






　

■美肌・美白に…
●美白になり透き通った肌になりたい。

(ぴよ)

●色白になりたい。 　　　　　　　　(タマ)

●肌を一枚きれいにとって女優のような美

肌にしたい。　　　　　　　　　　　(よぴ)

●顔の皮を1枚はぎ、赤ちゃんの様な肌にな

りたい･･。　　　　　　　　　　　　 (M･K)

●スッピンでも外出できる肌になりたい

(あやっち)

●キメをきれいにしてほしい。  (まきばん)

●ハリのある肌になりたい　　　　  (KK)

●肌をすべすべにしてほしい 　(トクメイ)

●5歳若く見られるようなスベスベのお肌

になりたい!　　　　　　　　　(ひろりん)

●桃井かおりのように常に潤った透明な肌！

(E･N)

■シミ・ソバカスをとりたい
●シミをすべてなくしたい

(あんもち)

●シミよさようなら!!

(K･C)

●顔にある全てのシミ・

ソバカスを取りたい

　　　　　　　(トラビス)

■たるみ・ホウレイ線を…
●目の下のたるみをなくしたい　　　(ムラ)

●タルミをなくしシャープな顔立ちになり

たい　　　　　　　　　　　　　 　(N･M)

●額やほうれい線のシワ取り　(ノコちゃん)

■シワを…
●深く刻まれた「眉間のしわ」にボトックス

注射　　　　　　　　　　　　　　(まるみ)

●目のまわりのこじわをなくしたい

(まるまる)

●おでこのシワと目元のシワをうすくした

い。　　　　　　　　　　　　　　　(涼子)

●笑いジワを消したい　　　　　　 (T･M)

■ニキビを…
●ニキビ跡をなくしたい　　　　(みうママ)

●ニキビ跡が消え、ニキビも一生できない。

　　　　　　　　　　　　　　　(筑紫もち)

■毛穴を…
●毛穴を消す!!　　　　　　　　　　(パン)

●目立った毛穴を目立たなくつるっとした

い　　　　　　　　　　　　　　(デブママ)

●鼻の毛穴を閉じたい　　　　　(まるまる)

●鼻のブツブツを取り除きたい。　（トロ吉）

■ホクロ・アザを…
●鼻のホクロを消して下さい。(ちっぽちゃん)

●アザがあるのできれいに取りたい。(涼子)

■目・瞳を…
●目の幅を大きく　　　　　　　　 (S･G)

●目がはなれてるので目頭切開!　　(A･K)

●左右の目の大きさを同じにしたい。

(はっち)

●白目が真っ白のキラキラ瞳に♥　  (T･K)
●人を惹き付けるようなきれいな瞳がほし

い♥　　　　　　　　　　　　　　　(ひめ)

■二重に…
●はれぼったいまぶたをぱっちり二重に。

　　　　　　　　　　　　　　　　 (S･N)

●奥二重をくっきり二重にしたい。  (ぴよ)

■まつ毛を…
●つけまつげの様な長いまつげになりたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　 (M･K)

●マスカラせずともバーサバサのまつげに！

　　　　　　　　　　　　　　　(クッキー）

■クマを治したい
●目の下のクマを取り除く　 (ノコちゃん）

●涙袋とクマを取りたい。　　　　　(マサ)

■まぶたの…
●まぶたのくぼみをなおしたい　　(ぴっぴ)

●まぶたの肉をスッキリ　　　　(tartan)

■その他
●メガネのいらない目にしてほしい

　　　　　　　　　　　  (A･K)

●目じりを下げて可愛い顔に

なりたい。　　　　 (やすよ)

■輪郭・骨格・顔を…
●顔の輪郭を出したい　　　　　　 (ミル)

●二重あごを消し去りたい。　　　　(から)

●シャープなあごになりたい　　　　(ムラ)

●エラなくしたい　　　　　　　　 (Y･N)

●顔を小さくしたい　　　　　　 (メガネ)

●頭を小さくしたい　　　　　　　  (A･S)

●かなりのでこっぱちをやや引っ込めたい。

(から)

●頬がもう少しふっくらなるように。(Y･H)

●顔の贅肉を取ってください。

(ちっぽちゃん)

