


 
 
 
 

医療とエステティシャンとの連携による 
医学をベースにした結果重視の施術で、 
大人の女性から絶大な支持を集めています。 
 
 
 
医師・看護師とエステティシャンとの連携により、 
医学をベースにしたメディカルエステメニューを構築し、 
効果的な施術をご提供しています。 
 
経験豊かで最高レベルの技術をもったエステティシャンが、 
お客様の望む結果を出すため、日々の研鑽を積んでいます。 
 
結果を出すことはもちろんのこと、 
癒し、手から伝わるぬくもりも大切にしているため、 
皆様に喜ばれるパラメディカルトリートメントとなっています。 

  



- パラメディカル - 
 

リンパドレナージュ 毒素排泄 90min. JPY 18,480 
リンパの流れを手技によって活性化させ、ポンプで水を吸い上げるようにリンパの流れを高め、排泄
をサポートします。人の身体にとって不要な異物や老廃物を集め、排出を促す施術です。倦怠感・疲
労回復・スリミングに効果的です。 

 
デッドシー 冷え・肥満の解消 90min. JPY 14,080 

デッドシーのミネラルにより固まった脂肪を分解します。 
天然ミネラルが浸透圧作用により皮膚から吸収され、「ミネラル・サプリメント」効果をもたらし、冷
えや水太りなどの解消をし、深いマッサージで美しいお肌や身体を作ります。 

 

エネルジュティック ZEN（オイルマッサージ） 
45min. 
90min. 

JPY 7,460 
JPY 13,970 

心身ともにリラックスさせ、ストレスを解消。うるおいと活力を与える正統派の疲労回復マッサージ。
「疲れが溜まったな……」と感じたら是非。 

 
排毒マッサージ 90min. JPY 13,970 

体内の冷たく汚染された水分が排泄されることでムクミが取れ、また全身の血行が良くなると共に代
謝が上がり、さまざまな不定愁訴に効果を発揮します。大切なことは、身体の排泄力を高め、一時的
ではない排毒しやすい身体へ導くことです。 

 
セルライトマッサージ 45min. JPY 8,415 

セルライトの溶解や脂肪燃焼を促すマッサージを徹底的に行います。刺激的なテクニックでセルライ
トのデコボコ箇所をスッキリさせます。皮膚は老廃物と混ざって大きくなった脂肪細胞に押されて、
皮膚と脂肪細胞とをつなぐコラーゲン繊維がひっぱられます。その結果、皮膚がみかんのようにデコ
ボコになっていきます。 

 
※ 表示価格は消費税を含みます 



- パラメディカル - 
 

温腰ディープティシュー（温・腰回りのマッサージ） 60min. JPY 9,900 
骨盤には、日ごろのクセが染みついています。長時間のデスクワーク、脚を組む、そんな慢性的なク
セが骨盤の傾きにつながり、結果、ぽっこりお腹や脚のセルライト、Ｏ脚、冷え、むくみ、腰痛など
様々なネガティブな状況を引き起こしてしまいます。お腹や腰回りのお悩みには、鼠径部から骨盤周
り、乳び槽というリンパの溜まり場を流し、骨盤の形に沿って丁寧にこわばりを解きほぐし、無理な
く自然に骨盤のポジションをリセットしていきます。更年期の不調にもおすすめです。 

 

猫背・巻き肩のトリートメント（コリ・背中の歪み） 70min. JPY 12,980 
自律神経と繋がる重要なパーツ「背骨」のストレスを根本から取り除き、「猫背」や「巻き肩」をリカ
バリーするトリートメントです。 

 

背中痩せのトリートメント（背中の厚み・丸み） 40min. JPY 8,800 
背中のこわばりや緊張をほぐし、滞った血液やリンパの流れを促進。またハーブの熱効果とともに老
廃物を溶解、すっきりと締まった背中を実現します。背中の厚みや丸みを取り除き、若々しいバック
スタイルへと導きます。 

 

ヘビーレッグ 60min. JPY 10,560 
脚に溜まった老廃物の排泄をサポート。 
慢性的な足の疲れやむくみをスッキリと引き締め、無駄のない引き締まった脚へ。脚全体をリンパの
流れに沿ってマッサージすることで、美しいラインがつくられていきます。 

