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W i n t e r
S A L E

期間：2021年11⽉2⽇〜12⽉31⽇
�
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価格は税込み表記です

対象商品
５～2０％OFF



￥198,000→￥188,100

ヴェーダスカルプブラシBS

ELECTRIC BARI BRUSH

・バイブレーション

・エレクトロカレント

・LED（⾚＋⻘）
・イオン導⼊、導出

・防滴（IPX5）

￥99,000→￥89,100

リフトアップ、美肌効果
に加えイオン導出で汚れを
除去しイオン導入で浸透

効果アップ！
防滴使用（IPX5)でお風呂

での使用もできます
フェイス用とスカルプ用

でアタッチメントを専用に
付け替え効果をよりアップ

させます。

CMなどでも話題の電気針ブラシ
リフトアップ効果や、美肌効果
に加え、脳疲労、自律神経を

整える効果もあり
睡眠の質向上にもつながります。

 
※防水機能なし

10%OFF

5%OFF



�

�

�
￥32,780→￥31,141

リファグレイス

こんなお悩みありませんか？
 

□頭皮のベタベタ感
□毛穴の汚れ

□肌の乾燥、手足の冷え

￥30,000→¥28.500

ReFaファインバブルS

CMや雑誌などでも話題のファインバブルS
最大６８００万個のウルトラファインバブル

で毛穴の汚れもスッキリとれる。
シルキーバスで潤って、温める

節水率約68％の優れもの
 

バスタイムは�しさを�く時間に

バスタイムのもう1つの相棒

頭皮を連続的に摘まみ上げる。
頭皮からか髪、肌、表情の美しを

呼び起こす。
 

ReFa Series 5％OFF

￥39,600→￥37,620

ビューティック
ドライヤー

￥22,000→￥20,900

ビューティック
アイロン 32㎜・26㎜

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：ハイドロイオン量が増え髪に吸着
水分量を整えキューティクルを補修。

お勧め③：スキャルプモード搭載
頭皮の温度を感知しMAX50度で地肌を

快適にドライ。
お勧め④：3つのモードでヘアスタイルに合わせた

ドライを可能に。

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。

￥19,800→￥18,810

ビューティック
ストレートアイロン

・低反発プレート・ヒートセンシング・高密度炭素
の三層から

できたカーボンレイヤープレートが熱・圧・水の
コントロールにより、しなやかな髪へ

仕上げてくれます。

�

￥13,200→￥12,540

ビューティック
フィンガーアイロン

持ち運びに便利なコードレスタイプ
温度調整も2段階で髪質に合わせて

優しくスタイリング。
水蒸気爆発も起こしにくく

低反発コートで髪をつぶさずツヤを与えます。



￥24,200→￥19,360

ホリスティック
ドライヤー

￥13,200→￥10,560

ホリスティック
アイロン

￥16,500→￥13,200

ホリスティック
コテφ26・32ｍｍ 

数種類の天然鉱石やミネラルをミクロパウダー化して独自配合し、
ドライヤーの「通風口（ディフューザー）」や「ノズル」、

「本体内部」に加工。
ツヤのある美髪に整えながら、しっとりまとまりのある仕上がりを

実現します。
毛髪内の水分が奪われがちな、ヘアカラー毛に最適!!

￥30,800→￥24,640

ホリスティック
ドライヤーＲｐ

HOLISTIC CURE

キュアクリスタル加工されたドライヤー内部から放出される育成光線
（テラヘルツ波）により、毛髪表面の水分を分解させ、微粒子化された
水分が毛髪内部まで浸透。タンパク質と結合することで「潤い」を保持
します。また、キューティクルを傷めず、手触りの良いツヤやかな髪へ

