩みましたが、体験での二人掛かりの丁寧でたっぷりの
マッサージ（感動ものです）に期待を込めて、また「痩せられます！」と 力強くおっしゃって下さったスタッフの言
葉を信じてお世話になることに決めました。まだコース１回目なので効果はわかりませんが、終了後の春が楽しみで
す。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

33歳 155cm 50kg 2人目の出産を終え、骨盤矯正・運動・糖質制限・サプリメントとあらゆる方法でダイエットに
励むも効果に苦戦を感じていた頃、ブライダルエステでアーユルヴェーダに通っていた頃の自分を思い出し、当時の
体に少しでも近づきたく、実績も長く豊富なこちらで体験をお願いしました。一度の施術で、体脂肪2％近く、腰回り
も最大3センチサイズダウンし、期待以上の効果で感動しました。マッサージも非常に気持ちよく、老廃物を流すだけ
でなく、凝りがほぐれていくのと、身体が温まるので、痩せるだけではなく、より健康になっていく感じが実感でき
ました。少しの間お世話になりながら、目標体重まで頑張りたいと思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

50歳 159cm 74kg
体重増加が止まらなく、スーツも何度も
買い替えをしており、本当に痩せなくてはと
実感。
マッサージが程良い強さで、一生懸命にやってくださり
こんなに脂肪があって、申し訳ないと思うほどでした。
肩凝りもひどいのですが、マッサージ後は
体もスッキリしたようで、これでサイズダウンも
するのなら、一石二鳥だと思います。
効果が出るとよいなと思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

45歳 152cm 54kg
一年前の健康診断で血圧、血糖値が正常ギリギリの高値となり、自己流の運動と食事制限で半年で７kgほど落としま
した。しかしその先がどうしても落とせずにいました。
自宅から通える範囲で痩身エステを検索してこちらに興味をもち体験しました。

初めてのエステで、とても緊張しました。また、マッサージにいくと、リラックスしなきゃ！と余計に身構える性分
で、おまけに代謝も悪く、汗が出るのか半信半疑でしたが、とても気持ちがよく、所々眠ってしまい記憶もまばら…
（笑）

技術はクチコミ通りの、素晴らしいものでした。

お値段は高いような気になっていましたが、90分×エスティシャンお二人なので、納得でした。

痩せて、健康になれるように頑張らなきゃ！と楽しみに通いたいと思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

49歳
164cm
56kg
元々食べることが大好きでしたが、運動も定期的にやっており、体重はキープできていました。
しかしここ2～3年程で少しづつ体重が微増。
お腹まわりにぜい肉がどんどんついて、何をやっても元に戻らない。
これが中年太りか…
自分でできることは手を尽くしたので、前から興味のあったインドエステにお世話になることにしました。
元々アロママッサージ等も大好きでしたので、全身のリンパを流してもらって、コリもほぐれて、それでボディメイ
クができれば一石二鳥だなと。
正直、料金は高いなと初めは思いましたが、一度体験で全身コースを受けてみて、施術内容と金額は見合っていると
納得。
ウワサ通り、両脚・両腕のツインマッサージは息ピッタリでスゴイ！
圧も程良い強さで、しっかり流れている感覚とコリがほぐれて気持ちがいい！
終わると汗びっしょりで、運動後と同じような程良い疲労感があり、ただ寝てマッサージを受けているだけなのに達
成感があります。
いつもむくみが気になっていた太ももやお腹まわりのお肉が柔らかくなってきました。
中年太りに負けないように頑張ります。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

45歳、158cm、48kgです。
オールハンド小顔リンパケアの施術をお願いしました！ 。
アラフォーとアラフィフの真ん中になり、
顔がボコボコとジャガイモ化してくるのを
感じていました。仕事が忙しいとき、ママ友に「疲れてるねー」といわれたのも予約したきっかけです。体重に大き
な変動がなくても、顔になめらかさやハリがなくなってくると、老けて見えたり、やつれて見えたり…
そんな悩みも、カブールのオールハンド、小顔リンパケアなら変わるかな⁇と思って、
お願いしてみました！

感想
１ いちばんびっくりしたのは、目がぱっちりしたこと！顔に埋もれていた目が、キラッと光った気がしました。

２ そしてオールハンドのんマッサージが気持ちよかった。小顔リンパケアというので、顔だけの施術かと思えば、デ
コルテのマッサージ、足のマッサージ、ヘッドマッサージまで！至れり尽くせりで至福の時間でした。

３ そして肝心の顔、ですが、フェイスラインがなめらかになった実感がありました。
施術後のメイクのノリもバツグンで、これは同窓会前にはマストだなと思いました。
またリピートでお願いしたいです！！

ポイントゲット 

【メニュー】 フェイシャルトリートメント カブールイチオシ★フェイシャルコースはコレ！！ 小顔＆リフティングコ
ース（70分）

【　評価　】

以前には老舗のエステサロンで痩身コースなどに長く通っていました。多忙のため続けづらくなったことと、サロン
の独特な優雅さが今の自分（50代になり肥満や血圧を健康上の理由からコントロールしたい）には合わないと感じて
いたこと、アユールベーダには前から興味があったことからこちらで体験コースを受けました。

衝撃的だったことは、
・初めにサウナに入るのですが、エステティシャンの方が狭いサウナの個室に一緒に入り汗をかく私にオイルマッサ
ージを、座ったままとはいえしっかりとやってくださったこと。
・その後のトリートメントが個室ではなく大部屋で行われること。蒸されたりマッサージを受けたりしているほかの
お客の方々が横たわるベッドが並んでます。雰囲気的には、ヘアサロンの椅子がベッドになったような、あるいは整
体院の施術室が綺麗になったようなイメージが近いかも。おしゃべりするスタッフやお客さんはおらず、みなさん静
かでした。
・老舗サロンでは別料金が追加されていた、全身をラップして温熱を加えるというのはここではデフォルト。
・腕と脚のトリートメントの時にはエステティシャンが二人ついて、左右同時に同じリズムで施術をして下さる！こ
れはかなりの快感です。かつ、限られた時間がとても有効に使われていると感じました。トリートメントは力強く、
動きはスピーディーで、しっかりと流してもらえたという実感がありました。

正規で入った場合の1回あたりの金額が少し高めと感じていましたが、それも納得の内容でした。ちなみに体験1回で
下腹部以外はサイズダウン、肘下と膝周りは見てわかるぐらい形が変わりました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

44歳154cm51kg
気付いたら体重が60kg後半に……なんとかしなければと、思ったときにカブールを知りました。最初はインドエス
テ？どんな事するの？と不安でした。が 思い切って扉を叩き いざっ→最初の不安な気持ちが一気に吹っ飛び それは
それは心地よいものでした。
日頃の生活面の見直しや食べ物のアドバイスもためになりました。
ダイエット目的でうかがってますが 今では心のオアシスにもなっております。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

1  2  3  4  5  次の10件»
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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イベント

@cosme限定VIPクーポン

＼人気No．2メニュー／ 足痩せし
たい or お腹痩せしたいという方
に！ オールハンド・インドエステ
上半身or下半身集中痩せコース90
分 クーポンご利用で【8,800
円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

ヨウコ さん（40代前半/女性） 2019年01月11日20:14

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 川崎

ヨウコ様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。

カブールのインドマッサージはお身体の内側から代謝をあげていきます。そして、アーユルヴェーダは予防
医学といわれていますので、これから健康のためにもヨウコ様のお身体をしっかりとケアさせていただきま
すね（＾＾）
これから、どうぞよろしくお願い申し上げます。

川崎

小力 さん（20代前半/女性） 2018年12月05日22:27

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 川崎

小力様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
ズボンも履けるようになったと聞き私も嬉しく思います。
これからも小力様のお身体、しっかりとケアさせて頂きますので宜しくお願い致します。
私たちも小力様にお会いできるのを毎回楽しみに、心よりお待ちしております（＾＾）♪

川崎

ミー さん（30代前半/女性） 2018年11月15日22:08

接客全般 4 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 川崎

ミー様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。

カブールのインドマッサージは身体の内側から代謝をあげていきますので、冷えなどのお悩みも改善してい
きます（＾＾）
まずは結婚式に向けて精一杯お手伝いさせて頂きますので宜しくお願い致します！！

川崎

A．O さん（40代後半/女性） 2018年10月30日09:34

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 川崎

A．O様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
アーユルヴェーダ、インドエステはダイエットは勿論、しっかりとお身体の内側から代謝を高めていきま
す！
A．O様の目標に向かって全力でサポートさせて頂きますので宜しくお願い致します。

川崎

J さん（40代後半/女性） 2018年09月24日16:50

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 4 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 中村

J様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。

お忙しい中、お通い頂きましてありがとうございます。
日頃の疲れもリフレッシュしていただきながら、J様の目標に向かって
今後も全力でサポートさせて頂きます。

引き続きよろしくお願い申し上げます。

中村

オミオミ さん（40代後半/女性） 2018年09月06日18:09

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 川崎

オミオミ様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。

オミオミ様のお気持ちにお応えできるよう、全力でサポートさせて頂きます！
お子さんにも喜んでもらえるように二人三脚で頑張りましょう（＾＾）！
これからどうぞよろしくお願い申し上げます。

川崎

まみ さん（50代前半/女性） 2018年07月28日10:38

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 左高

まみ様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。お身体の小さな変化に早めにお気づきになりご来店頂
いた
まみ様のご要望にお応え出来るよう精一杯お手伝いさせて頂きますので、これからどうぞ宜しくお願い致し
ます。

♪アリさん♪ さん（50代後半/女性） 2018年07月11日20:49

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

♪アリさん♪様

口コミのご投稿誠にありがとうございます。

より健康に日々をお過ごし頂くために、これから全力でアリさん様の
サポートをさせて頂きます。
体重の減少ももちろん、ボディラインの変化もこれから楽しみですね！
　　
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

中村

トモ さん（30代後半/女性） 2018年06月09日23:31

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

トモ様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。

代謝促進ももちろんボディメイクもインドマッサージの強みですので、
自力では難しい部分痩せも、少しでもトモ様の理想のボディラインに近づけるよう
全力でサポートさせて頂きます！

これからも引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

中村

チャーチャ さん（40代後半/女性） 2018年05月31日21:13

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

チャーチャ様

口コミのご投稿誠にありがとうございます。

初めてのエステは、様々な不安や心配事が多くなかなか一歩を踏み出せなかったと会員様からもよく耳にし
ます。
私達は、その不安を払拭しお悩みを解消したい一心で誠実にお客様と日々向き合っております。
勇気を出して扉を開けてくださったチャーチャ様の決意を無にせぬよう、これから二人三脚で
目標に向けて全力でサポートさせていただきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

中村

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！
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カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

41歳164cm83kg
40歳を過ぎ、今更ながら、このままの身体では将来の健康が心配だと思い、ダイエットを決意しました。同世代の方
も多く通っているという事や全身のハンドマッサージが有ること、通常料金が示されていた事などで選ばせて頂きま
した。痛みに強くないので、その点が心配でしたが、絶妙な強さがとても気持ちよく、苦痛なく施術を受けることが
出来ました。ホームケア用品等も含めると、少し予算オーバーではありましたが、お店の雰囲気やスタッフの皆さん
のお声がけ、何よりマッサージに大満足でしたので、これから頑張ってみようと決めました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

21歳 161cm 51kg
元々下半身太りがとても気になっていて、筋トレやストレッチなど色々と自分で試してみましたが効果はありません
でした。諦めて大好きな甘い物など好き放題食べていたら体重は人生マックスに、今まで履けていたズボンもキツく
なって動きにくくなってしまいました（笑）このままではマズイと思い、家から近いという理由ですがカブールさん
にお願いすることに決めました。
通い始めて3ヶ月位ですが、ピチピチだったズボンも履けるようになり、見た目的にもだいぶ変わり効果を実感できま
した！
施術中スタッフの方達と話すのもとても楽しく、仕事の悩みなども色々きいてくれたり、心身共に癒されています☆

ポイントゲット 

【メニュー】 季節のお勧めメニュー☆ 本格オールハンドインドエステで速効痩せ！！ セルライトや老廃物をがっつり
流す人気の部分痩身コースです。 オールハンドインドエステ＜足痩せコース＞60分

【　評価　】

29歳 164cm 53kg
結婚式間近で駆け込みました。体験では、丁寧な説明と、気持ちの良いマッサージで対応していただきました。
私は代謝が低く、他の人よりも身体がとても冷えやすい体質でした。効果があまりないのめは？と心配でしたが、私
の身体に合わせて、温めるプログラムを追加してくださったり、寒いですか？と声をかけてくださったりしました。
今はブライダルに向けてですが、もともと下半身の体型が気になっていたので継続できればと思っています。
来週からも楽しみです☆

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

47歳 155センチ 63キロ

この１～２年で５キロ以上肥ってしまい、もう自力では痩せられないと思い、前から家に入る広告を前から

気になっていたので、カブールさんの体験を申し込みしました。
私は、サウナも整体のようなマッサージも大好きで定期的に通っていましたので、
して頂いた施術は、全て至福の時でした。そしてとにかく、終わったあとは心身共にスッキリサッパリしていたの
で、通うことにしました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

47歳 163cm 64kg
少し前まで着られていた服が、どれもなんだか窮屈で残念。ダイエットを決意しました。
2人同時のマッサージは今まで体験したことのない贅沢な時間。優しいスタップさんの励ましで、無理なく進行中で
す。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

47歳 162cm 64．5kg
始めは、チラシで見て気にはなってたのですが、その時はすぐに行こうとは思ってませんでした。ある時、子供に痩
せたら？と言われ体験を行こうと思いました。伺って見たらスタッフの方も話しやすく安心しました。マッサージを
してもらってる時は、ジワジワと汗も出てきて凄く気持ち良かったです。施設の中も凄く綺麗で、びっくりしまし
た。とっても、気分が良くなりした。私はジムなどいっても全然続かないし、けど痩せたい。今回はどうしてもお腹
の脂肪を落としたいし、子供に喜んでもらいたいし、着れなくなったジーンズが履けるのようになりたいので、お世
話になる事にしまた。よろしくおねがいします。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

51歳 161cm 55kg

50歳を過ぎてから運動は週3回以上してるのに、お腹にお肉がつきはじめとれなくなりました。

最初は緊張しましたが、親切に対応してくださり、サウナ苦手な私でも出来そうなので、お世話になることにしまし
た。3ヶ月後が楽しみです。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

57歳、149cm 58．5kg 健康診断（血液検査）で色々オバーしていましたが、少し体重が減ったら改善して来たの
で、この機会にぜひ減量して健康に！と
サロンも清潔感に溢れて、気遣いもされて心地よく、マッサージも思ったほど痛くなかったし、効果も実感したので
続けたいと思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

33歳 158cm 52kg
下半身でっぷりの洋梨体型です。代謝が悪くて中々体重が落ちにくく、代謝を上げながらきれいに痩せたい！と思い
今回体験からお願いしました。下半身のコースでしたがサウナで全身を温めて、2人がかりで下半身のマッサージをし
てもらいました。1回で体が軽くなってむくみもスッキリでした。
スタッフの方はとても親身で明るく丁寧な対応でここにきてよかった！と思わせてくれました。まだ2回目ですが、1
回目にきた時よりも汗が沢山出て代謝アップしてきてるのかなと感じています。今後ともよろしくお願いします！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

47才 162cm 81．2kg
人生最大の体重になり仕事にも支障が・・・
以前から気になっていたインドエステに挑戦してみよう！初めてのエステ、敷居が高い気がして電話も緊張！でも、
メッチャ優しく丁寧に説明してくださり、ここなら大丈夫かな！って・・・実際、伺ってみると本当にフレンドリー
で、でも馴れ馴れしくなく、一気に気持ちがリラックスしました。で、肝心なエステですがツインマッサージ本当に
凄いです！！息のあったマッサージで痛気持ちよく終わった後も爽快でした！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

＼人気No．2メニュー／ 足痩せし
たい or お腹痩せしたいという方
に！ オールハンド・インドエステ
上半身or下半身集中痩せコース90
分 クーポンご利用で【8,800
円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

ワンコ さん（50代前半/女性） 2018年05月31日08:22

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 川崎

ワンコ様

口コミのご投稿誠にありがとうございます。

一回の施術後からすでにマイナス2kgで、いいスタートがきれましたね（＾＿＾）／
目標に向かって全力でお手伝いさせて頂きますので
今後とも宜しくお願い致します。

川崎

まる さん（40代前半/女性） 2018年05月29日16:05

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 川崎

まる様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
当店のインドマッサージは、身体の内側から代謝をあげていきますので痩せやすいお身体に導いていきま
す！
今回のダイエットは成功するよう全力でサポートさせて頂きますので宜しくお願い致します。

川崎

はづき さん（30代前半/女性） 2018年04月19日17:13

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 中村

はづき様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。

勇気を出してご来店くださったはづき様の決意を無にしないよう
これから全力でサポートさせて頂きます。

これからどうぞよろしくお願い申し上げます。

中村

ひなゆき さん（40代後半/女性） 2018年02月06日12:35

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 佐々木

ひなゆき様

口コミのご投稿誠にありがとうございます。

インドマッサージは、体内の浄化、脂肪を燃焼するとともに
オールハンドだからこそボディラインを整えていくことができます。
早速実感頂けて、私どもも嬉しい限りです！
次回の測定が楽しみですね（＾＾）／

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

もっちゃん さん（30代前半/女性） 2018年02月01日10:01

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 青池

もっちゃん様

口コミのご投稿誠にありがとうございます。
お仕事がお忙しくて心身ともにお疲れの時もあると思います。
ダイエットだけではなく、何か少しでも
幸せだな、心もカラダもスッキリしたなと思って頂けたら嬉しく思います。
元気が出ない時こそ私たちを頼って下さい！
全てを受け止めて、美と健康をお守りします。
こちらこそ、今後もよろしくお願いいたします。
青池

momokaka さん（30代前半/女性） 2018年01月31日19:39

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 左高

momokaka様

口コミのご投稿誠にありがとうございます。
これから繰り返しインドマッサージを行うと、代謝が良くなり脂肪燃焼も促進されます。
水着を着るまでに、理想のお身体に近づけるよう精一杯お手伝いさせて頂きます！

どうぞよろしくお願い申し上げます。

左高

AKA33 さん（30代後半/女性） 2018年01月21日16:14

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 川崎

AKA33様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。

インドマッサージはボディラインを整える効果がございます。
繰り返し施術を行うことで、より理想のお身体に近づいていきますので今後とも宜しくお願い致します。
二人三脚で頑張りましょう！！

川崎

ぱりぱり さん（40代前半/女性） 2018年01月19日11:17

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 ありがとうございます！

ぱりぱり様

こんにちは！ご体験の感想をありがとうございます。
勇気を出してご来店して下さりとても嬉しく思います（＊＾＾＊）

これから精一杯お手伝いをさせて頂きますので今後もどうぞよろしくお願い申し上げます！

次回のご来店を楽しみにお待ちしております。

青池

KKR さん（30代後半/女性） 2018年01月11日15:49

接客全般 1 | 雰囲気 1 | 施術満足度 1 | 料金 1 | 総合満足度 1     

返信 お詫び

KKR様

この度は当サロンをご希望下さり誠にありがとうございます。
折角、ご予約を頂戴致しましたのに即時予約の対応ができず誠に申し訳ございませんでした。
また、お電話口での対応の不手際があり、重ねてお詫びを申し上げます。
今後は会員様のご予約が埋まった段階で早急に予約管理を徹底する事と
どうしてもご要望にお応え出来兼ねる際には、まずその点をご理解して頂いた上でお話を進めて参りたいと
思います。
KKR様のお声を無駄にすることなく、今後のスタッフ教育とサロン運営に役立てて参る所存でございま
す。
この度は貴重なご意見を誠にありがとうございました。

サロン責任者　大津

あんころもち さん（50代前半/女性） 2017年11月25日11:31

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 山本

あんころもち様

この度は、ご来店及び口コミのご投稿誠にありがとうございます。
今までご自身一人では難しかったダイエットも、楽しみながらウエイトダウン、サイズダウンをさらに実感
して頂けるように
そして回数を重ねるごとにお身体の変化に喜んで頂けるようにマッサージさせて頂きます！

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

山本

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る

2020年 1月  3月  7月  

2019年 1月  5月  6月  7月  

2018年 1月  2月  4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  12月  

2017年 4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  

2016年 6月  10月  12月  

2015年 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  11月  12月  

2014年 3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  

2013年 2月  3月  4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  12月  

2012年 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  

2011年 2月  3月  4月  8月  9月  10月  12月  

2010年 1月  

2009年 5月  8月  9月  
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いいね！ 51

カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

51歳　164cm 84kg
置き換えダイエットをしてはリバウンドを繰り返し、ある日郵便受けに入っていたチラシを見てすぐに体験コースを
予約しました。
1回で効果を実感して続けようと思いました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

42歳 157cm 69kg
夏に家族旅行で海に行くことが決定し、この５年で10kg以上太った体をどうにかしなければと、カブールさんに体験
に行きました。
スタッフの皆さんは明るく話しやすいし、店内はどこも清潔。サウナの中で汗だくになりながらのマッサージに驚
き、二人がかりでのオールハンドのマッサージは感動ものだったため、お世話になることを決めました。
１人でのダイエットは挫折ばかりで続かないためカブールの皆さんの手を借りて、夏にむけて頑張りますので、よろ
しくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

31歳 159cm 52kg
自分一人でダイエットをするのは難しいと思い、思いきってカブール町田さんへ行ってみました。
エステが終わった後、身体がすごく温かくなりました！またアットホームな雰囲気で丁寧な接客をしてくださり、と
ても良かったです。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

44歳 153cm 61kg
１０年前にチラシを見てからずーっと気になってました。その間にずーっと体重もふえつづけていました。今回下の
子の卒園と入学を控え、思い切ってお試しからやってみました。
今まで若い頃何軒かエステは行きましたが、こちらのダブルハンドのマッサージはまさに天国でした。またあらゆる
所に気配りが感じられとても気に入って入会してしまいました。
体験の翌々日、自宅で薄着で運動していると、５年生の息子に、「痩せたんじゃない？」と言われました。正直一回
の施術では、体重はたいして落ちなかったものの、見た目がだいぶん変わったようでした。更に次の週の施術が終わ
った後、主人の隣に座っていただけなのに、「なんか背中の感じが違う。スッキリしたね」と言われました。もちろ
ん食事に気をつけ、軽い運動も取り入れるようにしてますが、1週間ちょっとでここまで言われるとは。体質改善と言
われ、痩せやすい体になってきたのか、体重も3キロ減りました。この歳で3キロってすごいです。さすがカブールさ
ん。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