 

静脈瘤バンテージコース（ＰＳ） 45min. JPY 9,680 
脚のむくみ、重だるい、痛いの症状のある方は、隠れ下肢静脈瘤になっている可能性も。静脈ドレナ
ージュで圧迫された毛細血管を整え、つらい症状を緩和し、静脈を目立たなくしていきます。弱った
静脈壁を強化し、全身の血液循環とリンパの流れを整えます。 

※ 表示価格は消費税を含みます 



- ストレスケア - 
 

疲労回復につなげる足の反射療法 
 

リフレクソロジー（膝下） 45min. JPY 6,930 
足裏を刺激し内臓の働きを活発にして、全身のエネルギーを整えます。痛いけど軽くなる！即効性の
ツボとゾーンへの排泄と巡りの反射療法。 

 

リフレクソロジー（下肢全体） 70min. JPY 11,550 
とにかく足がだるい、強張りがある・むくみが残る方へ、脂肪燃焼と筋肉疲労の緩和をします。足裏
と下肢全体への丹念なリフレクソロジー。 

 

延長（同箇所） 15min. JPY 2,475 
 

疲労回復につなげる肩や背中のリラックス 
 

ストレスバスター 45min. JPY 6,930 
背中・肩・首のコリの専門コース。 
肩こりは、肩や首まわりの疲労や筋肉が萎縮し血行不良で起こります。硬くなったコリに深いタッチ
でほぐす人気のコースです。 

 

延長（同箇所） 15min. JPY 2,475 
 

初めてのアロマセラピー 
 

ファーストアロマ 30min. JPY 5,060 
初めて芳香療法を体験する方に。オイルの成分が直接身体に浸透するので、心と体の緊張をほぐした
り、自律神経やホルモンバランスを整える働きがあります。高いリラックス効果を得られるアロママ
ッサージなので、強い痛みを感じることはほとんどありません。 

 
 
 
 
 

※ 表示価格は消費税を含みます 



- オプション - 
OP:メインメニューと一緒にご利用ください 

 

OP:リフレクソロジー20 20min. JPY 3,300 
OP:レスキュー肩パーツ 20min. JPY 3,300 
OP:ハンド＆アームマッサージ 20min. JPY 3,300 

 

 

 

- フットケア - 
足のケアとリラックス 

 

フットケア 45min. JPY 7,425 
角質・爪を整え保湿します。かかとの古い角質やタコで硬くなった部分をケアし、爪の形を
整えます。 

 

- オプション - 
OP:メインメニューと一緒にご利用ください 

 

OP: 角質除去 20min. JPY 3,300 
OP: 整爪 20min. JPY 3,300 

 
 
 
 

 

 

 

※ 表示価格は消費税を含みます 



- 頭美容 - 
オーバーワークによる脳の疲労回復と若返り 

 

 

竜頭マッサージ®（ドラゴンヘッド） 45min. JPY 8,167 
中国蒸布若返り保頭技法で、頭・顔・首筋をほぐし気血のめぐりを良くします。導引による
甲状腺や副甲状腺刺激は絶妙です。肌のたるみのリフトアップ効果はもちろん、血行がよ
くなることで肌のくすみ予防にもなります。深く頭の筋肉を捉える手法で筋肉に働きかけ
る施術や血流を整える方法だからこそ、今までは不可能だった効果を上げることができる
ヘッド＆リフトマッサージ。甲状腺の機能を高めるマッサージテクニックで、ホルモンバ
ランスの乱れを解消します。デコルテ・首・フェイスライン・頭への商標登録済のマッサー
ジです。 

 

- オプション - 
OP:メインメニューと一緒にご利用ください 

 

OP:脱・脳内疲労®マッサージ 20min. JPY 3,300 
頭に残っていた疲れが文字通り「溶けだしていく」のを実感できます。ストレスを抱えた
脳内に蓄積したアンモニアを分散し慢性的な症状を緩和します。リラクシング効果が高ま
り、眼精疲労による肩コリ、頭が重くだるい、そして無気力、さらに日常のストレスまで
解消します。 
オプションとして最適な商標登録済マッサージです。 

OP:フェイシャルタイム 20 20min. JPY 3,630 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 表示価格は消費税を含みます 



