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SUMMER SALE



SUMMER SET
¥33,000

¥55,000
¥77,000

内�は��により異なります

ダイエットＳＥＴ

�肌ＳＥＴ

おうち
キレイセット

おうち時間ＳＥＴ



AUJUA SERIES
hair care line

 

HAIR CARE

�QUENCH
�FILLMELLOW
�AQUAVEER
�SMOOTH

QUENCH・・・潤いのある柔らかい�ヘ

FILLMELLOW・・・内から柔らかな�へ

AQUAVEER・・・まとまりのある�いやすい�ヘ

SMOOTH・・・�元から⽑先までサラサラな�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

�EQUIAL �TIMESURRGE�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

HAIR CARE

EQUIAL・・・�元から�⼒とまとまりのある�ヘ

IMMURISE・・・ダメージに負けない��的な�しい�ヘ

TIMESURRGE・・・内側からのみずみずしさとしなやかさに�ちた
�ヘ

�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・・・�に�しさの鮮度をあたえる



AUJUA SERIES
scalp  care line

HAIR CARE

�MOISTCALM
�AGINGSPA�GROWSIVE

�OATHENAM

GROWSIVE・・・スカルプフローラに�⽬したケア。�やかな黒�ヘ

OATHENAM・・・クリアで�やかな地肌を保ち��的な�ヘ

AGINGSPA・・・柔らかで�やかな地肌を保ちふんわり立ち上がる�ヘ

MOISTCALM・・・潤いのある�やかな地肌��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 
 

HAIR CARE

�ローション
100ml
￥7,370→￥6,633

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

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

FORTICE

�MOISTCALM�AGINGSPA �OATHENAM�GROWSIVE

スカルプ ローション

� 
100ml
￥2,200→￥1,980

� 
100ml
￥6,600→￥5,940

FORTICE・・・抜け⽑、やせ�り、ボリュームなど��気になる�に

NEW LINE
 



� 
250ml
￥4,180→￥3,971

NOTTO

パーマやカラーによるダメージ、�燥を内�〜しっかりケア

NANOAMINO Series １０％OFF

�  
500ml
￥4,950→￥4,703

オーガニックフォーム

HAIR CARE

� 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 �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

� プロマスターカラーケアシリーズ
 5％OFF

 5％OFF �シャンプー
250ml
￥1,320→￥1,188
600ml
￥2,860→￥2,574
 

�トリートメント
200ｇ
￥1,760→￥1,584
600ｇ
￥3,740→￥3,366

 10％OFF



COOL ITEM

color shampoo

�シャンプー　150ml
￥2,200→￥1,980
トリートメント　130ml
￥1,980 →￥1,782
 

� � �シャンプー　200ml
￥1,650→¥1,485

�シャンプー　250ml
￥1,650→￥1,485
550ml
￥3,080→￥2,772
 

�トリートメント　200ml
￥1,650→￥1,485
550ml
￥3,520→¥3,168
 

�

�ミントプラス
￥1,650→￥1,485
 

�スパークリングシャンプー　
180ml
￥2,750→￥2,475
 

�スパークリングスプレー
40ml
￥1,100→￥990
160ml
￥2,200→￥1,980
 

� �

�シャンプー　250ml
￥1,650→￥1,485
550ml
￥3,080→￥2,772
 

 １０％OFF

 １０％OFF

�アイススパシャンプー
オレンジ　
180ml
￥2,420→￥2,178
 

�シャンプー　150ml
￥2,200→￥1,980
トリートメント　130ml
￥1,980 →￥1,782
 

�シャンプー　150ml
￥2,200→￥1,980
トリートメント　130ml
￥1,980 →￥1,782
 



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 ￥2,860→￥2,574

� 
100ml ￥4,950 →￥4,455

  DIORUM



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→￥1,672

GEL � ￥2,530→￥2,404

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

￥1,980→￥1,782

￥3,740→￥3,366

HAIR CARE

￥1,650→￥1,485

50ml￥1,760→￥1,584
120ｍl￥2,640→￥2,376

￥1,980→￥1,782①￥1,760→￥1,584
②￥1,760→￥1,584
③￥1,980→￥1,782 
④￥1,760→￥1,584

      

￥1,760→￥1,584
 
￥1,320→￥1,188

UV 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

Lumielina

�

�
 

 
 