と導きます。

￥24,200→￥19,360

ホリスティック
ドライヤーモイスト
プラス

温度が高いほど効果が増幅する
【RED STONE】

のテラヘルツ効果で、
髪を内側からすばやく乾かし、

ハリコシを与えてふんわり
ボリュームのあるスタイルに。

温度を下げると効果が増幅する
【BLUE CLAY】

のテラヘルツ効果で、
うるおいを閉じ込めながら乾かし、

くせやボリュームを抑えて
まとまりのあるスタイルに。

【BLUE CLAY】
のテラヘルツ効果が最も高まる

低温の優しい風が髪と
頭皮を保湿し、乱れがちな

短い毛を抑えながら
キューティクルを引き締めて

ツヤのある髪に。

まっすぐも、ウェーブも使うたび
髪質矯正。

ホリスティックキュアストレート
アイロンは、自然界に存在する、

天然ミネラルを豊富に含む鉱石数種類を
アイロンのプレートに加工し、

髪本来の素材を内側から根本的に
ケアする「ホリスティックビューティ」

発想のストレートアイロンです。
 

素早く巻けて、崩れない とろける艶カール。
ホリスティックキュアカールアイロンは、自然
界に存在する、天然ミネラルを豊富に含む鉱石
数種類をアイロンのパイプとプレートに加工

し、髪本来の素材を内側から根本的にケアする
「ホリスティックビューティ」
発想のカールアイロンです。

使うほどに、艶やかでとろけるような
カールヘアに

「キュアクリスタルプレート＆パイプ」
 

数種類の天然鉱石やミネラルをミクロパウダー
化して独自配合し、アイロンのプレートとパイ
プ部に加工。髪にツヤと潤いを与え、弾力のあ

る艶カールを長時間キープします。
 

20%OFF20%OFF



Dr.ELLEMISS 
⽬元、⼝元�����

￥46,200→￥41,580
スムーズスキンPUREfit 

パワーは10段階、照射回数100万発
お顔を含めた全身に使用できます。

週1回、12週間で効果を実感できます。
スキントーンセンサー搭載

肌の色に合わせて最敵最大効果を発揮。

￥49,500 →￥47,025

4D+アイロン

￥49,500 →￥47,025

4D+コテ
φ26・34ｍｍ

￥57,200 →￥54,340

4D+ドライヤー

Lumielina
バイオプログラミングが�える

『時を超える�』
３D∔も�り�いございます

その実⼒ファーストクラス 

ドクターエルミスファースト
¥32,780　→　¥31,141

ドクターエルミスＭｇルナパッチ
2シート×４　¥7,700　→　¥7,315

ドクターエルミスＢＣルナシート
60枚（30回分）¥6,600　→　¥6,270

��率�10��� �1回のスペシャルケア

￥79,200 →￥75,240

7D+ドライヤー

￥71,500 →￥67,925

7D+アイロン

￥71,500 →￥67,925

7D+コテ
φ26・34ｍｍ

年内����
5％OFF



１本でマルチに活用
①肌のトーンを問わない　②下地、パウダー不要

③肌質を問わない
マスクにも付きにくくメイク中もスキンケアを

してくれます。
 

50日間のナイトケアプログラム
10日に1回の使用（イノスピキュール10000万本）マスクSET

毎日使用　ポンプ式クリーム50ml
 

美白、保湿、エイジング効果のスペシャルハリケアです。
朝のケアは今お持ちの基礎ケアをお使いください。

 

スピケアV3ファンデーション　１５ｇ
¥8,800　→　¥7,920

プレジストVフィックス
アメージングクリーム　５０ｇ

¥22,000　→　¥19,800

昼のV３　夜のアメージングで２４時間スキンケア
２５０００本のHARIで自宅でできる美容施術

使うたびに効果を実感

THE V3 HARI SET
¥26,400　→　¥23,760

他にはない【HARI】コスメ７２時間美容成分を肌に送り続ける

�

⼈気アイテム
２４時間スキンケア！！ 

スピケアVOSマスクパック　１０枚
¥16,500　→　¥14,850

～ヒト�帯血幹細胞培養液をまとった天然美容針～イノスピキュ
ールが肌に浸透持続的にヒト�帯血幹細胞培養液を肌内部に浸透
させ肌に活力を与えていきます。継続して使用することで劣化し

