スタイリング剤 【ﾀﾞﾝｽﾃﾞｻﾞｲﾝﾁｭｰﾅｰ】

NEW

¥1,980→¥1,590

㊲ﾛｯｷﾝﾑｰﾌﾞ

べたつかない使用感なのに高いセット力でスタイルをキー
プするハードワックス。

¥1,980→¥1,590

㊳ﾌﾞﾚｲｸｷｰﾌﾟ

ジェルならではのホールド力を維持しつつワックスのよう
な自在なスタイリングを可能に。

¥1,980→¥1,590

NEW

軟らかい髪も根元からふんわりと立ち上げマットで
ラフな丁度よい束感を作るクレイワックス。

ｼｬﾝﾌﾟｰと併用することでﾎﾞﾘ
ｭｰﾑｱｯﾌﾟ感のある仕上がりを
実現。思い通りのｽﾀｲﾘﾝｸﾞを
可能に。

50 120ml ¥1,650
○
51 500ml ¥4,620
○

52 60g ¥1,100
○
53 500g ¥6,050
○

MOZ ヘアケア商品
12 月スペシャルプライス!

¥5,500

男性スキンケア
ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｳｫｯｼｭ
きめ細かい柔らかな泡でやさしく洗い上げる洗顔フォーム。
べたつきや汚れを取り除き、毛穴の気にならない肌に。

¥2,750→¥2,200

㊶ﾊﾞﾚｴﾒﾛｳ

ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ

不要な皮脂や汚れ、ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ
剤をすっきりと洗浄。
軽さとボリューム感のある
仕上がりに。

べたつきが気にならないさっぱりとした使用感の育毛エッセン
ス。男性特有の頭皮環境に効果的に太く強い髪へと導きます。

手のひらで伸ばすとオイル状になり馴染みやすく
艶やかな濡れ髪に。

㊵ﾊｳｽｴｱﾘｰ

ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ

54 ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｽｶﾙﾌﾟｴﾌｪｸﾀｰ
○

¥1,980→¥1,590

㊴ﾓﾀﾞﾝｼﾏｰ

男性シャンプー・トリートメント・育毛

55 60g ¥1,430
○

髪一本一本柔らかく、風にふわりと舞うようなまとまりの
よい髪に。洗い流さないヘアトリートメントミルクタイプ

56 120g ¥2,200
○

◆購入方法◆
①▶LINE＠から購入
cheRm

rε(e)ve

ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ
肌本来のうるおいバリアを整えるアルコールフリーのローショ
ン。カサつきや肌荒れ、小じわにも効果を発揮。

¥2,750→¥2,200

㊷ﾌﾗﾌﾟﾗｲﾏｰ

57 60ml ¥1,870
○

ダメージから髪をやさしく守り、スムーズでサラサラな艶
髪に。洗い流さないヘアトリートメントオイルタイプ

58 120ml ¥2,750
○

②▶店頭で購入
③▶電話から購入

ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾓｲｽﾁｬｰｴﾌｪｸﾀｰ

NEW

乾燥肌や水分を必要とする肌のための保湿美容液。特別な保湿テ
クノロジーで乾燥から肌を守り弾むような肌へと導きます。

メンズアイテム 【ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ】

59 60ml ¥3,300
○

NEW
㊸ﾜｯｸｽ

㊹ｸﾞﾘｰｽ

㊺ﾊﾞｰﾑ

マットな質感と軽さ
¥2,750

根元から立ち上げる
¥2,750

自然な艶とまとまり
¥2,750

グレースラボ

プレミアムスキンケア

60 120ml ¥4,950
○

アイテム
61 YAMAN ｳﾞｪｰﾀﾞｽｶﾙﾌﾟﾌﾞﾗｼ
○

¥99,000→¥94,050

頭皮にもフェイスラインにもお風呂でも使用可能。
毎分約 7,000 回の振動とイオン導出の同時出力で汚れを除
去。エステサロンで使用される LED を搭載し硬くなりがちな
頭皮を刺激。
62 ﾚﾌﾟﾛﾅｲｻﾞｰﾄﾞﾗｲﾔｰ 7D Plus ¥79,200→¥75,000
○