29歳　163cm　79kg
24歳の時に仕事のストレスで激太りし、
80kgオーバーになりこのままでは
いけないと思いダイエットを決意しました。
母が色々なお店と比較して１番結果の
信憑性が高そうだからここにしてみたら？
という言葉からカブールさんに決めました。
きちんと通えていた時には70kg前半まで
落とすことができました。
そのあと仕事の部署が変わりストレスが
溜まって通えなくなってしまい、また同じような状況になってしまったことから再度カブールさんにお世話になるこ
とを決め現在もまたお世話になっています。
皆さん明るく人見知りな私でも話しやすく
素人の私から見ても技術が凄いことが分かります。
また結果が出せるように頑張るので
宜しくお願いします！

ポイントゲット 

【メニュー】 @cosmeサロンに掲載されていない施術を受けた

【　評価　】

初インドエステ、とても気持ちよかったです！
普段あまり汗をかかないので、最初はかきずらかったですが、だんだん暖かくなり、終わった後もポカポカでした。
今日はよく眠れそうです！
ありがとうございました＾＾

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

33歳 147cm 65kg
昨日、一回の体験でお腹周りがマイナス6cmになりました。翌朝、デニムのウエストが緩くてビックリ！ 続けて頑張
りますので、よろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

最近お腹がぷよぷよしてきたなーと思いながら何もせずに過ごしていたら気がつけば大変な事に…自分ではどうにも
出来なかったのですが、勇気を出してカブールさんに予約をしました。お店に入るまでドキドキしっぱなしでした
が、スタッフさんも気さくでとてもリラックス出来ました！
体験も全身をして頂いたのですが、終わった後にはスッキリ！
サイズもびっくりするくらい落として頂き、これなら…！！と思ってお世話になる事にしました。
まだまだ目標までは程遠いですが、皆さんの力をかりて頑張りたいと思います！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

即時予約と言いながら、予約が取れません。
予約後に電話で、身長や体重含む個人情報を聞き出し、コースの為に30万円用意するよう言われてから、予約が取れ
ませんと言われましたので、念のため消費者センターに報告致します。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

48歳 155cm 55．5kg
今まで生きてきた中で一番大きく成長してしまい、昨年の服がどれもパツンパツンというか入らない…。
このままではいけないと思って自分でも食事など気をつけてみてたのですが全く効果は現れず…。
そんな時にバスの中でこちらの広告が目に入り、お電話させて頂きました。
早速体験をさせて頂いたところ、一回でも効果を感じ、また運動の苦手な私にピッタリと思い、お願いするとこにし
ました。
まだ始めたばかりですが、確実に効果が実感できていて、毎回の施術が楽しみです。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

«前の10件  1  2  3  4  5  6  7  次の10件»
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

＼人気No．2メニュー／ 足痩せし
たい or お腹痩せしたいという方
に！ オールハンド・インドエステ
上半身or下半身集中痩せコース90
分 クーポンご利用で【8,800
円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

みき さん（40代後半/女性） 2017年11月06日20:57

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 佐々木

みき様
口コミのご投稿誠にありがとうございます。
お家でもマッサージして頂き少しずつ脂肪の状態が変わってきました！
勇気をだしてご来店下さった思いを大切に、お力になれるよう
全力でサポートさせて頂きます。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

佐々木

コンちゃん さん（60歳以上/女性） 2017年10月04日11:20

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 高橋

コンちゃん様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
そしてご入会誠にありがとうございます。

体重もそうですが、インドマッサージはボディラインを整える効果もあります。
スッキリとお洋服が着れるよう精一杯お手だいさせて頂きますので、これからどうぞ宜しくお願い致しま
す。

高橋

もなすかす さん（30代後半/女性） 2017年09月27日20:09

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池孝子

もなすかす様

口コミのご投稿誠にありがとうございます。
何年も前からチラシなどをご覧頂き、お忙しい中
足を運んで下さった事、心から感謝いたします。
健康管理士も多数おりますので、美容だけでなく健康についても
安心してご相談くださいませ。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします！

青池

しろくまもん さん（50代後半/女性） 2017年07月21日18:35

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

しろくまもん様

口コミのご投稿誠にありがとうございます。

以前から気になさっていた下半身のサイズダウンが見えてきて、私どもも大変嬉しく思います！
これからも更に結果がお出しできるよう、全力でサポートさせて頂きます！

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

中村

さと さん（60歳以上/女性） 2017年07月12日19:31

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 さと様

さと様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
そして、ご入会頂きありがとうございます。

着たい服が着れるよう、今後も全でお手伝いさせて頂きますので宜しくお願い致します。
回数を重ねていくうちに、効果も持続し、お身体の内側からしっかりと代謝をあげていきますのでこれから
が楽しみですね（＾＾）！
今後とも宜しくお願い致します。

高橋

さき さん（50代後半/女性） 2017年06月30日19:38

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 さき様

さき様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
そして、いつもご来店ありがとうございます。

だんだんとお身体の内側から代謝があがり、見た目も体重も順調に落ちてきて嬉しく思います。
さき様の目標達成まで全力でお手伝いさせて頂きますので、今後も宜しくお願い致します！！！

左高

おーちゃん さん（50代後半/女性） 2017年06月30日15:24

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 2 | 総合満足度 5     

返信 高橋

おーちゃん様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。

この1ヶ月で体重も体脂肪率も順調に落ちてきて嬉しく思います。
お身体が柔らかくなってきたということは、これからさらに変化が期待できるので楽しみですね（＾＾）
これからも、おーちゃん様の目標まで全力でお手伝いさせて頂きますので宜しくお願い致します。

高橋

☆たまご☆ さん（40代前半/女性） 2017年05月26日13:43

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 たまご様

☆たまご☆様
口コミのご投稿誠にありがとうございます。
勇気をふりしぼってご入会して下さったこと、心より感謝いたします。
結果にご満足頂けるよう
精一杯させていただきます！
今後もどうぞよろしくお願いいたします。

青池

スズ さん（40代前半/女性） 2017年05月20日14:08

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 スズ様

スズ様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
カブールのインドマッサージは、身体の内側からもしっかりと代謝をあげて改善していきます。
日に日に良い方向へとお身体が変わっていくのが楽しみですね（＾＾）
これから3ヶ月、スズ様の目標達成まで全力でサポートさせて頂きますので宜しくお願い致します。

左高

エル さん（30代後半/女性） 2017年05月04日17:40

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 エル様

エル様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。
徐々にお身体の変化も見られ、これからが楽しみですね（＾＾）！
私達も全力でお手伝いさせて頂きますので、目標体重にむけて一緒に頑張りましょう！！

左高

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！
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いいね！ 51

カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

44才、154cm、63．8k
仕事上、食事も不規則になり、その頃から体重が増え続け今まで気にしていなかった上半身がだんだんとたくましく
なっていき（泣）、、これはまずいと思い、決心をし、前々から気になっていたカブールに行きました。
一番心配していた費用の件もすごく真剣に考えて下さり、スケジュールを組んで頂けました。とてもみなさん親切で
す。
体脂肪が少しずつですが減ってきているので自分でも食事や毎日のマッサージを頑張って体重も落とせるといいなぁ
と思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

58歳157cm61kg
久しぶりの法事に喪服を着たらチャックが上がらず汗だくで着たのはいいが苦しくて座っているとお腹回りが段々畑
状態、ワンサイズ上を購入してみたけれどこのままではまた、このサイズもきつくなってしまうのではと…そんな時
チラシを見つけ半額で体験出来ると事を知り早速申し込み、みなさん感じが良く、分かりやすく説明して頂き安心し
て出来ました。
これなら頑張れそうと今回お世話になることにしました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

34歳 153cm 50kg
1年間で5kg近く太ってしまい、自分なりに努力しても全く戻らなく、途方に暮れていました。
カブールの広告を見て、自分の中で「健康になるエステ」という印象を持ち、体験を受けた後の身体の変化は、 具体
的に数字でも伝えてくれましたが、見た目も変化があり、カブールさんに手伝って頂き、ダイエットする事にしまし
た！
40代を前に、頑張りたいと思います！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

ずっと気になっていたカブールさんの体験で下半身お願いしたところ、年齢とともにむくみやすく、体重も減らなく
なっていたのですが、明らかに身体が変わりそうな実感と、お店の設備、スタッフさんの雰囲気、どれも良かったの
で入会しました。今、3週間くらいたちましたが、体重の減り以上にサイズが減っていると思います。技術が高いの
と、いつもお店が綺麗で清潔なので気持ち良く通わせて頂いています。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

59歳 159cm 81kg
着たい服がなく、鏡の中の姿にガッカリ！自分流のダイエットでは効果がないのでお願いしました。一回のマッサー
ジで効果大！！ 期待してます！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

加速度的にやせています！頑固なお腹回りがすっきりしてきて気分も上向き。マッサージは痛くないし終了時点でサ
イズダウンが感じられて嬉しいです。この調子で頑張るぞ！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

息子の結婚式までにダイエットをしようと決意！全身ガチガチである私の体はオールハンドのインドエステで変われ
るのか少し不安でした。でも、マシンを取り入れながらの施術で約1ヶ月で3kg減、脂肪も一緒に落ちてます。
若い頃からのコンプレックスである二の腕や太い足も少しずつ柔らかくなってきていてこれからの変化が楽しみにな
ってきました。
「大丈夫！一緒に頑張りましょう！」と言うスタッフの言葉を信じて良かった。
おばあちゃんになってもTシャツにジーンズが似合う人が私の憧れです。
これからも宜しくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

体験コースに行く際、自分の中で正直まだ迷いがありました。
けれど終わってみると『変わるきっかけを掴めた！』と前向きになれていました。
オールハンドの施術は本当に凄い！スタッフの方がどれだけ学ばれてるかが伝わります。40歳になり、身体の内面か
ら変えて行く大切さも納得でした。
現在2回目となります。体重計に乗って鏡を見ると『蓄積』って怖い。とつくづく感じます。鏡を見て自分の変化を楽
しみ！と思える日が来るように頑張ります！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

もうすぐ40歳を目前にこのままではいけないと奮起！初めてエステの扉を叩きました。冷たく固まったお腹の脂肪、
セルライトに覆われた太もも・・・。きっとスタッフのみなさんもゲゲゲと思ったに違いありませんが、みなさんそ
んな表情も見せずいつも笑顔で「一緒に頑張りましょう！」と声をかけてくれます。マッサージ慣れしていない私
は、初日太ももの内側や脇腹を揉まれた時は、イテテテとなりましたが、2回目以降は痛みは半減し、3回目になると
体の脂肪が少しずつ柔らかくなったのかとても気持ちよく受けられました。食事制限しても運動しても体重が減らな
くなると自暴自棄になって投げ出したくなってしまいますが、一緒に私の体と向き合ってくれるカブールのスタッフ
さんの顔を思い浮かべると、大丈夫！まだ頑張れる！と思い直せます！誰かに見られているのはいい意味での抑止力
になりますね（笑）これから3ヶ月、頑張ります！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

今まで行ってたマッサージとは全く比べ物になりません。めちゃめちゃいいです。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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【例】渋谷のサロンを増やして欲しい。
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@cosme限定VIPクーポン

＼人気No．2メニュー／ 足痩せし
たい or お腹痩せしたいという方
に！ オールハンド・インドエステ
上半身or下半身集中痩せコース90
分 クーポンご利用で【8,800
円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

ダヒコ さん（50代後半/女性） 2017年04月12日16:40

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 4 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 ダヒコ様

ダヒコ様

この度は口コミのご投稿誠にありがとうございます。

勇気を出してご来店頂き、そしてご入会いただきまして誠にありがとうございます。
回数を重ねるごとに代謝が上がり、お身体が改善されてきていますね。
体重も順調に落ちてきて嬉しく思います。
目標まで精一杯お手伝いさせて頂きますので、宜しくお願い致します！！

高橋

yagi さん（50代前半/女性） 2016年12月06日18:31

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 4     

返信 中村

yagi様

口コミのご投稿ありがとうございます。

この度は、ご入会下さいまして誠にありがとうございます！

これから繰り返しインドマッサージを行うことで、
内側から代謝の良いお身体にしていくお手伝いを全力でさせていただきます。
そして、yagi様にとって日頃のお疲れも取れる癒しの場ともなって頂けたら幸いです。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

中村

ピコ さん（60歳以上/主婦/女性） 2016年10月12日16:59

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 高橋

ピコ様

口コミのご投稿誠にありがとうございます！

次回は三回目の測定がありますので、お身体の変化を一緒にみていきましょう（＾＾）／
楽しみですね！

結果をお出しするため、今後も全力でマッサージさせて頂きます。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

あんず さん（30代後半/主婦/女性） 2016年06月18日09:14

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信

あんず様

この度は口コミのご投稿ありがとうございます。
そして、ご入会誠にありがとうございます。

インドマッサージはただ体重を落とすのではなく、しっかりとお身体の内側から改善していきますのでご安
心ください。
思い切ってご来店していただいた、あんず様のお気持ちに応えられるよう、精一杯お手伝いさせていただき
ますので宜しくお願い致します。

高橋

ノリノリ さん（50代後半/女性） 2016年06月16日21:36

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

ノリノリ様

いつも大変お世話になっております。
この度は、口コミのご投稿くださいまして誠にありがとうございます。

今年の冬には「ロングブーツ」を履いて更にお洒落を楽しんでいただけるよう、
私どもも全力でトリートメントさせて頂きます！！

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

青池

コニー さん（30代後半/一般事務職/女性） 2015年12月09日05:46

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信

コニー様

コニー様この度は口コミご投稿いただき誠にありがとうございます。
サウナに入りマッサージすることでより代謝をあげ、マッサージでの効果やデトックス効果も高まります
し、
女性の悩みである冷え性・ムクミの改善にもとても効果的です！！
これからもコニー様のお身体と向き合い、精一杯トリートメントさせていただきますので
これからもどうぞよろしくお願い致します！！

石塚

あお さん（50代前半/技術職/女性） 2015年12月02日15:56

接客全般 4 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 3     

返信 青池

あお様、口コミご投稿誠にありがとうございます。
色々と不安のなか信頼してお通い頂きまして本当に嬉しく思います。
私どもは、結果にこだわるだけではなくお客様の心に寄り添えられるサロンでありたいと思っております。
あお様にとって通って良かった、と心から思って頂けるよう誠心誠意誠実に真心こめて
全力でお手伝いさせていただきます！
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
青池

A． さん（50代前半/女性） 2015年11月12日15:04

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信

A．様

この度は口コミご投稿頂きまして誠にありがとうございます。
お悩みの部位のサイズダウンはもちろんのこと、内側からもしっかりと代謝をあげていくマッサージです。
お身体が変わっていくのが私も楽しみです！
これからも精一杯マッサージ致しますのでよろしくお願い致します。

高橋

ひかりん さん（50代後半/公務員/女性） 2015年11月03日16:16

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信

ひかりん様

この度は口コミご投稿くださいまして誠にありがとうございました。

カブールのインドマッサージは痩身効果と共に、お体の内側からも健康的に美しく改善できます。
これからマッサージが『気持ちいい』と感じていただけるよう、
今後も誠心誠意向き合って全力でお手伝いをさせていただきますので、どうぞよろしくお願い致します。

高橋

puppuku さん（50代後半/主婦/女性） 2015年09月23日19:18

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信

puppuku様

この度は口コミご投稿くださいまして誠にありがとうございました。

決心してご入会くださったpuppuku様のお気持ちを大切に精一杯お手伝いをさせていただきますので一緒
に頑張りましょう！
これからお体が変化していくのが楽しみですね。

今後ともよろしくお願いいたします。

高橋

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！
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2013年 2月  3月  4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  12月  

2012年 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  

2011年 2月  3月  4月  8月  9月  10月  12月  

2010年 1月  

2009年 5月  8月  9月  
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カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

自分流でダイエットしていて3キロ落としましたがそれから停滞期に入り悩んでいたところ、カブール町田のチラシを
見かけて、とっておきました。
でも太っていた時に買ったスーツのスカートがキチキチになっているのにショックをうけ、エステに行くのは勇気が
いったけど思い切って電話してみました。
そして通いはじめて３回目でリンパが流れ始めたようで、大量の汗が出はじめました。そうなると、トントン拍子に3
キロ落ちました。目標体重まであと3キロ頑張ります。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

『えっ⁉ これで19,440円？』と思うくらいていねいなオールハンドでたっぷり120分マッサージして頂きました。
おかげで疲れきっていた身体がいま一度よみがえってきそうな気分♪
ありがとうございました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

初めてのエステです。
身体の中に溜まった 余分な脂肪や毒素を外に出してスッキリとしたいと思いました。
お腹と背中に機械をかけて 何だか 少し柔らかくして、ハンドマッサージで流し出す感じです。
とても 丁寧なのでしっかりとやってもらった感があります。今 2回目です。食事指導もして頂けるので、気をつけて
続けたいと思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

35歳になり、体のお肉の付き方が変わってきたなと思い、、、、
ただただ、体重を落とすだけでは、駄目だろうな、、、根本から体を変えたいなと思っていた時に、カブールを知
り、約１年位行きたい気持ちを抱え（笑）、思いきって、通うことにしました。

今までオールハンドのアロマリンパを受けたことは何回もありました。
けど、もう、カブールの技術の高さ、素晴らしさに、本当にびっくりし、最初の体験で、大満足で、すぐに、通う決
意が出来ました。
スタッフさんも優しく、こちらの希望もしっかり聞いてくれ、サロンの雰囲気も素敵だし、綺麗だし、これから、通
うのが楽しみでしかたありません。

100％満足出来るサロンだと思います。

思いきって体験を予約した自分、本当に、良かったです。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

長年の下半身に対する悩みを解決するため、最後の痩身のつもりで「下半身コース」を体験しました。下半身と言い
ながらも腰・お腹・背中までマッサージ、それも2人のエステティシャンが同時に施術をしてくれるので、「これは今
までのエステとは違う！」と感じ、本コースを申し込みました。
既に7回通いましたが、着実に体重が落ち（ちなみに50代です）ウエストのラインもスッキリしました。
脚の効果はこれから現れるらしいので、もう少し頑張ります（＾＾♪
スタッフの方々は首にタオルを巻き汗を流しながら一生懸命マッサージしてくださり、家でのケアや食事のアドバイ
スなどもしてくれるので、とても心強いです。
またリンパの流れが良くなったのか、色々な体操・サプリ・食事でも改善されず薬が手放せなかったほどの便秘が解
消されつつあり、体質が変わってきているのを実感しています。
他のエステで思うような結果が出なかった方にもお薦めしたいです☆彡
「あと－2ｋｇ＆ロングブーツが履けるようになる！」を目標に続けます。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

予算が限られてる中、コース内容を自分に合うように作って下さいました。毎回汗だくでしっかりとお手入れしてく
れ、とても気持ちが良いです。一生懸命やっていただいてる姿を見て、自分も前向きに頑張ろうと思えますし、元に
戻るのが申し訳ないという気持ちが出てきてがんばれます。
施術は、サウナから始まり温まる機会が多いので冷え性の方にはとても良いと思います。スタッフの方もみんな健康
的で感じの良い方が多いので安心です。ムリな販売などもないです。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

体験コースのあと、契約するに当たり金銭的にあまり余裕がない中、色々と相談に乗ってくださり、少ない回数でも
コースを提案してもらえて、とても助かりました。
何度か施術を受け、続けられるか考えていましたが、アドバイスをいただき、中途半端にやめるより、もう少し続け
ることにしました。
なんとか結果が出せるように、頑張りたいと思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

オールハンドでのマッサージという言葉に魅かれて全身の体験をしました。
スタッフさん二人がかりで体の両面を丁寧に施術して頂き、滞っていたリンパが流れていくのを実感しました。
また施術前と後でのデータで効果を見ることができるので、ぜひ継続していきたいと思い契約しました。
予算に合わせてコースを決めてくださったのがありがたかったです。
清潔で気持ちのいい部屋ですのでリラックスして通えそうです。3か月後にどの様に変わっているのか今から楽しみで
す。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

予約をとる時から緊張していた、初めてのエステ… 今日、全身コースを体験させてもらいました。
担当して下さったTさんの、丁寧な説明と、細やかな気配りに、少しずつ恥ずかしさや緊張もほぐれ、スタートするこ
とができました。
初回の今日は、まだ「気持ちいい…」とは感じられず、身体のあちこちに感じる痛みを、自分の身体の改善したい場
所！！と認識できました。これから通う中で、どんな風に変わっていくのか楽しみです！！
自分に甘く、身体に気をつかってこなかった私ですが、食事の摂り方、間食について等、Tさんからいろいろアドバイ
スをいただきました。今日から、少しずつ実践してみます。
私以上に汗をかきながら、ずっと笑顔で、親身になってくださったTさんを信じて、これから頑張ってみます。
どうぞよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

数年前にも折り込みのチラシを見て気になりながら。。。ずっと決心できずにいました。コンプレックスの下半身の
体型の改善の為に幾つかのエステと言うものも経験してきましたがいつもある程度の効果が得られた段階でフェード
アウトを繰り返し。。。自分で誤魔化しながら過ごしてきましたf（＾ー＾；
半世紀を過ぎた年齢。別にこのままでも。。。と思う心に抗いはじめた頃にカプール町田のチラシをまた目にしまし
た！！以前にも気になったオールハンドの言葉に惹かれ、タイミング？とお試しの申し込みをして今日体験してきま
した！
体験して納得して！決心して！自分にあったコースを申し込みました！！
担当のTさんははじめからきちんと私に寄り添った接客をしてくださいました！
施術はもちろん他の面でもとても安心感と信頼感を感じられるお店でした♪
女性に生まれた自分を諦めないためにカプールさんにお手伝いいただいてこれから頑張りたいです♪（＊≧∀≦＊）

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】
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東京東京 クチコミ総数 368,508  件

@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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【例】渋谷のサロンを増やして欲しい。

神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 群馬 | 茨城 | 栃木
ビューティポイントとは？よくある質問
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@cosme限定VIPクーポン

部分痩身コースでむくむく足を解
消！セルライトケアにも♪ オール
ハンド・インドエステ部分脚痩せ
コース（60分） クーポンご利用で
【5,500円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

よんよん さん（40代後半/一般事務職/女性） 2015年09月21日06:23

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 4 | 料金 1 | 総合満足度 4     

返信

よんよん様

口コミご投稿誠にありがとうございました。

インドマッサージはダイエット効果ももちろんですが、しっかりと代謝をあげ内側から健康なお体にかえて
いくマッサージです。
よんよん様のご期待に沿えるよう精一杯お手伝いをさせていただきますので、一緒に頑張りましょう！！