 
￥14,300→￥13,585

ホリスティック
キュアブロードライヤー

NEW

 5％OFF

HOLISTIC CURE

 5％OFF

�成��（テラヘルツ波）が���果が

常識を�える��

⽑��⾯の��を���し内�で��す

るからパサつかず、��に��

バイオプログラミングが�える

『時を超える�』

� 
￥30,800→￥29,260

ホリスティック
ドライヤーＲｐ



�

� 
￥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

10年�も��で�しく��
�周波の�果で頭⽪��を��

お�や、��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

� 
￥198,000→￥188,100

ELECTRIC�BARI
BRUSH

中と�のW�策でもうダメージ知らず��

40万発の�脱⽑�
肌の�に�わせて⾃動で�さ��

�1回簡単脱⽑�

しっかり保湿��

保湿・�⽩�策には

⽣コラーゲン、プラセンタ、

ケイ�に�えプロテオグリカ

ン配�で保湿⼒アップ�⼤�

のためのUVベース。
肌を�ばない

クリアベージュタイプ。

�シークレットUVベースNO,6
30g￥5,500→￥4,950

活性��を�⼒に��

アスタキサンチン・ビタミンB�・
C・E配�で

�⽩、体の�れにもお�め。

� 
 
￥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

お�め①��の温度を⾃動�知し�によ

るダメージを軽減

お�め②�ハイドロイオンが�に��し

��量を�えキューティクルを��。

お�め①�濡れた�でも��気�発を

�こさないから傷みにくい

お�め②���発コートで�をつぶさず

やさしく�える。

ReFa BEAUTECH DEBUT

�む⽇焼け⽌め�



�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 

MTG 5％OFF 

⾃宅で BODYMAKE & CARE

� ￥40,480→￥38,456

フットフィット

� 500ml ￥9,504→￥9,029

ReFaコラーゲン

�

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��品のため
￥30800�下の場�は�料￥660かかります

�

� 
￥32,780→￥31,141

リファグレイス

SPECIAL SET

むくみ、ボディーケアに

3ヶ⽉SETで�別価���
 

�別価� �量��
¥46,530⇒￥23,265

�⽇のバスタイムに

ながらボディーケア��

⾃宅でキャビテーション

理想のボディーに�

�キャビスパ360

ゲルＳＥＴ

￥42,130⇒40,024 

�   
 
 

炭酸ミストユニット
フェイスローション
SET

�別価� �量��
¥42,130⇒￥32,780

5％OFF 



�

デリピデックス

ESTHETIQUE

ダイエット�品

・￥6,912⇒ ￥6,221

ファステンサポート

シトラスフォースⅡ

2415スープ（・カレー・トマト・オニオン）

2470ハビッツ

・￥2,138⇒

・￥1,706⇒

・180粒 1⽇6粒
￥7,128⇒ ￥1,925

￥1,536

￥6,416

1�で2⽇�の��専⽤Drink
胃を休めながら

�べグセや、���を

１度リセットするのも

お�めです。

脂�、��のカットと�焼サポートに�え

リバウンドのケアまで可�になって

リニューアル。

��的にダイエットをサポート。

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��や、コリの�和

などに�果的なスプレータイプ

�動�や、ムクミケアにも。

筋膜の��を�いでくれるクリーム

���果も�く

セルライトに�果的

�れば�っただけ�果が�る

クリームです。

ディオーネ より�しく、より��的になる

『�』��

体内の�しさを�え���へと�きます

①�若々しい⾎�と⾎流をサポート

②��腸と�肌のお⼿�い（ビフィズス�）

③��⽟�を�えて腸��に（���）

④�ハリと潤いのある�しさへ（コラーゲン）

⑤�⽑�⾎���で�����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�￥4,950⇒
￥4,455

