糖質も脂質もカットしてくれる効果に
食欲抑制＆燃焼のダブルの働きのある
新素材を配合して更にパワーアップ！
お食事前に摂取するだけの簡単サプリケア。

カロリーカットに着目したサラシア、キトサン、ガルシニアの３つのパ

ワーで、ダイエットの対敵である糖質・脂質の吸収を抑制し、さらに、新素
材の”ニームリーフエキス”が加わり脂肪燃焼しやすい体へと導きながら満
腹ホルモンレプチンの働きを高め食欲抑制効果も期待できます。

NEW! プレミアムファットバーントリプル
1包 4 粒 30 包
通常価格

￥7,000（税別）

糖質太り

タイプにオススメ

糖質カットケア
糖質太りタイプの人は、炭水化物と砂糖の摂取量が
多い傾向があります。残業で夕食の時間が遅くなっ
てしまったり、外食やインスタントで済ませてしま
いがちなお勤め女子も要注意。普段の食生活を見直
して、
糖質カットを意識してみましょう。

むくみ太り

タイプにオススメ

糖質太り

タイプにオススメ

筋肉太り

タイプにオススメ

メリハリ美ラインメイク
iam バストアップ
シェイプ
キャミソール
S〜LLサイズ

通常価格

￥19,000（税別）

ただ痩せるだけでは魅力のあるカラダ

はつくれません。すっきりくびれたウエ
ストに、ふっくら丸い上向きバスト＆

ヒップ。そんな女性らしいメリハリボ
ディをスピーディに叶えるなら、高機能
補正下着がおすすめ。毎日着ける下着に
よってボディラインは劇的に変化しま

パープルネイビー

クリアキャメル

すよ。

同シリーズの
ブラ＆ショーツとの
重ね着でさらに効果UP!

・新ロングブラジャー
・新ロングブラジャー
フルカップ
・新ロングガードル
・新ウエストニッパー
・新ショーツ

冷えを防いで代謝UP！
毎日の下着で理想の
ボディを形状記憶
伸縮性抜群のパワーネットと、
ボディラインに沿った立体設計で、
しっかり脇寄せ
したふっくらバストや、スッキリとしたおなか周りを即効メイク。
つけた瞬間から
別人体型に！

生地には遠赤効果がある光電子繊維を使用しているので、着用することで、冷え、
むくみ改善、
サイズダウンまで叶えてくれます。

際特許取得
iam 許国
番号：第 21376
国内特

67 号

iam サイズ詳細は
ratiastyle.com キャンページを参照ください。

むくみ太り

タイプにオススメ

糖質太り

タイプにオススメ

体質改善食
塩分や糖質の過剰摂取や食物繊維不足など

は、太りやすい体質の原因に。そんな栄養の偏

りが原因の一つとなっている “むくみ太り”＆
“糖質太り” タイプが食事制限をしてしまうの
は逆効果です。

ダイエットで大切なことは、栄養のあるもの

をバランスよく食べること。今すぐ食生活を
見直して、体の中から体質改善しましょう。

驚きの95カロリー
ダイエットの
スピードアップを！
代謝アップに重要な 3 種類のたんぱく
質の組み合わせで、脂肪を抑えながら効

システムダイエット 95
1箱 40g 14 袋
通常価格

￥15,000（税別）

率よくダイエット。美容成分もたっぷ
り配合しているから、お肌や髪のツヤま
でもキープできます。

炭水化物好きの人も大満足♪
美味しく燃焼体質に変身

DE

LICIOUS

食物繊維入りのお粥で、体の巡りを整えながらカロリーコン

トロール。3 種類の本格フレーバーに、さらに別添の 2 種の
スパイスで、気分に合わせてお好みの味つけが楽しめます。

ごはん好きでも無理なく楽しく続けられるダイエットフー
ドで、気づけば燃焼体質に！

プレミアムセルフコントロールダイエット
1箱 250g 14 袋
通常価格

￥15,000（税別）

PO
いかがでしたか？

これまで「遠回りダイエット」を続けてしまっていた方は、今すぐ見直しを！
自分にぴったり合った「近道ダイエット」で、無理なくキレイになれますよ。
夏に向けて、今から本気のボディ革命。皆さんも一緒にトライしませんか？

RRIDG

E

定期購入会員は毎月20%〜 60％OFFで購入できてとってもオトク !!
初回のお届け商品

&Ratia＋ 基礎１ヶ月4点セット

まずはご希望のシリーズからセレクト

クレンジング
ウォッシング
● ローション A
● ゲル L
●
●

「&Ratia シリーズ」の場合は基礎１ヶ月 4 点セット 1 点
のみ、または現品 1５アイテムから 2 点選択。

※肌別にローション 2 種（A/M）、ゲル 2 種（L/M）より選択

&Ratia＋ ダイエットシリーズ
（2種から選択）

2回目以降のお届け商品

システムダイエット 95
● プレミアムセルフコントロール
ダイエット
●

シリーズ変更も OK、自由にセレクト。
基礎 1 ヶ月 4 点セットまたはダイエットシリーズから 1 点、ま
たはご希望の方は現品 1５アイテムから 2 点が選択できます。

