HAIR
Cut

Perm

プライマリー・ビーのカット技術は、「髪へのダメージを最小限に抑え」、「ツヤ

弾むようなカール、しなやかでダメージレスなヘアスタイルを再現させるために必

のある美しい髪」へと誘います。

須としてパーマ前の前処理（毛髪補修）がプラスされた料金となっております。

バランスの良いヘアスタイルに仕上げるためには、顔周りの生え際と骨格のバラ

髪質や髪の状態によって適切な薬剤を選択し前処理を行うことで、毛髪の内部

ンスが非常に重要な要素を占めています。髪型で全てのバランスを補正するこ

生成、タンパク質、キューティクルの欠如によるダメージを補修し、理想的かつ

とで、お客様のご要望に沿った最適なヘアスタイルをご提案させて頂きます。

再現性の高いパーマスタイルを提供いたします。

持ちの良いヘアスタイルを再現するための多くの技術を是非体感してください！

・ ベーシックパーマ
・ ヘアデザイナー（シャンプー・ブロー込み）

50分／￥6,000〜

¥7,000

デザイン性を重視したパーマ

※小学生以下 ￥3,500 / 中高生 ￥4,500 / 大学生 ￥5,000

・ ポイントパーマ
・ 前髪カット

10分／￥1,500

・ フロントパーマ

Color

¥3,000〜

部分的に調整するパーマ

¥3,000

前髪のみのパーマ

プライマリー・ビーのカラー剤は、髪へのダメージを最小限に抑えるために92％
天然由来のオーガニックプレミアムカラーを使用しており、イタリアオーガニック

・ クリームパーム

¥11,000

トリートメント同等レベルの補修成分で仕上げるパーマ（デジタル系）

認証機関、
「ＩＣＥＡ VEGAN」の認証マークを取得しています。
繰り返しカラーを行うことでも、髪の指通りやツヤ感を極力失わないようダメー
ジレスな髪を追求し、色持ちもよく、よりしなやかな手触りを継続させます。
またオプションとして、ダメージレスな髪を求めるお客様に、カラー前の前処理
剤をご用意しております。

￥7,000

・ ベーシックカラー
根元から毛先までのワンメイクカラー

￥6,000

新生毛（根元3cm以内）のカラー

￥3,000〜5,000

￥7,000〜10,000

￥10,000〜

¥5,000〜

顔まわりや毛先などの部分的なブリーチ（リバイバル毛髪再生込み）
※前処理（毛髪補修＋毛髪結合）は＋￥２,000。
※カラーのみの場合は、
シャンプーブロー料金として別途￥2,000頂きます。

¥17,000

毛髪全体にかけるストレート

¥15,000

根元5ｃｍ以内のストレート

・ フロント

根元から毛先までのハイトーンカラー（リバイバル毛髪再生込み）

・ ブリーチポイント

こちらもストレート前の前処理（毛髪補修）がプラスされた料金となっております。

・リタッチ

・ハイライト・ローライトを髪全体にプラスしたカラー（フルヘッド）

・ ブリーチ

します。ストレートを行うことでより綺麗に、まとまりのあるツヤやかな髪へと誘

・ フルヘッド

・ハイライト・ローライト＜ホイル10枚以内＞をプラスしたカラー

・ デザイニングカラー

髪への負担が少なく、ダメージを感じることの無い自然な仕上がりを再現いた
います。トリートメント効果の高い上質なストレート感を体感ください。

・リタッチ

・ ポイントカラー

Straight

¥5,000〜

前髪のみのストレート

※ストレートのみの場合は、
シャンプーブロー料金として別途￥2,000頂きます。
※表示価格は全て税抜き価格です。

HAIR
Treatment
プライマリー・ビーのトリートメントは、手触りやツヤ感がより持続するメニュー
をご用意しております。お客様の髪質に合った最適なトリートメントをご提案さ
せて頂きます。