・￥3,080⇒ ￥2,926

・180ml￥11,000⇒ ￥9,900

15種�の栄��が⼿軽に�れる
お湯を�げばできるスープです。

�題の腸活にもお�め��

�物��で�べすぎ�⽌、

便����

⾜りない栄��を�い

ながら腸クレンジング。

�るだけでセルライトに

働きかける�くなる

クリーム

気になる�に。

 
形状がチューブタイプに�わりました

10％OFF 

�みの⾹りや、お�みに

�わせてお�びください。



�題のダチョウ卵⻩エキス配�で

⾒えないヴェールが潤いバリアを形成�

�粉、⼤気�染もしっかりバリア�

��の�わりめにも◎

キャブロッククリアミスト

20ml ￥3,300

Vブロックスプレー

ダチョウ�体スプレーでウイルスを��・��

�スプレーすれば（�が濡れるまで）�果が

持�します

30ml ￥4,180
�替え50ml ￥5.280

メイクキープミスト

メイク崩れからも、�粉からも

�ってくれる優れもの。

マスクや、�服への

メイクうつりも�ぎます。

55ml 
￥3,080⇒

電�ジア�

�と�からできている���（������）

アルコール不使⽤で同じ�果が得られます。

開封�3年は���果が
�くことで��を�得しています。

１㍑ ￥3,960
４㍑ ¥12,100

シーズン�策アイテム

フェイスシート

200枚 ￥1.650

イオニアカードプラス ￥3.960

カードタイプの�気�浄�。

イオンの⼒でウイルス・�粉・�いなど

の�策に。1枚で2年使えます。

マスク不⾜�策に��

マスクの内側に挟んで使い�てれる

ので�⽣的です。

 

￥2,772

メディカルハンドジェル

ウィルス、�から⽣活を�る���間

 
��発酵由来アルコール配�で

⼿肌に優しい保湿成��り

使いやすいジェルタイプで

持ち�びしやすいサイズです。

 

￥616



�

コラーゲン

タイムレスビューティー

・￥4,860⇒￥4,374

￥7,182

・1箱12枚�
￥10,120⇒

￥9,108

・40�￥3,888⇒￥3,500

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

セフィーヌ

ナイトジュレプレミア

オリジナル��品『アクアティコ』シリーズ  

インナーケア

インナーケア

�肌ケア

�肌ケア

ナイトロボーテ

プレミアム

ESTHETIQUE

�べ物や、

�み物に�ぜるだけ。

�味��で�⽤100％
のコラーゲンパウダー

1200ml・￥7,560⇒

・6.5ml×６��
�別価�￥22,000

���得の

テクノロジー

シリカ（ケイ�）

のリフトアップ

パックです。

・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�￥2,052⇒￥1,847

・500ml￥12,960⇒￥11,664

・120ml￥2,200⇒
￥1,980

・10g￥1,980⇒￥1,782 ・18ml￥11,000⇒￥9,900 ・80g￥4,180⇒￥3,762

独⾃の技�を⽣かした

優れた��⼒で、��の�ま

で�きphバランスを�える
ことで肌�来の⼒を�り�し

ハリをもたらします。

ブースターとしてもお�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

�復�果と����果の

�い成�配�で、⽼�の

��に��からアプローチ

できる���のような

���です。

��を�りこんだ

しっとりとした�

ブルターニュの�藻

配�エキス。

肌に優しいオイルフリー

タイプで、��肌の�や

まつ⽑エクステの

�にも��して

お使いいただけます。

・50ml/7�￥9,072⇒
￥8,165

11000mgの
コラーゲンに

��性コラーゲンが

�った

スペシャル

ドリンクです。

38種�の��成�配�
�ている時間に�間のダメージを

しっかりケア。

�って�るだけで��、�れの���に。

潤いを�りながら古い⾓�のみを��

するジェルです

�⽇でもお使いいただけ

肘、�ケアにもお�めです。

10%OFF

���（ミニボトル2�付き）

※お得なSETもございます。



�のボディーメイクを
�電�®��を�沢に使⽤した⽣地で暖かさを��いただきながらも

ムレを�える��に成功いたしました。また肌に���れるものだから��国内��。��してじっくりと

理想のボディーラインメイクに向き�っていただけます。

￥47,520 ￥25,740

￥7,722

おやすみソックス（2⾜�）
(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�でおえらびいただけます）

￥10,890・￥12,100⇒

おやすみリラクエステコットン

シルク腹�（フリー)