た肌細胞が回復していきます。

ホノオオクレンジング
マッサージジェル

３００ｇ
¥13,200　→　¥11,880

１２０ｇ
¥7,150　→　¥6,435

ALL IN ONEのクレンジング
W洗顔いらず。マツエクOK.ウォータープルーフマスカラOK
日本酒『雪蔵』から生まれた米発酵成分で角栓まで取れる

まるでピーリングのようなスッキリ感

スピケアV3ファンデーションレフィル　１５ｇ
¥7,700　→　¥6,930

V3プロテクションサンスクリーン
SPF50 　PA＋＋＋＋
¥8,800　→　¥7,920

保湿と日焼け止めが一度にできる .
2 STEP SUN Protector 

3カ国特許原料AdipoSol2000® （アディポゾール）の
保湿とSPF50PA++++の日焼け止めで肌を守る

 



HAIR CARE

￥5,500 ￥4,400 ￥6,050 ￥10,780 ￥14,300

MIHATSU PROTECT CLEAN GROW GROW PRO

MONNALIMONNALIMONNALI
 �界から�の�みがなくなる��発⽑コース

世界初のテロメラーゼ配合シャンプー
発毛だけではない、使うごとに誰もが羨む美しい髪へ

 
※ノーベル医学生理学賞受賞・不老を可能にしたテロメラーゼ配合

 

頭⽪�� 発⽑

アンチ

エイジング
ツヤ予� コシ

抜け⽑

��

フケ

かゆみ
ボリューム

⽩�

��

消�

���

２品以上で１０％OFF

１品で５％OFF

MIHATSU MYLASH
 

私はマツエクをやめた。
太く・長く・強いまつ毛へ。

発毛サロン®BIDAN®が研究開発した、
全く新しく、進化した"まつ毛美容液"。

最速5日間の奇跡。
 

￥7,700



 

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

クエンチ
　(保湿)
フィルメロウ
（柔軟性）
アクアヴィア
（くせ毛）
スムース
（絡まり）
タイムサージ
（年齢によるまとまり）
モイストカーム
（頭皮の乾燥）
エイジングスパ
（頭皮の硬さ）

HAIR CARE

�

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

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

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

クリアスパフォーム
（濃密な炭酸泡）
170g
￥3,080→￥2,772

フォーミングマスク
（健やかな地肌に）
170ｇ
￥3,520→￥3,168

Aujua Series 10%OFF

エクイアル
（根元からの弾力）
イミュライズ
（ダメージケア）
オーセナム
（活性酸素除去）
グローシブ
（抜け毛、白髪）

ディオーラム
（髪に鮮度を与える）

フォルティス
（複数のお悩み対応）



AUJUA SERIES 
 

HAIR CARE

100ml
￥7,370→￥6,633

トリートメント
250ｇ
￥4,950→￥4,455
500ｇ
￥7,480→￥6,732

モイストカーム
 

（保湿）
エイジングスパ

（頭皮の硬さ）
グロウシブ
（抜け毛・白髪）

スカルプ ローション

100ml
￥2,200→￥1,980

100ml
￥6,600→￥5,940

REPAIRLITY
（ブリーチ⽑⽤）

フォルティス
（複数のお悩み）

シャンプー
250ml
￥3,850→￥3,465
500ml
￥5,830→￥5,247

セラム
100ml ￥4,180→￥3,762

NEW 

オーセナム
 

（活性酸素除去）

① ② ④ ⑤③

①② ③④ ⑤



NANOAMINO Series  １０％OFF

TORICURE Series

シャンプー
250ml
￥3,520→￥3,168
500ml
￥5,280→￥4,752
トリートメント
250ｇ
￥3,960→￥3,564
500ｇ
￥5,940→￥5,346