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

高橋

まりまり さん（30代後半/女性） 2015年08月26日10:24

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

まりまり様

口コミご投稿誠にありがとうございます。

カブールをお選びいただき、勇気を出してご来店くださったまりまり様の
決意を無駄にせぬよう、精一杯お手伝いさせて頂きます。

これからスッキリしてくるお身体の変化が楽しみですね（＾O＾）／

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

青池

30代のOL さん（40代前半/女性） 2015年08月02日00:46

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 高橋

30代のoL様

口コミご投稿誠にありがとうございます。

努力の成果も出てきて、少しずつ変化がでてきていますね！
次回の測定が楽しみですね（＾－＾）

素敵なウェディングドレスを着こなせるように、全力でお手伝いさせて
頂きます！

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

高橋

ライディーン  さん（50代後半/その他/女性） 2015年07月23日14:31

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 左高

口コミご投稿ありがとうございます。
体力を使われるお仕事をされてるので、ダイエットだけではなく
心身ともに健康的にお過ごし頂けるように
精一杯お手伝いさせて頂きます。
お食事もコントロールされて頑張っていらっしゃいますので
無理をせず、一緒に目標達成しましょう！
今後もどうぞよろしくお願い致します。

左高

しろしろしば さん（40代前半/主婦/女性） 2015年06月03日23:57

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

しろしろしば様

口コミご投稿誠にありがとうございます。

数あるエステサロンの中からカブールをお選び頂き、そしてマッサージを
気に入ってくださりありがとうございます。

ご期待にお応えできるよう精一杯お手伝いさせていただきます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

青池

キーコ さん（30代後半/その他/女性） 2015年05月27日13:01

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 高橋

キーコ様

この度は口コミご投稿頂きまして、誠にありがとうございます。
そして、ご入会ありがとうございます！！

9月の目標まで一緒に、二人三脚で頑張りましょう！！！！
精一杯お手入れ致しますので、今後ともよろしくお願い致します。

MIMI さん（30代後半/化粧品販売/女性） 2015年04月28日17:27

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 左高

口コミご投稿ありがとうございます。
まずは体質改善して、無理のないダイエットをしていきましょう。
体が軽くなるのは勿論の事、ラインも変わり
これからお洋服を選ぶのが楽しくなってきます。
一緒に頑張りましょう。
今後ともよろしくお願い致します。

背中スッキリ！！！！！ さん（50代後半/女性） 2015年04月19日23:51

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 高橋

　背中スッキリ！！！！！　様

口コミご投稿ありがとうございます。
そして、ご入会ありがとうございました。

勇気をだしてご来店してくださった思いを無駄にせず、これから精一杯お手伝いさせていただきますのでよ
ろしくお願い致します。

高橋

パンダママ さん（40代前半/女性） 2015年04月15日20:46

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 左高

パンダママ様

口コミご投稿誠にありがとうございます。

当サロンを選んでいただき大変嬉しく思います。

これから更にボディラインを美しくする為、二人三脚で
頑張りましょう！

全力でお手伝いさせて頂きます。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

左高

ふうちゃん さん（60歳以上/女性） 2015年04月01日00:03

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 高橋

　
ふうちゃん様

口コミご投稿ありがとうございます。

体質改善しつつ、お悩みの下腹部のケアも一緒に頑張りましょう！！
精一杯お手入れさせて頂きますので今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。

高橋

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る
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カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

初めてで不安もありましたがスタッフが情熱的で皆さん素敵！身体の内側から変われるんじゃないかと思えました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

産後体重が戻らず痩せたいと思いつつもなかなか行動に移せず、今の体型がストレスになってました。オールハンド
に惹かれ、カブールでエステ体験をしたところ、2人のエステティシャンの息がぴったりリズミカルでとっても気持ち
良かったので通いたいなと思いました。ただ、小さい子どもがいるので時間的にも金銭的にも制限があり悩んでいた
ところ、私に合わせた通い方を提案してくださりコースを組みました。もちろん効果にも期待しますが、マッサージ
が気持ちいいのでこれから通うのが楽しみです！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

結婚式を秋に控え、慌てて信頼できるエステサロンを探していたところで、カブールの全身体験を受けました。

初めてのエステに緊張したものの、担当の方の丁寧で熱心な対応に安心し、目標に向かって力をお借りすることに決
めました！

お店の皆さんがとても明るく、自分の身体のことのように親身になって下さり、いまは通うのが楽しみになっていま
す！
お陰で、自分の怠け心が出てきたときにカブールの方たちの顔が浮かび、自然と歩く量が増えたり、間食が減ったり
しています。
引き続き、秋に向けて頑張ります！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

全身インドコースを始めたばかりです。お試しで受けたマッサージに感動！噂のツインマッサージも心地良かったで
す。始めるまでに勇気が要りましたが、先ずはサロンの雰囲気で安心しました。スタッフは皆さんお客様思いの方た
ちばかり。話さなくてもお人柄が忍ばれます。しばらくお世話になります♪

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

初めて痩せるためにエステ行きました。
体験で予約していたし、勧誘もないと口コミがあったものの、施術をする前に今後の料金について話をされたときは
少し不安になりました。

施術は痛気持ちいいといった感じです。汗もたっぷりかいて、その日はスポーツをした後のように多少疲労感があり
ました。続けたら確実に痩せるだろうなと実感しました。
しばらく続けて通って行こうと思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

今までエステに通ったことがなく、体験をしたあとの勧誘がしつこいのかなって不安がありましたが、カブールさん
はそんな事ありません。
上半身オールハンド体験をしましたが、機械のように正確に動かされて本当にスゴい！の一言です。
施術後に肩の血流が良くなったのを感じられました。

カウンセリングでは私の悩みをちゃんと聞いてくださり、一緒に解決してくれようと希望の予算と内容のコースを考
えてくれました。
９月の目標に向けて少しでも痩せられるように頑張ります！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

つい先日、前々から気になっていたカブールへ体験でいってきました。

初のエステでわからないことばかりでしたが、親切に対応して下さり感謝しています。

本気で悩んでる方は行ってみる価値はあると思います。

サウナでは店員さんが汗までかいてマッサージして頂いたり、より本気が伝わるお店です。
体験でしたがコースも決め３ヶ月勝負頑張ります！！

老廃物を出した自分の汗に驚きましたが、もっと出したいと思える施術です。
今後ともよろしくお願い致します。

ポイントゲット 

【メニュー】 @cosmeサロンに掲載されていない施術を受けた

【　評価　】

５０代になり、体重が落ちなくなり途方に暮れていました。

今回、お試しの気持ちで思い切ってカプールで全身コースを体験してみましたっ。

痩身エステは初めてだったので半信半疑でしたがその効果・技術の高さい驚きました。
もっと早く勇気を出していれば！です。

コースの組み方も私の予算に合わせてアレンジしていただきました。

痩身のみを期待していたのですが肩こり・固くなってしまった身体のほぐしと癒しの効果もすごいです。
筋膜ほぐれる～♪　リンパ流れる～♪

これからまた服選びを楽しめるように！日々お出かけを楽しめる日を迎えるべくスタッフのかたのお力を借りながら
一頑張りします。

お近くのかたで体重だけではなくスタイルもよくできる痩身＆癒しを求めている方にはお勧めです。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

年々、腰回りについていく脂肪。ヨガや骨盤調整など試してみましたがパッとした効果もなく。
思いきって体験しにいってみました！
マッサージの気持ちのよいこと。スタッフの方の力をお借りしながらきちんと結果がでるようにがんばりたいです！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

もうすぐ還暦。腰痛、肩凝り、こむら返り、高コレステロール、全て肥満から。出来る事が減ってくるのに、食欲は
増えるばかり。仕事にエネルギーを向けるので運動迄力がいきません。そこで見つけたインドエステ。水分補給しな
がら、サウナで温め、機械で脂肪を溶かし、オイルでハンドマッサージ。楽しいおしゃべりもありーので悩みの下腹
部の中華街の大きな肉まんがコンビニの肉まんはたまた小籠包になっていくのに大きな期待を寄せてます。費用もい
ろいろ工夫して頂けます。

ポイントゲット 

【メニュー】 季節のお勧めメニュー☆ 本格オールハンドインドエステで速効痩せ！！ セルライトや老廃物をがっつり
流す人気の部分痩身コースです。 オールハンドインドエステ＜足痩せコース＞60分

【　評価　】
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

＼人気No．2メニュー／ 足痩せし
たい or お腹痩せしたいという方
に！ オールハンド・インドエステ
上半身or下半身集中痩せコース90
分 クーポンご利用で【8,800
円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

たんぽぽ さん（30代後半/女性） 2015年03月31日08:56

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

口コミご投稿ありがとうございます。
意を決してご来店して頂いたこと、そして
お任せ下さったたんぽぽ様のお気持ちを大切に
しっかりとお手入れさせていただきます。
むくみがスッキリして良かったです（＾◇＾）
今後もどうぞよろしくお願い申し上げます！

青池

るりかなん さん（60歳以上/主婦/女性） 2015年03月24日01:20

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

口コミご投稿ありがとうございます。
初めは不安があったとは思いますが私達は誠心誠意誠実にお客様と向き合い、全力でさせていただきますの
で、ご安心下さい！
そして、ダイエットを楽しんで頑張りましょう。
今後ともよろしくお願いいたします。

青池

とこ さん（30代前半/女性） 2015年02月28日19:49

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

　とこ様

早速の口コミ誠にありがとうございます。
今回勇気を振り絞ってご来店された、とこ様の思いを結果に残せるよう精一杯頑張ります！

今後ともよろしくお願い致します。

青池

ゆっこ さん（40代後半/女性） 2015年02月12日15:38

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 左高

ゆっこ様

この度はご入会いただき誠にありがとうございます。

新しいことにチャレンジするのは、初めはとても不安ですよね。
勇気を出しお越しくださったゆっこ様のお気持ちを、決して
無駄にせぬよう全力でお手伝いさせて頂きます！

これからどうぞよろしくお願い申し上げます。

左高

ふじた さん（30代後半/女性） 2015年01月24日20:08

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

ふじた様

口コミご投稿ありがとうございます！

数あるエステサロンの中からカブールを選んでくださり、
そして勇気を振り絞ってご来店頂き誠にありがとうございます。

これから楽しく、結果を追いながら頑張っていきましょうね♪

全力でお手伝いさせて頂きますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

中村

たかやん さん（50代後半/主婦/女性） 2014年12月12日13:41

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 青池

たかやん様

口コミご投稿くださいまして誠にありがとうございます。

これから回数を重ねるごとに、よりお身体の変化を実感して
頂けると思います。

結果でお応えできるよう全力でお手伝いさせて頂きます！

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

青池

ヨーコ さん（40代前半/女性） 2014年11月19日09:20

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

ご投稿ありがとうございます。
お通い頂いて4回目ですが、身体のラインが変わってきて先日のお召しになっていたワンピース姿がとても
素敵でした（＾◇＾）
以前通われたサロンで不安な思いをされたという事でしたが、また今回勇気を振り絞ってご来店されたヨー
コ様のお気持ちを大切に誠実に毎回のお手入れをさせて頂きます！
今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。

青池

ととのまこち さん（40代後半/女性） 2014年11月13日20:58

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

ご投稿ありがとうございます。
まずは体質改善から実感し、少しずつ体重とサイズが落ちてくるのを実感されます。カブ－ルのインドエス
テは筋肉にまで刺激をしますので、かなりのエネルギーを発散させます。
日頃の疲れやストレスも解消して、楽しく頑張りましょう！
私たちも全力でお手伝いさせて頂きますので
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

青池

よし さん（30代後半/女性） 2014年10月14日22:17

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 青池

この度はご入会下さいまして誠にありがとうございます！

ご自宅で出来るケアも含めて
出来る限りのお手伝いをさせて頂きますね（＾＾）／

これからもどうぞ宜しくお願い申し上げます。

次回のご来店を心よりお待ちしております♪

ありがとうございました。

店長　青池

ひろ さん（30代前半/女性） 2014年10月10日11:21

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

口コミご投稿頂きまして誠にありがとうございます。

ダイエットだけでなく、体質改善も一緒に行えますので 
身体がとても楽になってきます。 
これから気温も低くなり、お身体が冷えやすくなります。 
冷えに負けない体を目指しつつ、1月の挙式にむけて一緒に頑張りましょう！！

今後もよろしくお願い致します。

青池

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る
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カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

先日 下半身のお試しコースを受けさせて頂きました☆ 

以前から 気にはなっていたのですが 中々お店に行く決心がつきませんでした。 

今は もっと早く行けば良かったと 思ってます。 

お店の中は 清潔感があり 良かったです。 スタッフ皆さん とてもよくしてくれました☆ 

体験コース後 足のむくみが気にならなくなった気がします☆ これから 通うのが楽しみです！ 
宜しくお願いします。 

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

エステは初めてで不安でしたが、思い切って体験を申し込みました。
お店の雰囲気も良く、スタッフの対応も親切で、安心できました。

オールハンドの施術は、２人で行っているとは思えないほど息があっており、
びっくりしました。

こちらの予算や希望も聞いてくださり、コースを提案いただいたので、
お任せしてみようと思いました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

お腹の脂肪をずっと見て見ぬふりをしてきましたが、一念発起！今日全身の体験をしてきました。入るまでは不安で
したが、説明もしっかりしていただき、施術も真剣さが伝わりとても感動しました。初めてのエステ体験でしたが、
ヤル気も出て頑張ろうと思えたので、普段の生活も気を付けていきたいと思います！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

初めは不安な気持ちで伺いましたが、真剣に話を聞いてくださり的確なアドバイスもいただけて、お世話になってみ
ようと思いました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

一年近く悩み、ついに今日全身の体験をしてきました。まずお店はとてもきれいでアットホームな雰囲気で安心しま
した。施術も全く無駄が時間がなく、お二人の息のあったマッサージにとても感動しました。最後の測定では全身少
しずつ細くなりとても嬉しかったです。初めてのエステ体験でしたがこんなにすぐに効果が出るなんて感動です。元
の体型に戻らないように普段の生活も気を付けます！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

まずは体験と思い、全身インドマッサージを申込みました。初めてのインドエステ……緊張しましたがスタッフの
方々がとても優しく丁寧なので落ち着いてマッサージを受けることが出来ました。終了後、体はボカボカでサイズも
数センチずつ減っていて驚きました。二回目からは下半身の部分エステにメニューを決めエステしてもらったとこ
ろ、体から汗が沢山出て、お腹のマッサージをしてもらっている時など腸の動く音まで聞こえてきて驚きました。と
ても気持ちよく、サイズもまた減っていて嬉しかったです。スタッフの皆さま、また伺いますのでよろしくお願いし
ます。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

二人目を出産後 増え続ける体重に困り ジムや大手のエステに通ってみては 挫折。
こちらのカブールさんに期待を胸に体験に伺いました。
スタッフの皆さんの 本気さ、息の合ったツインマッサージ、今回は痩せられそう！！と実感できました。
今 数回通って 体にも変化が出てきました。
まだまだ がんはらなくては！

ポイントゲット 

【メニュー】 季節のお勧めメニュー☆ 本格オールハンドインドエステで速効痩せ！！ セルライトや老廃物をがっつり
流す人気の部分痩身コースです。 オールハンドインドエステ＜ウエスト集中コース＞60分

【　評価　】

衣替えしようとしまっていた服を取り出したり、新しい服を買う時はずいぶん前から苦痛に感じるようになっていま
した。そこで今回、いよいよ決断して、体験に伺いました。
全身の体験では、何よりもお肉が揉まれて寄せられているのが実感できるようなマッサージがとても気持ちがよかっ
たです。これまで経験したことのあるエステとの違いを感じ、本契約をさせていただくことにしました。
その後何度か伺っていますが、便秘がちなお腹の中でゴロゴロ何かが動く手応えや、発汗している気持ちよさで毎回
すっきりさせていただいています。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

全身マッサージを体験しました。2人の息がぴったり合ったマッサージは驚き！痛気持ち良く、老廃物がしぼり出され
るような感じでした。
対応も良く、ダイエットレシピのコピーも頂きありがとうございました☆
これから頑張って通うので、よろしくお願いします(*^^*)

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

体質改善＋1月に控えた挙式の為に通い始めました。
まだ2回目が終わったばかりですが、
スタッフの方はいつも丁寧な接客と笑顔で対応してくれます。
どのスタッフさんも真剣にサイズダウンや効果について一緒に考えて下さってるんだなーといつも驚いています。
マッサージして頂いた後は本当にスッキリし、体も気持ちも楽になるので次回の予約もとても楽しみです。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

部分痩身コースでむくむく足を解
消！セルライトケアにも♪ オール
ハンド・インドエステ部分脚痩せ
コース（60分） クーポンご利用で
【5,500円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

maiママ さん（40代後半/女性） 2014年10月08日17:30

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 高橋

maiママ様

この度はご入会くださいまして誠にありがとうございます。

不安と緊張の中、勇気を出してご来店いただいたmaiママ様の
お気持ちを大切に、これから結果を出す為精一杯お手伝いをさせて頂きます！
二人三脚で頑張りましょうね（＾＾）／

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

高橋

ミキ さん（40代前半/女性） 2014年10月04日20:11

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 高橋

ミキ様

口コミご投稿誠にありがとうございます。

マッサージを気に入ってくださりありがとうございます。
大変嬉しく思います（＾o＾）／

お疲れも溜まっているご様子でしたので、デトックスも兼ねて
内側から痩せやすい体質を手に入れましょうね！

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

高橋

カカ さん（50代前半/教育機関（教員)/女性） 2014年10月04日11:12

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

カカ様

クチコミご投稿誠にありがとうございます。

ツインでのマッサージは、技術の統一のため
日々特訓に特訓を重ねております。

ご期待を裏切ることのないよう、今後も技術向上を
目指して参ります。

これから私どもも精一杯お手伝いをさせていただきますので
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

中村

けー さん（30代後半/女性） 2014年09月14日08:25

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 青池

先日はご入会して頂きまして、ありがとうございました。
そして、私どものインドマッサージを気に入ってくださったこと
とても嬉しいです！
ダイエットだけでなく、体質改善も一緒に行えますので
身体がとても楽になってきます。
体の変化が少しずつわかってきますので、楽しんでお通い頂けると思います（＾◇＾）
これから気温も低くなり、お身体が冷えやすくなります。
冷えに負けない体を目指しましょう。
こちらこそ、これからもよろしくお願いします。

パピヨン さん（50代前半/その他/女性） 2014年09月05日18:18

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

パヒヨン様

この度はとても嬉しいコメントを頂きまして
ありがとうございます！

「これを機に楽しみが増えた」とおっっしゃっておられましたので
そのお手伝いをしっかりとさせて頂こうと思います！

体内の変化がより感じて頂けるように
スタッフ共々頑張って参ります（＾＾）／

今後もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

青池

ナンシー さん（50代後半/その他/女性） 2014年09月03日22:28

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 高橋

ナンシー様

口コミご投稿下さいましてありがとうございます。

インドマッサージはボディメイキングもしながら、しっかりと内側からのケアも致します。

これから、精一杯お手伝いさせていただきますのでどうぞ宜しくお願いします。

高橋

葵 さん（50代後半/女性） 2014年08月24日21:10

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 4 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 青池

葵様

口コミご投稿下さいましてありがとうございます。

数あるエステサロンの中からカブールをお選びいただき
誠にありがとうございます。

ここで良かった！と思って頂けるように結果でお応え致します！

これから二人三脚で頑張りましょう（＾＾）／

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

青池

ヒーロー さん（40代前半/女性） 2014年07月29日13:35

接客全般 4 | 雰囲気 3 | 施術満足度 4 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 高橋

ヒーロー様

口コミご投稿くださいまして誠にありがとうございます。

カブールではツインでマッサージさせていただく為、 
どのスタッフが入っても差がないよう日々訓練しております。 

嬉しいお言葉、ありがとうございます！（＾＾）！

これから、デトックスするとともにしっかりとお身体のサポートさせていただきますので、今後ともよろし
くお願いいたします。

高橋

ラブ さん（30代後半/女性） 2014年07月12日12:28

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 高橋

ラブ様

口コミご投稿誠にありがとうございます。

普段かく汗とは違い、芯から温まり出す汗は気持ちがいい
ですよね！（＾＾）！

デトックスしながら、健康美を目指していきましょう！

全力でお手伝いさせて頂きます。

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

高橋

ちゅん さん（20代後半/女性） 2014年07月06日03:59

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

ちゅん様

この度は、ご入会いただき誠にありがとうございます。

緊張しながらも勇気を出してご来店くださったちゅん様！（＾＾）！

これから二人三脚で頑張りましょうね！

食事の面や、お家でのホームケアなど分からないことが
ございましたらなんでもご相談くださいませ！

これからどうぞ宜しくお願い申し上げます。

青池

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る

2020年 1月  3月  7月  

2019年 1月  5月  6月  7月  

2018年 1月  2月  4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  12月  

2017年 4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  

2016年 6月  10月  12月  

2015年 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  11月  12月  

2014年 3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  

2013年 2月  3月  4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  12月  

2012年 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  

2011年 2月  3月  4月  8月  9月  10月  12月  

2010年 1月  

2009年 5月  8月  9月  
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カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

今日はありがとうございました。
エステが初めてだったので,ドキドキでしたが,スタッフさんの対応がとても良く,時間が経つうちに不安が安心に変わ
りました。
マッサージは痛いと思っていたのですが,とても心地よく,気持ちが良かったです。
3ヶ月後の変化を楽しみに通いたいです。
よろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

サウナの中でのオイルマッサージ初体験でしたがとても気持ち良かったです。お二人で両脚.両腕同時にマッサージし
てもらえるのも初体験 気持ち良すぎて寝てしまいました。リンパのコリコリをほぐしてもらえて満足です。

✨

美紀

✨

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

全身ハンドでの、そして2人がかりでのマッサージに飛びつき体験させていただきました。想像以上の施術。すぐに契
約するのはないと思って伺いましたが、即決でした。
なかなか時間が取れないのでどこまでがんばれるか少々心配ですが、
年末、来春、、、
変化した自分を夢みて通わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

体験で行かせて頂きました。
スタッフの方の接客も、皆さん笑顔でとても雰囲気の良いお店でした。
ハンドが一番効果的だと思い探していた所、チラシを見てひかれました！
マッサージがとても気持ち良く、二人で施術していた様ですがタイミングがとても合っていて、一人でやっているん
じゃないかと思う位息が合ったマッサージでした！
気持ち良すぎて眠たくなりましたが、寝ちゃって気持ちよさを覚えていなのは勿体無い！
結果もサイズダウンしていたし体重も減っていたのでとても満足です！
続けて行きたいと思います。
これからも宜しくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

