スタイリング剤 【ﾀﾞﾝｽﾃﾞｻﾞｲﾝﾁｭｰﾅｰ】

男性スキンケア

¥1,980→¥1,790

㊵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。

YAMAN 商品
66 ｳﾞｪｰﾀﾞﾌﾞﾗｲﾄ PLUS
○

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。

500ml のペットボトルより軽いドライヤー。
イオンブライトコームでサラツヤの髪に導きます。

54 60g ¥1,430→¥1,290
○

55 120g ¥2,200→¥1,980
○

¥1,980→¥1,790

㊶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→¥1,790

㊷ﾓﾀﾞﾝｼﾏｰ

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。

㊸ﾜｯｸｽ

㊹ｸﾞﾘｰｽ

マットな質感と軽さ
¥2,750→¥2,480

根元から立ち上げる
¥2,750→¥2,480

67 ｳﾞｪｰﾀﾞｽﾑｰｽｱｲﾛﾝ BS
○

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。

新感覚のヴェール髪アイロンで、使用するたびにまとまりの
ある髪へ。カラーの色持ちもアップ！

56 60ml ¥1,870→¥1,690 ○
57 120ml ¥2,750→¥2,480
○
68 ﾋｰﾄｿﾆｯｸﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ
○

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。

フェイス・ボディに使用可能。
気になる毛穴汚れをすっきり除去。ひじ・かかとの角質ケア
もできます。
69 YAMAN ｳﾞｪｰﾀﾞｽｶﾙﾌﾟﾌﾞﾗｼ
○

夏限定！シーズン商品
MINT ｼｬﾝﾌﾟｰ ﾌﾛｰｽﾞﾝﾘﾌﾚｯｼｭ
60 250ml ¥1,650→¥1,490
○

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。

㊺120ml ¥1,650→¥1,490 ㊻500ml ¥4,620→¥4,160

夏特有のダメージが気になるケア重視の方におすすめ！

MINT ﾏｽｸ ﾏｲﾙﾄﾞﾘﾌﾚｯｼｭ

㊼60g ¥1,100→¥990

夏のドライヤー時間を短縮できる速乾性マスク！

㊽500g ¥6,050→¥5,450

㊾120ml ¥5,500→¥4,950

㊿ｵｰﾙｲﾝﾜﾝ

プレミアムスキンケア

51 ﾋｱﾙﾛﾝ酸
○
¥11,000
→¥9,900

52 ｺﾗｰｹﾞﾝ
○
【数量限定】

¥11,000
→¥9,900

¥31,900→¥28,710

【防滴仕様】サロン独自のモイスチャーバルスを搭載。
なめらかな心地よさで集中フェイスケアをかなえます。

62 200g ¥1,650→¥1,490
○

NEW クレイツ商品

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。

グレースラボ

¥21,780→¥19,610

肌のエイジング悩みに地肌の振動美容.
頭皮をもみ上げ、リフトケアを導きます。
お風呂でシャンプーとの併用がおススメです。
71 WAVY mini
○

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。

ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｽｶﾙﾌﾟｴﾌｪｸﾀｰ

¥11,000
→¥9,900

MINT ｼｬﾝﾌﾟｰ ﾏｲﾙﾄﾞﾘﾌﾚｯｼｭ

¥99,000→¥89,100

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。
70 YAMAN ｳﾞｪｰﾀﾞﾘﾌﾄ BS
○

61 250ml ¥1,650→¥1,490
○

ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ

¥24,200→¥21,780

ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾓｲｽﾁｬｰｴﾌｪｸﾀｰ

とことんクール感を求めるスッキリ重視の方におすすめ！

ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ

¥27,500→¥24,750

ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ

58 60ml ¥3,300→¥2,970 ○
59 120ml ¥4,950→¥4,460
○

メンズアイテム 【ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ】

¥38,500→¥34,650

ｻﾞ･ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｳｫｯｼｭ

1820 ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ
72 ｴﾚﾒｱﾄﾞﾗｲﾏﾙﾁｽﾃｰｼﾞ
○

63 250ml ¥4,620→¥4,160
○

新しく発売されたエレメアシリーズ！
速乾ドライと軽量化を実現したパーソナルケアドライヤー。

最上級美容機器

53 ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ
○
¥5,500
→¥4,950

¥25,300→¥22,770

本物の炭酸ｼｬﾝﾌﾟｰで話題☆白髪・抜毛予防にも効果あり◎

73 ｽﾄﾚｰﾄﾌﾟﾛ SR
○

64 ﾚﾌﾟﾛﾅｲｻﾞｰ
○
ﾄﾞﾗｲﾔｰ 7D Plus
¥79,200→¥71,280

65 ﾚﾌﾟﾛﾅｲｻﾞｰ
○
ﾄﾞﾗｲﾔｰ 4D Plus
¥57,200→¥51,480

髪のための美容機器
「レプロナイザー」の
最上位モデル！

★美容師おすすめ★
使用するだけで
髪質が変わると話題。

¥28,287→¥25,460

効果的にストレートヘアをつくることができ、スタイリング
時間の短縮も可能です。
74 ｴﾚﾒｱｶｰﾙ(26mm/32mm/38mm) ¥12,000→¥10,800
○
髪の水分バランスを整え「美しく健康的な髪」へ導く
パーソナルケアドライヤー。

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。

※ｲｵﾝｹｱﾌﾞﾗｼのみ定価販売となります。
※ご予約商品なのでお時間を頂く場合がございます。

QR コードから動画が見られます！

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

㉖\39,600(白)

㉘\19,800

㉙32mm \22,000

㉗\39,600(黒)

→\17,820

㉚26mm \22,000
→\19,800

→\35,640

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

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

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
㉓100ml \4,400
\3,960
㉔480ml \13,200
\11,880

ReFa SPA FORM WASH

ReFa ｲｵﾝｹｱﾌﾞﾗｼ

㉝\13,200

㉛\6,050

→\11,880
ReFa ﾌｧｲﾝﾊﾞﾌﾞﾙ S

SIXPAD Power Gun

㉜\30,000

㉞\18,800

→\27,000

→\16,920

家庭用脱毛器

育毛美容液

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

ReFa BEAUTECH ﾌｨﾝｶﾞｰｱｲﾛﾝ

B5

㉟160g \4,180
→\3,770
㊱340g \6,380
→\5,750

ご予約購入で定価から 10％OFF

※全て税込価格です。

最大

最大

30 万発

最大

90 万発

35 万発

NEW COTA AGING GROW SERUM

㉕150g \8,800
\7,920

ReFa BEAUTECH EPI
㊲ \30,000
\27,000

BiiTo2 CooL
㊳ \57,200
\51,480

YAMAN ﾚｲﾎﾞｰﾃ R ﾌﾗｯｼｭﾊｲﾊﾟｰ
㊴ \104,500
\94,050