- フェイシャルトリートメント - 
 
スタンダード（ノーマル） 45min. JPY 7,480 

月に一度は定期的に取り入れたいマルチなフェイシャル。クレンジング・洗顔で取りにく
い汚れを取り、心地よいマッサージで血液循環を高め仕上げにパックでお肌を滑らかに整
えます。 

 

ストレスリカバリー 70min. JPY 12,980 
緊張を緩め、酸素を取り入れるためのアプローチマッサージを取り入れたリラックス効果
の高いコース。ストレスによるトラブル肌にも対応しています。 

 

モンテセラピー 60min. JPY 13,860 
ゆがみ・タルミを引き上げ、筋肉を元の位置に戻します。額のシワ/目元のタルミ/クマ/ 弛
んだ頬/二重あご/ホウレイ線などに効果的です。本格的〝上げる療法〟です。 

 

フェイシャル革命 70min. JPY 16,555 
〝顔の筋トレ〟と言われ、身体と同様に定期的に顔の表情筋を鍛え「輪郭形成」「小顔」「顔
痩せ」「リフトアップ」の実現をします。老化によるトラブルの根本改善にも繋がります。
うねりの動態波®を利用し、普段使われていない深層の筋肉まで到達し、巻き上げるように
筋肉を刺激し、吸い上げるような想像外の動きで、引き締めます。顔のコリや眼精疲労もス
ッキリ。 

 

エイジングフェイシャル 70 代からのフェイシャル 60min.  JPY 12,672 
何がというより、全部が気になる世代です。肌色の変化が気になり、キメの乱れや乾燥も。
肌表面の凹凸が変化し影ができます。ヒアルロン酸やコラーゲンが減少して、毛穴やたる
みが目立つようになり、皮膚だけでなく筋肉や皮下組織が萎縮し、輪郭の形態も序々に歪
んだ状態となります。定期的なターンオーバーの修復とマッサージで潤いハリのある生き
生きとした素肌へ導きます。 

 
※ 表示価格は消費税を含みます 



- オプション - 
OP:メインメニューと一緒にご利用ください 

 

OP:モンテヘッド 15min. JPY 3,300 
OP:脱・脳内疲労マッサージ 20min. JPY 3,300 
OP:フェイシャルタイム 20 20min. JPY 3,630 
OP:石膏マスク 30min. JPY 3,300 
OP:ピーリング・ゴマージュ 15min. JPY 3,300 
OP:アルガンオイル  JPY 3,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 表示価格は消費税を含みます 



 
- ENVIRON FACIAL TREATMENT - 

10 年後の肌のために、今できること 
 
 
 
 

紫外線対策先進国 南アフリカの形成外科医・Dr.フェルナンデスの 

研究・開発により生まれたスキンケアシステム、エンビロンを採用。 

 

現在、世界約 70 カ国、 

日本国内 1,300 以上のクリニック・スキンケアサロンで採用されている 

多くの方々から愛されるブランドです。 

無香料・無着色・無添加、保存料は一切使用されていません。 

 

エンビロンフェイシャルトリートメントとは、 

健康なお肌を維持する上で必要不可欠なビタミンＡとＣを 

超音波導入とイオン導入で効率よく浸透させる、高度なトリートメントシステムです。 

二つの導入法を同時に行う事でビタミンの浸透を高め、 

お肌のダメージを短期間で効果的に改善していきます。 

 

今まで諦めていたシミや色素沈着、深いシワや活性ニキビ、毛穴の開き、黒ずみなどの 

あらゆる肌トラブルの改善が期待できます。また敏感肌の方にもお勧めです。 

 

  



初めての方に 
 

初回体験（カウンセリング含む） 45min. JPY 8,800 
 
 

目的別トリートメント フルコース 
 

敏 感 エッセンシャルクールビタミン 70min. JPY 13,750 

エ イ ジ ン グ エッセンシャルエイジングケア 70min. JPY 25,300 

くすみ・色むら エッセンシャルエヴァネッセント 70min. JPY 25,300 

乾 燥 ・ ハ リ エッセンシャルモイスチャーブースト 70min. JPY 25,300 
 
 