・ Inner Reborn / インナーリボーン【毛髪補正】

¥3,500

毛髪の傷みが激しい部分にひときわ強く吸着し、人工的ケラチン鎖を形成するこ
とで、
すぐれた補修、保護効果を発揮し、
なめらかでしなやかな髪へと導きます。

・ Cortex-H / コアテックスＨ【毛髪補修】

¥6,000

毛髪の損傷や状態に合わせて、
５種類のトリートメントの中から求める髪質に
最適な数種類のトリートメントをMIXすることで、
より効果的に毛髪内部へと働き
かけます。毛髪構造を科学的に研究しつくした先進的プロフェッショナル効果を
発揮します。

・ Revival / リバイバル【毛髪再生＋表皮結合】

¥７,000

毛髪内部補修に加え、パーマやカラーなどによる毛髪内部の結合離脱による
損傷したダメージ毛を修復し、毛髪本来の弾力や、
ツヤ感と潤いを与えます。
これまで対応しきれなかったダメージ毛にも、修復再生機能を備えた上質な
トリートメントを体感ください。

・ ケラチントリートメント ★ ★ ★

¥12,500

「うねり、パサつき、
ダメージ、
クセ」のある毛髪に対し髪に必要な主要成分を
補い、
ナチュラルなストレート効果を持続させます。
「アルカリ剤、
シリコン剤フリー」で髪に一切負担をかけず、
シルクのような艶
のあるまとまりの良い髪質が約2〜3ヶ月実感できます。繰り返し行うことで相
乗効果をもたらします。

※トリートメントのみの場合は、
ブロー料金として別途￥2,000頂きます。
※表示価格は全て税抜き価格です。

MAKEUP
Makeup
・ ポイントメイク

Hair Arrangement
10分／￥2,000

ファンデーションの上から、
目元・口元などの各パーツのメイクチェンジを行います。

10分／￥2,000

・ ヘアアレンジ

巻き髪、
ブローなどのダウンスタイル。ニュアンスを出したい時に。
＊ご希望のスタイルによっては別途チャージ料金1,000円を頂く場合がござ

・ フルメイク

30分／￥4,000

スキンケア、
ファンデーションからポイントメイクまで全てのメイクチェンジを行います。
＊メイクをして来られたお客様は、
クレンジングから行います。

います。詳細はお問い合わせください。
（ホットカーラーを14本以上使用する、胸を超す長さのロング・多毛・強いくせ・エクステ使用のブロー、
付け毛やウィッグを使用する、
くせ毛を直すブ ロー後に巻き髪にする場合など）

＊ご希望のスタイルによっては別途チャージ料金3,000円を頂く場合がございます。
詳細はお問い合わせください。
（撮影・舞台・その他、所要時間が20分以上必要な場合など）

・ ヘアセット

20分／￥3,000

ヘアピンを使ったアップスタイル。

・ キッズメイク

10分／￥1,500

パッチリアイメイクとふんわりチーク、ママ顔負けの仕上がりに。

＊アレルギーと敏感肌のお子様はお申し出ください。
（ご提供しかねます。）

パーティー仕様からカジュアルなルーズアップまで様々なスタイルをお楽しみい
ただけます。コームやコサージュなど、ヘアアクセサリーも店頭販売しています。
＊ご希望のスタイルによっては別途チャージ料金1,000円を頂く場合がござい
ます。詳細はお問い合わせ下さい。
（デザイン性の高いもの、
すき毛・エクステ等の小物を使用する、編みこみ3本以上等、
かつ所要時間が