BEAUTE
SMOOTH/MOISTURE

シャンプー
250ml
￥4,400→￥3,960
500ml
￥6,600→￥5,940
トリートメント
250ｇ
￥4,950→￥4,455
500ｇ
￥7,370→￥6,633

EATHEAGE
SMOOTH/MOISTURE

パーマやカラーによるダメージ、�燥を内�〜しっかりケア

HAIR CARE

 １０％OFF

�シャンプー
250ml
￥2,640→￥2,376
500ml
￥3,960→￥3,564
トリートメント
250ｇ
￥3,080→￥2,772
500ｇ
￥4,620→¥4,158

TORICURE��S/M

Renewal

BEAUTE ESTHEAGE



color shampoo  １０％OFF

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　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

�

スタッフも�賛�愛⽤

業界�⽩�が�る��

メラノサイトに働きかけ

⽩�を黒�に�します。

 
※�果には個��がございます

 
ボトルサイズ５％OFF

120ml ¥6,380 → ¥6,061



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

イミュライズ
セラム・フルイド100ml
￥2,860→￥2,574
ミスト100ml
￥2,200→￥1,980

クエンチ

フィルメロウ
（柔軟性）

アクアヴィア
（クセ・おさまり）

スムース
（絡まり）

タイムサージ
（年齢によるまとまり）

100ml 
￥3,300 →￥2,970

　エクイアル

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

 ディオーラム



保湿�策には

￥1,980→￥1,782

ルミナススプレー

￥3,520→￥3,168

オイルインミスト

髪専用日焼け止め
色持ちや、カールのキープ力アップ！！

シミ、そばかす、くすみが気になる方へ
ひと吹きでうるおい続く透明美肌へ

ナノアミノ ハンド＆ネイル リペア 
クリーム モイスト無香料

硬くごわつく肌を高保湿美容オイルが
柔らかくほぐし

肌内部のうるおいをキープして
乾燥から手肌を守ります。

ナノアミノ ハンド＆ネイル リペア クリーム
モイストローズホワイトローズの香り

 
硬くごわつく肌を高保湿美容オイルが

柔らかくほぐし
肌内部のうるおいをキープして

乾燥から手肌を守ります。
 
 

ナノアミノ ハンド＆ネイル リペア 
クリーム スムースグリーン

グリーンティーの香り

高い保水力をもち、乾燥や手荒れ
エイジングによる悩みを一度にケアし

透明感のあるなめらかな手肌へ導きます。

【限定】ナノアミノ ハンド＆ネイル リペア クリーム
 モイストピオニー

スウィートピオニーの香り

硬くごわつく肌を高保湿美容オイルが柔らかくほぐし
肌内部のうるおいをキープして乾燥から手肌を守ります。

ナノアミノ ハンド＆ネイル リペア 
クリームスムース無香料

高い保水力をもち、乾燥や手荒れ、
エイジングによる悩みを一度にケアし

透明感のあるなめらかな手肌へ導きます。

しっとり

サラサラ

��
�

70g ￥2,090→￥1,881 70g ￥2,090→￥1,881

70g ￥2,090→￥1,881

70g ￥2,090→￥1,88170g ￥2,090→￥1,881



デリピデックス

ESTHETIQUE

ダイエット�品

・￥5,832⇒ ￥5,249

ファステンクラブ

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本で2日分の断食専用Drink
胃を休めながら

食べグセや、食習慣を
１度リセットするのも

お勧めです。

脂質、糖質のカットと燃焼サポートに加え
リバウンドのケアまで可能になって

リニューアル。
総合的にダイエットをサポート。

マクセリーシェイプ

・250g￥15,400⇒ ￥14,630

筋膜の癒着を防いでくれるクリーム
排�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�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＆プロテオグリカン）
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�￥4,950⇒
￥4,455