これではだめだと思い続けて早１０年。
お正月に開かれる高校の同窓会のお知らせと同日に、カブール町田のチラシが郵便受けに入っていました。
初めての経験でドキドキでしたが、丁寧に説明していただき納得の上、実際の体験エステを受けました。
そして、長年滞っていた体の中の老廃物をたくさん出していただきました。
ここに来る前はただ体重が減ってほしいと思っていたのですが、今は体の中をきれいにしてほしいという気持ちにな
りました。
体の中がきれいになれば、結果的に体重はそれなりに落ちていることでしょう。今から、年末に受ける人間ドックの
結果が楽しみで仕方ありません。
こちらの予算を聞いていただいて、その中でより効果が出るコースを選んでいただき、しばらくお世話になることを
決めました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

お店の雰囲気とスタッフの皆さんの明るい対応で、安心して大変することができました。
ホームページや口コミ情報を見ていたので期待度はそれなりに高かったですが、実際に体験してさらにびっくり。ウ
エストのサイズダウンも期待以上でした。慢性的な肩こりも解消できそうなので、しばらくお世話になろうと思いま
す。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

体験エステを決めるまで あちらこちらとネットで調べて、ここに決めました
予約の電話から体験エステ受け終わるまでなごやかに進み『痩せます！』と心強い言葉に引かれて会員になっちゃい
ましたァ
冬が楽しみ

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

滞っていたものが流れた感じがして、痛気持ちよかったです。オールハンドでしかも2人がかりで行ってくれるところ
は、なかなか無いと思います。予算にあった提案をしていただいたので安心しました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

体験させて頂き、マッサージはとても気持ち良く、そして自分の汗の量に本当に驚きました。なにより、体重が減っ
ていてとても嬉しかったです。早速続けて行こうと思いました。

ポイントゲット 

【メニュー】 季節のお勧めメニュー☆ 本格オールハンドインドエステで速効痩せ！！ セルライトや老廃物をがっつり
流す人気の部分痩身コースです。 オールハンドインドエステ＜ウエスト集中コース＞60分

【　評価　】

雰囲気がとてもよく
みなさん親切で
初めてのエステで
緊張して行ったのですが
すごく幸せで有意義な時間を
過ごすことができました。
先日はクーポンを使い体験で
行かせていただいたのですが
これから通います。
食べるのが好きで
運動することが
あまり好きじゃない私ですが
カブールのみなさんと
頑張って行きたい
と思っています。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】
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東京東京 クチコミ総数 368,508  件

@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

＼人気No．2メニュー／ 足痩せし
たい or お腹痩せしたいという方
に！ オールハンド・インドエステ
上半身or下半身集中痩せコース90
分 クーポンご利用で【8,800
円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

sakusakuji さん（40代前半/その他/女性） 2014年07月05日20:03

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 左高

sakusakuji 様

口コミご投稿誠にありがとうございます。

カブールではツインでマッサージさせていただく為、
どのスタッフが入っても差がないよう日々訓練しております。

嬉しいお言葉、ありがとうございます（＊＾＿＾＊）

悩みを抱えた女性の一大決心を絶対に無駄にせぬよう、
これからも技術向上を目指し、スタッフ一同精進してまいります。

左高

あい さん（40代前半/女性） 2014年07月04日14:27

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 高橋

あい様

口コミご投稿誠にありがとうございます。

インドマッサージは全身の施術をすると、なんとジョギング4時間程の
消費量が期待できるんです！
横になっていながら、お身体は脂肪燃焼しようとして運動しています。

そしてボディメイキングも大得意とするインドマッサージで、
これから精一杯お手伝いさせていただきます！

これからどうぞ宜しくお願い申し上げます。

高橋

楽まま さん（40代前半/主婦/女性） 2014年07月01日08:44

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 3     

返信 青池

楽まま様

この度はご入会いただき誠にありがとうございます。

インドマッサージは筋肉を動かしながら、脂肪を揉んだり
たたいたり、つかんだり…！！
ですのでとても消費量が高いのです！（＾＾）！

一人だとなかなか続かないことも、これから二人三脚で
頑張りましょう（＾O＾）／

しっかりお手伝いさせていただきます。

これからもどうぞ宜しくお願い申し上げます。

青池

ばぁば さん（50代前半/女性） 2014年06月20日00:05

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

ばぁば　様

この度は感想を頂きまして誠にありがとうございます！！

初めての場所は緊張しますものね（＞＿＜）

私達に出来る事はこれからも精一杯お手伝いさせていただく所存でございます！

不安な事や聴きたい事はなんなりと気兼ねせずに聴いて下さいね。

ばぁば様にとって特別な空間になれるように…♪
これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

店長　青池

ポポロン さん（40代前半/女性） 2014年06月18日17:58

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

ポポロン様

この度はご入会いただき誠にありがとうございます。

一人でのダイエットは時折心が折れそうになることも…

ですがご安心くださいませ！
私達が全力でサポート致します。

ご出産前の体型に近づけるようこれから一緒に頑張りましょうね（＾O＾）／

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

中村

さつき さん（50代後半/女性） 2014年06月10日08:30

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 高橋

さつき様

口コミご投稿くださいまして誠にありがとうございます。

正しいダイエットには必ず停滞期があります。
痩せたお身体になじむためには必要な期間なのです。
また停滞期がきても一緒に乗り越えましょう！！
もうすぐマイナス10kg達成しますね！！

今後も末永く宜しくお願い致します。

アヌークエーメ さん（60歳以上/主婦/女性） 2014年06月04日01:49

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 4 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

アヌークエーメ様

口コミご投稿くださいまして誠にありがとうございます。

最初は大変かもしれませんが、2人3脚で一緒で、しなやかなボディを目指しましょう！！
精一杯お手伝いさせていただきます。

梅雨入りしてジメジメしてますが、カブールはカラッとしてます！！

これからもどうぞよろしくお願い致します！！

青池

ビーグル  さん（50代前半/女性） 2014年05月24日21:01

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 青池

ビーグル様

口コミご投稿くださいまして誠にありがとうございます。

マッサージ気に入って頂けてとても嬉しく思います！

カブールでは、本場アーユルヴェーダにこだわりスリランカでの研修や毎月の勉強会など、技術・知識向上
に努めています。

ビーグル様のご期待に添えるよう、私どもも精一杯頑張りますので
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

青池

ピギー さん（40代前半/女性） 2014年05月17日22:38

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 4 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 中村

ビギ－様
この度はご入会頂きましてありがとうございました。
これから更に薄着の時期になり、あちこち
気になると思いますが
私達が全力でお手伝いいたします。
何かありましたら
何でもご相談して下さいませ！
今後ともどうぞよろしく
お願いいたします。

中村

れんちゃん さん（40代前半/女性） 2014年05月17日21:32

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

れんちゃん様
以前から見て頂き、今回勇気を振り絞って
ご来店しご入会いただきましてありがとうございました。
お身体のラインや体質の変化が
分かってきますとダイエットが楽しくなってまいります。
精一杯お手伝いいたしますので
一緒に楽しく頑張りましょう！
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

青池

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！
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カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

昨日体験ではじめてお世話になりました。
エステって、あんまり満足できないけど高額なもの、というイメージがありました。ですが、実際にこちらでマッサ
ージしていただいてびっくり！ひとりの手？ふたりの手？って不思議で寝ながら後ろを振り返ってしまったくらい、
熟練の技を堪能させていただきました。エステを続けてみたい！と思ったのは、こちらがはじめてです。それと、お
店の方の笑顔にもとっても癒していただきました♪

mamu

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

とても丁寧に対応していただきました。マッサージもとても気持ち良く夜よく眠れました。サイズダウン期待したい
です。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

お店の雰囲気も良く、スタッフの皆さんの親切な対応がとても印象的でした。
マッサージも気持ち良く、こんなに汗をかいたのは久しぶりです！横になっていただけなのに『やったぞッ』と運動
したかのような達成感を感じてしまいました（笑）なかなか一人では続かないダイエットに、寄り添って一緒に頑張
ってくれていると感じれるサロンだと思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 @cosmeサロンに掲載されていない施術を受けた

【　評価　】

ニックネーム:ばぁば
一番最初の説明の時とっても感じがよくわからないことはしっかりと教えてくれました。
最初にサウナに入ったときに
担当の方が一緒に入って
ジェルクリームを塗ってくれるんですが汗が垂れてびっしょりになりながら一生懸命マッサージしてくれました。そ
の後に二人掛かりのマッサージ。
少し力加減が違うかなと思ったんですが2人の息があっていてとっても気持ちがいい＆あーこれは痩せるなと実感しま
した。セルライトを潰してマッサージしてると素人でもわかりました。お店の方がみんな感じが良くて人見知りの私
でも気分良く過ごせました。わがままも聞き入れてくれてとってもいい方ばかりでした。これからも頑張って通おう
と思いました。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

先月体験に行ってきました。
エステは初めての事だったので、とても緊張しましたが勇気を出して予約しました。

お店の雰囲気も良く、スタッフの皆さんの親切な対応がとても印象的でした。
マッサージも気持ち良く、私の体の状態を見てからコースを決めてくれました。

産後の体型の変化に目を背けてきましたが、年齢的にも一人でのダイエットは続かないと思うので,これから頑張りた
いと思います。

これからもよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

週１回通い始めて半年が経ちました。
施術はもちろん楽しいおしゃべりで心身共にリラックスできて毎週楽しみにしてます。
停滞期もスタッフの皆さんの励ましでなんとか乗り越えられてます。
これからもよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

年を取るにつれて、頭も心も硬くなると聞きますが、年を重ねて行く程、経験豊かで、柳の様なしなやかな女性に…
なりたい…ならなくっちゃ！内面も外見も！ 
外見ねぇ～困った…そんな中、カブール町田店の方々の清々しさが目に入り決めました。
痩せずらく、大変と思いますが、共に進んでくださるハンドパワーに勇気を戴いて、頑張りたいと思っています。

ポイントゲット 

【メニュー】 @cosmeサロンに掲載されていない施術を受けた

【　評価　】

年齢的にも何をやっても体重が落とすことが難しくなり、油断するとそんなに食べていないのに増えてきたりして、
このままだといけないな、と思っていた矢先にチラシに目が留まり、体験から始めました。

スタッフの方々が明るく親切で気持ちが良く、ツインのハンドマッサージは別々の人の手とは思えないほどタイミン
グも力もピッタリで驚きました。力も強過ぎず弱過ぎず、とても気持ちがいいです。

先に通っていた方々の体験同様に自分変化を楽しめたらなぁと思います。

これからもよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

全身コースを体験しました。スタッフの方はとても明るくて雰囲気もよかったです。2人のスタッフの息がピッタリ合
ったマッサージには感動しました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

カブールさんのことはチラシやネットで拝見して、前から気になっていました。
ボディのエステは未経験だったので、色々調べてから意を決して、先日全身コースを
体験しました。

担当の方お二人の息の合った手技はもちろんのこと、冷たいタオルを取り換えて
くださる絶妙なタイミングなどの細かな気配りに感心しておりました。

予算を決めて行ったので、その範囲でのコースを組み立てていただきました。

長年蓄積した余分なお肉とさよならすべく、体質改善への第一歩を踏み出したいと
思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

＼人気No．2メニュー／ 足痩せし
たい or お腹痩せしたいという方
に！ オールハンド・インドエステ
上半身or下半身集中痩せコース90
分 クーポンご利用で【8,800
円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

クローハ゛ー さん（40代後半/女性） 2014年04月25日13:04

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

クローバー様

口コミご投稿くださいましてありがとうございます。

そして勇気を振り絞りご来店いただき、ご入会誠に
ありがとうございます。
そのクローバー様のお気持ち、ご期待にお応えできるよう誠心、誠意お手伝いを
させていただきます。

これから二人三脚でさらに健康なお身体を手に入れましょう！（＾＾）！

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

中村

しゅんたののか さん（40代前半/女性） 2014年04月11日14:46

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

しゅんたののか　様

ご感想を頂きましてありがとうございます！

インドエステを継続していく事で代謝もあがり、
むくみやすいお身体も良い方向へ変化された会員様も
多くいらっしゃいます（＾O＾）／

頑張って通って下さいね！

精一杯お手伝い致します。

これからもどうぞよろしくお願いします。

青池

yurif さん（30代前半/一般事務職/女性） 2014年04月02日08:47

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 2 | 総合満足度 4     

返信 青池

yurif 様

口コミご投稿して頂き誠にありがとうございます。

お客様お一人お一人のお身体に合わせ、手で感じ取り最大限の
結果をお出しする為、カブールはとにかく技術にこだわり、私達は
日々練習に練習を重ねております。

精一杯お手伝いさせていただきますので今後とも
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

青池

m さん（50代後半/女性） 2014年03月08日23:04

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 4     

返信 中村

m様

口コミご投稿誠にありがとうございます。

自分の身体を客観的に見る事ってなかなかないですよね（＞＿＜）

これを機にご自分と向き合い健康美を
手にいれましょうね！

精一杯お手伝いさせていただきます。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

中村

たか子ﾘﾝ さん（60歳以上/女性） 2013年12月24日14:16

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 高橋

たか子リン　様

口コミご投稿誠にありがとうございます。

色々と忙しい中、また新たにご来店頂きありがとうございます！！！

少しずつお身体も変わりはじめてきてますね（＊＾＾）♪

これからまたさらに、　たか子リン様が健康的に納得のいくお身体になるようお手伝いさせていただきます
ので、今後も宜しくお願い致します。

またのご来店お待ちしております！！！

ヒロヤン さん（40代前半/女性） 2013年12月11日17:33

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 4     

返信 高橋

ヒロヤン　様

お通い頂いてのご感想、誠にありがとうございます！

そして、カブールを選んで下さいまして本当にありがとうございました！

目標をもって頑張っていらっしゃるヒロヤン様の
お手伝いが出来た事光栄に思っています！

結婚式のお写真、是非見せて下さいね（●＾o＾●）

今後もどうぞ宜しくお願い致します！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋

You さん（40代前半/女性） 2013年11月30日21:21

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 左高

You様

先日は、ご入会誠にありがとうございます。

不安の中、勇気を出して来てくださりありがとうございます。
とても嬉しく思います。思いにお応えできるよう我々スタッフ一同全力で
お手伝いしたいと思います。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ダイエットは二人三脚ですので、一緒に頑張りましょう（＾O＾）／

左高

うきたんたん さん（50代前半/主婦/女性） 2013年11月06日12:11

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 大津

いきたんたん　様

いつもご利用くださいまして誠にありがとうございます！

お客様からのお褒めの言葉は
スタッフの一番の喜びです。

これからも精一杯、お客様の期待に応えられるように
精進して参ります！

今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。

マネージャー　大津

ジェイ さん（40代後半/女性） 2013年10月21日16:31

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 4     

返信 左高

ジェイ様

口コミご投稿誠にありがとうございます！（＾＾）！

マッサージを気にいってくださりとても嬉しく思います。
ジェイ様のご期待に添えられるように今後もスタッフ一同、技術向上に
努めてまいります。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

左高

なつ さん（40代前半/女性） 2013年10月16日23:42

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 中村

なつ様

口コミご投稿誠にありがとうございます。
体内の循環をよくし、まずは老廃物をしっかり排泄していきましょう！
脂肪が燃焼されてくるとお身体のラインも変わってきますし、
むくみや冷えの改善もできてきますよ（＾O＾）／

精一杯お手伝いさせて頂きます！
今後とも宜しくお願い申し上げます。

ご来店、心よりお待ちしております。

中村

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る
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カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

昨日、勇気をだして来店させていただきました。雰囲気も良く、スタッフの方々も皆さん親切で、実はかなり緊張し
て行きましたが、とても安心して施術を受けることが出来ました。ありがとうございました。
これから頑張っていこう、一緒に頑張ってもらいたいと思い、決心することが出来ました。これからよろしくお願い
します。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

先日はありがとうございました。

初めてのエステで緊張していましたが、担当の方をはじめスタッフの方々が丁寧に対応してくださり、贅沢な時間を
過ごさせていただきました。

下半身コースを体験したのですが、上半身のケアもあり、肩こりが楽になりました。

むくまない体へ体質改善していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

２名で両足を同時にマッサージされるのは、とても気持ちがいいです。
そうとうな体力を使うと思います。
いつも手を抜かず丁寧にしていただき、ありがとうございます。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

お世話になり始めたばかりの私にまで、スリランカの紅茶のお土産をありがとうございました。
初回の施術前写真は『ショック療法』(笑)になりました。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．2／ 上半身痩せ or 下半身痩せしたい方にお勧め！
背中の贅肉や下半身の脂肪セルライトを強力リンパで撃退！ オールハンドインドエステ＜上半身or下半
身集中痩せコース＞90分

【　評価　】

たか子リンの報告
1回目は今年3月→帰路、体が軽く(血流)なり、驚き
しかし訳ありスタート出来ず…

カブールが気になり、状況(母昇天)も変わり再挑戦

2回目11月
全身を心地良く3回、4回目
スーパースリマーも入れ

明日は5回目ワクワク
スタッフの方々は皆さん親切
良いお値段ですが自分で納得行くように努力したい思いです。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

トライアルを受けてから、結婚式前に通い始めて早2ヶ月、上半身を集中してマッサージ＋マシーンでお手入れして頂
きました。食いしん坊な私でも、体質改善とともに、久しぶりにウエストラインをすっきりすることができました！
30台後半でもあきらめないでみなさん是非通ってみてください！
スタッフの皆さんも元気で明るくて毎回気持ちを上げてくれるアドバイスをいただけて、楽しく通うことができます
よ。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ上半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

先日体験しに行ってきました。
少し不安だったのですが、スタッフの皆さんがとても親切で優しく、丁寧で説明も解りやすかったです。
サロンの中も明るく清潔感があってとても良かったです！

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

キレイなサロン落ち着きます。
毎回どのスタッフさんも一生懸命施術してくれて嬉しいです（＊＾＾＊）
手抜きがない！当たり前のことですがなかなかできないことです。
気持ちのこもった施術をこれからもヨロシクお願いします（＾＾ゞ

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

いつも笑顔のスタッフさん、そして最高のマッサージ！
来店するのが楽しみです。

ポイントゲット 

【メニュー】 ボディもフェイスもすっきり！贅沢フルコースメニュー インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルト
リートメント インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルトリートメント140分

【　評価　】

お店の雰囲気のよさ、説明の丁寧さが入会の決め手になりました。また、サプリが苦手な私に、料金に含まれている
サプリを飲むことを無理に勧めなかったのも誠実さを感じました。

三回目が終わり、まだ目に見えた変化はありませんが、脂肪が燃えやすい体に変わってきたことは実感できます。

これからもよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

«前の10件  6  7  8  9  10  11  12  13  14  次の10件»

★おすすめメニュー★
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

部分痩身コースでむくむく足を解
消！セルライトケアにも♪ オール
ハンド・インドエステ部分脚痩せ
コース（60分） クーポンご利用で
【5,500円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

けいこ さん（60歳以上/女性） 2013年10月15日16:38

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 青池

この度はご入会して下さいまして有難うございました。
お仕事が本当にお忙しいけいこ様の、少しでもお役に立てられる様
しっかりサポートさせていただきます（●＾o＾●）
ダイエットは、身心共にリラックスする事も大切です。
いらした際にはぜひ、日頃の疲れも癒しに来て下さい！
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青池

くみ さん（40代前半/女性） 2013年10月12日21:30

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 4 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 大津

くみ　様

感想、ありがとうございます！

エステの扉をたたくのは勇気がいりますものね…

くみ様がエステにどのような想像をなさっていらしたのかが
分からないですけど「ドキドキの時間」が
素敵な時間であったのでしたら嬉しく思います♪

エステはお客様と私達との二人三脚です。
私達も誠心誠意、毎回しっかりとお手伝いさせて頂きたく所存でございます！

これから、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

戴 さん（50代前半/女性） 2013年09月29日14:32

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

先日はご来店頂きまして誠にありがとうございました。
ダイエットはとても根気がいることですが
私達が全力でサポートいたしますので
一緒に頑張りましょう！
そして、希望サイズまで楽しみながら
お痩せになれるようバックアップしてまいります。
よろしくお願いいたします。

カフェオレ さん（40代後半/自営業/女性） 2013年09月20日00:04

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 中村

カフェオレ様

お久し振りです。以前はお忙しい中お通い頂き誠にありがとうございました。そして、現在も維持どころか
ご自身でも更にお痩せになり美に磨きをかけていらっしゃることにスタッフ一同とても嬉しく思います。
数あるエステサロンの中からカブールを選んで頂き、少しでもカフェオレ様のお力になれたこと、
そしてこのような心温まるコメントまで頂き本当にありがとうございます。
カフェオレ様との出会いに感謝し、これからも一人でも多くの女性のお役に立てるサロンであり続けるよ
う、スタッフ一同精進してまいります。

またいつかお会いできることを楽しみにしております。
いつでも遊びにきてくださいね（＾v＾）

これからも益々ご活躍されることをお祈り申し上げます。

カブール町田　中村

そらねこ さん（30代後半/女性） 2013年09月11日13:50

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

そらねこ様

口コミご投稿誠にありがとうございます！

勇気を出してお越し頂き、ありがとうございました。

お気持ちにお応えできるよう、スタッフ一同全力で
お手伝いさせていただきます。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

次回のご来店心よりお待ちしております！（＾＾）！

中村

ガテマラ さん（40代後半/その他/女性） 2013年07月30日23:58

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 中村

ガテマラ様

口コミご投稿誠にありがとうございます。

インドマッサージで代謝が上がり、体内の
循環が良くなったご様子ですね！

一度の施術でも即効性の高いマッサージですが、
繰り返し行なう事でリバウンドしない安定したお身体を
つくっていくことができます。

一緒に健康美を目指しましょう！

中村

らいご さん（50代前半/女性） 2013年06月29日21:30

返信 左高

らいご　様

体験の感想を頂きましてありがとうございます。

汗をかきながらのマッサージなので
スッキリ感はかなり感じてもらえると思います。

お身体の変化も楽しんでもらえると嬉しく思います！

これからも宜しくお願い申し上げます。

左高

kaoli さん（30代後半/女性） 2013年06月15日01:24

接客全般 4 | 雰囲気 3 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 4     

返信 左高

kaoli様

いつもご来店ありがとうございます。
口コミご投稿も頂き誠にありがとうございます。

7月のイベントに向けてラストスパート！
私達も全力でお手伝いさせて頂きます。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

左高

五味茶 さん（50代前半/その他/女性） 2013年06月01日20:04

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 4 | 料金 2 | 総合満足度 4     

返信 左高

五味茶　様

先日はご来店誠にありがとうございました！
また感想を頂戴しましてありがとうございます。

今後もスタッフ一同、精一杯お手伝いさせていただきますので
どうぞ宜しくお願い申し上げます！

またのご来店を心よりお待ちしております。

店長　左高

くろねこ さん（40代前半/女性） 2013年05月21日10:50

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 左高

くろねこ　様

感想を頂きましてありがとうございました！

カブールを選んで下さりありがとうございます。

これからも精一杯お手伝いさせていただきます。
どうぞ宜しくお願い致します。

次回のご来店を心よりお待ち申し上げております！

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る
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カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