・ 眉カット

10分／￥1,000

20分以上必要な場合など）

お顔立ちやイメージに合わせて眉の形を整え、ペンシルやパウダーを使って
好印象に仕上げます。

・ ポイントカット

10分／￥1,800

前髪・襟足・耳まわりなど、
ワンポイントをバランスよくカットします。

・ メンズ眉カット

10分／￥1,000

お顔立ちや流行に合わせて、
自然な眉の形を形成します。
スキンケア付きでリラックスできる時間に。

・ バランスカット

20分／￥3,000

髪を全体的にメンテナンス、毛先を揃え好きなバランスをキープします。

・カット&ブロー

40分／￥4,000

共通回数券
・ ヘアメイク共通回数券
お得な回数券。
ご購入より６ヶ月有効。

５回分／￥13,500
１０回分／￥25,000

フルメイクとヘアアレンジどちらでもお使いいただけます。

※表示価格は全て税抜き価格です。

MAKEUP
Kimono

Bridal Makeup

持込着付メニュー

・ 留袖・訪問着・小紋等

所要時間

30分／￥10,000

・ 洋装メニュー ヘアメイクプラン

ブライダルヘアメイク

2 時間／￥60,000

1.5次会や2次会、
もしくは挙式前にヘアメイクのみをして欲しいという方に

・ 七五三

所要時間

30分／￥7,000

＊所要時間は目安であり、お着物の状態等により異なる場合がございます。
＊所要時間はお着付けのみです。
お着物の確認と手続きに＋20分程いただきます。

向けたプラン。事前リハーサル込みなので、安心して当日を迎えられます。
＊アーティスト1名で対応いたします。

〔料金に含まれるもの〕
当日新郎・新婦お支度（ヘアメイクのみ）、
リハーサル1回

＊振袖以外のお着付けで、変わり結びをご希望されるお客様は、
別途2,000円をいただきます

＊お持ち込みのお荷物リスト
□ お着物
□ 帯
□ 帯揚げ
□ 帯締め
□ 伊達衿（※小紋、又はお持ちでない方は不要）
□ 肌襦袢
□ 裾よけ（※ワンピースタイプをお持ちの方は不要）
□ 長襦袢
□ 衿芯
□ 腰紐 5本
□ 伊達締め 2本
□ コーリンベルト
□ 帯枕
□ 帯板（※振袖の方は前板と後板）
□ 三重仮紐（※振袖の方のみ）
□ 補正用タオル 4枚（※薄手のもの）
□ 足袋
□ 草履
□ バッグ
＊ご注意事項
• お荷物のお預かりはできかねますので、当日はコンパクトにまとめて
お持ちください。
• お着物のしつけ糸は必ず外した状態でお持ちください。
• 前開きのお洋服で、胸元にボリュームが出にくい下着をお付けの上、
ご来店ください。
• 長襦袢の半衿は必ず付けた状態でお持ちください。

※表示価格は全て税抜き価格です。

HOLISTIC CARE

東洋医学最先端治療

￥3,000

ホリスティックビューティーカウンセリング

頭皮、美髪の東洋漢方オーダーメイドコース

60分／￥23,000
どうしたい、
どうなりたいなど東洋医学診断(脈診など)で、体質を見極め、
カウンセリングしていきます。私たちにご相談ください。

頭皮の硬さや、疲れ、
むくみなど、薄毛の原因にもなり、心因的要因にもな
ります。美髪を維持するためには、
しっかりデトックスできることも必要にな
ります。
阻害因子をなくし、柔らかく健康的な、頭皮と、美髪に導きます。
カラダの内側から頭皮と美髪のための施術を致します。

ホリスティック東洋漢方オーダーメイドコース

60分／￥15,000
さまざまな症状の根本から改善をはかります。
疲れが取れない、落ち込む事が多くなってきた。
ダイエットしたいけど体重
が落ちづらい。体 質 改 善、卵 巣からのホルモンバランスを整え不 妊のお

冬虫夏草

トータルホリスティック東洋漢方
オーダーメイドコース

90分／￥25,000

悩みなど。阻害要素を改善いたします。
また、漢方を塗り込みながらも、内側から五臓六腑のバランスを整え改善

漢方や様々な施術を合わせながら、最先端の東洋医学治療で、お身体、

していきます。

お肌、頭皮のお悩みを、
トータルでホリスティックビューティーオーダーメイド
で施術致します。
東洋医学診断をしっかり行い、身体のバランスを整え、内側からみなぎる
パワーと外見の美しさで健康美に。
生活環境や、食生活などへのご指導も併せて診ていきましょう。

小顔、お肌の東洋漢方オーダーメイドコース

60分／￥20,000
※表示価格は全て税抜き価格です。

肌質や、お顔のお悩みに対するオーダーメイドな施術。
お身体の診断をしっかり行い、内側からのバランスを整える施術も併せて
行います。ニキビ、
シワ、
くすみ、
クマ、
シミ、たるみ、むくみなど、お悩みの根
本からも施術していきます。
また、外からの特化したアプローチも合わせます。

RELAXATION
Aroma Treatment
・ アロマトリートメント
摘出濃度の高いオーガニックエッセンシャルオイルを
体調に合わせてブレンドﾞ致します。
お疲れの箇所をフルハンドでもみほぐしていきます。

