
｛メンズ｝ 

 

カット（えり剃り付）・・・・・・・・・・￥１,９８０ 約３０分 

お顔剃り（マッサージ・爽快マスク付） ・・・・￥１,５４０  約２０分 

お手軽シャンプー・・・・・・・・・・￥８８０    約１０分 

（簡単１回シャンプー・肩マッサージ付） 

癒しシャンプー・・・・・・・・・・・￥１,２１０ 約１２分 

（快感！指圧２回シャンプー・肩マッサージ付） 

セット（バッチリ決めるなら）・・・・・・￥５５０  約５分 

通常カットコース・・・・・・・・・・￥４,２９０ 約６０分 

(カット・お顔剃り・癒しシャンプー・セットの一般的なコース) 

癒しカットコース・・・・・・・・・・￥５,７２０ 約９０分 

（通常カットコース＋ヒーリングジェル・育毛皮脂取り・腕＆ヘッドマッサージ等、 

疲れを癒す極上メニュー） 

中学生・高校生 

カット・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥１,７６０ 

お顔剃り・・・・・・・・・・・・・・・・・￥７７０ 

シャンプー・・・・・・・・・・・・・・・・￥５５０ 

セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥３３０ 

 



小学生 

カット・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥１,６５０ 

お顔剃り・・・・・・・・・・・・・・・・・￥５５０ 

シャンプー・・・・・・・・・・・・・・・・￥３３０ 

セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥０ 

乳幼児（だっこちゃん）・￥４,４００ 平日・(￥３,８５０) 

初剃り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥４,４００ 

 

｛パーマ（シャンプー含む、カット・セット別）｝ 

ＴＧ （一般的なパーマ） 

  全頭 ￥5,１７０ 

コース（カット・お顔剃り・セット） 全頭 ￥8,２５０ 

ＴＧハード （きつくあたるパーマ） 

全頭 ￥５,７２０ 

コース（カット・お顔剃り・セット） 全頭 ￥８,８０0 

システアミン （トリートメントパーマ） 

全頭 ￥6,２７０ 

コース（カット・お顔剃り・セット）全頭 ￥9,３５0 

※ ミニロッド使用及びデザインパーマ・・・・・・・各＋￥１,１００ 

 



｛ストレートパーマ（シャンプー含む、カット・セット別）｝ 

イオンストレート（イオンの力で潤い逃がさない）         

全頭  ￥１２,２１０ コース（カット・お顔剃り・セット）￥１6,５00 

ジュエリーストレート（ボリュームダウンに最適）                

全頭  ￥１１,１１０ コース（カット・お顔剃り・セット）￥１5,４０0 

｛アイパー・パンチ（シャンプー含む、カット・セット別）｝ 

サイド ￥３,５２０    コース（カット・お顔剃り・セット）￥６,６０0 

全頭  ￥5,１７０     コース（カット・お顔剃り・セット）￥8,２５０ 

※ ミニロッド使用・・・・・・・・・・・・・・・・・各＋￥１,１００ 

 

｛カラー（シャンプー含む、カット・セット別）｝ 

白髪染（５才若返り）・・・・￥３,８５０ 

コース ￥７,３７０ 

白髪ぼかし（白髪を目立ちにくく）・￥１,２１０ 

コース ￥５,５００ 

※ 白髪ぼかしは単品でご来店時シャンプー代別   

おしゃれ染め・マニキュア・ブリーチ                      

ショート・・・・・￥３,８５0        コース ￥７,４８０      

ウィービング・・ショート ￥３,３００     コース ￥６,３８０ 
 



｛頭の癒しメニュー（シャンプー代別）｝（ ）は平日料金 

ヘッドマッサージ＆毛穴の汚れ取り・・￥１,１００（￥770） 

  （頭皮スッキリ爽快！）                     約１０分     

脱毛予防コース・・・・・・・・・￥２,20０（￥１,７60） 

（快感！毛持ちいい～）                     約３０分 

頭皮改善コース・・・・・・・・・￥２,20０（￥１,７60）     

  （フケ・カユミでお悩みの方へ）                 約３０分 

※ 単品でのご来店は癒しシャンプー代が必要です 

 