集中した角質ケア 
 

エ イ ジ ン グ エイジングケア AHA 70min. JPY 20,900 

くすみ・乾燥 モイスチャーブースト AHA 70min. JPY 18,700 

皮脂トラブル ピュアコントロール AHA 70min. JPY 18,700 

皮脂トラブル クリアスキン AHA 70min. JPY 20,900 
 
 

短時間ポイントケア 
 

エ イ ジ ン グ フォーカスブラウン（額・眉間） 30min. JPY 8,800 

エ イ ジ ン グ フォーカスアイゾーン（目尻・目元） 30min. JPY 8,800 

くすみ・色むら フォーカスエヴァネッセント 30min. JPY 8,800 

皮脂トラブル フォーカステクスチャー 45min. JPY 16,500 
 
 

※ 表示価格は消費税を含みます 



エンビロン ネックコース 60min. JPY 16,500 
エンビロンの首トリートメントはビタミン A とともに、ビタミン C やペプチドを与えてハリ成分の
分泌を促し、ビタミン A＆C のセラムを超音波導入＆イオン導入でしっかりお肌の深い部分まで約 20
分かけて浸透させていきます。首・デコルテのマッサージ・ポリッシング・ソノイオン・スキンナッ
プ等が組み込まれた効果的なコースです。 

 
- オプション - 

OP:メインメニューと一緒にご利用ください 
 

OP:首のビタミン導入（首のシワ・シミ） 20min. JPY 9,680 

 
OP:ポリッシング（皮膚表面や毛穴の汚れ取り） 20min. JPY 3,630 

毛穴の汚れや老廃物を除去し、トリートメントの効果を引き出します。 
オイルで汚れを浮き上がらせた後、クレイを含むマスクで吸着。肌や毛穴の汚れを取り除いて肌状
態を整え、その後のトリートメント効果を高めます。 

 
OP:デコルテマッサージ 20min. JPY 3,300 

 
OP:角質ケア（ラックトリートメント） 25min. JPY 6,930 

乳酸マスクで肌にハリとなめらかさを与えます。AHA（乳酸）を使用したマイルドな角質ケア。 
短期間に繰り返しトリートメントを行うことで、ハリに満ちたなめらかな肌に整えます。 

 
OP:シミ・色素沈着 同パーツ 1～3 ポイント 
          全顔 

10min. 
20min. 

JPY 6,160 
JPY 9,680 

超音波とイオンを同時に導入。集中的にビタミンを浸透させます。 
エンビロンがもっとも重視しているトリートメント。肌状態に合わせてビタミン A と C の濃度を調
節し、超音波導入とイオン導入を同時に行うことによって、集中的に肌を整えます。 

 

※ 表示価格は消費税を含みます 



- 妊婦さんのためのケア ‒ 
 

フューチャーママ 40min. JPY 6,930 
妊婦さんに起こりがちなむくみ、肩こり、腰痛、重い足の緩和などにおすすめです。 
（＊静脈瘤につきましては静脈瘤コースをお勧めします） 
機器を使用せず、むくみやコリを解消するオールハンドのボディパーツマッサージ。優し
いタッチで血行を促進し、リラックス効果も実感していただけます。 
エステを受けるタイミングは、つわりなどの症状が治まって体も心も落ち着いてくる安定
期をおすすめします。 
施術の対象期間は「妊娠 16 週頃～妊娠 35 週頃」を目安に。 
施術を受ける前にかかりつけの産婦人科医に内容を説明し、許可をもらうようにしましょ
う。また、ご来店の際に妊娠していることと妊娠週数をお伝えください。 
お腹の赤ちゃんのためにも、少しでも違和感を覚えたらご来店を控えてくださいますよう
お願いいたします。 

 

 

  



※６回目以降　１６,５００円

ブライトスキンクリニック価格表

全身脱毛（顔・ＶＩＯ除く）

全５回　　　２７０,０００円 税込２９７,０００円

※６回目以降　５７,２００円

※６回目以降　１３,２００円

※剃毛（剃り残し含む）については部位ごとに１,１００円いただきます。

※剃毛（剃り残し含む）については部位ごとに２,２００円いただきます。

※剃毛についてはＶ・Ｉ・Ｏごとに２,２００円いただきます。
※剃り残しについては各箇所ごとに１,１００円いただきます。
※Ｖ・Ｉ・Ｏ麻酔は１回あたり１,１００円いただきます。