初体験しました。
スタッフの方は、皆とても親切で、ケアもとても充実した内容で大満足でした。
これなら頑張れそうです。
通わせて頂きます。
これからもよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 ボディもフェイスもすっきり！贅沢フルコースメニュー インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルト
リートメント インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルトリートメント140分

【　評価　】

全身体験しました。
想像していたことと違うことがたくさんで、ドキドキの時間になりました。
コースの内容も、わがままをきいて頂けたりで、入会を決める事ができました。
これからよろしくお願いします！

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

丁寧な案内で、よく分かりました。「頑張ってみようかな」という気持ちになりました。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

２～５月まで３カ月間通い大変お世話になりました。いつも明るく温かく迎えて下さるスタッフの皆様に励まされ、
３カ月で５７．８キロ→５０・８キロ、体脂肪率２８％→２２％とマイナス５キロの目標を大きく上回り卒業しまし
た。
でも本当は図々しくも５０キロを切って憧れの４８キロというのが憧れでした。
卒業後、何度も戻ろうと思いました。でもご指導頂いた食習慣の改善や冷えの解消に引き続き努め、ジム通いをはじ
めました。思うように効果は上がりませんでしが、卒業から４か月たった今、体重は４７．６キロまで落ちて体脂肪
率は１９．５％になりました。
”大人のＭサイズ”で騙し騙し体型を隠しながら着ていた服は全部処分することになりました。今はボトムは５号か物
により３号になり、ユニクロやＺＡＲＡの一番小さいサイズしか市販品は買えないほどです。
出産から１３年、太ってしまったのは子供を産んだせいだなんて逃げてきた自分にピリオドを打てました。こちらの
エステでの３カ月は生涯忘れません。心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

先日、全身コースを体験しました。
以前に某大手のエステサロンで嫌な思いをしたので少しドキドキしながら行きましたが、スタッフの皆様の笑顔と明
るい対応に安心出来ました。
汗だくでマッサージしていただいたのは、なんだか申し訳ないような気もしましたが・・・一緒に頑張っていただい
てるみたいで、嬉しかったです。
コース料金の相談も嫌味なくしていただきました。
今度こそ頑張って通って結果を出したいです！

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

全身インドエステ★体験してきました！！
施術は気持ちよかったです。何よりも帰宅後の夜のお風呂で変化を感じました。
汗が出る、出る。普段の出方とまるで違う。体験するのお薦めです★★★

ポイントゲット 

【メニュー】 カブール町田店人気メニューTOP2☆ ＼人気No．1／ 30代以上の方、全身まるごと気になる方にお勧
め！ 毒素排出発汗×インドエステで脂肪を削ぎ落し！！ オールハンドインドエステ＜全身痩せコース＞
120分

【　評価　】

辛かったけど、汗を流せて気持ちよかったです。また、接客がとても良かった。

ポイントゲット 

【メニュー】   

いつもお世話になっております。
劇的に変化があると言う訳ではないけれど、確かに効果は感じられます。あと少しですが、引き続き頑張っていこう
と思いますのでよろしくお願いします！

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  【初回限定】オールハンド・インドエステ上半身集中
痩せコース（90分）

【　評価　】

先日全身マッサージを体験しました。
スタッフのみなさん、気持ちよく挨拶をしていただき、
熱心に施術をしていただいたのが印象に残りました。

今後とも通わせていただきすのでどうぞよろしくお願いいたします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

今回は全身の体験をさせていただきました。マッサージしてくれるときの息がピッタリで驚きでした！
汗をこんなにたくさんかいたのも久々でスッキリでした！！
不明だった点も丁寧にいろいろ説明してもらえたし、スタッフさんの雰囲気も良く、これから通うことにしました。
よろしくお願いします！

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

部分痩身コースでむくむく足を解
消！セルライトケアにも♪ オール
ハンド・インドエステ部分脚痩せ
コース（60分） クーポンご利用で
【5,500円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

りすこ さん（40代前半/女性） 2013年05月20日19:35

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 大津

りすこ　様

いつもご利用下さいまして誠にありがとうございます！

色々なサロンのご経験の中での
当サロンへの評価に大変感謝致します。

いつもお一人お一人のお客様にとって
今日が最も良い日だったと思ってもらえたら
とても嬉しいです。
そう思ってもらえるように
これからも努力をして参りたいと思います。

これからもどうぞ宜しくお願い申し上げます。

ありがとうございました！

らいむ さん（30代前半/その他/女性） 2013年05月16日21:06

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 高橋

らいむ　様

先日はご来店誠にありがとうございました！

またカブールを選んで下さりありがとうございます！！

まずはセルライトの改善から頑張りましょう！

少しずつお身体の変化を感じてもらえると思います♪

夏休みに水着を着る目標に向けて
また来週のご来店をお待ちしております！！

Kazuminnie さん（40代前半/女性） 2013年05月16日19:25

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 高橋

Kazuminnie様

こんにちは！！
ご感想を頂戴しまして誠にありがとうございます！

また、カブールを選んで下さって本当にありがとうございます♪

ご趣味も沢山お持ちで、何かとお忙しいとは思いますが
これからもスタッフ全員、精一杯施術をして参ります！！
一緒に大発汗でダイエット、頑張りましょう！

ありがとうございました！

次回のご来店をお待ちしております。

ﾍﾟｽ君 さん（40代後半/女性） 2013年05月16日17:56

接客全般 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 中村

ベス君様

口コミご投稿誠にありがとうございます。

色々なエステサロンを経験されてきたとても
美意識の高いべス君様（＾O＾）／
当サロンをお選び頂きとても嬉しく思います。

これからのお身体の変化が楽しみですね！！
お力になれるよう精一杯お手伝いさせて頂きます。

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

中村

ひさめ さん（30代前半/女性） 2013年04月30日08:51

接客全般 4 | 雰囲気 3 | 施術満足度 3 | 料金 2 | 総合満足度 1     

返信 左高

ひさめ様

先日はご来店頂きましてありがとうございました。
率直なご感想は私どもにとっても大変参考になります。
言いにくいこともご指摘いただき、ありがとうございました。

コース設定に関してですが、当店では結果を実感して頂くために
どうしてもある程度回数が必要なため、ご用意しております。
その旨を来店前のお電話でご説明差し上げているのですが
その時にうまくお伝えできなかったようで、大変申し訳ありませんでした。

また、お茶に関しては施術の直前ですので
あえて常温に近い物をお出しするように心がけております。

ひさめ様からのご感想をもとに、もっと良いサロン作りをしていこうと
スタッフ一同決意を新たにしておりますので
機会がございましたらぜひまたお越し下さい。
お待ちしております。

またご指摘頂きました件に関しては、お客様に御不快な思いを
させてしまい大変申し訳ありませんでした。
深くお詫び申し上げます。

今後このような事がないよう今一度徹底をしてまいります。

カブール町田店　　　　　店長　左高

はるちゃん さん（40代後半/女性） 2013年04月28日22:35

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

はるちゃん様

ご投稿ありがとうございます。

夏に向けて体質改善を兼ねて
一緒に頑張りましょう！

これからもどうぞ宜しくお願い致します。

青池

ｶﾅ さん（40代前半/女性） 2013年04月28日10:29

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 中村

カナ様

口コミご投稿ありがとうございます。

自分のお身体でも知らない事って結構あるんですよね（＞＿＜）
分からないことや不安な事がございましたらなんでも
ご相談くださいませ。

3回目の測定楽しみにしていてくださいね！

今後とも宜しくお願い申し上げます。

中村

Amy さん（40代前半/女性） 2013年04月25日16:48

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 左高

Amy　様

こんにちは！

お通い頂いての感想を頂戴しまして誠にありがとうございます！

なるべくお客様皆さまが快適にお過ごし頂けるように
最善を尽くしておりますが、何かお気づきの点などございましたら
何なりとお申し付け下さいませ！

これからもどうぞ宜しくお願い申し上げます。

ありがとうございました。

店長　左高

春 さん（60歳以上/主婦/女性） 2013年04月16日09:33

接客全般 4 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

春　様

ご感想頂きましてありがとうございます！

カブールには70歳代の会員様も多くいらっしゃいます！
いくつになっても健康と美容は必要不可欠です！！
どうかご安心してお通い下さいね（＾v＾）

これからも宜しくお願いします！

フェアリー さん（60歳以上/女性） 2013年04月12日13:07

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 高橋

フェアリー様

感想ありがとうございます！
次回は写測ですね（＾＾♪

「痩せそうな」予感だけではなく
目で見えると良いです！！

またのご来店をお待ちしております

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る

2020年 1月  3月  7月  

2019年 1月  5月  6月  7月  

2018年 1月  2月  4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  12月  

2017年 4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  

2016年 6月  10月  12月  

2015年 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  11月  12月  

2014年 3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  

2013年 2月  3月  4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  12月  

2012年 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  

2011年 2月  3月  4月  8月  9月  10月  12月  

2010年 1月  

2009年 5月  8月  9月  
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カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

これまで格安サロンから高級サロンまで体験してきましたが
一言であらわすと「誠実なサロン」です。
納得しなければ契約は絶対しない固い決意で行った体験でしたが
迷うことなく契約して、一ヶ月通ったところです。

まだ途中経過ですが、ボディラインをつくるという言葉に偽りなし。
数値も下がってきていますが、それよりも見た目の変化がすごい。
HPに載っているビフォアアフターも本物なんだと納得できます。

派手さはないけれど清潔感があって、スタッフの方々も丁寧で親切。
スタッフさんは若い方もいらっしゃいますが
同年代の方が多く落ち着いた雰囲気で適度に親しみやすく、
安心して体を預けることが出来ます。
個室じゃないのもちゃんと配慮があるので、もう全く気になりません。

噂のツインマッサージは本当にすごいです。
技術の高さをひしひし感じました。
他のクチコミにもありましたが、あっさりしすぎというくらい勧誘がないのも
自信があるからこそできることなんだと思えました。

残りもこのまま通って、夏までにすっきり痩せるのが楽しみです。
あまり人に教えたくないくらい気に入っていますが
いつもお世話になっているスタッフさんへの恩返しも兼ねてクチコミしました。
引き続きよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 ボディもフェイスもすっきり！贅沢フルコースメニュー インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルト
リートメント インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルトリートメント140分

【　評価　】

今回、全身を体験しました。

今まで色々なエステサロンに行きましたが、こんなに息のあったツインマッサージは初めてです！！！

長年付き合ってきた身体で、どこにいっても痩せられなかったのですが、ここなら痩せられる！と思いました。
カブールのスタッフの皆さんとなら一緒に頑張れそうと思い入会しました！
これからよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

先日、初めてお店に行きました。
イロイロなエステサロンに通ってきましたが、スタッフの人が汗だくになって頑張ってくれている姿に感動☆
マッサージは、何とも言えない心地よさで、通うコトを即決しました。
これから、よろしくお願いしまーす。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

今日はありがとうございました。 
体験後に即日10回全身インドエステコース申込みました。
今まで色々なエステを経験してますが『これは違う!』とすぐ分かりました。ただのリンパエステでなくボディを本来
の位置に戻す作っていく施術です。サウナに入り施術中もホットマットにくるまれます。
スタートして間もないのでボディチェンジはまだですが楽しみです。
全身コースですがデコルテは含まれてません。 別料金で施術しましたが脇下から鎖骨・肩甲骨フェイスラインを念入
りにリンパ流し肩周辺が見た目スッキリ肩凝りも楽になりました。
スタッフの方も皆さん親切で色々アドバイス頂き勉強になります。
正直…個室でないのが初回はビックリしましたが今はまったく問題無しです。技術的にこのお値段は納得です。
人生初の本格ダイエットをスタッフの方に協力頂きながら頑張りたいと思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

先日体験でお邪魔させていただきました。エステは色々いったことがあるので、少し辛口になってしまうかもしれま
せんが、これから通うことを検討されている方のために、以下正直に感想を申し上げます。

・スタッフの方々の第一印象は、よかったと思います。ただ、最初に出されたお茶が、冷たくもなく熱くもなく（要
するにぬるい）、むしろ出さない方がいいのではと思ってしまいました。
・マッサージは、思ったほど強くもなく、また良いとも思えませんでした。もっと技術の高いマッサージをしてくれ
るサロンは沢山あります。二人での施術なので、どうしても左右で強弱が違ってしまいますし。
・しつこい勧誘等がなかったのは好印象でした。むしろあっさりすぎとも思いましたが、まあコースをお断りした身
ですので無理もないですね。
・実は来店前に何度かお電話でやり取りさせていただいたのですが、その時からちょっと電話対応についてだけいう
と、イマイチだなと思っていました。（結果的にその直感は当たりました。）

また、コースしか組めない（単発利用は不可）という制度がどうにも某大手のエステサロンを連想させて良いイメー
ジは抱けませんでした。御免なさい。
しかも、コースが始まる前に先にコース代金をいただきます、というのが「え？」という感じでした…。正直、
18900円は高すぎですね。使い道を誤りました。

ちなみに、私はかなり代謝が悪いので、ベッドのヒートマットもぬるすぎましたし、部屋も涼しすぎるしで。そうい
う人にとっては物足りないと思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

全身の体験をしました。
とても丁寧に対応して下さいました。

ポイントゲット 

【メニュー】 ボディもフェイスもすっきり！贅沢フルコースメニュー インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルト
リートメント インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルトリートメント140分

【　評価　】

初めてのエステ体験でした。

今まで知らなかった自分の体質を知ることができて、よかったです。

生憎劇的な効果は見られませんでしたが、お店の方の丁寧な説明で頑張ろう、と思えました。

ありがとうございます。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

初めて訪問しての感想は、スタッフの方の親切な対応です。店内ですれ違ったスタッフさんも感じが良かったです。
また、お客同士が店内でのすれ違いを最小限にしている心遣いも伺えます。
コースで通うことにしましたが、エステにありがちな追加押し売りもなく、毎回気持ち良く通わせて頂いています。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

60代です。こんなおばさん来てるかしらと思いながら、勇気を振り絞って伺いました。
息子の結婚式までになんとか痩せたいという思いから、カブールさんのドアを開けたのですが、クチコミ通り二人で
の息のあったマッサージは正直☆凄い☆です。
また伺いますのでよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

何か痩せていけそうなきがする～

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

部分痩身コースでむくむく足を解
消！セルライトケアにも♪ オール
ハンド・インドエステ部分脚痩せ
コース（60分） クーポンご利用で
【5,500円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

あらい さん（40代前半/女性） 2013年04月03日12:53

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 中村

あらい様

口コミご投稿誠にありがとうございます！

とても美意識の高いあらい様（＊＾＿＾＊）
これから更にデトックスも兼ねて
美ボディを目指して頑張りましょう！！

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

中村

もっちゃん さん（30代前半/女性） 2013年03月30日10:21

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

もっちゃん　様

いつもご利用下さいまして誠にありがとうございます！

実際にお通い頂いている会員様からの
ご投稿はとても貴重なご意見なので
本当に嬉しいです（＾＾♪

これからも目標達成に向けて一緒に頑張って参りましょう！！

ありがとうございました

青池

シー さん（50代前半/女性） 2013年03月22日21:26

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 左高

シー様

感想を頂戴しまして誠にありがとうございます。

シー様がおっしゃる通り、当サロンは個室はございませんが
お客様同志が不快な想いをなされないように
配慮を徹底しております。
今後何かお気づきの点がございましたら
ご指導頂ければと思います。

シー様の「本気痩せ」にお役に立てるように
スタッフ一同精一杯努力してまいりますので
今度もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

ありがとうございました！

店長　左高

なこぽん さん（40代後半/自営業/女性） 2013年03月21日02:26

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 中村

なこぽん様

口コミご投稿頂き誠にありがとうございます。

勇気を振り絞ってご来店頂き本当に嬉しく思います（＾＾♪
なこぽん様のお気持ちにお応えできるよう
私達も全力でサポートさせて頂きます！

まずは、代謝を上げる為入浴やストレッチなど
出来ることから始めましょうね！
分からない事がございましたら、その都度なんでもお聞きください（＾O＾）／

これからどうぞ宜しくお願い申し上げます。

中村

カフェオレ さん（40代後半/自営業/女性） 2013年03月19日17:57

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 中村

口コミ投稿誠にありがとうございます。

お食事の内容も頑張って気をつけて
いらっしゃるカフェオレ様（＾＾♪

見た目も更にスッキリ出来るよう
毎回精一杯お手入れさせて頂きます！

今後もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

来週もご来店お待ちしております。

中村

なおこ さん（40代後半/女性） 2013年03月12日11:04

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

なおこ様

先日はご来店頂き誠にありがとうございます（＾＾♪
　
これから二人三脚！頑張りましょうね（＾＿－）－☆
食事の面など分からない事がございましたら
なんでもご相談くださいませ（＾O＾）／

来週もまたお待ちしております。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

中村

ちぃ さん（30代前半/一般事務職/女性） 2013年02月24日12:33

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 左高

ちぃ　様

口コミ投稿ありがとうございました。

カブールのツインマッサージに
皆様からお喜びの声を頂戴しておりまして
私達も嬉しい限りです！

常に向上心を忘れずに
これからも精進して参りますので
今後もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

左高

かお さん（40代前半/女性） 2013年02月22日19:38

接客全般 3 | 雰囲気 3 | 施術満足度 3 | 料金 1 | 総合満足度 3     

返信 中村

かお　様

先日はご来店誠にありがとうございました！

体重・サイズダウンは体質が改善されていけば
少しずつ変化していきますので
ご安心下さいね（＾v＾）

次回の写真撮影を楽しみにしております♪

今後も宜しくお願いします！

中村

すーたん さん（50代前半/女性） 2013年02月16日10:31

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 左高

すーたん　様

先日はご来店下さいまして誠にありがとうございました！

沢山のエステの中からカブールをお選び頂きました事、
大変光栄に思います。

かなりお疲れも溜まった様子でしたので
ご来店の度にスッキリして頂けると幸いでございます。

来週のご来店を心よりお待ち申し上げております！

ありがとうございます。

左高

まなかける さん（40代前半/女性） 2012年11月27日15:41

接客全般 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 左高

まなかける　様

昨日はご来店誠にありがとうございました。

ご主人さまに「痩せた」と言われるのは
一番嬉しいですね（＾＾♪

これからも頑張りましょう！！

左高

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る
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いいね！ 51

カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

初回でお世話になりました。エステ初体験でドキドキでしたが、親身に話を聞いて下さり皆さん明るく、雰囲気の良
い場でした。心身リラックス＆リフレッシュ！カブールさんでなら、サイズダウンを目指して頑張れそうです！

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

昨年の夏ぐらいから通っていますが、通う前と比べてお腹の辺りがだいぶ変わったので嬉しいです！皆さん優しくて
話しやすいので通いながら頑張ろうと思えるのでやる気が出ます。自分の意思が弱いのでなかなか目標体重を切りま
せんが無理せず健康的に取り組もうと思うのでこれからもサポート宜しくお願いします(^^)

ポイントゲット 

【メニュー】 ボディもフェイスもすっきり！贅沢フルコースメニュー インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルト
リートメント インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルトリートメント140分

【　評価　】

本日、全身コースの体験をしてきました。
納得できなければ絶対に入会しないつもりで行きました。
他の方のクチコミにもあったように個室じゃないってこういうことか～とは思いましたが嫌な感じはしませんでし
た。
それよりも二人でマッサージをしてくれるのがとても有意義でした。
リラクゼーションのリンパマッサージとは違うと実感できました。
料金もだいぶ違いますが・・・。
でも予算にあったプランニングもしてくれるので本気痩せを目指すならいいと思いました。
頑張って痩せるぞぉ！
これからよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

　日付が変わってしまいましたが、昨日全身コースの初回体験をさせて頂き、
どうも有難うございました。
40歳にして、ものすごい勇気を振り絞り、カブールさんに予約を入れたのが先週。
それから毎日緊張と不安と期待の中、過ごしました。

　ポストに入っていたチラシを何気なく見ていたら、スタッフの皆さんの笑顔の写真を
見て、あ、アットホームで雰囲気がとっても良さそうって思いました。
でも全く勇気がなく、一度古新聞の中に入れて新聞回収に出す予定でしたが、
どうしても気になり、また引っ張り出してきた次第です（笑）

　そして昨日カブールさんに入ったら、チラシに載っていたスタッフの皆さんが
笑顔で迎えて下さいました。とてもホッとしました。
初めて尽くしで、恥ずかしさでいっぱいでしたが、サウナの中で、
汗びっしょりになってマッサージして下さる中村さんのお顔を見て、
私の為に一生懸命やって下さっていると思ったら、私頑張ろう！って思いました。

　店内はとても清潔感に溢れ、出されるティーカップやお手拭き、
バスタオルなどなどセンスも色合いも良く、癒される空間でした。

　まだまだ小さい子供にお金がかかる為、今の自分の為に使うには
安くない金額ですが、まずはとにかく10回コースで頑張ってみたいと思います。
これからお世話になります。スタッフの皆様、どうぞ宜しくお願い致します。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

3回目を終えてサイズダウンしたことが目にも数字からも分かりました。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

先日体験させていただいて、説得力のあるアドバイスをいただいてお世話になる事を決めました。
皆さんのお力をお借りしつつ、頑張りたいと思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

先日、全身の体験コースでおじゃましました。
店内、スタッフさんの対応雰囲気も良かったです。
施術室が個室ではないのはちょっとびっくりしましたが（笑

2人でしてくださる足、腕のマッサージは他の方も書いてある通り、本当に息ぴったりでした！
体験で満足できたのでこれからお世話になることにしました。
よろしくおねがいします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

先日、全身10回コースの1回目を受けてきました。
サウナで汗を流し、しっかりマッサージをして頂きました。が…
体重は-400ｇ、サイズは-0.5cmと、なかなか結果が表れずちょっとショックでした(>_<)
あと9回。焦らず頑張っていきたいと思います!!

