
Winter Sale

EASTHAM

お⽀払い、引き渡し期間

 2019年12⽉1⽇〜12⽉30⽇
予約期間

2019年11⽉1⽇〜11⽉30⽇

2019年12⽉1⽇〜30⽇



AUJUA SERIES
hair care line

 

HAIR CARE

�QUENCH
�FILLMELLOW
�AQUAVEER
�SMOOTH

Quench・・・潤いのある柔らかい髪ヘ

fillmellow・・・内から柔らかな髪へ

aquaveer・・・まとまりのある扱いやすい髪ヘ

smooth・・・根元から⽑先までサラサラな髪ヘ

AUJUA SERIES １０％OFF

�
シャンプー
250ml
￥3,080→￥2,772
500ml
￥4,620→￥4,158
 
トリートメント
250ｇ　
￥4,180→￥3,762
500ｇ　
￥6,270→￥5,643



AUJUA SERIES
aging  care line

HAIR CARE

�EQUIAL �TIMESURRGE

equial・・・根元から弾⼒とまとまりのある髪ヘ

immurise・・・ダメージに負けない健康的な美しい髪ヘ

timesurrge・・・内側からのみずみずしさとしなやかさに満ちた髪ヘ

�IMMURISE
� �シャンプー

250ml
￥3,080→￥2,772
500ml
￥4,620→￥4,158
 
トリートメント
250ｇ　
￥4,180→￥3,762
500ｇ　
￥6,270→￥5,643

�シャンプー
250ml
￥3,850→￥3,465
500ml
￥5,830→￥5,247
 
トリートメント
250ｇ
￥4,950→￥4,455
500ｇ
￥7,480→￥6,732



AUJUA SERIES
scalp  care line

HAIR CARE

�MOISTCALM
�AGINGSPA�GROWSIVE

�OATHENAM

growsive・・・スカルプフローラに着⽬したケア。健やかな黒髪ヘ

oathenam・・・クリアで健やかな地肌を保ち健康的な髪ヘ

agingspa・・・柔らかで健やかな地肌を保ちふんわり⽴ち上がる髪ヘ

moistcalm・・・潤いのある健やかな地肌環境に

�

�

�シャンプー
250ml
￥3,850→￥3,465
500ml
￥5,830→￥5,247
 
トリートメント
250ｇ
￥4,950→￥4,455
500ｇ
￥7,480→￥6,732�フォーミングマスク

170ｇ
￥3,520→￥3,168

�シャンプー
250ml
￥3,080→￥2,772
500ml
￥4,620→￥4,158
クリアスパフォーム
170g
￥3,080→￥2,772
トリートメント
250ｇ　
￥4,180→￥3,762
500ｇ　
￥6,270→￥5,643



AUJUA SERIES 
ETERNAL STAGE

HAIR CARE

�セラム
100ml
￥4,950→￥4,455

DIORUM�シャンプー
250ml
￥4,620→￥4,158
500ml
￥7,040→￥6,336

DIORUM �トリートメント
250ｇ
￥5,720→￥5,148
500ｇ
￥8,690→￥7,821

DIORUM

�MOISTCALM�AGINGSPA �OATHENAM�GROWSIVE

スカルプ ローション

� 
100ml
￥2,200→￥1,980

� 
100ml
￥6,600→￥5,940



HAIR CARE

� 
250ml
￥4,180→￥3,971

NOTTO

�シャンプー
250ml
￥3,080→￥2,772
650ml
￥6,600→￥5,940
トリートメント
250ｇ
￥3,520→￥3,168
650ｇ
￥7,700→￥6,930

smooth/moisture
� �シャンプー

250ml
￥3,410→￥3,069
650ml
￥7,260→￥6,534
トリートメント
250ｇ
￥3,850→￥3,465
650ｇ
￥8,360→￥7,524

volumy

パーマやカラーによるダメージ、乾燥を内部〜しっかりケア

�シャンプー
250ml
￥4,180→￥3,762
650ml
￥8,030→￥7,227
トリートメント
250ｇ
￥4,730→￥4,257
650ｇ
￥9,240→￥8,316

aging�care

nanoamino Series

�シャンプー
200ml
￥2,090→￥1,881
500ml
￥3,850→￥3,465
トリートメント
200ｇ
￥2,530→￥2,277
500ｇ
￥4,730→￥4,257