 

｛お顔の癒しメニュー｝ 

Ａ リンパマッサージ    １５分  ￥１,１００ 

（顔のむくみを抑え新陳代謝を高めて、お顔スッキリ。リンパ腺集中フェイシャルマッサージ） 

Ｂ 毛穴の大掃除      ３０分  ￥１,７６０ 

（毛穴の悪脂肪を取って、お顔サッパリ。フェイシャルマッサージ＋毛穴の汚れ取＋角質ケア＋細胞活性） 

Ｃ アンチエイジング    ４０分  ￥２,２００ 

（しわ・たるみを解消。フェイシャルマッサージ＋毛穴の汚れ取＋角質ケア＋超音波エステ＋細胞活性） 

Ｄ 海藻パック       ５０分  ￥２,６４０ 

（癒し極上メニュー。フェイシャルマッサージ＋毛穴の汚れ取＋むくみとり＋角質ケア＋海藻パック＋細胞活性） 

 

 

 

 



｛ヘアーエステ（シャンプー含む、セット別）｝ 

ヘッドスパ・・・・・・・・・１０分間コース ￥１,６5０ 約 20 分 

２０分間コース  ￥２,20０ 約 30 分 

（トリートメントしながら頭皮のマッサージ、気持ちいい～） 

クリニカルＰＰＴ・・・・・・・・・・・・￥１,１００ 約１０分 

（パーマやカラーのダメージ予防と補修効果）※単品でご来店時シャンプー代別 

ヘアーレスキュー・・・・・・・・・・Ｓ ￥３,３００  約３０分 

                     L ￥３,８５０ 

（栄養を補給し損傷部に吸着、本来の髪に近づけます） 

Ｆ ソリューション ・・・・・・・・・・Ｓ ￥４,４００ 

（極上スペシャルトリートメント）      L ￥５,５００ 

 

 

鼻毛脱毛・・・・・・・・・・・・￥１,１００ 約１０分 

 

｛着付け｝ 

お子様  着付け はかま・・・・・・・・・￥４,９５０ 

 

 

 



      ｛レディース｝  （ ）は平日料金 

カット・・・・・・・￥３,３００ （￥２,２００）  約３０分 

フロントカット・・・￥７７０  （￥５５０）   約５分 

お手軽シャンプー（簡単１回シャンプー・肩マッサージ付）  

ショート・・・・・￥１,１００   （￥８８０）   約１０分    

ロング・・・・・・￥１,３２０  （￥１,１００）   約１５分 

癒しシャンプー（快感！指圧２回シャンプー・肩マッサージ付） 

ショート・・・・・￥１,４３０ （￥１,２１０）  約１５分  

ロング・・・・・・￥１,６５０ （￥１,４３０）   約２０分 

ブロー                        

ショート・・・・・￥９９０  （￥７７０）  約８分   

ホットカーラー・・・￥１,９８０ （￥１,６５０） 約２５分 

 

中学生・高校生 

カット・・・・・・・・￥１,９８０ 

お顔剃り・・・・・・・￥１,１００ 

シャンプー・・・・・・￥７７０ 

小学生 

カット・・・・・・・・￥１,６５０ 

お顔剃り・・・・・・・￥６６０ 

シャンプー・・・・・・￥５５０ 



｛お顔そり＆ボディーシェービング｝ 

お手軽お顔剃り・・・・・￥２,３１０（￥１,８７０）  約２０分 

（簡単 1 回剃り） 

しっかりお顔剃り（念入り２回剃り）・・・￥３,３００  約３０分 

えり剃り・・・・・・・・・・・・・・￥１,１００  約１０分 

デコルテ・・・・・・・・・・・・・・￥２,５３０  約２０分 

バックキャミソールライン・・・・・・￥３,３００  約２５分 

ウェストライン・・・・・・・・・・・￥５,５００  約４５分 

腕そり・・・・・・・・・・・・・・・￥３,０８０  約３０分 

日本かみそり使用コース・・・・・・・＋￥５５０ 

（お肌の弱い方や、かみそりかぶれが心配な方におすすめです） 

 