全３回　　　２１０,０００円 税込２３１,０００円

タイトニング（ファームアップ）　

月３回　　　　３９,０００円 税込　４２,９００円

※クレンジング・スキンナップ付き　５２,８００円

月２回　　　　２８,０００円 税込　３０,８００円

※クレンジング・スキンナップ付き　３７,４００円

※クレンジング・スキンナップ付き　１９,８００円

　１回　　　　１５,０００円 税込　１６,５００円

顔全体脱毛

全５回　　　　８５,０００円 税込　９３,５００円

※クレンジング付　１１０,０００円

※痛み軽減弱出力　１０４,５００円

※痛み軽減弱出力　　７５,９００円

※クレンジング付　　７９,２００円

全３回　　　　６３,０００円 税込　６９,３００円

全 1 回　　　　２５,６００円 税込　２８,１６０円

Ｖ・Ｉ・Ｏ脱毛

全５回　　　　８５,０００円 税込　９３,５００円

全３回　　　　６３,０００円 税込　６９,３００円

全１回　　　　２５,０００円 税込　２７,５００円



脱毛各部位

額　　　５回　　３０,８００円　　１回　　７,７００円
※６回目以降　　３,３００円

頬　　　５回　　３０,８００円　　１回　　７,７００円
※６回目以降　　３,３００円

鼻下　　５回　　２７,５００円　　１回　　６,６００円
※６回目以降　　３,３００円

あご　　５回　　２７,５００円　　１回　　６,６００円
※６回目以降　　３,３００円

あご下　５回　　２７,５００円　　１回　　６,６００円
※６回目以降　　３,３００円

うなじ　５回　　３９,６００円　　１回　　９,９００円
※６回目以降　　６,６００円

両わき　５回　　２２,０００円　　１回　　５,５００円
※６回目以降　　３,３００円

腕全体　５回　１３７,５００円　　１回　４４,０００円
※６回目以降　２２,０００円

ひじ上　５回　　７７,０００円　　１回　２２,０００円
※６回目以降　１３,２００円　　範囲：肩先まで

ひじ下　５回　　７７,０００円　　１回　２２,０００円
※６回目以降　１３,２００円　　範囲：手首まで

手の甲　５回　　２７,５００円　　１回　　６,６００円
※６回目以降　　３,３００円　　範囲：手の甲、指

胸　　　５回　　７７,０００円　　１回　２２,０００円
※６回目以降　１３,２００円

お腹　　５回　　７７,０００円　　１回　２２,０００円
※６回目以降　１３,２００円

へそ下　５回　　３９,６００円　　１回　　９,９００円
※６回目以降　　６,６００円

背中　　５回　１２６,５００円　　１回　３８,５００円
※６回目以降　１９,２５０円

背中上　５回　　７７,０００円　　１回　２２,０００円
※６回目以降　１３,２００円　　範囲：肩甲骨より上

背中下　５回　　７７,０００円　　１回　２２,０００円
※６回目以降　１３,２００円　　範囲：健康骨より下

腰臀部　５回　１２６,５００円　　１回　３８,５００円
※６回目以降　１９,２５０円

腰　　　５回　　７７,０００円　　１回　２２,０００円
※６回目以降　１３,２００円

お尻　　５回　　７７,０００円　　１回　２２,０００円
※６回目以降　１３,２００円

足全体　５回　１７８,２００円　　１回　６７,７６０円
※６回目以降　３３,０００円

太もも　５回　１２６,５００円　　１回　３８,５００円
※６回目以降　１９,２５０円　　範囲：ひざ上から太もも

ひざ下　５回　　８５,８００円　　１回　２７,５００円
※６回目以降　１２,６５０円　　範囲：足首からひざ下

足の甲　５回　　２７,５００円　　１回　　６,６００円
※６回目以降　　２,４２０円　　範囲：足の甲、指

ひざ　　５回　　２７,５００円　　１回　　６,６００円
※６回目以降　　２,４２０円



ブライトスキンクリニック価格表

全身脱毛（顔・ＶＩＯ除く）

全５回　　　４５０,０００円 税込４９５,０００円