NANO�DEW

 １０％OFF

�  
500ml
￥4,950→￥4,703

オーガニックフォーム

 5％OFF

 5％OFF



leave-in treatment 10%OFF

HAIR CARE

�
�ジェルステムライザー
100ml ￥5,280→￥4,752
セラム
100ml ￥4,180→￥3,762

IMMURISE �セラム・フルイド100ml
￥2,860→￥2,574
ミスト100ml
￥2,200→￥1,980

QUENCH

�FILLMELLOW

�AQUAVEER �SMOOTH

�TIMESURGE

� 
100ml ￥3,300 →￥2,970

  EQUIAL

100ml ￥4,730→￥4,257
コンセントレート50ml
￥3,300→￥2,970

MOROCCANOIL �100ml ￥2,852 →￥2,567

エルデュールヘアセラム� 
100ml ￥5,280

MOROCCANOIL
SPECIAL�SET

限定SETボディーソープ付

� 
100ml ￥2,860→￥2,574



men's corner 10%OFF
HAIR CARE

� ￥2,200→￥1,980

フリーズキープグリース

�

� ￥2,200→￥1,980

ハードミルク

� ￥2,200→￥1,980

ハードゼリー

� ￥1,980→￥1,782

ジェリー H

Styling 10%OFF

� ￥1,760→￥1,584

GEL � ￥2,530→￥2,277

POMADE

DOORS 5%OFF

� 左：オイルスフレ￥2,200→￥1,980
中：オイルデュウ￥2,200→￥1,980
右：オイルミルク￥2,200→￥1,980

�Jemile�franSeries � ①：オイルリッチ￥3,080→￥2,772
②：オイルライト￥3,080→￥2,772
③：デザインセラム￥1,980→￥1,782
④：デザインドロップ￥1,980→￥1,782

�Nine�Series

① ② ③ ④NEW



Styling
10%OFF

HAIR CARE

�￥1,650→￥1,485

ポイントスティックケア

�

�左   ￥3,300→￥2,970
右　￥2,420→￥2,178

mm�Series

�左）￥2,200→￥1,980
右）￥1,650→￥1,485

style�club�Series �￥1,980→￥1,782
nigelle�Series

�￥3,740→￥3,366
N. �50ml￥1,760→￥1,584

120ｍl￥2,640→￥2,376

トリエ�Series

�￥1,980→￥1,782

ポイントコンシーラー�①￥1,760→￥1,584
②￥1,760→￥1,584
③￥1,980→￥1,782 
④￥1,760→￥1,584

spray

①  ②  ③  ④

クリームバター

ワックスフォーム



Lumielina

HAIR CARE

� 
￥41,800→￥39,710

３D+ドライヤー

�

� 
￥24,200→￥22,990

ホリスティック
ドライヤー

� 
￥13,200→￥12,540

ホリスティック
アイロン

� 
￥16,500→￥15,675

ホリスティック
コテφ26・32ｍｍ 

� 
￥38,500→￥36,575

３D+アイロン� 
￥38,500→￥36,575

3D+コテ
φ26・34ｍｍ

�
 

 
 
 
￥14,300→￥13,585

ホリスティック
キュアブロードライヤー

NEW

 5％OFFHOLISTIC CURE

 5％OFF

育成光線（テラヘルツ波）が美髪効果が

常識を変える！！

⽑髪表⾯の⽔分を微細化し内部で定着す

るからパサつかず、艶髪に！！

バイオプログラミングが叶える

『時を超える美』



MTG 5％OFF 

BODY MAKE

�

� ￥40,480→￥38,456

フットフィット

� 500ml ￥9,504→￥9,029

ReFaコラーゲン

�①￥28,380→￥26,961　
②￥21,780→￥20,691
③￥25,080→￥23,826　　　
④￥30,250→￥28,738
⑤￥43,780→￥41,591

