
 
ミニスピーカーの出力が3Ｗから５Ｗへ！！ 
より高音質になり、音のパワーもアップ！ 
    

マナーズサウンド®のバイブレーションが細胞の 

深層部に届き、セルフケアでの治癒力がより 
プラスアップ！！ 
    

強力になったスピーカーでも、 

女性の方の手にもすっぽりと収まる小型サイズ。 
                            

それぞれのセラピーに必要な 
マナーズサウンドⓇが収録されています。 

 
 

 
  ●素材：ステンレス 
  ●重さ：１９０ｇ 
  ●最大出力：５W 
  

  ●連続再生可能時間：５時間 
  ●充電時間目安：約２時間 
  ●SDカード内臓  
   

  ●スピーカーの直径：4.8㎝  
  ●スピーカーの高さ：3.9㎝ 
  ●充電用USBケーブル付き 

「New myself care」シリーズが 
さらにグレードアップ！ 

いつでも、どこでもご使用いただける 
おしゃれなセルフケア用美顔器！ 

発売元：マナーズインターナショナル株式会社 
    〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-19-1107    

     TEL.03-6278-7920   MAIL.info@manners-inc.jp 

公式通販サイトからも 
ご購入いただけます！ 

* New  myself  care  Plus * 
-フェイシャル- 

 

【
収
録
音
源
】 

【
仕
様
】 

価格：44,000円（税込） 

１．エーテル体 
 →人間の生命エネルギーを整える 
２．皮膚 
→健康な肌状態に調整する 
 

３．コラーゲン 
→コラーゲンの生成サポートと促進に働きかける 
４．ビタミンC 
→ビタミンCの生成サポートと促進に働きかける 
５．細胞再生 
→肌代謝を整え健康な肌リズムへ調整する 



 
ミニスピーカーの出力が3Ｗから５Ｗへ！！ 
より高音質になり、音のパワーもアップ！ 
    

マナーズサウンド®のバイブレーションが細胞の 

深層部に届き、セルフケアでの治癒力がより 
プラスアップ！！ 
    

強力になったスピーカーでも、 

女性の方の手にもすっぽりと収まる小型サイズ。 
                            

それぞれのセラピーに必要な 
マナーズサウンドⓇが収録されています。 

 
 

 
  ●素材：ステンレス 
  ●重さ：１９０ｇ 
  ●最大出力：５W 
  

  ●連続再生可能時間：５時間 
  ●充電時間目安：約２時間 
  ●SDカード内臓  
   

  ●スピーカーの直径：4.8㎝  
  ●スピーカーの高さ：3.9㎝ 
  ●充電用USBケーブル付き 

「New myself care」シリーズが 
さらにグレードアップ！ 

いつでも、どこでもご使用いただける 
おしゃれなセルフケアマシン！ 

発売元：マナーズインターナショナル株式会社 
    〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-19-1107    

     TEL.03-6278-7920   MAIL.info@manners-inc.jp 

公式通販サイトからも 
ご購入いただけます！ 

* New  myself  care  Plus * 
-メンタル- 

 

【
収
録
音
源
】 

【
仕
様
】 

価格：44,000円（税込） 

３．レスキューレメディ― 
→心の緊張や不安を和らげる 
４．βエンドルフィイン 
→ハッピーホルモンの分泌を助け、 
 気持ちを穏やかに落ち着かせる 
５．愛 
→愛の波動を高め、心の調和へと導く 

１．オーラの歪み 
→体のまわりにあるオーラを 
 調整する 
２．チャクラ（ハート） 
→ハートチャクラの音。 
 愛と調和を促す。 



 
ミニスピーカーの出力が3Ｗから５Ｗへ！！ 
より高音質になり、音のパワーもアップ！ 
    

マナーズサウンド®のバイブレーションが細胞の 

深層部に届き、セルフケアでの治癒力がより 
プラスアップ！！ 
    

強力になったスピーカーでも、 

女性の方の手にもすっぽりと収まる小型サイズ。 
                            

それぞれのセラピーに必要な 
マナーズサウンドⓇが収録されています。 

 
 

 
  ●素材：ステンレス 
  ●重さ：１９０ｇ 
  ●最大出力：５W 
  

  ●連続再生可能時間：５時間 
  ●充電時間目安：約２時間 
  ●SDカード内臓  
   

  ●スピーカーの直径：4.8㎝  
  ●スピーカーの高さ：3.9㎝ 
  ●充電用USBケーブル付き 

「New myself care」シリーズが 
さらにグレードアップ！ 

いつでも、どこでもご使用いただける 
おしゃれなセルフケアマシン！ 

発売元：マナーズインターナショナル株式会社 
    〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-19-1107    