※どちらか１品のみお選び頂けます

&Ratia＋シリーズ（お好きな2点を選択）

-FACE-

-BODY-

-SUPPLEMENT-

● ローション (A/M)
クレンジング
● ウォッシング
● ソリューション (W/M)
● クリアパック
● ゲル (L/M)
● フェイスマッサージクリーム

●

ファットバーン
● クイックホットボディゲル
● ビューティモイストジェル
● プレミアムスリムバーンティ
（２点セット）

●

●

プレミアムビューティアクティブ
プレミアムファイン（２袋セット）
● プレミアムフルーツデトックス
● プレミアムマルチビタミン EH
● プレミアムビューティリラックス（２箱セット）
●

定価よりずっとおトク

配送料無料

商品は毎月 10 日前後にお届けします。
（月により多少前後することがあります）

通常

9,900 円（税込）
おトクな定額コース今なら

基礎１ヶ月 4 点セットを購入すると…

定価 23,000 円

ゴールド会員になると基礎化粧品はなんと最大 46%OFF!!
特別商品・シーズン商品は最大 20％〜 30％OFF に !!
商品一覧

ゴールド会員

スタンダード会員

9,900 円（税込）/ 月

基礎スキンケア
特別商品

［ゲル・プレミアムビューティアクティブ］

通常・おすすめシーズン商品

［アクアシリオン タンブラー・ミスト］

15%OFF

30%OFF

最大 10%OFF

最大 20%OFF

※おすすめシーズン商品最大 15%OFF
※ビューティリラックスは 10％OFF

3 0 th A n n i v ersa ry
S p e ci a l P re sen ts

ご愛顧頂いてる大切な会員様への感謝を込めて新たなビューティ
アップ特典をご用意！ もっとおトクに！もっとキレイに！

1
年目
2 特典
年目
特典

年目
3 特典

スタジオメニュー

1 回無料チケット
プレミアムカタログ 2,000 円相当
選べる特典

最大46％OFF

※ビューティリラックスは 10％OFF

ポイントシステムで
貯まる！使える！
RatiaStyle サイトで商品をご購入いただくと、100 円につき 3 ポ
イントが付与されます。

２年目以降は、お得度がますます高まる！！
続けるだけで１年ごとにお得度が UP！！

サービス適用金額
入会後 12 ヶ月まで

9,900 円（税込）

入会後 13 ヶ月目以降

9,000 円（税込）

プラチナカタログ 4,000 円相当

入会後 25 ヶ月目以降

8,000 円（税込）

年目
特典

VIP カタログ Vol.1

入会後 37 ヶ月目以降

7,000 円（税込）

年目
6 特典

VIP カタログ Vol.2

年目
4 特典

5

ディズニーリゾート ペアチケット or ユニバーサルスタジオ
ペアチケット or 魔法のドライヤー「レプロナイザー 3D Plus」

グルメ・雑貨・旅行情報が掲載されたカタログ送付
ヨーロッパ・アジアまで世界各国から選りすぐった
こだわりの品々を集めたカタログ送付

7 年目以降も毎年、VIP カタログをお届けしますので、お楽しみに！

2 年目からは初年度より年間 10,800 円お得、3 年目は
年間 22,800 円、4 年目は年間 34,800 円お得になります。

ポイントの貯め方

通販の場合 １回購入 100 円ごとに 3 ポイント発生

Rat i a I nf ormati on
studio Ratia

「Intention Party」開催 Report ! ! in TOUKAI
Whatʼs Intention Party?

ビューティコンテスト「Ratia HELOINES」に向けて、今よ
りも更なる美しさを追求しながら結果出しへの意欲を改め
て決意するヒロインたちが集結！！
コンテスト情報やエントリー者同士の交流に刺激され、美
へのモチベーションが高まります！
美味しいお食事はもちろん、ゲーム企画もあり楽しみなが
らコンテストに向けて目標＆決意を固めスタート出来る場
として、各地区にて開催されます。

2019年4月7日

東海地区にて「Intention Party」が開催されました！
パーティでは当日参加
メンバー様にラティア
ヒロインに向けて更に
結果を出す為の商品プ
レゼントやビンゴ大会
での賞品など嬉しいサ
プライズ特典が盛りだ
くさん！
スタッフも一緒に女子
会気分で盛り上がりま
した！

H iro k i Inf o rmati on
インスタグラム

3 月度「芸能人人気ランキング」6 位に上昇中！

RatiaTV byHiroki 新企画ゲスト出演者大募集 !!

RatiaTV あなたの夢叶えます
Hiroki 最新情報を
インスタグラムで

リアルタイム配信中♪

@yamadahiroyuki_hiroki
フォロワーついに158万人突破‼

有名人インスタグラムランンキング・タレントでは
梨花さんを越えて、現在6位ランキング中！

https://insta.refetter.com/category/talent/
Hiroki のサイトも新しくなりました。
最新の活動情報をご覧頂けますのでぜひ
アクセスしてください！

www.hiro-ki.com

現役「モデル / 女優 / タレント / インスタグラマー /youtuber」
など才能がある方々の夢を応援する番組

夢を追いかけている「新人・素人」さんも大歓迎です
スターになれる企画／一緒に夢を叶えましょう。

RatiaTV

発掘

検索