SIX�PADシリーズ 

遠⾚外線を放つ炭素が

『美』を開花させる

⾃宅でボディーメイク！

ながらフィットネスで

理想のボディーに

�

※SIX PADシリーズは直送品のため
￥30800以下の場合は送料￥660かかります

� ￥26,180→￥24,871

カッサブラック �  ￥18,150→￥17,243

マグネティックフロー

� 
 
￥36,300→￥34,485

ビューティック
ドライヤー �  

 
￥19,800→￥18,810

ビューティック
ストレートアイロン

� 
￥32,780→￥31,141

リファグレイス

ReFa BEAUTECH DEBUT

お勧め①：髪の温度を⾃動検知し熱によ

るダメージを軽減

お勧め②：ハイドロイオンが髪に吸着し

⽔分量を整えキューティクルを補修。

お勧め①：濡れた髪でも⽔蒸気爆発を

起こさないから傷みにくい

お勧め②：低反発コートで髪をつぶさず

やさしく整える。

NEW NEW



HAIR CARE

�

� 
￥198,000→￥188,100

ELECTRIC�BARI
BRUSH � 

￥74,800→￥67,320

スムーズスキン 

�  
右）30ml　￥7,150→￥6,793
左）30ml　￥5,720→￥5,434

アレクサンドル
プロトボーテUV
リュミノシオン

中と外のW対策でもう乾燥知らず！！

40万発の光脱⽑器
肌の⾊に合わせて⾃動で強さ調整

週1回簡単脱⽑器

10年後も健康で美しく！！
低周波の効果で頭⽪環境を改善

お顔や、全⾝に使えます。

�270粒￥6,480→￥6,156

A・Oサプリ

�右）150ml・・・
￥3,850→￥3,465
左）500ml・・・
￥12,650→￥11,385

ゲルゼリー

しっかり保湿！！

乾燥・美肌対策には ⽣コラーゲン、プラセンタ、

ケイ素に加えプロテオグリカ

ン配合で保湿⼒アップ！⼤⼈

のためのUVベース。
肌を選ばない

クリアベージュタイプ。

�シークレットUVベースNO5

30g￥5,500→￥4,950

活性酸素を強⼒に除去

アスタキサンチン・ビタミンB群・
C・E配合で

美肌、体の疲れにもお勧め。

� 
￥27,280→￥25,916

オーラルミナス

10年後の歯に差がつく！！
ステインクリーンモードでヤニ、ステイン、

歯⽯の除去

ブラッシングモードで毎分36000回の超⾼速
⾳波で汚れを落とし、歯茎ケア、⾆苔の除去

までこれ1台で可能に！！

NEW



ESTHETIQUE

�

コラーゲン

タイムレスビューティー

⻝べ物や、

飲み物に混ぜるだけ。

無味無臭で⻝⽤100％
のコラーゲンパウダー

・￥4,860⇒￥4,374

1200ml・￥7,560⇒
￥7,182

・6.5ml×６本⼊
特別価格￥22,000

特許取得の

テクノロジー

シリカ（ケイ素）

のリフトアップ

パックです。

・1箱12枚⼊
￥10,120⇒

￥9,108

・100ml￥2,750⇒￥2,475
・500ml￥9,350⇒￥8,415

・100ml￥3,080⇒ ・100ml￥3,080⇒ ・100ml￥3,080⇒￥2,772 ￥2,772 ￥2,772
・500ml￥11,000⇒ ・500ml￥11,000⇒ ・500ml￥11,000⇒￥9.900 ￥9,900￥9.900