・ 腸セラピー

Facial Treatment
60分／￥10,000
90分／￥15,000
120分／￥20,000

60分／￥8,400

大腸・小腸・骨盤のまわりを丁寧に解し、腸にこびりついた老廃物や余分な
水分の排出を促し、代謝機能・消化吸収・自然治癒力を高めます。
腸だけでなく、体質改善、
むくみ、美肌にも期待されます。

加齢と共に失われるお肌の酸素を補い、美しさを保ち、代謝機能を改善します。
透明感のある美白肌へ・・・

40分／￥6,800

・ フェイシャル ショートコース

<クレンジング → フェイシャルマッサージ → お仕上げ → ヘッドマッサージ >
パックの付いていないマッサージがメインのフェイシャルです。

60分／￥11,400

・ ＭＴホワイトニング フェイシャル

< クレンジング → 洗顔 → フェイシャルマッサージ → ビタミン浸透 →

・ マタニティトリートメント
妊娠中の不快な症状（むくみ、腰痛など）
を

60分／￥11,４00
90分／￥１7,100

やわらげます。
※トリートメントは、妊娠１６週（５ヶ月）以降の安定期に入られた方で、
お医者様より特に注意が必要とされていない、経過良好の方に限らせていただきます。
必ず主治医の先生にアロマトリートメントを受けることの許可をお取り下さい。

パック → お仕上げ → ヘッドマッサージ ＞
ホワイントニングケアに最適な化粧品を使用。最新型のビタミンC・E を
浸透させ、
しみ・
くすみのないクリアなお肌へ。
今後の予防としてもオススメのフェイシャルです。

・ エイジングケア フェイシャル

70分／￥11,400

< クレンジング → 洗顔 → 超音波 → リフトアップパック →
リフトアップマッサージ → お仕上げ → ヘッドマッサージ >
年齢と共に気になる、
しわ・たるみ・乾燥・リフトアップに特に優れている
フェイシャルです。

Foot Treatment
・リフレクソロジー
足裏の反射区を刺激することで、身体の調子を

20分／￥3,400
30分／￥5,000

整えていきます。血行促進、老廃物の除去を促進
ヒールで固まった足裏の方にもおすすめです。

・ フェイシャルオプション
毛穴吸引

専用のバキュームで小鼻・顎周りを中心に吸引

￥1,000

ＶＣパック

ビタミンを浸透させ白く美しい肌へ

￥1,500

保湿パック
・ フットケア

30分／￥4,000

パドルを使用し、溜まった角質を取り除いていきます。
気になる角質を除去し、柔らかくつるつるのかかとに仕上がります。

肌細胞に潤いを与えキメ細やかにふっくらと

￥1,500

たっぷり美容液を含んだマスクでハリとツヤを

￥2,000

肌のターンオーバーを整え保水力アップ

￥2,000

特にお疲れを感じやすい方に。
ローズの香りでリラックス

￥600

ＭＴリフトアップマスク
超音波トリートメント
ローズアロマ

※表示価格は全て税抜き価格です。

HEAD SPA
炭酸ヘッドスパ

40分／￥6,800

炭酸シャンプーを使用しながらじっくり頭皮を揉み解し、頭全体を引き上げていき
ます。毛先まで浸透させていくので洗い流した後はしっとりトリートメント効果も。

ドライヘッドスパ

40分／￥6,800

洗い流し不要のプライマリーエッセンスを使用し頭皮の血行を促進させます。
キャビアエキス・パルマローザオイルなど6種の主成分が美髪へと導きます。
抜け毛や細毛など気になる方におすすめ。