※６回目以降　８９,１００円

※６回目以降　１９,８００円

※剃毛（剃り残し含む）については部位ごとに１,１００円いただきます。

※剃毛（剃り残し含む）については部位ごとに１,１００円いただきます。

全３回　　　３１５,０００円 税込３４６,５００円

体前面中央（胸、腹、へそ下）

全５回　　　１８０,０００円 税込１９８,０００円

※６回目以降　？？？？？円

顔脱毛

全５回　　　　９０,０００円 税込　９９,０００円

　１回　　　　３０,０００円 税込　３３,０００円

額　　　５回　　２７,５００円　　１回　　７,７００円
※６回目以降　　３,３００円

頬　　　５回　　３９,６００円　　１回　１３,２００円
※６回目以降　　６,６００円

鼻下　　５回　　２７,５００円　　１回　　７,７００円
※６回目以降　　３,３００円

あご　　５回　　２７,５００円　　１回　　７,７００円
※６回目以降　　３,３００円

あご下　５回　　２７,５００円　　１回　　７,７００円
※６回目以降　　３,３００円

首　　　５回　　２７,５００円　　１回　　７,７００円
※６回目以降　　３,３００円

うなじ　５回　　３９,６００円　　１回　　９,９００円
※６回目以降　　６,６００円



脱毛各部位

両わき　５回　　２２,０００円　　１回　　５,５００円
※６回目以降　　３,３００円

腕全体　５回　１５８,４００円　　１回　５２,８００円
※６回目以降　１７,６００円

ひじ上　５回　　７９,２００円　　１回　２６,４００円
※６回目以降　１３,２００円　　範囲：肩先まで

ひじ下　５回　　７９,２００円　　１回　２６,４００円
※６回目以降　１３,２００円　　範囲：手首まで

手の甲　５回　　２７,５００円　　１回　　７,７００円
※６回目以降　　３,３００円　　範囲：手の甲、指

胸　　　５回　　９２,４００円　　１回　２６,４００円
※６回目以降　１２,１００円

乳輪周　５回　　３３,０００円　　１回　　９,９００円
※６回目以降　　５,５００円

お腹　　５回　　９２,４００円　　１回　２６,４００円
※６回目以降　１２,１００円

へそ下　５回　　４８,４００円　　１回　１３,２００円
※６回目以降　　７,７００円

背中　　５回　１５４,０００円　　１回　５５,０００円
※６回目以降　２９,７００円

背中上　５回　　９９,０００円　　１回　３３,０００円
※６回目以降　１７,６００円　　範囲：肩甲骨より上

背中下　５回　　９９,０００円　　１回　３３,０００円
※６回目以降　１７,６００円　　範囲：健康骨より下

腰臀部　５回　１５４,０００円　　１回　５５,０００円
※６回目以降　２９,７００円

腰　　　５回　　９９,０００円　　１回　３３,０００円
※６回目以降　１７,６００円

お尻　　５回　　９９,０００円　　１回　３３,０００円
※６回目以降　１７,６００円

足全体　５回　２３７,６００円　　１回１００,１００円
※６回目以降　４４,０００円

太もも　５回　１５８,４００円　　１回　５２,８００円
※６回目以降　２６,４００円　　範囲：ひざ上から太もも

ひざ下　５回　１１８,８００円　　１回　３９,６００円
※６回目以降　１７,６００円　　範囲：足首からひざ下

足の甲　５回　　２７,５００円　　１回　　７,７００円
※６回目以降　　３,３００円　　範囲：足の甲、指

ひざ　　５回　　２７,５００円　　１回　　７,７００円
※６回目以降　　３,３００円



サロンのご利用につきまして
ご予約について
 事前にご予約のうえ、ご来店ください。
 ご予約はサロン営業日の午前 から午後 までお電話にて承ります。

※ 時間外及び店舗定休日は翌営業日にご予約確認させていただきます。
 予約時間に遅れる際はご連絡をお願いいたします。その場合、なるべくお客さまのご希望通りのトリートメントを行うよう努めま