・30ml￥6,820⇒￥6,479 ・30ml￥14,300⇒￥13,585

・1㍑￥15,120⇒￥13,608
・20包￥2,052⇒

・40包￥3,888⇒

￥1,847

￥3,500
・500ml￥12,960⇒￥11,664

・60g￥8,250⇒
￥7,425 ・10包￥16,500⇒￥14,850

・120ml￥2,200⇒
￥1,980

・10g￥1,980⇒￥1,782 ・18ml￥11,000⇒￥9,900

セフィーヌ

ナイトジュレプレミア

・80g￥4,950⇒￥4,455

独⾃の技術を⽣かした

優れた浸透⼒で、細胞の奥ま

で届きphバランスを整える
ことで肌本来の⼒を取り戻し

ハリをもたらします。

ブースターとしてもお勧め。

バランシング

ローション

ハーブムース

ウォッシュ

イオンクレンジング

リキッド

モイスト

ローション

修復効果と抗酸化効果の

⾼い成分配合で、⽼化の

原因に根本からアプローチ

できる美容液のような

化粧⽔です。

炭酸を練りこんだ

しっとりとした泡

ブルターニュの海藻

配合エキス。

肌に優しいオイルフリー

タイプで、敏感肌の⽅や

まつ⽑エクステの

⽅にも安⼼して

お使いいただけます。

オリジナル化粧品『アクアティコ』シリーズ  

インナーケア

インナーケア

美肌ケア

美肌ケア

ナイトロボーテ

プレミアム

・50ml/7本￥9,072⇒
￥8,165

11000mgの
コラーゲンに

機能性コラーゲンが

⼊った

スペシャル

ドリンクです。

38種類の美容液成分配合でハリ・弾⼒
・うるおいもこれ1つで同時ケア。
塗って寝るだけでワンランク上の

エイジングケア。

潤いを守りながら古い⻆質のみを除去

するジェルです

毎⽇でもお使いいただけ

肘、膝ケアにもお勧めです。

10%OFF



ESTHETIQUE

�

ダイエット商品

・￥6,912⇒￥6,221

ファステンサポート

シトラスフォース

2415スープ（・トマト・オニオン・カレー）

2470ハビッツ

・￥2,138⇒

・￥1,706⇒

・270粒
￥7,128⇒ ￥1,925

￥1,536

￥6,416

1本で2⽇分の断⻝専⽤
Drink

体の溜め込んだものを

リセット

⻝前に飲むだけで

糖質、脂質を

燃えやすくします

ノンFスポーツ マクセリーシェイプ

・180g￥5,940⇒ ・250g￥15,400⇒￥5,643 ￥14,630

筋膜の癒着や、コリの緩和

などに効果的なスプレータイプ

ジム後や、ムクミケアにも。

筋膜の癒着を防いでくれるクリーム

排泄効果も⾼く

セルライトに効果的

塗れば塗っただけ効果が出る

クリームです。

ディオーネ より美しく、より健康的になる

『美』習慣

体内の美しさを整え本質美へと導きます

①：若々しい⾎管と⾎流をサポート

②：美腸と美肌のお⼿伝い（ビフィズス菌）

③：善⽟菌を蓄えて腸美⼈に（乳酸菌）

④：ハリと潤いのある美しさへ（コラーゲン）

⑤：⽑細⾎管強化で全⾝健康維持

①・￥9,936⇒

④・￥10,260⇒

③・￥10,152⇒

②・￥6,264⇒

￥8,943
￥5,638

￥9,137
￥9,234

⑤・￥9.936⇒ ￥8,943

・150ml￥8,800⇒￥7,920 ・各150ml￥7,700⇒
￥6,930

・1~2ヶ⽉分￥4,950⇒
￥4,455

・￥3,080⇒ ￥2,926

・180ml￥11,000⇒￥10,450

15種類の栄養素が⼿軽に取れる
お湯を注げばできるスープです。

話題の腸活にもお勧め！！

⻝物繊維で⻝べすぎ防⽌、便秘改善！

⾜りない栄養素を補い

ながら腸クレンジング。

デリピデックス

塗るだけでセルライトに

働きかける熱くなる

クリーム

気になる所に。

 
形状がチューブタイプに変わりました

10％OFF 



真のボディーメイクを
光電⼦®繊維を贅沢に使⽤した⽣地で暖かさを実感いただきながらも

ムレを抑える設計に成功いたしました。また肌に直接触れるものだから完全国内製造。安⼼してじっくりと

理想のボディーラインメイクに向き合っていただけます。

￥47,520 ￥25,740￥7,722

おやすみソックス（2⾜組）
(SM/ML) ウエストサポーター（M/L)スパッツサポーター（M/L/LL)

・￥52,800 ・￥28,600⇒・￥8,580⇒

おやすみブラ
（M~3L※カップ数でおえらびいただけます）

￥9,702・￥10,780⇒

パーフェクション7分袖インナー
（M/L/LL)

Dr⼩倉の
バランスサポートソックス

（2⾜組）（SM/ML/LL)

燃活ショートボトム

（S~XL）
燃活スパッツ

（M~XL)

NEW LINEUP!!