※表示価格は全て税抜き価格です。

NAIL
Gel Nail

Art

ソフトジェル使用。

カラーやジェルの上にお好きなネイルアートを施します。

マニキュアより持ちがよく、爪にやさしく透明感のある仕上がりが魅力です。

１0本／￥7,000

・ ハンド クリアジェルネイル
ウォーターケア込み・ファイリング含みます。

・ ストーンアート

１粒／￥100〜

・３Ｄアート

１本／￥500〜

（１本／￥700）

１0本／￥8,000

・ フット クリアジェルネイル
フットバス・ウォーター込み・ファイリング含みます。

（１本／￥800）

１0本／￥9,000

・ ハンドカラージェル 1color

・ラメグラデーション

￥2,000

・ラメライン

￥1,000

・カラーグラデーション

￥3,000

（１本／￥900）

ウォーター込み・ファイリング含みます。

１0本／￥10,000

・ フットカラージェル 1color

（１本／￥1,000）

ウォーター込み・ファイリング含みます。

１0本／￥8,000

・ ジェルネイル リペアフィルイン
自爪が伸びてきた部分に新たにジェルを付けたし、

color ￥2,000〜

・ マーブル

￥3,000

・ フレンチ

（１本／￥800）

お直し致します。

１本／￥500

・ 長さ出し/亀裂補強
亀裂の補強いたします。

当店 付けかえ １0本／￥1,100

・ ジェルネイル除去

Option
より美しいお手元のためのケア。

当店 オフのみ １0本／￥3,200
他店 ソフト
他店 ハード

１0本／￥3,200（１本／￥320）
１0本／￥5,300（１本／￥530）

￥1,000

・ ハンド パラフィンパック（手首下）

溶かしたパラフィンを使ったパックで、発汗によって新陳代謝が促され
保湿効果やリラックス効果を得られます。

・ ハンド or フットリフレクソロジー

20分／￥3,400
30分／￥5,000
※表示価格は全て税抜き価格です。

NAIL
Manicure

Pedicure

セレブのネイルを彩るＯ・Ｐ・Ｉネイルカラーシリーズ使用。

鮮やかな足元へ。セレブのネイルを彩るＯ・Ｐ・Ｉネイルカラーシリーズ使用。

自爪にカラーをのせていきます。

自爪にカラーをのせていきます。

・レギュラーマニキュア

１0本／￥5,000

ケア+カラーリングに保湿クリームをプラスしたスタンダードコース。

１0本／￥9,000

・レギュラーペディキュア

フットバスの後、
ケア+カラーリングに保湿クリーム、角質をプラスした
スタンダードコース。

・ ケア

１0本／￥4,500

キューティクルのお手入れ。磨き、
またはベース・
トップでお仕上げ致します。

１0本／￥5,000

・ ケア
フットバスの後、
キューティクルのお手入れ。

・カラー

１0本／￥2,300

お好みのお色に、お爪をカラーリング致します。

・ キューティクルケア

・ フットケア

１0本／￥3,500

余分な甘皮を取り除きます。

・ ファイリング

１0本／￥1,000

１0本／￥1,000

１0本／￥4,500

１0本／￥4,300

お子様にも安全なケア+カラーに保湿クリームをプラスしたコース

・ ポリッシュオフ

１0本／￥4,600

フットバス後、
お子様にも安全なケア+カラーに保湿クリームをプラスしたコース。

※表示価格は全て税抜き価格です。

キューティクルのお手入れ。磨き、
またはベース・
トップでお仕上げ致します。

・ キッズマニキュア

１0本／￥3,300

フットバス後、お好みのお色に、お爪をカラーリング致します。

・ キッズペディキュア

お爪の表面を磨きあげます。

・ メンズケア

OPTION ￥3,000（フットケアのみ￥4,000）

フットバスの後、かたくなった角質をパドルで取り除きます。

・カラーチェンジ

お好みの長さに、お爪の長さを整えます。

・ バッフィング

磨き、
またはベース・
トップでお仕上げ致します。

カラー １0本／￥300
ラメ １0本／￥500

BRIDAL COURSE
1DAY ベーシックコース

3時間３０分／￥30,000

挙式当日輝きたい！でも時間がない！そんな貴女の為の1Ｄａｙコースです。

￥47,000

マタニティーコース

妊娠中は精神的にも肉体的にも不安定になりがち…。
そこで無理のないようお肌を

フェイシャルからデコルテ、背中まで挙式直前の充実ケアコース。
オーガニックアロマ