・￥3,080⇒ ￥2,926

・180ml￥11,000⇒ ￥9,900

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！！
食物繊維で食べすぎ防止、

便秘改善！
足りない栄養素を補い

ながら腸クレンジング。

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。

10％OFF 

好みの香りや、お悩みに
合わせてお選びください。

ディオーネスリム

�べる前の���で

��カットと腸活が�

来るサポートサプリ

・￥4,860⇒ ￥4,374



�

￥7,182

・1箱12枚⼊
￥10,120⇒

￥9,108

・40�￥3,888⇒￥3,500

・60g￥8,250⇒

・10包（1箱）￥16,500⇒
        

セフィーヌ

ナイトモイスチャージュレ

オリジナル��品『アクアティコ』シリーズ  

インナーケア

�肌ケア

�肌ケア

2つ以上で１５％OFF�

ESTHETIQUE

1200ml・￥7,560⇒

・6.5ml×６��
�別価�￥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。

・500ml￥9,350⇒￥8,415 ・300ml￥8,800⇒ ・500ml￥11,000⇒ ・500ml￥11,000⇒￥7,920 ￥9,900￥9.900

・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￥5,280⇒￥4,752

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

エルデュール

フェイスウォッシュ

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。

38種類の美容成分配合！
寝ている時間に昼間のダメージを

しっかりケア。
塗って寝るだけで翌朝憧れの透明感に。

潤いを守りながら古い角質のみを
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

���（ミニボトル2�付き）

※お得なSETもございます。

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

ゲルゼリー プラセンタ入りのまつ毛美容液。
まつ毛の育毛、抜け毛、

成長力を
高める成分たっぷりの

まつ毛専用美容液

￥4,024・￥4,235⇒

しっかり保湿��

（⽣コラーゲン�り�）
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NO,6

30g￥5,500→￥4,950

プラセン

アイラッシュ

￥14,850

￥7,425



日中サポートシリーズ・・・お悩みや、ライフスタイルに合わせていつでもボディーケア

�のボディーメイクを
光電子®繊維を�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�）
(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⇒

おやすみリラクエステレーシーブラ
（M~3L※カップ�でお�び頂けます）

￥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)

・￥5,500⇒￥4,950
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。

厚みは１．８ｍｍと薄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。

寝るときはもちろん
日中使いにもオススメです。

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長時間着用
しても苦しくなく下がりにくい。

10％OFF 一押し

アイテム

アームサポーター　（M/L）

・￥27,500⇒￥24,750
気になる二の腕を集中ケア

寝ている間はもちろん日中も
お使いいただけます。

二の腕の冷え、むくみを改善して
スッキリした理想の二の腕に。

Ｈｉｒｕ　Ｓｐａ
（M~XL）

・￥24,200⇒ ￥21,780

糸からこだわり薄さと軽さを実現！
締め付けすぎず、各部位に配置された

サポート構造がお腹、膝周り、ヒップなど
気になるお悩みをサポートし

1枚で美脚に整えてくれる日中用
美脚スパッツ。

Ｈｉｒｕ美姿勢インナー
（M~XL）

・￥17,600⇒ ￥15,840

背中の当て布がシャキッと美姿勢を
サポートし、段差の少ない
スッキリとした後ろ姿に！

垂れやすく、流れやすい脂肪を
寄せ集めバストアップと
二の腕のタルミも同時に

サポート。

おやすみ⼿�

（one size）
・￥7,480 ⇒¥6,732

内側はシルク、外側は光電子を
使用することでハンドケアとむくみケアが

同時にできるアイテム。寝るときだけでなく
運転中、オフィスワークの際の使用も

オススメです。

MediXerトレスパ
（M~XL）

燃活Rサポート美脚レギンス
（M~LL）

・￥31,680⇒ ・￥10,780⇒ ￥9,702￥28,521
一般医療機器認定取得の
むくみ改善スパッツ！

適度に負荷をかけながら、代謝アプローチと
運動後の回復力をサポートします。

ダイエットトレーナー監修の燃活サポート
姿勢をサポートしながら、美脚・冷え対策も可能。

※その他にもアイテムございますスタッフにお尋ねください
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今年もお得な福袋の販売を致します。
内容は店舗により異なります。