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

今まで色々なエステにリラクゼーションで通いましたが年齢からくる身体の不調と体型の崩れをどうにかしたくてカ
ブールさんを選び体験にいきました。落ち着いたサロンとスタッフさんに癒され、ここなら長くお付き合いができそ
うだと思い、入会しました。身体を預けるエステは、技術はもちろんのことお店の雰囲気、接してくれるエステシャ
ンの方の人柄に左右されるのは大きいです。少ない自分時間を見つけて通います。これから宜しくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

本日4回目終了！サウナでも少し汗が出るようになってきました！
体を温める時も全然汗かかなくて暑いだけでしたが汗でました！
体を伝って汗でました！体重＆脂肪量はまだまだですが
徐々に代謝アップしてるの感じてます。
これから寒くなるので普段から体を動かして代謝意識した生活をしたいと思います！
主人に痩せた？って聞かれました！！

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

部分痩身コースでむくむく足を解
消！セルライトケアにも♪ オール
ハンド・インドエステ部分脚痩せ
コース（60分） クーポンご利用で
【5,500円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

まなかける さん（40代前半/女性） 2012年11月20日17:00

接客全般 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 高橋

まなかける　様

昨日はご来店ありがとうございます！

だんだんと汗や老廃物を排出できるお身体に変化していますね。
まずは痩せやすい身体作りです！
とはいえ、ウエストラインは一番落ちている場所で－7cmです。

これからです！
一緒に頑張りましょう！

これからも宜しくお願いします。

あけ さん（60歳以上/女性） 2012年11月18日00:59

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 中村

あけ　様

10回コース、終了大変お疲れさまでした！

そして最後まで一緒に頑張って下さいまして
本当にありがとうございました。

あけ様のダイエットに対するパワーに
私達も元気を頂いていました！

また、何かお役に立てることがありましたら
ぜひぜひお声をおかけください！

体調にお気をつけられて
これからの季節をお過ごしください。

ありがとうございました。

雪の小人 さん（30代前半/女性） 2012年11月17日00:43

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 左高

感想を頂きましてありがとうございます！

結婚式を今以上に素敵なお姿で
お披露目出来るように
スタッフ一同、精一杯お手伝いさせていただきます。

これからもどうぞ宜しくお願いします！

左高

クックー さん（50代前半/女性） 2012年11月16日17:28

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 4 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 高橋

クックー様

感想を頂きましてありがとうございました！

これからの寒くなるこの時期は
身体を温めてのインドマッサージは
お身体に良い事ずくめです！

一緒に結果を追い求めて行きたいと思います。

これからもどうぞ宜しくお願いします！

高橋

ﾍﾟｺまま さん（50代後半/女性） 2012年11月01日17:51

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

ペコまま　様

感想を頂きましてありがとうございます！
とても温かいお言葉の数々…
本当に嬉しいです♪

色々な想いの中
意を決してカブールへお越しいただいた
ペコまま様のお気持ちは
現会員様からもたまに耳にします。

皆さまがどんな想いでここままで
お越しいただいたのかがわかるからこそ
精一杯の接客でお返ししたいといつも思っています。

いよいよダイエットスタートですね！

初回の写真からの変化を楽しみに出来るように
私達も全力で頑張ります！

また来週のご来店を心よりお待ち申し上げております！！

ありがとうございました。

中村

m．s さん（40代後半/女性） 2012年10月29日15:33

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 高橋

m．s　様

こんにちは。

先日はご来店誠にありがとうございました。
またカブールを選んで下さいまして、ありがとうございます！

カブールのインドエステはベットに寝ているだけですが
身体の中では脂肪を燃やそうと変化をしています。
m．s様もペース配分が分かってきて
身体も脂肪を燃やそうと変化をしていけば
逆に気持ちが良い時間帯になってくると思いますので
ご安心ください。

無理なく、二人三脚で♪
これからもどうぞよろしくお願い申し上げます！

ありがとうございました。

高橋

ＫａＴｏｏｎ さん（40代後半/女性） 2012年10月27日20:53

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 高橋

KaToon様

感想を頂きまして誠にありがとうございます！

ツインマッサージに感動して下さったKaToon様。
これからも真心をこめて一生懸命
マッサージさせていただきます！

目標達成に向けてスタートです！

一緒に頑張れる事を嬉しく思っています。
これからもどうそ宜しくお願い申し上げます。

高橋

まなかける さん（40代前半/女性） 2012年10月25日15:19

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

まなかける　様

昨日は体験にお越しいただきありがとうございました！

代謝UPを要らない老廃物をしっかりと出せる
お身体に変えていけるようにお手伝い致します！

お子様がまだお小さいとお伺いしました。
少ない自由時間の中でも
ストレッチなどまなかける様が出来ることから
是非始めてみて下さい！

それでは今後も宜しくお願い申し上げます。

青池

きん さん（30代後半/女性） 2012年10月17日13:25

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 左高

きん　様

感想を頂戴しまして誠にありがとうございます！

また、カブールを選んでくださいましてありがとうございます。

ダイエットはきん様と私達の二人三脚です！
一緒に頑張りましょうね。

次回の写真撮影を楽しみに♪

今後もどうぞ宜しくお願いします！！

左高

Rose さん（30代後半/その他/女性） 2012年10月05日12:23

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

Rose　様

感想を頂きまして、ありがとうございます！！

とても美意識の高いRose様。

ドレスを完璧に着こなせるように
あとは二の腕ですね！

しっかりお手入れさせていただきたいと思います！

2か月後、私達もRose様のウエディングドレス姿を
楽しみにしております！

これらかも宜しくお願いします。

中村

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る
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いいね！ 51

カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

本日3回目終了しました。代謝ご悪く脂肪がなかなか減りませんが600グラムづつ
体重が落ちてきています。
はじめて汗を沢山かきました。12回で5キロ痩せられるか不安ですが
前向きに頑張りたいです！

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

全身インドエステコース10回を終了いたしました。
10キロの減量を目標にスタートし、結果9キロの減量を達成、大変満足しております。
ありがとうございました。

あっと言う間の10回でした。
スタッフの皆さんの笑顔とキビキビとした動き、相手の気持ちを汲み取ったアドバイス、そして何よりも、汗だくに
なって私の体に取り組んでいる皆さんの姿は「私も頑張らなければ」と思わせてくれました。
スタッフの皆さんの真剣な取り組みと応援があったから達成できたと思ってます。

9キロ減ったとは言えまだまだ脂肪はたっぷり（笑）
今後も食生活に気をつけて体調管理をしっかりしたいと思います。

お世話になりました。
また時間ができましたら伺いますので宜しくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

エステを申し込んで今日で三回目になりました。
初めは緊張していたけど、スタッフさんがみなさん本当に優しく接してくれるので、施術の日が待ち遠しいです。
三回目ですでに足など少しずつ細くなってるのを数値を見せてもらってわかりました。これからも頑張ってキレイに
なりたいです。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

人生最後のダイエットを決意！体験後、下半身コースを申し込みました。代謝の悪い私には打って付けのインド式オ
ールハンドマッサージ。初めてなのに気持ち良く、ウトウトしました。必ず結果を出すので、よろしくお願いしま
す。

ポイントゲット 

【メニュー】 ボディもフェイスもすっきり！贅沢フルコースメニュー インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルト
リートメント インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルトリートメント140分

【　評価　】

先週の全身体験後、カブールさんにお願いしようと即決(笑)
エステは敷居が高いイメージと、友人からの悪い情報で悩みに悩んで…でも一人でダイエットは出来ないと意を決し
て体験を申し込みました。
スタッフの皆さんのアットホームな感じに徐々に緊張もほぐれ、初めて訪れたとは思えないほどリラックスしまし
た。
まさに「かゆいところに手が届く」と言っても良いくらいの動きと接客。もっと早くお願いしていれば良かったか
も…と思ってしまいました。
今日から正式にダイエット突入。
一生懸命、施術してくださるスタッフの皆さんに負けないように、自分でも少しずつ頑張りますので、よろしくお願
いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

先日全身の体験をさせて頂きました。m．sです。

まず、カウンセリングを行いその後着替え→サウナで身体の芯からホッカホカに。
元々サウナが苦手な私ですが、担当の方と一緒に入り（←洋服のまま一緒に入り、血行を促すマッサージをしてくだ
さるので大変！！！）お話をしていたら無理なく過ごすことが出来ました。
十分に温まった後で全身マッサージへ・・　常に身体を温めつつのマッサージは気持ちよくもあり、私にとっては少
し頑張りが必要だったり。。で、シャワー後は少しクラクラしてしまいご迷惑をおかけしてしまいました（＞＿＜）
気持ち悪いとの訴えにも迅速に対応して頂き、冷たいタオルや水分、低血糖かも？と飴など・・至れり尽くせりで申
し訳ないくらいでした。ありがとうございました。
そんなこんなで、安心してお任せ出来ると思い今後もお願いすることとしました☆
暑さには回を追う毎になれるのかな？と思うので、今後も無理なく続けられるように頑張りますので宜しくお願いい
たしますm（＿ ＿）m

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

全身の体験をしました。
スタッフさん二人がかりのオールハンドで体の両面を丁寧に施術して頂いて、とっても満足です。
少し痛いのかと思ったのですが、痛さはなく、リラックスして受けることができました。
体質と費用のことを考えてコースをより良くアレンジして頂けたので、安心して契約しました。
こじんまりとしていて、アットホームな感じのサロンですよ。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

本日全身の体験をしました♪サウナから始まり常にどこかを温められててポカポカでした！マッサージは痛い感は全
くなく気持ち良かった！肩こり＆腰痛があるので痩身エステというよりもリラクゼーションに近くて続けられそうな
ので契約しました！無理な勧誘もなく無理なものは無理と言えたのも良かったです！

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

体験コースと先日下半身コース２回目が終わりました！！
人生初のエステで、すごく緊張していましたが、スタッフさんの分かりやすい説明と優しい雰囲気に緊張もふっとび
ました。
二人同時の息ぴったりのマッサージに毎回、感動しています。
少しずつ脂肪の量も減ってきているので、今後が楽しみです。目標体重＆体型目指して自分自身でも頑張ります！！
これからも宜しくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

先日、挙式に向けて、上半身コースの体験をしました。
二人の息がピッタリなのと、強さまでが同じなので、びっくりしました。
すごく気持ちよかったです。
全身を包み込んで汗を出すので、上半身コースでも、全身のケアをした気分になります。
後半がんばりすぎて、終了後にたちくらみを起こしてしまいましたが、
その時の対応も素晴らしくて、すぐに復活★ありがとうございました。
２か月後の結果が楽しみでしかたありません（＾O＾）
よろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ上半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

＼人気No．2メニュー／ 足痩せし
たい or お腹痩せしたいという方
に！ オールハンド・インドエステ
上半身or下半身集中痩せコース90
分 クーポンご利用で【8,800
円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

あや さん（40代後半/一般事務職/女性） 2012年09月23日02:12

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 2 | 総合満足度 3     

返信 小泉

あや様

カブールにお通い頂きまして誠にありがとうございました。

また、通ってみての結果や、至らぬ点など含め、ご感想を頂戴しましてありがとうございます。
最後の写真撮影の件ですが、今後はあや様に頂いた改善点を考慮し
ひと言、お客様に確認を取ってから行なう様に周知徹底致します。
貴重なご意見を頂き、大変感謝しております。

結果や接客に対してはご満足いただけたのお言葉。
とても嬉しく思っております。

これからも沢山のお客様に、よりご満足いただけるようスタッフ一同精進して参ります。

あや様もお通い頂いた事をきっかけに、さらに「美」に磨きをかけて頂ければとても嬉しく思います。
また何かお役に立てることがございましたら、是非、お待ちしております。

ありがとうございました。

ﾘｺﾀﾝ さん（50代後半/女性） 2012年09月14日13:06

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

リコタン　様

ご来店、誠にありがとうございます！

そしてカブールを選んで下さりありがとうございます！

サイズダウンはもちろん、肩こりなど
お身体の凝りや硬直も一緒に改善されていかれる方も
多くいらっしゃいます。
リコタン様も一日も早く効果が現れてくれると嬉しいです。

今後もどうぞ宜しくお願いします！

今週のご来店を心よりお待ち申し上げております！

ぱぴまる さん（40代後半/女性） 2012年09月13日14:00

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 青池

ぱぴまる　様

カブールを選んで下さり本当にありがとうございます。

ホームページもブログもくまなく目を通して下さり
とっても嬉しかったです！
（スタッフの名前まで覚えていて下さって、本当に感謝しております！
佐々木も大喜びでした！
私達はお客様の温かいお気持ちに支えられています！）

ぱぴまる様のお気持ちにお応えできる様に
スタッフ全員で全力でバックアップして参ります！

これからも一緒に頑張りましょう！

どう宜しくお願い申し上げます。

青池

yuki さん（50代前半/女性） 2012年09月08日13:10

接客全般 4 | 雰囲気 5 | 施術満足度 4 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

yuki様

先日はご来店下さいまして誠にありがとうございました。

また、カブールを気に入ってくださり、嬉しい限りです。

お客様の大切な時間とお金を頂戴している事を肝に銘じ
これからも精進して参ります！

yuki様の大切な空間となれるようにスタッフ一同頑張って参りますので
これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

スタート、楽しみにお待ちしております！

egg さん（40代後半/女性） 2012年09月07日10:39

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 4     

返信 青池

egg様

ご感想を頂戴しましてありがとうございます！

そして何より、勇気を出してご来店下さいました事
心より感謝しております。

egg様の心も身体もほぐれるような時間に出来るように
スタッフ一同、これから頑張って参ります！

来週のご来店を心よりお待ち申し上げております！

ともえ さん（50代前半/女性） 2012年08月28日20:11

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 左高

ともえ　様

感想頂きましてありがとうございます！

脂肪を燃やそうとする身体に変化していけば
疲労感もだんだんとなくなっていきますから
ご安心して下さいね！

愛犬の散歩もダイエットの一環と思い
少し早足で頑張って続けて下さいね（＾＾♪

来週のご来店をお待ちしております！

ｈａｍｉｈａｍｉ さん（60歳以上/主婦/女性） 2012年08月23日15:36

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

hamihami様

感想を頂きまして誠にありがとうございます！

とっても嬉しいお言葉の数々に益々元気倍増な私達です（＾＾♪

hamihami様にとって
お身体と共に心も軽くなって頂けるような
そんな空間でいられるように
気づかいを忘れることなく、私達が出来ることを
精一杯、努力して参ります！！

今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。

来週のご来店を心よりお待ち申し上げております！

特保の嫁 さん（40代前半/女性） 2012年08月17日16:00

接客全般 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 左高

特保の嫁　様

いつもご利用誠にありがとうございます！

結構、自分の姿ってみられているものですよね！
特に後ろ姿は自分が思う以上に見られていますし
年齢や気持ちが表れるものです。

いつまでも若々しい特保の嫁様でいられますよう
これからも精一杯お手伝いさせていただきますね（＾＾♪

ありがとうございました！

ﾌﾟﾘﾌﾟﾘ さん（50代後半/女性） 2012年08月02日21:54

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

プリプリ様（＾＾♪

感想を頂きましてどうもありがとうございます！！

背中の凝りや硬直は
代謝の低下や脂肪量のアップなど
色々な原因を生み出す危険性を伴っています。
少しでも改善出来るようにこれから頑張って参りましょう！
お手入れを気にいってくださり
本当に嬉しいです！

ご褒美の為にもプリプリ様にとって
大切な時間となれるように
私達も精一杯頑張ります！（＾＾）！

特保の嫁 さん（40代前半/女性） 2012年07月24日21:45

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

感想頂きまして誠にありがとうございます！

第一回目お疲れ様でした。
これから頑固なセルライトと闘いましょう！！
普段出来る事を少しづつ心掛けかいせ
私達も精一杯お手伝いさせて頂きます。

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る

2020年 1月  3月  7月  

2019年 1月  5月  6月  7月  

2018年 1月  2月  4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  12月  

2017年 4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  

2016年 6月  10月  12月  

2015年 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  11月  12月  

2014年 3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  

2013年 2月  3月  4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  12月  

2012年 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  

2011年 2月  3月  4月  8月  9月  10月  12月  

2010年 1月  

2009年 5月  8月  9月  

ツイート
 

いいね！ 51

カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

先日、上半身12回＋オプション6回のコースが終了しました。
あっと言う間の3ヶ月間、スタッフの皆さんには毎回、明るく親身によくしていただき、
ありがとうございました。

結果は体重－5kg、ウエスト最大－13cm。
体重は思っていたほど落ちませんでしたが、上半身のラインは明らかに細くなり、
妊婦のようだったウエストがくびれて、諦めていたスカートがはけるようになりました（笑）
自分では痩せるのが難しい部分をしっかりボディメイクしていただき満足しております。
薄着の季節に痩せられて本当に良かったです。

ちょっと残念だったのが、最後の写測･･･。
3ヶ月通った結果として楽しみにしていたのですが、いつもの部屋が使用中とのことで、
違う場所で撮影したため、背景や光の加減の違いで、微妙な変化が分かり辛かったことです。
前回から痩せてない？と思ってしまいました。
途中経過はいいとしても、最終回は空くのを待ってでも同じ環境で撮影して欲しかったです。

今まで暑さで何とか食欲を控えることが出来ましたが、これからは食べ物の美味しい季節･･･。
この体重・体型を維持出来るか心配ですが、強い意志を持って、出来れば自力で目標体重まで
痩せられるように頑張りたいと思います。

カブールのスタッフの皆さん、お世話になりありがとうございました。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ上半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

昨日は体験させて頂きました。

他のエステでは落ちなかったサイズが、まさかのサイズダウン。
ホントにビックリしました。

半信半疑での体験でしたので、マタマタビックリです。

あのゴッドハンドは凄いと思いました。
お二人の息もピッタリで、足の裏を［ポン！］と同時に叩かれた時は、思わず笑ってしまいました。

これから、ヨロシクお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

一週間前に初めて体験コースをお願いしました♪
エステなどは初めてだったので、かなり緊張はしていましたが、ホームページを見てアットホームな雰囲気とブログ
(笑あり(涙)あり！スタッフの皆さんのチームワーク感あり！)を読ませていただき、ここが良いなぁと決めて来ていた
ので、終了時にはやっぱりこのサロンにお願いして良かった！！と思いました♪ 
自分自身も目標体型目指して努力したいと思いますので、
どうぞこれから宜しくお願いします。
本日、コース1回目お伺いしまぁす♪

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ上半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

昨日はありがとうございました。

これまでエステはあちこち行った事がありますが、清潔感は一番でした。
見た目の調度などは綺麗に見えても、シャワールームに入ってみると…とか
更衣室のロッカーの中が…等多々あったのですが、カブールさんは
昨日の範囲では綺麗で清潔感があり、気持ちよく過ごせました。

施術自体は、おふたりでやっているとは思えないくらいに
タイミングや強さなどが合っていたので、違和感は全くなかったですし
身体の状態を見ながらやっているのだと思います、我慢出来る範囲の強さであって
いた気持ち良い位でした。
おかげで最後は夢の中にいて、リラクゼーションにもなりました。

多々難しい問題抱えてますが、一筋縄ではいかない脂肪と、
これから一緒に闘ってください！　よろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

昨日、全身コースを体験しました。
チラシを見てから一年以上悩んでの、予約でした。

エステは全く初めてだったから、やや緊張…。
でも、わかりやすい説明と、優しい対応にすぐに緊張はほぐれ、そしてマッサージに感動しました。
何と息のあったマッサージ！
ホント、びっくりです！

体は、予想通りのセルライト…。
カチコチの体が本当に変化していくのか不安はありますが、ずっと悩んできて、でも「行こう！」と決めたからに
は、この体と向き合って、ステキな40代になれるようにがんばります！

いつも早風呂の私、昨日はゆっくりお風呂に浸かり、風呂上りにはストレッチしてみました。
自分でできることはやらないとね。
続けていこうと思います。

来週、またよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

体験を済ませ、本日１回目が終了しました。
手ごわい下半身ですが、機械とスタッフさんの
手を借りてなんとか脂肪を減したいと思います。

帰りにのぼせてしまいましたが、
疲労感も体験以上で、眠気まで出て来ました。
でも、この心地よい疲労感のまま、
今日も愛犬の散歩に行って来ます。
次回も楽しみにしています、ありがとうございました。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

今日はありがとうございました。

昨日お電話でとても元気なスタッフさんに予約させていただき、サロンのイメージを膨らませて伺いました。
ホームページの写真の通り、明るく元気なスタッフさん達で初めての体験を済ませてきました。
ちょっと不安な面もありましたが、担当の方が親切に対応して下さり感謝しています。

毎日忙しく過ごしている私には、ひと時の休息になり癒されました。
またそれ以上に、身体が悲鳴を上げているのが良くわかりました。
かたまりきっている身体をこれから柔らかく、そしてスマートに中から改善していこうと期待ににあふれています。

これから毎週休息の時間をよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

三回目が終わりました。
正直、体重はそんなに変化はありません。が、一回目と三回目の写真を見比べると違う。
腰周りが全然違いました。
自分でははっきりした違いは感じませんが、久々に行った美容院で「独身の頃の体型に戻りつつあるね」と言われま
した。
これからも自分自身気をつけて筋トレしつつ、カブールさんでセルライトをやっつけてもらいたいと思います。あと9
回。がんばります。

ポイントゲット 

【メニュー】 @cosmeサロンに掲載されていない施術を受けた

【　評価　】

先週体験に伺いスタッフの皆さんに癒され、今日早速第1回目でした。年齢的なものもあり、そう簡単にはいかないの
はわかってますが仕事で疲れた自分へのご褒美のつもりで通わせていただきます。
よろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ上半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

体験が済み、第一回目が終わりました。体験時より体重が増えてのスタートでした。 
終わるといきなり1キロ落ちてすっきり！
これからセルライトだらけの下半身との格闘が始まります(苦笑)
普段座りっぱなしの生活でなかなか運動も出来ませんが、自宅ではストレッチをして、カブールさんに力をお借りし
まくって美体型になりたいと思います。
よろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】
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東京東京 クチコミ総数 368,508  件

@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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【例】渋谷のサロンを増やして欲しい。
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@cosme限定VIPクーポン

＼人気No．2メニュー／ 足痩せし
たい or お腹痩せしたいという方
に！ オールハンド・インドエステ
上半身or下半身集中痩せコース90
分 クーポンご利用で【8,800
円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

ヨモキ゛ さん（60歳以上/女性） 2012年07月11日13:08

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 2 | 総合満足度 3     

返信 左高

ヨモギ　様

いつもご利用下さいまして誠にありがとうございます！

目標までもう少し！！一緒に頑張りましょう（＾＾♪

脂肪率が落ちてきているので
見た目はかなり変わってきています。
マッサージした際の状態も変化を感じます。
特に下着にくい込んでしまう背中の脂肪や下腹部のサイズは
綺麗になってきました！

あとは頑固なセルライトとしっかり戦いましょう！

今後もどうぞ宜しくお願いします。

左高

ひろこ さん（40代後半/女性） 2012年07月01日11:45

接客全般 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 小泉

ひろこ様

お通い頂いてのご感想を頂きまして誠にありがとうございました！

サロンに通って下さっている間はひろこ様ご自身も
出来ることを精一杯頑張ってくださったのが
綺麗に痩せた結果ですね！
セルライトもかなり改善されていましたね（＾＾♪