●丸顔から卵形になりたい　　　　　(I･Y)

●面長を少し短くしてみたい。(まいちゃん)

●左右対称の顔に　　　　　　　(tartan)

●顔のゆがみを真っ直ぐにしたい。　(タマ)

●あごのゆがみを治してほしい。�

　　　　　　　　　　　　　　(かおり～ヌ)

●浜崎あゆみみたいなキュートな顔に�

　　　　　　　　　　　　　　 (デブママ)

●アンジェリーナ・ジョリーになる!!(M･Y)

●鼻を高く　　　　　

　　　　　 　(T･N)

●鼻をしゅっとしたい　　　　　(あんもち)

●鼻が高くなり横顔をきれいにしたい　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 (E･N)

●だんご鼻をすらっとした鼻にしたい

(あやっち)

●鼻がでかいのが中学生くらいからコンプ

レックスだった。鼻筋が通って小さい小鼻

に憧れる。　　　　　　　　　　　　(ちぃ)

●鼻を高く、外国人のような目鼻立ちにし

たい。　　　　　　　　　　　　　　(よぴ)

●平井堅のような高い鼻に　(みやにゃんこ)

■唇を…
●ふっくらセクシー唇にしたい。　  (M･S)

●くちびるのシワをプルーンとしたい

   　　　　　　　　　　　　　　　 (KK)

●アンジェリーナジョリーのようなぷるぷ

る唇になりたい　　　　 　(みやにゃんこ)

●口元の両側が上向きにあがった形になり

たい　　　　　　　　　　　　　(かんきち)

■歯を…
●歯並びを綺麗にしたい。　(おっさんマン)

●出っ歯をひっこめたい　　　 (かんきち)

●アゴが小さく歯並びが悪いので真っ白で

きれいに整列した歯にしたい (にゃいママ)

●真っ白な歯　　　　　　　　 (とらきち)

●歯の治療。欠損と噛み合わせしたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　 (K･C)

■髪を…
●いつまでも美しくサラサラな髪

　　　　　　　　　　　　 (まかりとーる)

●髪の毛にツヤとハリを･･･ください･･･

　　　　　　　　　　　　　 (ななおの助)

●髪の毛を増やしてほしい　　 (かんきち)

●くせ毛を直毛に　　　　　　　　(ヨーコ)

●真っ黒な髪　　　　　　　　 (とらきち)

●白髪をなくしたい。　　　　　(ひとり☆)

■ムダ毛を…
●まゆ毛を描かなくてもいいまゆ毛になり

たい!　　　　　　　　　　　　　(ちょん)

●眉毛カットせずに済むよう、不要な毛穴

を消してもらう　　　　　　　　　(べる子)

●ひげの一部を脱毛したい　　　　　(やす)

●毎日のヒゲ剃り嫌!!　　　　　　　(まー)

●モミアゲとヒゲがつながるように

　　　　　　　　　　　　　　 (アサココ)

●手入れしなくてもハナ毛が絶対出ないよ

うになりたい(なくなるのは困る　)

　　　　　　　　　　　 (にゃんころべー)

●とにかく美人になりたい。　　(ひとり☆)

●いつまでも－20歳!!　　　　　　 (M･N)

●金髪に青い目が似合う顔になりたい

　　　　　　　　　　　　　　(にゃんつー)

●口元の7針ぬったキズを消したい。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　(COW1)

●いつも笑顔でいられるように　　  (Ku)

●顔色をよくしたい。　　　　(まいちゃん)

●犬顔なのでキツーイ猫顔になりたい

(柴咲コウ風)　　　　　　　　　　  (E･N)
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■痩せたい！
●セルライトを徹底的にとり除きたい。  (I･Y)

●リアルに15kgくらい痩せたい　 　　(Y･N)

●9号サイズの体型　　　　　　　　　 (A･K)

●スレンダーな容姿になりたい｡  (ミヤチャン)

■締まった体に…
●ほどよい筋肉で引きしまった体。　　 (ぴよ)

●ストイックな体型になりたい　　　　(Y･F)

●体脂肪10％以下にしたい。　　　(M･K)

●やせマッチョに。(ブルースリーが理想)

　　　　　　　　　　　　(アサココ)

●逆三角形のような体型　　(やす)