・￥4,180⇒ ・￥10,780⇒

・￥8,580⇒・￥10,780⇒

￥9,702￥3,762

￥7,722￥9,702

燃焼をサポートするだけでな

く、腹部の

パワーサポートが

腹筋を意識させ前に傾きがちな

重⼼を正しい位置へと戻し、

姿勢もサポートしてくれます。

ショートボトムと同じ性能に加え

段階着圧設計のスパッツで

脚全体をメイク。

⻣盤周りを⽀えることで

体幹もサポートし美姿勢に。

⼈⽣の1/3は睡眠時間。ノーブラなんて
もったいない！！

寝ている間にも形の崩れるバストをしっかり

ホールド＆キープ

背中のお⾁、肩こりが気になる⽅にもお勧め。

気になる腕、ウエストの引き締め

姿勢をサポートしながらバストアップも

期待。寒い⽇も着ぶくれせず薄着で

オシャレを楽しみたい⽅にもお勧め。

リンパの流れを改善しむくみを予防。

8の字テーピングで⾜⾸の左右前後の
重⼼バランスをサポート。⽴ち姿勢、

歩き姿勢を整えむくみのない美脚へ。

ウエスト、ヒップから⾜⾸までスッポリ包

み込みます。

迷いに迷ったらまずはこれがお勧めです。

締め付けすぎない段階着圧設計で

寝ている間にむくみを改善

天然スキンケア成分で保湿も。

むくみやすく、冷えやすいお腹に徹底的

にアプローチ。

伸縮性のある⽣地で⻑時間着⽤しても

苦しくなく下がりにくい。

燃活シリーズ・・・
脂肪の燃焼をサポートしてくれるシリーズ。ボトム下のインナーとして、

スカートなどに合わせてアウター使いや

運動時、普段使いなど幅広いシーンにお勧め

10％OFF 一押し

アイテム



MAKE

￥10.450・￥11,000⇒

約1ヵ⽉分60粒
・￥3,456⇒ ￥3,111

バンビウィンク

ラッシュアディクト

コンディショニングセラム

まつ⽑の育⽑サプリメント

1⽇2粒飲むだけで
まつ⽑が⻑く、太くなる。

美肌、美髪にもお勧め！

ナノ化されたペプチドと、その他の成分を配合。

⾃まつ⽑のハリ、コシ、ボリューム、ツヤを補修

し健やかなまつ⽑に。

1⽇1回のケアで、⾃まつ⽑を健康的な美しさへと
導くまつげ美容液です。

プラセン

アイラッシュ

プラセンタ⼊りのまつ⽑美容液。

まつ⽑の育⽑、抜け⽑、

成⻑⼒を

⾼める成分たっぷりの

まつ⽑専⽤美容液

￥4,024・￥4,235⇒

⽬元、まつ⽑美容

・￥2,860⇒￥2,574

SHUUEMURA UTOWA 10%OFF

眉⽑のために特別に開発したユ

ニークなブラシ。

様々な眉や、髪⾊にもピッタリ

フィットして簡単に眉をカラー

リング。

ルージュアンリミッテド誕⽣から

引き継がれてきた、透明パッケージを⼀新。

⾒る⼈、⼿に取る⼈に⾼揚感を与えるような

シックでエッジの効いた新パッケージに

サテンのような滑らかさ。

奥⾏きのある魅⼒的な⽬元を

演出ししっとりと⽬元にフィ

ットするクリアな発⾊。

透明感のある美しい発⾊で

ナチュラルな光沢が張り感を

演出する。

シアーなパウダーチーク。

⼼奪われるカラーとクリアな

発⾊が魅⼒のリップスティック。

秋冬トレンドを抑えるリップ

・￥3,300⇒￥2,970￥3,267・￥3,630⇒

・￥3,520⇒ ・￥3,080⇒ ・￥2,420⇒￥3,168 ￥2,772 ￥2,178

アイブローマニキュア
ルージュアンリミテッド

リップスティック

チークカラー アイカラーUTOWA

・18ml￥11,000⇒￥9,900

リップアディクト

唇へヒアルロン酸の注射いらず

ひと塗りを繰り返し

ぷっくりとした唇へ。

・￥6,600⇒ ￥5,940

ハードフォーミュラー

滑らかな書きやすさで、

ヘアカラーにも合わせやすい。

Rene
wal

予約に関する注意事項

2019ウィンターキャンペーンの商品につきましては、お⽀払い、お渡し期間を

2019年12⽉1⽇（⽇）〜12⽉30⽇（⽉）とさせていただきます。

2020年1⽉以降のお⽀払いは通常価格となります。返品・交換は不良品以外お受けいたしかねます。

ご予約された店舗でのお⽀払い、お受け渡しとなります。

キャンペーンの割引とポイントの併⽤は致しかねます。

商品お引取りの際は、ご予約時にお渡しした商品控えをお持ちください。

混雑状況によってはお待たせする場合もありますのでご了承ください。

12⽉15⽇以降のお取り寄せの場合、年内に商品をご⽤意できないこともありますのでお早⽬の

ご予約をおすすめします。