この結果を絶対に維持して下さいね！

次の「美」を追求する際には
また是非お手伝いさせて下さい！

ひろこ様とお逢い出来る日をスタッフ一同
楽しみにしております（＾＿－）－☆

3ヶ月間、本当にありがとうございました！

小泉

ピース  さん（40代後半/女性） 2012年06月23日15:05

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信

ピース様

感想頂きましてありがとうございます！

いつもご来店ありがとうございます。
毎日のちょっとした気遣いで
改善できることもありますので
目標体重まで一緒に頑張りましょう！

これからのお身体の変化が楽しみですね。
精一杯お手伝いが出来るよう私達も頑張ります！

これからもどうぞ宜しくお願い致します。

中村

reco さん（40代前半/営業職/女性） 2012年06月19日11:14

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 3     

返信 左高

reco　様

感想を頂きまして誠にありがとうございます！

身体のお疲れやコリは放っておくと溜まっていく一方ですね。

まずはデトックスですね！
しっかりと老廃物を排泄出来るお身体に変えていきましょう。

reco様の心も身体もリセット出来るサロンでいられるよう
これから頑張って参ります！

今後もどうぞよろしくお願い申し上げます！

左高

みっちょん さん（30代後半/IT系/女性） 2012年06月15日23:36

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 中村

みっちょん　様

感想頂きましてありがとうございます！

ご自分の身体の変化は日々の積み重ねなので
なかなか気がつかないものですよね。
人と比べることもないですし…
ご自分の姿を客観的に見直す良いチャンスですね！

またそのお手伝いができる事を大変嬉しく思っております！（＾＾）！

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます！

中村

あや さん（40代後半/一般事務職/女性） 2012年06月14日23:39

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 小泉

あや　様

感想を頂戴しまして誠にありがとうございます。

ダイエットは「きっかけ」とご本人様の「本気」が何より大切です。
体験に行こうと決めた…
それはよりきれいになろうと決めた
あや様の決意の表れです！

その想いを無駄にせぬよう
私達も精一杯の技術とおもてなしで
お応えし続けていきたいと思っております。

写測が楽しくなるように一緒に頑張りましょう！

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

小泉

まーちゃん さん（40代後半/一般事務職/女性） 2012年06月04日01:42

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

まーちゃん　様

感想頂きましてありがとうございます！

夏に向けて＆体質改善の為に
頑張って参りましょう！！

次回の初回ご来店時には
またお身体のチェックを行なってまりますので
その後の変化を楽しんでいきましょうね♪♪

今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。

中村

キルシュ さん（50代前半/主婦/女性） 2012年05月28日20:56

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 中村

キルシュ様

感想頂きまして、ありがとうございます！

今日からいよいよスタートですね♪♪

ご自宅でも出来る事、少しずつ改善されていらっしゃるご様子でとても嬉しかったです！

キルシュ様の一大決心を無駄にしないように
沢山アドバイスもさせていただきますね！（＾＾）！

これからもどうぞよろしくお願いいたします！

中村

ヒロ さん（40代後半/女性） 2012年05月21日18:39

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

ヒロ様

感想を頂きまして誠にありがとうございました！

ヒロ様がもともと持っていらっしゃるスタイルの良さを
さらに活かせる様に私達も精一杯頑張ります！！

「美」のスイッチが入った今がまさに
頑張り時ですね！

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます＜m（＿＿）m＞

中村

アトム さん（40代後半/女性） 2012年05月17日21:46

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 中村

アトム様、こんにちは！

感想を頂きまして誠にありがとうございます！！

自分の身体の状態はなかなか比較が出来ない分
理解しているようでしていない事があるものだと思います。

これを機に体質をしっかりと改善し
健康「美」を手に入れましょう（＾v＾）

精一杯お手伝いさせていただきますので
今後もどうぞよろしくお願い申し上げます！！

中村

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る
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ツイート
 

いいね！ 51

カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

早いもので、7回目が終わり、折り返し地点が過ぎてしまいました。
目標までは、まだまだ…気持ちを新たに頑張ります。
スタッフの皆様、よろしくお願い致します。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

「下半身コース」を12回受けました♪結果体重は11キロ減のウエストはなんと17ｃｍ減!!ｗ(°Ｏ°)ｗきちんと数値を
見ると痩せたことが実感できました。とにかく脚のマッサージが気持ち良くて、施術後のスッキリ感は格別♪毎週伺
うのが楽しみでした。仕事の都合で一旦お休みになりますが、また必ずお邪魔しますね！それまで頑張って維持しま
す(^∀^)>

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

いつもありがとうございます。1ヶ月前くらいから通い初めてます。マッサージを受けてからは、肩や腰も楽になり！
冷え性も改善してきました。
目標体重に少しでも近づけるよう家に戻ってからの食事(お酒＋つまみ)を注意していきます。スタッフさんいつもアド
バイスありがとうございます。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ上半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

とにかく手技がすばらしい！！
息の合った2人の手技を最初に体験した時は、本当にびっくりでした
スタッフの方は皆さん明るく、優しい感じの方ばかりです。

私は代謝が悪くなかなか汗もかきにくいのに、施術をして下さるスタッフの方々は汗だく…
申し訳ないやら、なさけないやら…。

少しでも代謝が上がって目標体重がkeepできるような身体作りができたらうれしいです♪

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

最近痩せにくくなった体をリセットするため、
思い切って全身&フェイシャルコースを
体験することに決めました。

体験してみて良かったところは、
自分の体の状態を知ることができたことです。

マッサージ中、所々痛いところがあって、
こんなところ詰まってるんだなぁと感じたり、
マッサージ後のカウンセリングで体の状態をわかりやすく説明して頂いたりと・・・
やせにくくなったの納得でした^^;

そして、カブールさんの力を借りることを決めちゃいました。

体の状態とお財布の中身と相談して、コースを組み合わせて決められたのも良かったです。

体をリセットして、痩せやすい体を手に入れたいと思います！！
そして、目標体重に出来るだけ早く近づけたいです(*^^)v
これからよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 ボディもフェイスもすっきり！贅沢フルコースメニュー インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルト
リートメント インドエステ全身痩せコース＋フェイシャルトリートメント140分

【　評価　】

ここ数年で激太りしてしまった私。
痩せたいのに意思が弱くて、なかなかいつもの生活から抜け出せずにいました。
そんな時カブールさんの広告を見て、勇気を出して体験に申し込みました。

お店はアットホームな雰囲気で温かく迎えてくださいました。
こじんまりとした空間でしたが清潔感があり、受付にあったお花も素敵でした。

2人がかりの息の合ったハンドマッサージは感動ものです。
初めてのエステで緊張していましたが、気恥ずかしさも吹っ飛ぶほどリラックスして幸せなひと時でした。

ただ寝ていただけですが、帰り道は適度な疲労感があり、足は筋肉痛に似た感覚がありました。特に足が硬いと言わ
れたのでマッサージが効いたんだなと実感しました。

体験終了後、その場で継続するか判断しなければいけないため、かなり悩みましたが、スタッフさんの一生懸命さと
今までの経験を信じて･･･思い切ってお世話になることにしました。

やるからには絶対痩せたい！私も気合が入りました。
目標体重に向けて、これからどうぞよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

全身コースの体験を受けさせていただきました。
初めてのエステで少し緊張しましたが、親切で分かりやすい説明で安心しました。
二人同時のマッサージは本当に息が合っていてビックリ！
セルライトたっぷりの体ですが、少しでも改善できると嬉しいな。
今後ともよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

先日、全身コースを体験しました。

折込チラシでカブールさんを知り、すぐ電話予約しました！
お店に行くまでは、一回マッサージしてもらって気持ち良ければそれでもいいかな。
という気持ちもあったのですが、
実際に、セルライトタップリの固い私の足を、時間をかけて揉みほぐしていただいて
、とっても楽になりました。
ハンドマッサージは、むくみすぎて痛みも感じにくくなっていた私のふくらはぎにも
効いてるー！という感じでした。
また、スタッフさんに悩みを聞いていただいて、沈みがちだった気持ちまで楽になりました。

カブールさんの力を借りて、ついでに、産後からプヨプヨになってしまったお腹や二の腕も引き締めたいので、通い
続けることにしました。

自分の体がどう変化していくのか楽しみです。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

先日初めて全身コースを体験させて頂きました。
実は今までカブールさんのチラシは気になって、何枚もためていたのです。
そのチラシは見て、主人が『そんなに気になるなら一度行ってみたら？』
と言ってくれて大きな一歩を踏み出しました！

体験してみてまずスタッフの方々が親切かつ丁寧な対応に感激。
サウナでのマッサージも感激。

出産して太ったのだからしょうがない、、、と諦めかけていた
私の美のスイッチがオンになりました。
水分を取ること、体を冷やさないなど適切なアドバイスを心掛けているだけで
気持ちも前向きになります。

必ずいい結果が出るように頑張ります！

これからも宜しくお願いします☆

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

全身コースの体験でお世話になりました。
ありがとうございました。

緊張して店内に入りましたが、スタッフの方に温かく迎えられ少しホッとしました。
カウンセリングやコースの説明など大変分かりやすかったです。

マッサージは、HPで見る限り結構揉まれるなぁ…と思っていましたが実際は想像以上で、
足の先から指の先まで、全身の老廃物をガンガン出してもらっているのを実感できました。

スタッフの方にマッサージの時身体の冷えを指摘されました。
自分では全然気が付かなかったので、今後食生活や入浴では身体を冷やさないよう気を付けようと思いました！
とってもありがたかったです！

また、次回宜しくお願いします！

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
     

   

   

         
 

copyright(c) All rights reserved istyle Inc.
本サイトに掲載されている内容、写真の無断転載を禁止します。

【例】渋谷のサロンを増やして欲しい。
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ビューティポイントとは？よくある質問
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イベント

@cosme限定VIPクーポン

＼人気No．2メニュー／ 足痩せし
たい or お腹痩せしたいという方
に！ オールハンド・インドエステ
上半身or下半身集中痩せコース90
分 クーポンご利用で【8,800
円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

U さん（40代後半/女性） 2012年05月14日18:33

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 青池

U様

感想頂きましてありがとうございます！

ダイエットは私達とU様との二人三脚です！

これから一緒に頑張りましょう！！

今までより少しだけ身体に意識を向けてみて下さいね（＾u＾）

次回のご来店を心よりお待ち申し上げております！（＾＾）！

青池

プル さん（50代前半/営業職/女性） 2012年05月02日09:24

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 中村

プル様

感想頂きまして誠にありがとうございます！！

カブールは誰が施術に入っても、お客様に不快な思いが無いように
かなりの訓練を積み重ねておりますので安心して下さいね（＾＾♪

ジャケットがスムーズに着れるようになるまで
今日からダイエットスタートです！！

一緒にがんばりましょう！

お通いいただいている最中に
たまにきつくなったお洋服に袖を通して見てください。
身体のラインが変わったのがよくおわかり頂けると思いますよ（＾v＾）

これからもどうぞよろしくお願いします＜m（＿＿）m＞

中村

シカ さん（30代前半/女性） 2012年04月27日10:08

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 山本

シカ　様

わざわざ感想を頂きましてありがとうございます！

始めてのエステで
不安もあったご様子でしたが
体験を含めて3回のご来店で
効果を感じていただき
気持ちもより前向きになっていらっしゃるご様子で
とても嬉しいです（＾＾♪

幅広い年齢のお客様のお役に立てること、
とても光栄に感じております！

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

山本

しほ さん（50代前半/女性） 2012年04月27日08:31

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 中村

しほ　様

感想を頂きましてありがとうございます！

美意識のとても高い、しほ様。

お悩みのひとつであった
お通じがよくなったそうで、
とても良かったです！

定期的にお通い頂き、体質改善が実感できると良いですね！
そうなるように私達も頑張ります！！

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます！

中村

ﾏﾂｺ さん（60歳以上/女性） 2012年04月26日17:08

接客全般 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 3     

返信 青池

マツコ　様

お久しぶりです！）＾o＾（
お元気でご活躍されていらっしゃるご様子、何より嬉しいです（＾＾♪

その後の経過を投稿頂きまして
ありがとうございます！
そして、さらに体重ダウンなんて
本当に素敵です♪♪♪
マツコ様、優秀です！！！（＾＾）！

カブールにお通い頂いた事で
意識＆体内が良い方向へ向かった成果でしょうね！

本来の美しさを取り戻し
さらに磨きをかけ続けて欲しいです（＊＾。＾＊）

私達はいつまでもマツコ様から伝授された
お笑いサロン？？
お客様に楽しく通って頂けるサロン（＾＿－）－☆　を目指し
これからも邁進して参ります！

心の中でいつでもマツコ様に愛の鞭を送り続けております！
また、何かお役に立てることがございましたら
いつでもご来店をお待ちしております。

ありがとうございました！

青池

ポストママ さん（60歳以上/一般事務職/女性） 2012年04月25日23:34

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 左高

ポストママ　様

感想ありがとうございます！

「頑張ろう！」と決めた時から、ママ様の身体や気持ちに
変化が表れているはずです！

周りの人に内緒でこっそり♪
綺麗にさらに磨きをかけて、驚いてもらえたら嬉しいですね（＾v＾）
また、そうなれるように私達も精一杯お手伝い致します！

これを機に、過度な暴飲暴食を見直す事から始めましょう（＾＾♪
摂り過ぎは健康の妨げにもなりますし・・・
だからと言って食べないダイエットは危険です。
まずはママ様もライフスタイルから少しずつ
見つめ直して頂けると嬉しいです（＾v＾）

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます！

左高

ひろこ さん（40代後半/女性） 2012年04月21日22:13

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 左高

ひろこ　様

ご感想を頂きまして誠にありがとうございます！！

ひろこ様の決意と意気込みにお応え出来るように
いつも変わらぬメンバーで、
精一杯お手伝いさせて頂きます！

薄着になっていく季節が
楽しみになって行くように
一緒に頑張りましょうね！

これからもどうぞ宜しくお願いします＜m（＿＿）m＞

またのご来店を心よりお待ち申し上げております！

左高

ｵｶﾞ さん（40代前半/女性） 2012年03月15日17:48

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 中村

オガ　様

こんにちは！

感想を下さいまして誠にありがとうございました（＾＾♪

まずは体質改善ですね♪

身体の変化を楽しんで頂けるように
真心こめて、精一杯マッサージします！

これらかもどうぞよろしくお願い申し上げます＜m（＿＿）m＞

中村

ペコ さん（40代前半/女性） 2012年03月12日19:02

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 左高

ペコ様

ご投稿下さいまして、誠にありがとうございました。

インドマッサージは身体の浄化と共に
新陳代謝アップにはとても効果的です。

毎回、しっかりトリートメントさせていただきます！
今後もどうぞよろしくお願いします。

左高

KIKI さん（30代後半/女性） 2012年02月26日22:47

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 4 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

KIKI　様

口コミ投稿頂きましてありがとうございます！！

また、沢山のエステティックサロンがある中
カブールを選んで頂き、ありがとうございました！
カブールは大手サロンではない為
自店のお客様との繋がりを最も大切にしております。
私達はお客様との信頼関係を大切にする
サロンでありたいと思っています。

お客様の想いに精一杯お応え出来るように
これからも最善の努力をし続けて参ります。
KIKI様の決意にしっかりとお応え出来るように
スタッフ全員で精一杯バックアップに努めて参ります！

何か心配な事などありましたら
いつでもお声掛けくださいませ。

今後もどうぞよろしくお願いします！

青池

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る
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2011年 2月  3月  4月  8月  9月  10月  12月  

2010年 1月  

2009年 5月  8月  9月  
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いいね！ 51

カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

先日は体験コース、お世話になりました！

エステサロンは初めてなので、ワクワクだけでなくドキドキもしていました。でも、ちょうど帰るところだった他の
お客様とスタッフの皆さんの会話がアットホームな雰囲気でほっとしました。

気になっていたツインマッサージも、まるで一人の人かと思わせるほど左右のマッサージが同じで、気持ちいいのと
同時にびっくりしていました。

効果を実感したのは帰り道。ウエストポーチが緩くなっていて歩くと下がってきたので、ニマニマしながら帰りまし
た。

固まっていた脂肪や筋肉をほぐしていただいたので、関節の可動範囲が広がりました♪ストレッチなどをしても「痛
くて」ではなく「肉が邪魔で」伸ばしきれなかったのが、「いつもよりちゃんと動く～！」と、テンションがあがり
ました。1回目なのにすごいです！

これからもよろしくお願いします♪

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

二人で施術ってどうよ？！って思いましたが、非常に息のあった施術でした。
右左がずれると、施術される側は気になることもありますが、
まったく気になりませんでした。
一人でやっているには手が多い！という感じです。
スタッフの気遣いも二重丸です♪

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

まだ2回目ではじめたばかりですが、脂肪もやわらかくなって痛みもあまり感じ無くなってきました。

家でもサプリメントを飲んで脂肪も減ってきたので、良い方に向かっているようです。

これからもすごく楽しみです。

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

先日、上半身のコースを体験しました。
施術後からお通が毎日出るようになってます。
あと、体脂肪が1.2㌔も減ったのにはびっくりしました。
一人でダイエットしても１回でここまで減らないと思うので
これらからがとっても楽しみです。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ上半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

お久しぶりです！この春10回コースを終了し皆さんの元を卒業した、お笑い担当？マツコです。皆さんとお別れして
から早や一月！安心して下さい、なななんと。ちゃんと7キロ減らしていただいた体重はキープしており、更にまた1
キロ近く落ちたようです＼(^Ｏ^)／
マツコ優秀！自分で言ってしまいます！皆さんの厳しい愛の鞭の気持良さを未だ忘れる事なく努力を楽しく続けてい
ます。まだまだ気候が安定しない日々が続いていますが、皆さん、益々美しくお元気でいてね！

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

全身マッサージ体験しました！

この二年間で、ぶくぶくに太ってしまったこの身体
なんとかしなくてはと
かなりの勇気で伺いました。

痛いものという先入観でしたが
あまりの気持ち良さに驚きました。

明日は二度目、
楽しみです。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

業務内容が変わり急激に太ってしまった私。大好きな洋服も着れなくなりネガティブになってしまっていました。
そこで以前より気になっていたカブールさんへ決心して全身の体験を受けてみました。
お邪魔してみると、チラシでよく拝見していた顔が♪なんだかその時点でホッとしました♪
マッサージは痛いかな？と思っていましたが、さほど気になることもなく、
「これで減るの？」と不安になったところ… 
まさかの1キロ減!! 
ビックリし、お世話になることに決めました♪ 
暑いサウナの中でのマッサージは、ホントに感心してしまいます。 
毎週伺うのが楽しみです♪

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

以前、アーユルヴェーダのシロダーラに興味を持っていたことがあったので、こちらの広告のアーユルヴェーダの文
字を見て気になり体験を申し込みました。

マッサージを体験した結果はリンパの流れが悪いため、ふくらはぎや脇腹などに痛みを感じることはありましたが全
体的には丁寧マッサージをしていただきとても気持ちが良かったです。

マッサージ後には脇腹に付いている浮き輪のようなぜい肉が大分すっきりしていました。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

痩せるなら単に体重を落とすのではなく、新陳代謝を高め体質改善をしたいと思い、全身痩せコースを体験しまし
た。丁寧な対応や助言、オールハンドの力強く心地よいマッサージを受け、私自身もしっかり努力しなければと思
い、これからお世話になる決意をしました。よろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

綺麗に年を重ねたい!!という思いで人生☆初のエステ体験に行きました。お出迎えから感じもよく丁寧に話を聞いて下
さり安心して施術を受けることができました。自分に気合いを入れる意味でも、お世話になることを決めました!!よろ
しくお願いします(..)(__)

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ上半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

部分痩身コースでむくむく足を解
消！セルライトケアにも♪ オール
ハンド・インドエステ部分脚痩せ
コース（60分） クーポンご利用で
【5,500円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

マツコ さん（60歳以上/女性） 2012年02月10日00:01

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 2 | 総合満足度 4     

返信 青池

マツコ　様

ご感想頂きましてありがとうございます　（＾v＾）

会員様の大事なお身体をお預かりする以上
私達ももっと努力をし続けて行きます！

マツコ様のご要望にお応え出来るように精一杯頑張ります！

マツコ様との楽しい会話、いつも楽しみです（＾＿－）－☆

またのご来店をお待ちしております！！
これからも宜しくお願いします！

青池

えびちん さん（60歳以上/女性） 2012年02月07日11:12

接客全般 4 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 青池

えびちん　様

投稿ありがとうございます！

カブールを選んで下さり本当にありがとうございます！

ダイエットを頑張ろうと決めたからは欲望に負けず、
結果を楽しみに出来るように一緒に頑張りましょう！

これからも宜しくお願いします！

青池

うにゃ さん（60歳以上/主婦/女性） 2012年01月19日12:58

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 4     

返信 左高

うにゃ　様

ご投稿ありがとうございます！

体験後はかなりお疲れのご様子でしたが
回数を重ねるごとに
着実に良い方向へ向かいますので
ご安心してくださいね　（＾＾♪

カブールのインドマッサージは
毎日行なっても問題はありません。
でも、お客様は寝ているだけですが
身体の中では脂肪を燃やそうと
かなりの変化を生じています。
（だからダイエットに効果的なんですよ（＾＿－）－☆）

身体がだんだんと
「痩せよう！」としていけば
毎回びっくりするくらい爽快感に満ちていきます！

健康ダイエットという意味でも
血圧やコレステロール値が低くなったお客様も
沢山いらっしゃいます（＾v＾）

少しずつ、着実に♪
ダイエット一緒に頑張りましょうね！

これからも宜しくお願いします！

左高

ぷーこ さん（30代前半/一般事務職/女性） 2012年01月15日00:35

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 2 | 総合満足度 5     

返信 左高

ぷーこ様

ご投稿ありがとうございます！

ご紹介下さった○○様に負けないように
ダイエット頑張りましょうね！（＾＾）！

精一杯お手伝いさせていただきます！

これからも宜しくお願い申し上げます。

左高

ゆうぽん さん（60歳以上/主婦/女性） 2012年01月11日23:47

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 左高

ゆうぽん様

ご来店誠にありがとうございました！
そして感想も頂きましてとても嬉しいです　！（＾＾）！

体調の変化は自分一人ではなかなか改善しにくいですものね…
まずは健康ダイエットです！

今の季節からしっかりとケアをして
春になる頃には1サイズから2サイズダウンのお洋服に
ぜひチャレンジしてほしいと思っています！

精一杯お手伝いさせていただきますので
これからもどうぞよろしくお願い申し上げます！

ありがとうございました！

左高

ゆうゆう さん（60歳以上/女性） 2011年12月24日09:51

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 5 | 総合満足度 5     

返信 青池

ゆうゆう様

体験の感想を頂きましてありがとうございます！

カブールにご来店されるお客様は初めてのエステ体験の方が多く、
いつも「まずはお気持ちを察する」事を心掛けています。

いつまでも美しくありたい。と言う女性の想いに年齢は関係ありません！

至らぬ点も多々あるかとは思いますが
全力でお手伝いさせていただきますので
これからもどうぞよろしくお願いします！

青池

ayudam さん（40代前半/女性） 2011年12月21日15:27

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 中村

ayudam様

体験コースのご感想頂きまして誠にありがとうございます！！

色々なダイエットを試された中、最後にカブールに通う事を
決めてくださったayudam様。
そのお気持ちにしっかりとお応えできるよう、
これからも全力でお手伝いさせていただきます！