■女性らしい体に…
●女性らしくしなやかな体　　

　　　　　　　　　　　(A･K)

●ボン・キュッ・ボンの

グラマラスな体　　　(お父さん)

■あの人みたいに…
●モデルさんみたいに背が高くて、スタイルが

よくなりたい　　　　　　　　　(にゃんつー)

●倖田來未みたいなボディーになりたい

(トラビス)

●米倉涼子のような身体にして欲しい。(マサ)

●藤原紀香のようなスタイルになりたい。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　  (M･K)

●モデルのSHIHOのように均等な体型にナリ

タイ　　　　　　　　　　　　　　　(バニラ)

■あと○cm、身長を…
●身長を148～155cmと小柄に　　(ヨーコ)

●背をあと10cmプラス　　　　　　　(パン)

●153cmの身長を＋10cm、163cmにして

ください。　　　　　　　　　(ちっぽちゃん)

●身長があと15cmほしい!　　　　(メガネ)

　

■脚を長く細く…
●ジーンズをきらなくていい

ような足長♥　　 　　  (T･K)
●腰の位置があと5cm高くな

りたい･･･足長になりたい。　　

　　　　　　　　　　  (から)

●脚を細くしてバランスのと

れた身体になりたい

(あやっち)

●ダイコン脚をスマートにしたい　　(ジュン)

●鹿のような細い足に　　　　(みやにゃんこ)

●ひざが少しでてるので、きれいにしたい。

(まいちゃん)

●O脚を治したい　　　　　 　　　  (JIJI)

●脚が細く長く(アムロちゃんみたい)　　

　　　　　　　　　　　　　　(みうママ)

■お腹・ウエストを…
●お腹の肉を胸にもっていきたい

(あんもち)

●鏡餅のようなお腹を引っ込ませたい

(かんきち)

●腹回りを細くしたい　　　　　　(まきばん)

●われた腹筋になりたい　　　　　　　（よぴ)

●杉本彩のようなくびれ　　　(みやにゃんこ)

■お尻を…
●小尻にしてほしい。　　　　　　　　　（マサ)

●たまごみたいなプリプリのヒップになりたい

　　　　　　　　　　　　　　　　  (トロ吉)

●キュッとあがったお尻　　　　　　  (竹子)

●骨盤まわりをすっきり　　　　　　  (R･M)

■サイズを…
●ペチャパイをボインに！ペチャパイをボイ

ンに！ペチャパイをボインに！母からあ

まりのペチャぶりに「大きいサイズの

ブラにしなさい！」と言われました。

　　　　　　　　　　　　　 　(T･N)

●胸をせめてAカップに (ノコちゃん)

●AカップをDカップにしたい

　　　　　　　　　　 　(あっちゃん)

●AカップをＣカップ～Dカップにし

たい。　　　　　　　　　　　　 (I･Y)

●BカップをDカップにしたい   (A･S)

●むねが大きすぎるので小さくしたい(かんきち)

●胸を小さくしたい

(そして、かわいい服を着たい！）   (ひろりん)

■ハリ・形
●垂れた胸を上向きに　　　　　　(まるまる)

●谷間ができる形の良い胸　　　　 (にこ13)

●Ｃカップでお椀型の形のいい胸　　　(竹子)

●無ムダ毛　　　　　　　　　　　　  (M･N)

●ムダ毛撤収　　　　　　　　　　　　(ムラ)

●毛と毛穴のない愛されBodyになりたい　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(T･K)

●まつ毛・髪の毛・まゆ毛以外消え去れ！

(から)

●背中美人!!　　　　　　　  　　　(りんご)

●背中のぜい肉をとる　　　　　　　  (S･G)

●ぷるぷるゆれる二の腕を細くしたい

　　　　　　　　　　　　　　　　(かんきち)

●腕も細く肌を露出したものを着たい  (N･M)

●全身つるつるピカピカピチピチな肌

　　　　　　　　　　　　　　　　(みうママ)

●ひざ・ひじのがさがさをなくしてほしい

　　　　　　　　　　　　　　　　(トクメイ)

●もち肌になりたい　　　　　　(にゃんつー)

●色黒なので白くなりたい　　　　　　(A･S)