 

｛エステ｝ 

Ａ お手軽コース      ４０分  ￥２,２００（￥１,９８０） 

（お肌しっとり。クレンジング＋フェイシャルマッサージ＋角質ケア＋イオン導入＋ＬＥＤ細胞活性） 

Ｂ 美白＆うるおいコース  ６０分  ￥３,５２０（￥２,８６０） 

（美白とうるおい。Ａコース＋海藻パック） 

Ｃ たるみ改善 小顔コース     ５０分  ￥３,７４０（￥３,０８０） 

（小顔になって若返り。Ａコース＋超音波ソニックエステ） 

Ｄ 即効よくばりコース    ５０分 ￥４,１８０（￥３,５２０） 

（ＡコースとＢコースの美味しいとこ取り。クレンジング＋メガ＋超音波ソニック＋ホワイトリンクルパック） 



Ｅ パワーアンチエイジングコース  ６０分  ￥６,０５０（￥４,９５０） 

（たっぷり潤って、若返り。Ａコース＋悪脂肪吸引＋むくみとり＋超音波ソニックエステ＋海藻パック） 

Ｆ ３Ｄパーフェクトコース    １２０分  ￥９,３５０（￥８,２５０） 

（究極の美しさへ。クレンジング＋Ｗフェイシャルマッサージ＋むくみとり＋悪脂肪吸引＋角質ケア＋ 

超音波ソニックエステ＋イオン導入＋クレイマスク＋ＬＥＤ細胞活性） 

オプション 

 リンパマッサージ・・￥２,２００ １５分 

デコルテマッサージ・￥１,３２０（￥１,１００）３０分 

 

ハイグレードメニュー（より高い効果をお求めの方に） 

  すごい！最高級化粧品使用 ５０歳以上の方へ     

                   ＋￥５５０ 

  かなりいい感じ化粧品使用 ３０歳以上の方へ       

                   ＋￥３３０ 

 

｛カラー（シャンプー含む、カット・ブロー別）｝ 

白髪染め                ショート約９０分 

ショート       ￥３,３００（￥２,８６０） 

ロング（肩以上）   ￥３,５２０（￥３,３００） 

 おしゃれ染め・マニキュア・ブリーチ  ショート約１２０分 

ショート       ￥４,８４０（￥４,４００）  

ロング（肩以上）   ￥５,２８０（￥４,６２０）  



ウィービング              

ショート       ￥５,５００（￥４,９５０）  

ワンポイント         ￥２,７５０（￥２,２００） 

ロング（肩以上）   ￥７,１５０（￥６,０５０）  

ワンポイント         ￥３,３００（￥２,７５０ 

 

｛パーマ(シャンプー・ブロー含む、カット別)｝ 

TG………･一般によく使われるパーマ 

  プチ（部分パーマ）     ￥３,６３０（￥３,０２４） 

    オール（全頭パーマ）      ￥６,３８０（\５,８３０） 

  ロング（肩以上）     ￥８,０３０（￥７,４８０） 

ＴＧハード……きつく、よくあたるパーマ 

  プチ（部分パーマ）        ￥４,１８０（￥３,６３０） 

  オール（全頭パーマ）   ￥６,９３０（￥６,３８０） 

  ロング（肩以上）     ￥８,５８０（￥８,０３０） 

システアミントリートメントパーマ 

……ダメージヘアーや痛みが気になる方に最適。やわらかい手触り感の仕上がり 

 プチ（部分パーマ）    ￥５,２８０（￥４,７３０） 

  オール（全頭パーマ）  ￥８,０３０（￥７,４８０） 

  ロング（肩以上）    ￥９,６８０（￥９,１３０） 



 髪の長さによって料金は異なりますので、 

スタッフに御確認して下さい。  

＊    ミニロッド使用    各＋￥１,１００ 

      ツイストパーマ    各＋￥１,１００ 

 