どうぞよろしくお願いします！！

中村

セイ さん（40代前半/技術職/女性） 2011年12月14日16:48

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 小泉

セイ様

ご投稿ありがとうございます！

ご自身のお身体の事って分かってはいても
なかなか変える所まで持って行くのは
簡単な事ではないですよね…

セイ様のお悩みにもありましたが
代謝の悪さは肥満だけではなく
病気にかかりやすかったり
治りにくくなったり…
色々な症状を招く原因の一つでもあります。

「いつまでも綺麗でいたい！」という
セイ様の想いにお応え出来るように
精一杯ご協力させていただきたいと思います！（＾＾）！

えみ さん（50代前半/女性） 2011年12月11日09:38

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 左高

えみ様、投稿ありがとうございます！

ダイエットはなかなか一人では長続きしずらいものですよね…

またお力になれる時がありましたらぜひご来店をお待ちしております！

SENA さん（40代前半/女性） 2011年10月05日16:21

接客全般 5 | 雰囲気 5 | 施術満足度 5 | 料金 3 | 総合満足度 5     

返信 左高

SENA様、いつもご利用下さり、誠にありがとうございます（＾＾♪

カブールではお客様のご体調に合わせたトリートメント、そして体型チェックを細かく行なっております。
まずはお客様ご自身でご自分のお身体を『よく知る』事からスタートしてもらっています。そうすることで
変化がより分かり、ダイエットがさらに楽しくなるからです（＊＾。＾＊）
インドマッサージにより、身体の凝りや硬直が取れる事によって腰痛や肩こりの改善に繋がっている方も多
くいらっしゃいます。
まずは健康な身体作り、そして痩せる身体へ…
これからもスタッフ一同、より一層のサービスを心掛けて参りますのでどうぞよろしくお願いします！

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る

2020年 1月  3月  7月  

2019年 1月  5月  6月  7月  

2018年 1月  2月  4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  12月  

2017年 4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  

2016年 6月  10月  12月  

2015年 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  11月  12月  

2014年 3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  

2013年 2月  3月  4月  5月  6月  7月  9月  10月  11月  12月  

2012年 1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  

2011年 2月  3月  4月  8月  9月  10月  12月  

2010年 1月  

2009年 5月  8月  9月  
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カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

敷居が高く、また少し抵抗があったエステというものに初めて行ってみました。スタッフの皆さんの美しさに圧倒さ
れ、また彼女たちの美に対する厳しさと自信が伝わってきて、１０回コースに挑戦しようと思いました。かつて腰痛
で通っていた接骨院に近いものがあり（笑）、嘘臭さが無く安心できます。自分の体の悩みに向き合ってくださるお
医者様感覚で通えそうです。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

先日は上半身集中痩せコースを体験させていただきました。
カウンセリングから始まりサウナマッサージ、
２人がかりのマッサージと至れり尽くせりの待遇に
癒された幸せな時間でした！
体を温めてからのマッサージなので凝りも解れて、
老廃物が流れている感じです、
全て終了した後にSPスリマまで体験させていただき風圧とチョット大きな音にびっくりしながらも～
効き目が有りそうな予感がしました。
今後ともヨロシクお願いいたします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ上半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

昨日、上半身のコースで体験させて頂きました。運動歴が全く無くこの年まで過ごしてまいりました。手足は細く、
コートを着れば痩せて見えるのですが、裸になるとお腹が、お相撲さんのようなのが悩みで・・・これからの人生を
本当に美しく過ごせたらと思い体験を申し込みました。汗をかいたことも、サウナも無理な代謝の悪い体です。
が・・・・汗をかけた時の一瞬の脱力感とその後に感じた爽快感が、たまらなく素晴らしく、体が軽く感じられまし
た。（今も軽やかです）

そして１番驚いたことが、
（1）翌朝の血圧が下がっていたこと（夜の薬の飲み忘れにもかかわらず・・・）
（2）翌朝の体重の減少
担当の方（お名前をど忘れ！）お仕事とはいえ、オールハンドで汗だくで施術して頂き、感謝です。
自分でも少しの努力をしつつ（お酒を飲みすぎないとか～）カブールさんにお世話になろうと思います。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ上半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

本日体験に行ってきました。

痛くないか心配でしたが、終始気持ち良かったです。

終わった後に自分の足を触ってみたら、
硬かった脂肪が少し柔らかくなっていました！

ずっとコンプレックスだった下半身の太さがどう変わるか
期待と不安でいっぱいです！

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

今日体験に行ってきました。

ずっと申し込もうと思っていたのに勇気が出ず、なかなか電話出来なかったので・・。

でも今日思い切って体験して良かった！

ほんとにすごく気持ちよかったです。

足裏から背中までハンドマッサージは夢ごこち。

贅沢な気分であっという間に終了してしまいました。

スタッフの皆さんも明るくてやさしそうで安心でした。

汗びっしょりで頑張ってくれました。

春までにはほっそりした足になりたいです。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ下半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

先日、我が人生において初めてエステ体験致しました。ちょっぴりの不安とワクワク感で扉を叩きましたが、気取ら
ず、飾らず、無理強いしない対応にすっと入って行く事ができて良かったです。
全身コースで見るも無惨な肢体をさらけ出しましたが、優しく丁寧に対応して頂きまして、有難うございました。青
池さんの手の滑らかさ、力強さに一時の夢心地で体験をさせて頂いて、目標に向けて頑張ってみようと思いました。
年齢的には厳しい現実かもしれませんが、無理しないでやって行きたいと思いますので、よろしくお願い致します。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

上半身集中痩身コースを体験してきました。清潔感があり気持ち良い空間でした。自分1人ではなかなか続かないダイ
エットもこちらにお世話になれば頑張れそうな気がします。何より、オールハンドでやってもらう気持ちよさは格別
です。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ上半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

全身痩せコースをしてもらいました。
食べなくても痩せない--；食べるとすぐ太る--；
代謝がとても悪い私ですが、

なんと1回で、1キロの脂肪がなくなり、ウエストは5cmも細くなりました＾＾

そんなに結果がでているのに、ほどよい力加減。
しかも、２人のエステシャンが同時にマッサージをしてくれたのですが、
ぴったりのタイミング！圧力のかけかたまで一緒で
なんだか感動してしまいました。

終わったあとは、体の循環がよく流れている感じがして、
冷え性なのに、しばらくたった今も、体はぽかぽかしています。
キレイに痩せるだけではなく
崩れていく体と健康のためにも必要だと思いました。

優しく対応してくださった、高橋さんありがとうございました。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

先日はお世話になりました。
エステに行くならカブールに行きたいと前から思ってました。
エステは怖い所かと思ってましたが担当して下さった左高さんが親切でとても良かったです。
今回は諸事情によりお願い出来ませんが必ずまたお伺いさせていただきます。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ上半身集中痩せコース
（90分）

【　評価　】

いつも利用しています。
一番初めはホームページを見て、勇気を出して電話をしました。
まさか、自分がエステに通う羽目になるとは……年をとるにつれ、体系や体調の変化に愕然。もう、自分の力だけで
はどうにもならなくなり、カブールさんへ出向きました。どのコースが良いのか、あまりよく分からなかったので担
当者と相談。まず、初回は全身コースを体験しました。とにかく、迫力がすごい！！「ここなら痩せられる！」と思
い現在は会員になりました。足や背中のこりもとれますし、体調がいい時にはウエストが-6?も減ったりもします。帰
る頃には持病の腰痛も楽になっています。
何より、スタッフのみなさんの一生懸命さにいつも感心させられます！

これからも宜しくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

部分痩身コースでむくむく足を解
消！セルライトケアにも♪ オール
ハンド・インドエステ部分脚痩せ
コース（60分） クーポンご利用で
【5,500円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

ココ さん（40代前半/女性） 2011年09月27日14:59

接客全般 5 | 雰囲気 4 | 施術満足度 5 | 料金 4 | 総合満足度 5     

返信 小泉

ココ様、ご感想を頂きまして誠にありがとうございます！

現代女性は多忙な方が多く、リラックスする時間も少なく
気付かない間にストレスや老廃物、そして脂肪をため込みやすくなっています。

カブールでは「リラクゼーションしながら痩せて頂きたい！」
その想いでいつもお手伝いをさせていただいております（＾＾♪
トリートメント後は「身体も心もスッキリした。」という
ありがたいお声をよく頂きます。

これからも結果・効果、そしてリラクゼーションを求める女性の皆さまの
良きパートナーでいられるよう、精進して参りますので
どうぞよろしくお願いします！

めぐ さん（30代前半/学生/女性） 2011年08月24日11:17

返信 左高

めぐ様

お問い合わせを頂きましてありがとうございます。
太ももはなかなかご自分では落としづらい個所ですよね。
セルライトという脂肪の塊りによるサイズアップ、むくみによるサイズアップ、筋肉質タイプ…
めぐ様のお身体が今どのような状態なのか、により回数や金額は変わってきてしまいます。

また、ご自分では10cm落とさねば！と思っていても、実際に客観的に見直してみると太ももだけが問題で
はなかったり、太ももはそこまで落とさなくても良かったり…お身体は全体のバランスが大切かと思いま
す。

カブールでは『健康美』を追求しています。
まずはめぐ様のお身体を一緒によく見直し、どこをどのようにしていけば美しいプロポーションになるの
か？から始めます。

詳しい内容に関しましてはカウンセリングでお応え出来るかと思いますのでよろしければ一度ご来店してみ
て下さい。

はる さん（20代後半/女性） 2011年04月08日23:39

返信 小泉

はる様

ご感想を頂きまして、誠にありがとうございます（＾＾♪

ダイエット、成功の秘訣は「結果が見える」事です！

これからもスタッフ一同、精一杯お手伝い致しますのでどうぞよろしくお願いします（＾＿－）－☆

ウニ さん（30代前半/女性） 2011年03月03日16:07

返信 小泉

ウニ様

お問い合わせ頂きました件に関しまして、回答させていただきます。

当サロンは私たちの技術・接客・効果等を初回に特別価格にて体験して頂きます。その際にお客様のお悩み
度合いやお身体の状態などを含め、よくよくご本人様と相談の上、その後の継続の仕方を一緒に考えて参り
ます。お客様の『痩せたい』と言う想いを利用するような強引な勧誘は一切しておりません。また、ご契約
後も安心してお通い頂けるように情報の共有・技術向上など、万全なフォロー体制を心がけております。　
お客様が目標を達するまで、気持ちよくお通い頂きたい。その一心でおります。　
エステティシャンとお客様との信頼関係が何より大切です。
安心してお任せ頂けたらと思います。

ウニ様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

ﾓｰ さん（40代前半/女性） 2011年02月15日15:20

返信 小泉

モー様

ご感想の投稿、ありがとうございます（＾v＾）！

そして、当サロンをご利用下さいまして、誠にありがとうございます（＊＾。＾＊）

最近、ブライダルを控えられたお客様が多くご来店されております。
皆さま、一生に一度の晴れの日に備え、頑張っていらっしゃいます（＾＾♪

私たちも、精一杯お手伝いさせていただきます！！
これからも、どうぞよろしくお願いします（＾u＾）

T さん（40代前半/女性） 2010年01月25日13:31

返信 小泉

T様、こんにちは。ご質問頂きました内容について説明させていただきます（＾v＾）
カブールでは身体に無理のないダイエットを推奨しております。（現在がどのくらいの体重かによっても異
なって参りますが）大体ひと月に2～3kgダウンという所でしょう。その2～3kgの中でどれだけ効率良く
「痩せたい部分の脂肪を取り除いて行くか」が、自己流ダイエットとの大きな違いです。現会員様も体重よ
りも脂肪そして見た目がまず先に変わっています。一週間にどのくらいのペースでご来店可能かによります
が、基本的には2～3カ月くらいの期間をみて頂けると安心してダイエットが出来るかと思います。また、
ご予約に関しましては定期的にお取り頂ければ全く問題はございません。料金は個人差がございますので体
験時にご要望等も含めてご相談頂ければと思います。
カブールでは「アーユルヴェーダ」の発想を元にしております。アーユルヴェーダの考え方として体内が正
常な状態に近付けば、自然と偏食も無くなり、身体に良い食べ物を欲するようになっていきます。ですの
で、無理な食事制限をせずとも健康的に痩せる事が可能です。
是非一度お気軽にご来店くださいませ。

みきてぃ さん（40代前半/女性） 2010年01月22日10:50

返信 小泉

みきてぃ様

いつもご利用下さいまして誠にありがとうございます（＾－＾）
そして、ご投稿くださいまして、ありがとうございます（●＾o＾●）
春が近づいて参りました！
薄着になる前に頑張ってサイズダウンしておきましょう！！
私たちも精一杯お手伝いさせていただきます！（＾＾）！
今後も宜しくお願いします。

楓 さん（50代前半/女性） 2009年09月16日20:34

返信 小泉

楓様、サロンでのご感想を頂戴しまして、誠にありがとうございます。

当サロンは幅広い年齢層の方にご愛顧いただいております。

40代の楓様はまだまだこれからですよ　（＊゜▽゜＊）ワクワク 
「健康」そして「美」を一緒に追求して参りましょう！

早く楓様の目標に達すると良いですね！
それまで、スタッフ一同、精一杯ご協力させていただきます。

何かありましたら、いつでも気兼ねなくお申し付け下さいませ。
これからも、宜しくお願い申し上げます。

mi-co3 さん（50代前半/女性） 2009年08月26日10:21

返信 小泉

mi－co3様

いつもご利用頂きまして誠にありがとうございます。
そして、とても嬉しいコメントを頂戴しまして、スタッフ一同、
大感激しております（＊＾ワ＾＊） 

これからもmi－co3様のご要望に最大限お応え出来るように
スタッフ一同、精一杯頑張って参りますので
どうぞよろしくお願い申し上げます。

☆おやつ☆ さん（40代後半/女性） 2009年05月30日11:06

返信 カブール町田店

こんにちは。ご質問を頂きまして、ありがとうございます。
当サロンは「健康」的なダイエットを目的としているエステサロンです。
お通いいただく、ペースはどのコースでも、
始めた当初は週に2回程を2～3週間、
その後のカラダの状態に応じて来店ペースを調整してもらうのが
一番効果的ではあります。
もちろん、皆様それぞれのペースがありますので、現在の会員様方は、
生活スタイルに合わせて頑張っていただいております。
即効性を求めるのであれば、上記の来店が出来ることが望ましいです。
効果を感じる時間はお客様の体質によりまちまちです。
たった一回で、効果を実感される方もおられますし、3回目くらいからお身体の
変化が現れる方もいらっしゃいます。
健康的に美しく痩せる。をモットーにしております。
是非一度ご来店をお待ちしております。

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る
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カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

体験にいってきました。
今までリラクゼーション系のエステの経験があったのですが、痩身系ははじめて。
エステでホントに痩せるのかな？と思っていましたが、体験すると納得です。

まず肌に触れてすぐに「汗をあまりかかれないですよね？」と聞かれてびっくり！
その通りです・・・プロは触れるだけでわかるんですね～

二人がかりのマッサージもびっくりです。贅沢！
二人がかりってことは、その分マッサージされる時間も多いわけだからお得ですよね。
途中でコップ2杯の水を飲んだのに、それでも500g落ちていました！
飲まなかったらもっと落ちてたのかな？
はいてきたパンツも帰りはゆるくなっていました。

終わった後は、思いっきり運動したような心地よい疲労感で
カロリー消費したのが実感できて、この日の夜はぐっすり眠れました。
スタッフの方も皆さん優しくて丁寧です。
プロの心意気を感じました☆

もっと早く痩身エステやってれば良かった！

ポイントゲット 

【メニュー】 インドエステ併用で効果倍増♪キャビテーション  オールハンド・インドエステ全身痩せコース（120
分）

【　評価　】

太もも-10cmくらいにするには何回通えばいいですか？

ポイントゲット 

【メニュー】   

一回のマッサージで体が軽くなり足のむくみがスッキリしました!!来る前にはいていたズボンがゆるくなりびっくりし
ました!!!
スタッフさん達の対応もよく楽しくマッサージを受けることができました!毎回終わった後服を着て感動するので何回
もダイエットに失敗しましたが今回は続けていけそうです。
やっぱりプロの手は感動しますね。
これからもよろしくお願いします。

ポイントゲット 

【メニュー】   

以前エステに通ったときに、勧誘がしつこく正直行くのが嫌になってしまいました。エステは結果もでるのでいい所
があればまた通いたいと思ってます。知り合いに、カブールは結果もでるし安心できるからいいよと聞きました。そ
ちらのシステムを教えて下さい。

ポイントゲット 

【メニュー】   

5月に挙式予定なので、それまでに絶対痩せたくてカブールさんで体験をしました。エステは初めてだったので凄く緊
張してしまったのですが、スタッフの方々が親身になって悩みを聞いてくださったので、安心して体験できました。
結果も一度で体重が800ｇ、気になっていたお腹も5センチおちてビックリです！これから頑張ろうと思うのでよろし
くお願いします！

ポイントゲット 

【メニュー】   

短期集中で通える所を探しています。期間はどれくらい考えたら良いですか？予約はとりやすいですか？又、料金は
どのくらいかかりますか？後、食事制限などもありますか？
色々質問してすみませんが教えて下さい。

ポイントゲット 

【メニュー】   

こんにちは。脚痩せ希望で通い始めました。いつも皆様元気で疲れた身体も気持ちも温かくなれます。ダイエットは
自分一人ではなかなか続かないもの。勇気を振り絞り通い始めました。落ち着いたお客さんが多い所も安心できた理
由の一つです。今年こそ、何かを変えたいと思っている方は一度行かれてみては？

ポイントゲット 

【メニュー】   

今まで何度もダイエットに失敗し、最後のチャンスと思いカブールに通うことにしました。
通い始めてから１ヶ月…。体重は目標までまだまだですが、ウエスト周りがスッキリしてきたようで、はいていたズ
ボンが少し緩くなった気がします。とはいえ、まだまだ目標まで頑張りたいと思います。
スタッフの皆様がいつも元気に励ましてくれるので、四十路の私ですが頑張れそうな気がします。
これからも宜しくお願いします。
ダイエットに悩んでいる人は一度カブールに行ってみては？

ポイントゲット 

【メニュー】   

3ヶ月前からお世話になっています
今は体重減少も体の冷えも改善方向で納得のいくサロンです。
結果を求める年配の方も多く通われているのも信頼出来る所だと思います。
体験はとてもお得だと思う（完全に1回分のメニューをして頂けます）一度いかれてみてはいいのでは

ポイントゲット 

【メニュー】   

全身コースはどの位の間隔で通うと良いですか？即効性を求めますが、効果を実感するのに時間はかかりますか？特
に下半身を改善したいです。

ポイントゲット 

【メニュー】   
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@cosmeサロンにあなたの要望を送ろう！

送信する

※返信が必要な場合はお問い合わせフォームをご利用ください。

 他のエリアで探す

@cosmeサロンは2020年10月13日を持ちましてサービス終了致します。
         

さ

活用ガイド ：
@cosmeサロンのご利用ガイドです。使い方がわからない場合にご利用くださ
い。

@cosmeサロンコンセプト

@cosmeサロンよくあるご質問

 ビューティポイントのため方

@cosmeサロンコンテンツ ：
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@cosme限定VIPクーポン

部分痩身コースでむくむく足を解
消！セルライトケアにも♪ オール
ハンド・インドエステ部分脚痩せ
コース（60分） クーポンご利用で
【5,500円！】

メニューで絞り込む

キーワードで絞り込む メニュー内容（アロマ、痩身）などを入力

ももか さん（50代前半/女性） 2009年05月13日23:18

返信 カブール町田店

感想を頂きましてありがとうございます。
また、体験にお越しいただきまして誠にありがとうございました。
根気が必要なダイエット。微力ではございますが
これからもお手伝いが出来ればと思います。
心配なことや質問があればいつでもお問い合わせくださいませ。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

体型は変えられる！『脂肪を削ぎ落と
す』カブール流インドエステを徹底解
剖！

小顔・リフトアップに美肌まで♪欲張
りフェイシャルでエイジレス美人に！

過去のクチコミ 全てのクチコミを見る
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カブール町田店のクチコミ

クチコミを投稿するには、ログイン・会員登録（無料）している必要があります。

選択してください

クチコミ投稿ポイント付与数
感想：40P

は、店頭で専用用紙を使って投稿されたクチコミ情報です。

体験に行ってきました。ちょっと前から気になっていました。
他のエステサロンとは違うところが沢山あって正直びっくりしました。
心地よい疲労感と爽快感です。

ポイントゲット 
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JR横浜線・小田急線 町田駅より徒歩3分 

カブール町田店 女性専用

町田／口コミ160件以上！6か月で－25．9キロ！？老舗オールハンドインドエステ お気に入り
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おトクにキレイになる情報が満載！おトクにキレイになる情報が満載！ 新着おトク情報新着おトク情報 会員登録(無料) ログイン

https://www.cosme.net/salon/tokyo/
javascript:void(0);
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/menu/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/staff_info/stafflist/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/gallery/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/map/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/message/topix/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/message/model/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/message/facilities/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/message/skill/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/message/event/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/menu/spp/0/528199/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/report/detail/M10531/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/report/detail/M10227/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_202001/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_202003/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_202007/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201901/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201905/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201906/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201907/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201801/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201802/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201804/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201805/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201806/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201807/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201809/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201810/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201811/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201812/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201704/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201705/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201706/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201707/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201709/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201710/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201711/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201606/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201610/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201612/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201501/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201502/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201503/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201504/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201505/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201506/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201507/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201508/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201509/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201511/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201512/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201403/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201404/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201405/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201406/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201407/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201408/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201409/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201410/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201411/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201412/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201302/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201303/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201304/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201305/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201306/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201307/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201309/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201310/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201311/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201312/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201201/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201202/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201203/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201204/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201205/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201206/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201207/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201208/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201209/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201210/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201211/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201102/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201103/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201104/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201108/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201109/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201110/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201112/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_201001/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_200905/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_200908/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/archive_200909/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/180/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/150/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/160/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/170/
https://www.cosme.net/salon/s/kabul-machida/bbs/180/
javascript:void(0)
https://www.cosme.net/salon/istyle_auth/register_member/
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