3万

7万5万



PayPay×EASTHAM
特別還元祭！！

20％ポイント還元！！

期間：11月2日～11月28日

ご利⽤にあたり注意事項

・クーポンを取得した⽅に限ります。

・クーポンは御⼀⼈様1回限り。

・PayPayでのお⽀払い⾦額が税込み1回10000円以上となります。

・還元は御⼀⼈様最⼤10000ポイント（PayPay）還元となります。

・弊社のポイント上限が最⼤（200万ポイント）に達した場合予告なしで

 終了することがございますので、あらかじめご了承ください。

※ご利⽤の⽅は事前にチャージをお願い致します。

最大200万円分ポイント山分け！！



EASTHAMオリジナル基礎化粧品開発中！ 
RAKAQ（ララク）

協賛メーカー１０％OFF



�
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2021年12⽉31⽇（⾦）まで営業しております。

2022年1⽉1⽇（⼟）〜4⽇（⽕）までは全店冬季休暇となり

1⽉5⽇（⽔）より通常営業となります。

冬季休暇の案内

新型コロナ感染予防対策について

▶��ご予約につきまして
①ご来店に不安のあるお客様にはキャンセル⼜はご予約の変更を承っております。

②帰国して2週間以内の⽅、体調が優れない⽅、体温が37.5度以上の発熱が⾒られる⽅は
ご予約の変更をお願いいたします。

従業員感染予防対策

①感染予防といたしまして、従業員全員マスク着⽤で接客させていただきます。

②従業員は出社前に検温し37.5度以上の場合や体調不良の場合は出勤停⽌としております。
③従業員の⼿洗い、⼿指消毒はお客様の施術前に必ず⾏います。

④毎⽉全スタッフ抗原検査を⾏っております

⑤ハサミ・クシ・バリカン等お客様に触れる器具は お客様ごとの消毒を実施しております。

店内感染予防対策

①ドアノブ・ロッカー・セット⾯・椅⼦・シャンプー台等・消毒の実施をしております。

②次亜塩素酸⽔による空間除菌を⾏っております。

②⼊⼝の定期的な開放、窓の開放をし、換気をしております。

③しばらくの間、ドリンクは停⽌させていただきます。

④雑誌の提供がタブレットになり、安⼼してご利⽤いただけます。

お客様へ

①サロン在中は、施術中も含め不織布マスクを着⽤してください

シャンプーの際⽿紐が濡れる、カットの⽑が付く、カラー剤が付くなどマスクが汚れてしまう

可能性があります。汚れても⼤丈夫な不織布のマスクをご⽤意ください。

忘れた場合などの不織布のマスクをご⽤意しています

②ご来店の際、⼿指のアルコール消毒にご協⼒お願いいたします

③ご来店時にレセプションにて検温（⾮接触型検温器）させて頂きます

※体温が37.5度以上の発熱がみられる場合はご予約の変更をお願いします
④下記の項⽬に該当する⽅はご来店の⾃粛をお願いいたします

● 咳、倦怠感、味覚、嗅覚障害などの症状がみられる⽅

● 2週間以内に海外への渡航歴がある⽅、渡航歴がある⽅との接触がある⽅
● 検疫所⻑、保健所、医療機関などから14⽇間の⾃宅待機を要請されている⽅
● コロナウィルス発症の疑いがある⽅または感染者と14⽇以内に接触がある⽅
（ご家族を含む⾃宅待機を要請されている⽅と14⽇以内の接触がある※医療従事者の⽅を除く)
⑤ロッカーキーは、ご使⽤後消毒殺菌してお渡しさせていただいております。

⑥使い捨て⼿袋をご⽤意させていただいております。ご希望の⽅はご使⽤ください。