■シミ・アザを…
●アザがあるのできれいに取りたい　　(涼子)

●老人性のしみを体から消してほしい  (M･S)

●妊娠線を消して下さい。　　 (ちっぽちゃん)

●手タレのように美しい指　　　　　　(A･K)

●いつまでも美しい指先(爪)　(まかりとーる)

●左の薬指のサイズを7号にしたい。もうすぐ

マリッジリング買いに行きます♥　　　(タマ)

●筋力もUPしたい　　　　　　　　　 (まー)

●どれだけでもがんばれる体力　　(とらきち)

●体力を10代に戻したい。　　　　　(やすよ)

●いつも運動をしたくなるように　　　(Ku)

●ベルばらのオスカルのようなタフさが欲しい

　　　　　　　　　　　　　  (みやにゃんこ)

●骨を強くしたい　　　　　　　　　(メガネ)

●痛みのない体　　　　　　　　　　　(A･K)

●外反母趾から解放されて好きな靴がはきたい

　　　　　　　　　　　　　　　　    (K･C)

●かわいい靴がはける幅の狭い足　　　(T･N)

●バレリーナのような美しい姿勢　　　(竹子)

●猫背を直したい　　　　　　　　　(ちょん)

●体からいい香りがでるようにしたい

(あんもち)

●首をながくしたい。　　　　　　　(りんご)

●肩幅、腰幅を狭くする。　　　　　(筑紫もち)

●多汗症をなくしたい　　　　　　(トラビス)

●乳首の色をピンクに!!　　　　　　(なおじ)

●でべそを直す!　　　　　　　　　　 (A･K)

●･･･ちくびを立たせない。　　　　  (アサココ)

●足のムレ･･･　　　　　　　　　　　　(まー)
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●まつ毛・髪の毛・まゆ毛以外消え去れ！

(から)

●背中美人!!　　　　　　　  　　　(りんご)

●背中のぜい肉をとる　　　　　　　  (S･G)

●ぷるぷるゆれる二の腕を細くしたい

　　　　　　　　　　　　　　　　(かんきち)

●腕も細く肌を露出したものを着たい  (N･M)

●全身つるつるピカピカピチピチな肌

　　　　　　　　　　　　　　　　(みうママ)

●ひざ・ひじのがさがさをなくしてほしい

　　　　　　　　　　　　　　　　(トクメイ)

●もち肌になりたい　　　　　　(にゃんつー)

●色黒なので白くなりたい　　　　　　(A･S)

■シミ・アザを…
●アザがあるのできれいに取りたい　　(涼子)

●老人性のしみを体から消してほしい  (M･S)

●妊娠線を消して下さい。　　 (ちっぽちゃん)

●手タレのように美しい指　　　　　　(A･K)

●いつまでも美しい指先(爪)　(まかりとーる)

●左の薬指のサイズを7号にしたい。もうすぐ

マリッジリング買いに行きます♥　　　(タマ)

●筋力もUPしたい　　　　　　　　　 (まー)

●どれだけでもがんばれる体力　　(とらきち)

●体力を10代に戻したい。　　　　　(やすよ)

●いつも運動をしたくなるように　　　(Ku)

●ベルばらのオスカルのようなタフさが欲しい

　　　　　　　　　　　　　  (みやにゃんこ)

●骨を強くしたい　　　　　　　　　(メガネ)

●痛みのない体　　　　　　　　　　　(A･K)

●外反母趾から解放されて好きな靴がはきたい

　　　　　　　　　　　　　　　　    (K･C)

●かわいい靴がはける幅の狭い足　　　(T･N)

●バレリーナのような美しい姿勢　　　(竹子)

●猫背を直したい　　　　　　　　　(ちょん)

●体からいい香りがでるようにしたい

(あんもち)

●首をながくしたい。　　　　　　　(りんご)

●肩幅、腰幅を狭くする。　　　　　(筑紫もち)

●多汗症をなくしたい　　　　　　(トラビス)

●乳首の色をピンクに!!　　　　　　(なおじ)

●でべそを直す!　　　　　　　　　　 (A･K)

●･･･ちくびを立たせない。　　　　  (アサココ)

●足のムレ･･･　　　　　　　　　　　　(まー)