最大限に美しい花嫁姿へと導きます。妊娠中は肌が敏感になり、
シミが出来やすく

の香りに包まれて、極上のオールハンドのケアとリラクゼーションをお楽しみください。

なりますので、美白のフェイシャルで集中ケアを。

・ 全身スリミング アロマトリートメント 100分 × １回

・ マタニティートリートメント 60分 × 2回

・ 肌別フェイシャル

・ 肌別フェイシャル

60分 × １回

60分 × 2回（顔シェービング付）

・ Bodyパック
（背中・脚・デコルテ＆腕より１パーツ選択） 30分 × １回
※但し、妊娠16週（5ヶ月）以降の安定期に入られた方で、
お医者様より特に
注意が必要とされていない、経過良好の方に限らせて頂きます。
必ず主治医の先生に アロマトリートメントを受ける許可をお取り下さい。

5回／￥56,000

Pearl Course /パールコース

挙式日までに最低2回のご来店が可能であればお受けになれるコースです。
上半身を集中的にケアしていきます。挙式日まで時間がないけど、
お肌も体も手を
抜きたくない方にお勧めです。内側から輝ける花嫁様のサポートをさせて頂きます。

全てのコースにお付けする事が出来ます。

・ 全身スリミング アロマトリートメント 100分 × １回
・ お背中集ケア

Option

60分 × １回（背中シェービング+パック付）

・ 二の腕集中ケア

60分 × １回（二の腕シェービング+パック付）

・ 肌別フェイシャル

60分 × 2回（顔シェービング付）

※コースによっては順番が前後するものございます。

1 Month Diamond Course / １ヶ月 ダイヤモンドコース

９回／￥100,300
華やかな最高の自分を演出するために、1ヶ月前からじっくりとケアを行うラグジュ
アリーなコース。回数を重ねる事で体質・肌質改善にも繋がってきます。
内側から輝ける花嫁様へ。挙式当日、主役であるあなたのために
最高のトリートメントを提供させていただきます。

オーダーメードのように一人一人に合わせてお好きなように組み入れて頂けます。

・ ポアレス泡パック

1パーツ ￥4,000

・ ホワイトニングパッ ク

1パーツ ￥4,000

・ ヘッドスパ

40分／ ￥6,800

ソフトシェービング
「シェービングは自分で出来る」
と思っている花嫁様。実はドレスを着ると自分では
見えないところまで視線は集中。電気シェーバーによるソフトシェービングをします。
やさしい肌あたりで、敏感肌の方でも安心です。

・ 顔 or うなじ or ワキ or 背中

1パーツ ￥4,000

・ 上記いずれか2ヶ所

￥7,000

・ 全身スリミング アロマトリートメント 100分 × 2回

・ 上記いずれか3ヶ所

￥10,000

・ お背中集ケア

・腕

60分 × 2回（背中シェービング+パック付）

・ 二の腕集中ケア

60分 × 2回（二の腕シェービング+パック付）

・ 肌別フェイシャル

60分 × 3回（顔シェービング付）

※コースによっては順番が前後するものございます。

￥6,000

※表示価格は全て税抜き価格です。

EYELASH
Single/Volume

3D/Volume

0.1, 0.15, 0.2mm幅の細毛を、自まつ毛1本に1〜3本付けていくメニュー。

0.07mm幅の極細毛を、自まつ毛1本に3〜5本を1束にして付けていくメニュー。

自まつ毛1本に1本はシングルラッシュ、2〜3本の装着はボリュームラッシュ。

軽くてボリュームがあり、自まつ毛が少ない方にもオススメです。

・ 280本 ￥12,000

・ 約420〜700本（140束）￥14,500

・ 240本

￥9,800

・ 200本

￥8,900

・ 約300〜500本（100束）￥10,300

・ 160本

￥8,640

・ 約240〜400本（80束）

￥8,900

・ 140本

￥7,800

・ 約180〜300本（60束）

￥7,500

・ 120本

￥6,500

・ 約120〜200本（40束）

￥6,400

・ 100本

￥5,900

・ 80本

￥5,400

・ 60本

￥4,500

← ボリュームラッシュの人気NO.1

← シングルで１番選ばれる王道の本数

・ 約360〜600本（120束）￥12,400

← 自まつ毛が増えたようなナチュラル感
※表示価格は全て税抜き価格です。

← 軽く付け足したい

・ Bottom Free ￥3,240

← 下まつげ付け放題