｛ヘアーエステ（シャンプー含む・ブロー別）｝ 

ヘッドスパ（トリートメントしながら頭皮のマッサージ、気持ちいい～） 

１０分間コース￥２,４２０（￥１,９８０）約２０分 

       ２０分間コース￥３,４１０（￥２,７５０）約３０分 

※ ロングは各＋１,１００円 

ヘアーレスキュー（栄養を補給し損傷部に吸着、本来の髪に近づけます）    

ショート・・・・￥３,３００（￥２,２００） 約２０分 

ロング・・・・・￥３,８５０（￥２,７５０） 約３０分 

Ｆ ソリューション（美髪メンテナンス 極上スペシャルトリートメント）    

ショート・・・・￥７,１５０（￥６,６００） 約７０分 

ロング・・・・・￥８,８００（￥７,７００） 約９０分 

 

クリニカルＰＰＴ（パーマやカラーのダメージ予防と補修効果）   約１０分 

ショート・・・・・・・・・・・￥１,１００ 

ロング・・・・・・・・・・・・￥１,４３０ 

※ クリニカルＰＰＴは単品でご来店時シャンプー代別 



｛癒しメニュー（癒しシャンプー代別）｝ 

※単品でのご来店はシャンプー代が必要           （ ）は平日料金 

ヘッドマッサージ＆毛穴汚れ取り・・￥１,１００（￥８８０） 

   （頭皮スッキリ爽快！）                    約２０分 

脱毛予防コース・・・・・・・・・￥２,２００（￥１,７６０） 

（快感！毛持ちいい～）                    約３５分 

（育毛シャンプー＋ヘッドマッサージ＋毛穴の汚れ取り＋パッティング＋ 

赤外線照射＋オゾンレイヤー＋トニックマッサージ） 

頭皮改善コース・・・・・・・・￥２,２００（￥１,７６０）  

（フケやカユミでお悩みの方へ）                 約３５分     

  （スキャルプシャンプー＋パッティング＋赤外線照射＋オゾンレイヤー＋ 

スチーミング＋ヘアーミルク＋マッサージ） 

まつ毛パーマ・・・・・￥３,８５０（￥２,７５０）約４０分    
              

鼻毛脱毛・・・・・・・・・・・・￥１,１００  約１０分 

｛ストレートパーマ（シャンプー含む、カット・セット別）｝ 

イオンストレート（イオンの力で潤い逃がさずしっとりサラサラ）         

ワンポイント   ￥７,７００ （￥６,６００） 

    全頭       ￥１６,７２０（￥１４,５２０） 

     Ｌ        ￥１８,７００（￥１６,５００） 



｛着付け＆アップ｝ 

    早朝・・・・・・・・・・＋￥５５０ 

 

振袖・・・・・・・・・・・￥８,８００ 

（成人式 ￥２２,０００） 

留袖・・・・・・・・・・・￥８,８００ 

訪問着・・・・・・・・・・￥６,６００ 

浴衣・・・・・・・・・・・￥５,５００ 

袴・・・・・・・・・・・・￥５,５００ 

※ 変わり結びをご希望の方は 

     一週間前までにご予約お願いします（浴衣は除く） 

アップ・・・・・・・・・・￥３,５２０ 

お子様 

 男子 はかま・・・・・・￥４,８４０ 

 女子 被布・・・・・・・￥４,８４０ 

    はかま・・・・・・￥４,８４０ 

    振袖・・・・・・・￥４,８４０ 