㊻ｵｰﾙｲﾝﾜﾝ

㊼ﾋｱﾙﾛﾝ酸

¥11,000
→¥10,450

¥11,000
→¥10,450

㊽ｺﾗｰｹﾞﾝ
【期間限定】

¥11,000
→¥10,450

㊾ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ
¥5,500
→¥5,230

※お名前(ﾌﾙﾈｰﾑ)・商品番号・個数を
お伝えください☻♪

髪のための美容機器「レプロナイザー」の最上位モデル！
最大風量でご使用いただくほど技術密度が高まり、髪や頭皮
を理想的なコンディションへと導きます。
髪だけではなく肌に風をあてると綺麗になります！

MOZ cheRm

MOZ rε(e)ve

四日市市堀木 2 丁目 3-3
☎0120-663360

四日市市日永西 3-2-20
☎0120-663362

▶YouTube
「MOZ 美容院」
とご検索ください

定休日については
ホームページから
ご確認ください！

COTA

ご予約購入で定価から 10％OFF

※全て税込価格です。

シャンプー・トリートメント(iCARE・COUTURE に関しましては種類もお選びください)

COTA i CARE

COTA COUTURE

(1.3.5.7.9)

(ｼﾙｷｰ・ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄ・ﾌﾗﾝﾈﾙ)

Sh①300ml
②800ml
Tr③200g
④800g

\2,750\2,480
\6,050\5,450
\3,080\2,780
\7,700\6,930

Sh⑤300ml
⑥600ml
Tr⑦200g
⑧600g

\4,290\3,870
\7,700\6,930
\4,730\4,260
\9,900\8,910

COTA SERA SPA
Sh⑨300ml
⑩800ml
Tr⑪200g
⑫800g

\2,750\2,480
\6,050\5,450
\3,080\2,780
\7,700\6,930

ReFa

ご予約購入で定価から 10％OFF

※全て税込価格です。

QR コードから動画が見られます！

※ｲｵﾝｹｱﾌﾞﾗｼのみ定価販売となります。

ReFa BEAUTECH PRO ﾄﾞﾗｲﾔｰ ReFa BEAUTECH ｽﾄﾚｰﾄｱｲﾛﾝ

ReFa BEAUTECH ｶｰﾙｱｲﾛﾝ

㉕\39,600(白)

㉗\19,800

㉘32mm \22,000

㉖\39,600(黒)

→\17,820

㉙26mm \22,000

→\35,640

→\19,800

洗い流さないトリートメント

COTA STYLING BASE
B1⑬200ml \3,630
\3,270
⑭1000ml\14,300
\12,870
B3⑮100g \4,400
\3,960
⑯200g \6,600
\5,940
集中ケア

B5

⑰100g \4,400
\3,960
⑱200g \6,600
\5,940
B7 ｴｱｰ⑲60ml \3,850
\3,470
B7
⑳60ml \3,850
\3,470

ReFa ｲｵﾝｹｱﾌﾞﾗｼ

ReFa ﾌｧｲﾝﾊﾞﾌﾞﾙ S

ReFa BEAUTECH ﾌｨﾝｶﾞｰｱｲﾛﾝ

㉚\6,050

㉛\30,000→\27,000

㉜\13,200→\11,880

MOZ HIERO

育毛美容液

COTA PREMIQUE
ﾎｰﾑｹｱ ｴｱﾘｰ
㉑200g \3,080
\2,780

COTA SERA SPA ﾛｰｼｮﾝ
㉓100ml \4,400
\3,960

COTA PREMIQUE
ﾎｰﾑｹｱ ﾓｲｽﾁｬｰ
㉒200g \3,080
\2,780

COTA SERA SPA ﾛｰｼｮﾝ
㉔480ml \13,200
\11,880

ご予約購入で定価から 20％OFF

※全て税込価格です。

Vol.1

Vol.2

まとまりが欲しい
ダメージが気になる

ボリュームが欲しい
頭皮が乾燥している

㉝400ml ¥3,300
¥2,640
㉞800ml ¥4,950
¥3,960

㉟400ml ¥3,300
¥2,640
㊱800ml ¥4,950
¥3,960