すが、当日のご予約状況により、時間短縮、順番の前後、メニュー変更またはご予約の変更をお願いさせていただくことがあります
ことを予めご了承ください。

ご予約の変更・キャンセルについて
 ご予約の変更・キャンセルにつきましては施術日の前日午後 までにご連絡をお願いします。

※ 前日が定休日等である場合は、前々日の午後 までとなります。
 以降のお取消しは、 ％のキャンセル料を申し受けます。
 キャンセルのご連絡がない場合は、 ％のキャンセル料が発生いたします。

※ ギフト券でご予約の場合は、ギフト券の無効にてキャンセル料を申し受けることがございます。
 悪天候や道路の混雑状況など、諸事情により予約時間が多少遅れる場合がございます。予め、ご理解とご協力をお願いいたします。

トリートメントについて
 コンタクトはトリートメント前にお外しいただけるよう、ケア製品をお持ち下さい。
 トリートメント後、ほとんどのお客様はお肌のためにメイクをされずにご帰宅されます。メイクをされる方は、メイク用品をお持

ち下さい。
 オイルを使用するトリートメントをお受けいただくの際は、衛生的な使い捨ての下着をご用意致しますが、香りがお洋服に残って

しまう場合もございます。 シャツなどを帰りのお着替えにお持ちいただくと良いかと思います。
 トリートメント直前のアルコール類の摂取はお控え願います。

トリ－トメント前の体調について
 お肌の状態や体調、既往症、高血圧、アレルギーなど、健康上の心配がある方は、事前に担当医師にご相談ください。

また以下の症状がある場合、お手入れをご遠慮下さいますようお願いします。
重い高血圧や低血圧、妊娠中、発熱症状、水虫、重い静脈瘤など。

お支払いについて
 ご来店の都度にトリートメント料金をお支払いいただくシステムです。一回一回のお支払いでご利用下さい。 （現金の他、

日本信販 ダイナース ジャックスなどのカードがご利用いただけます） また、お得なコースも
ご用意いたしております。スタッフへお尋ねください。

その他
 貴重品につきましては、お客様自身での管理をお願いいたします。
 サロン内は禁煙です。
 携帯電話は電源を 又はマナーモードに設定をお願いしております。通話でのご使用はお控えください。



新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応について 

CLEAN & SAFE SALON（清潔で安心なサロン） 

 

｢お客様と従業員の安全・安心の確保｣を最優先に営業し、 

万全の態勢でお迎えできるよう努めてまいります。 

ご来店いただくお客様には何かとご不便・ご不自由をおかけすることもございます。 

何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申しあげます。 

 

株式会社トプカピではお客様とスタッフの健康を第一に考え、またお客様が安心してサロンをご利用いただ

けますよう、安全対策基準「CLEAN & SAFE SALON」を策定いたしました。 今後も、グループサロンはこの基

準を踏まえ、清潔で安心できる環境でお客様をお迎えいたします。 

 

フロント、トイレ、廊下などのパブリックエリアについて清掃・消毒を頻繁に行い、衛生的な状態を保ちま

す。 

サロンの出入り口に、お客様がお使いいただける消毒ステーションを設置し、ご来店いただいたお客様に手

指消毒・検温をしていただける環境を整えます。 

スタッフはマスク（フェイスシールド）を着用し、場合によっては手袋等を着用して接客いたします。 

お客様同士で適度な距離を保っていただけるよう、密を避けお部屋へご案内いたします。 

店内はイオニアミストプロでコーティングされ、接触部分（空気も含む）は 

菌やウイルスの繁殖を不活性させます。また、定期的に空気の入れ替えを行います。 

 

貸出備品などお客様にお渡しするものは、すべて消毒済みのものをご用意します。 

 

お客様ご自身については、非接触体温計による検温および健康チェックシートへのご記入をお願いいたしま

す。皆様に安心してサロンをご利用いただくために、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

サロンの各種家具、ドアおよびドアノブ、シャワー室、各種スイッチ等、お客様が手を触れる箇所について

清掃と消毒を徹底いたします。 

 

お客様の現金やカードは、トレーに載せてお預かり、お渡ししますが、大切にお預かりすることに変わりは

ございません。ご安心ください。 

 

スタッフの衛生管理について すべてのスタッフはサロンへの出社に際し、検温および健康チェックを行いま

す。また勤務中はマスク（一部手袋）を着用するとともに、手洗い、うがい、手指の消毒を定期的に実施いた

します。