�活ショートボトム

（S~XL）

・￥4,180⇒

・￥5,500⇒

￥3,762

￥4,950

�焼をサポートするだけでな

く、腹�の

パワーサポートが

腹筋を�識させ前に�きがちな

重�を正しい��へと�し、

��もサポートしてくれます。

�⽣の1/3は��時間。ノーブラなんて
もったいない��

�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、�こりが気になる�にもお�め。

�みは１．８ｍｍと�⼿なのでアウターにも

ひびかず、フィットしやすいビスチェ型。

冷�や冷たい�み物で��と冷えやすい

夏こそ�におすすめアイテムです。

ウエスト、ヒップから⾜⾸までスッポリ�

み�みます。

�いに�ったらまずはこれがお�めです。

�め付けすぎない���圧��で

�ている間にむくみを��。

��スキンケア成�で保湿も。

むくみやすく、冷えやすいお腹に��的

にアプローチ。

��性のある⽣地で�時間�⽤しても

苦しくなく下がりにくい。

燃活シリーズ・・・
脂�の�焼をサポートしてくれるシリーズ。�⼿なのでインナー�覚で

�動時、��使いなど幅�いシーンにお�め

10％OFF 一押し

アイテ
ム

アームサポーター （M/L）

・￥27,500⇒ ￥24,750
気になる⼆の�を�中ケア

�ている間はもちろん⽇中もお使いいただけます。

⼆の�の冷え、むくみを��して

スッキリした理想の⼆の�に。

�活サポートトップス

（S~LL）

・￥8,580⇒ ￥7,722

��と呼�に�⽬し、⽇常⽣活を

エクササイズに�える

�電�®使⽤の代�アップを
⽬的としたインナー



MAKE

�1ヵ⽉�60粒
・￥3,456⇒

バンビウィンク

ナノ�されたペプチドと、その他の成�を配�。

⾃まつ⽑のハリ、コシ、ボリューム、ツヤを��

し�やかなまつ⽑に。

1⽇1回のケアで、⾃まつ⽑を��的な�しさへと
�くまつげ���です。

プラセンタ�りのまつ⽑���。

まつ⽑の�⽑、抜け⽑、

成�⼒を

�める成�たっぷりの

まつ⽑専⽤���

￥4,024・￥4,235⇒

・￥2,860⇒

サテンのような滑らかさ。

�⾏きのある�⼒的な⽬元を

��ししっとりと⽬元にフィ

ットするクリアな発�。

���のある�しい発�で

ナチュラルな�沢が�り�を

��する。

シアーなパウダーチーク。

��われるカラーとクリアな

発�が�⼒のリップスティック。

秋�トレンドを�えるリップ

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

￥10.450・￥11,000⇒

￥3,111

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�⽑サプリメント

1⽇2粒�むだけで
まつ⽑が�く、�くなる。

�肌、��にもお�め�

プラセン

アイラッシュ

⽬元、まつ⽑��

￥2,574

SHUUEMURA UTOWA 10%OFF

眉⽑のために�別に開発したユ

ニークなブラシ。

�々な眉や、��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�⽣から

�き�がれてきた、��パッケージを⼀�。

⾒る�、⼿に�る�に�揚�を�えるような

シックでエッジの�いた�パッケージに

・￥3,300⇒￥2,970￥3,267・￥3,630⇒

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

�へヒアルロン�の��いらず

ひと�りを�り�し

ぷっくりとした�へ。

・￥6,600⇒ ￥6,270

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�わせやすい。

ブロースウォード

ベストセラーのなぎなた型アイブロー ペ
ンシル、ハードフォーミュラから⽣まれ

た�り�し式ペンシル。�めに削られた

�で�い�も�い�も⾃在に、なめらか

に描けます。ウォータープルーフ

・￥4,400⇒ ￥3,960



⾃宅でサロンの商品が買える！！

�

⼿順

①ご希望の商品をサロンお電話にて注⽂

↓

②サロン側から合計⾦額をお伝えいたします

↓

③PayPayにて購⼊商品⾦額をお⽀払い

※決済番号下5桁を控え、再度購⼊サロンにお電話ください。

↓

④サロン側で決済の確認（決済番号を照合）

※確認が取れなかった場合はご連絡いたします。

↓

⑤商品の発送

�

PayPay決済のみの対応となりますのでよろしくおねがいします。

�

送料はお客様負担となります。

※税込み⾦額33,000以上は送料無料

各店舗決済ＱＲコードは下記より読み取りください。

新サービスのご案内

HEADSHOP

エステ

アール

NEO

ANELLO