     TEL.03-6278-7920   MAIL.info@manners-inc.jp 

公式通販サイトからも 
ご購入いただけます！ 

* New  myself  care  Plus * 
-サポート・免疫- 

 

【
収
録
音
源
】 

【
仕
様
】 

価格：66,000円（税込） 

１．エーテル体 

→人間の生命エネルギーを整える 

２．松果体 

→松果体の機能をサポート 

３．胸腺 

→免疫システム～共生をサポート 

７．免疫システム～血液 

→免疫システム～血液をサポート 

８．免疫システム～脾臓 

→免疫システム～脾臓をサポート 

９．VLF/必須生命力 

→生命力の気を高める 

4.経絡-肺 

→経絡-肺の調整・活性化 

5.経絡-腎臓 

→経絡-腎臓の調整・活性化 

6.経絡-肝臓 

→経絡-肝臓の調整・活性化 



 
ミニスピーカーの出力が3Ｗから５Ｗへ！！ 
より高音質になり、音のパワーもアップ！ 
    

マナーズサウンド®のバイブレーションが細胞の 

深層部に届き、セルフケアでの治癒力がより 
プラスアップ！！ 
    

強力になったスピーカーでも、 

女性の方の手にもすっぽりと収まる小型サイズ。 
                            

それぞれのセラピーに必要な 
マナーズサウンドⓇが収録されています。 

 
 

 
  ●素材：ステンレス 
  ●重さ：１９０ｇ 
  ●最大出力：５W 
  

  ●連続再生可能時間：５時間 
  ●充電時間目安：約２時間 
  ●SDカード内臓  
   

  ●スピーカーの直径：4.8㎝  
  ●スピーカーの高さ：3.9㎝ 
  ●充電用USBケーブル付き 

「New myself care」シリーズが 
さらにグレードアップ！ 

いつでも、どこでもご使用いただける 
おしゃれなセルフケア用美顔器！ 

発売元：マナーズインターナショナル株式会社 
    〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-19-1107    

     TEL.03-6278-7920   MAIL.info@manners-inc.jp 

公式通販サイトからも 
ご購入いただけます！ 

* New  myself  care  Plus * 
-ジョイント- 

【
収
録
音
源
】 

【
仕
様
】 

価格：60,500円（税込） 

1.エーテル体 

→人間の生命エネルギーを整える 

2.石灰化 

→ 組織内への石灰沈着を防ぐ 

3.筋肉細胞 

→筋肉細胞を整え、活性化へと働きかける 

7.骨膜 

→骨膜の調整、 

 活性化へと働きかける 

8.骨状態 

→骨の調整、 

 活性化へと働きかける 

4.靭帯 

→靭帯の調整、活性化へと働きかける 

5.筋膜 

→筋膜の調整、活性化へと働きかける 

6.軟骨 

→軟骨の調整、活性化へと働きかける 



 
ミニスピーカーの出力が3Ｗから５Ｗへ！！ 
より高音質になり、音のパワーもアップ！ 
    

マナーズサウンド®のバイブレーションが細胞の 

深層部に届き、セルフケアでの治癒力がより 
プラスアップ！！ 
    

強力になったスピーカーでも、 

女性の方の手にもすっぽりと収まる小型サイズ。 
                            

それぞれのセラピーに必要な 
マナーズサウンドⓇが収録されています。 

 
 

 
  ●素材：ステンレス 
  ●重さ：１９０ｇ 
  ●最大出力：５W 
  

  ●連続再生可能時間：５時間 
  ●充電時間目安：約２時間 
  ●SDカード内臓  
   

  ●スピーカーの直径：4.8㎝  
  ●スピーカーの高さ：3.9㎝ 
  ●充電用USBケーブル付き 

「New myself care」シリーズが 
さらにグレードアップ！ 

いつでも、どこでもご使用いただける 
おしゃれなセルフケアマシン！ 

発売元：マナーズインターナショナル株式会社 
    〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-19-1107    

     TEL.03-6278-7920   MAIL.info@manners-inc.jp 

公式通販サイトからも 
ご購入いただけます！ 

* New  myself  care  Plus * 
-ボディ- 

 

１．エーテル体   
→人間の生命エネルギーを整える 
２．経絡調整  
→体の気の流れを整えて、エネルギー 
 循環を促進する 
 

３．細胞再生 
→体の細胞代謝を整え、健康な体リズムへ調整する 
４．免疫・活力 
→様々なダメージから体を守る力を高める 
５．生命力の気 
→体の生命エネルギーを高める 
 

【
収
録
音
源
】 

【
仕
様
】 

価格：44,000円（税込） 


