
SUMMER 
SELECTION
2021

キャンペーン期間 ～７/３１

掲載商品 最大15％OFF

≪随時受付中≫
※商品受け渡し期間 ご予約から一週間程度
※商品価格はすべて税込み価格

ご予約はお電話でも受け付けております☆

☏ 096‐325-4103

～今年は選べるカタログ～

単品購入 最大15％OFF
セット購入 お得な特典つき！



夏の最強おすすめアイテム
～UVケアアイテム～

－5℃クーリング～メイク前の時短～
夏の紫外線による肌の炎症や、気温の上昇で肌がほてることが多くなります。メイク前に肌がほてっていると、なかなかメイクが
のらなくて困ることも多いはず。クールホワイトイングデイセラムは⁻5℃タッチのクールムースで肌をひきしめるので、暑い日の
朝、すぐにメイクにとりかかれます！時短にもおすすめです。

今年の夏はこれでばっちり👌

特別企画！クールホワイトニングデイセラムをご購入のお客様に限りフェイシャルバー、

クレンジング、ローションのサッシェプレゼント

さらに！！
インプレアの化粧品を1万円以上（税抜き）

お買い上げのお客様には、
タオルマスクとジェルクリームミニ
をプレゼント！

数量限定です☆
早い者勝ちですよ～

1本5役
あらゆる夏肌トラブルをこれ1本でケア

冷感

美白

日焼け止め

保湿

化粧下地

商品情報や企画の詳
細はスタッフへお尋
ねください☆

クールホワイトニングデイセラム ￥3,850（税込み）



インプレア単品購入 ５％OFF

絶対買うべきマストアイテム☆
こっくりとろけるクレンジングで角層を優しくクレンジング。濃密な泡でしっかり汚
れを落として、とろっとした化粧水でしっかり保湿。肌がワントーン明るくなります。

注目のアイブロウが
人気沸騰中！！！

≪Aura up≫ ≪Aura change≫

≪Make up≫

人気の３品☆
夏のマストケアアイテム！シミ、赤み対策も〇

BR300
MEDIUM
BROWN

BR301
LIGHT
BROWN

BL900
CYAN

GR700
OLIVE

BE302
HONEY

PK800
CASSIS

PU100
OLUM

インプレア アイブロウマスカラ
全７色 ￥2,420

BR300
MEDIUM
BROWN

BR301
LIGHT
BROWN

GY001
GRAY

インプレア アイブロウペンシル
全３色 ￥1,650

ペンシルホルダー ￥1,100

こちらのサイトにて
メイクのシミュレーションができます♪
色で悩まれている方はぜひお試しください

クレンジングクリーム￥4,180 ローション￥5,500
フェイシャルバー￥3,080 コットン￥550

（左から）
ホワイトニングレーザーショット￥13,200
エクスフォリエイター￥3,850
ジェルクリーム￥6,600

明るい肌印象へ
エマルジョン￥5,500

ツヤめく肌印象へ
フェイシャルオイル￥8,800

弾むような肌印象へ
クリーム￥11,000

速攻シャープな肌印象へ
セラム ￥11,000

ハリのある引き締まった肌印象へ
フェイシャルマス8枚入り￥4,400

CCクッションファンデーション
レフィル（パフ付き）全2色￥4,620
ケース ￥1,430

フェイスパウダー
（パフ付き）全2色￥5,500

フェイスカラー（ブラッシュ）
レフィル全4色 ￥3,300
ケース（ブラシ付き）￥1,320

フェイスカラー（ハイライト、シャドウ）
レフィル ￥3,300
ケース（ブラシ付き）￥1,320

インプレア商品は、

ネットでもご購入いただけます❕
AXIS専用コードを入力すれば
いつでもどこでもお買い求めいただけます✌



単品購入 全て5％OFF

シャンプー 200ml￥2,420
500ml￥4,620

トリートメント 200g￥3,300
500g￥6,380

アウトバス
トリートメント

120ml￥3,300

※価格の違うラインナップもございます。

グローバルミルボンもしくはサブリミックを
1万円以上(税抜き)ご購入のお客様には、

“髪質改善デトックスケア25分4400円コース”の半額券をプレゼント♡

ECサイトはこちら

シャンプー

トリートメント

ワンダーシールド

アウトバストリートメント

250ml￥2,860 500ml￥4,400

250g ￥3,740 500g  ￥5,720

125ml￥4,180

100ml￥3,520

※価格の違う
ラインナップもございます。



単品購入 全て5％OFF

～スタイリング剤～

最新のスタイリング剤はこれ！！
どれも扱いやすく、使いやすさにこだわったスタイリング剤。価格もお手頃で◎

ダンス ロッキンムーブ（ハードワックス） ￥1,980
ダンス ハウスエアリー（クレイワックス） ￥1,980
ダンス ブレイクキープ（ワックスジェル） ￥1,980
ダンス モダンシマー（トリートメントオイルジェリー） ￥1,980
ダンス フラプライマー（オイル） ￥2,750
ダンス バレエメロウ（ミルク） ￥2,750

オイルといえばこれ！
絶大なる人気のポリッシュオイル
ポンプ付きでつけやすく、
濡れ感をすぐにつくれます！

N.ポリッシュオイル ポンプつき
150ml ￥3,828

コロナ対策ばっちりアイテム
コロナ対策をするならこれ！
全日空で使われている
最高基準の除菌スプレー
衣類はもちろん家具などにも使えます

A2care
300ml ¥1,980
300mlレフィル ¥1,320

～夏限定～

夏のクール系シャンプー
暑い夏にはぴったり！
クールとマイルド二種類から選べます！

シャンプー 250ml￥1,650 550ml￥3,080
マスク 200g   ￥1,650 550g  ￥3,520

～季節品～

ダメージケアと髪のUVカット
セラムorオイルで
髪を優しくいたわりながら
紫外線によるダメージを防ぎます。

エルジューダ
サントリートメント セラムorオイル￥3,080

ブリーチ毛用うねりパサつきを抑える
オイルorジェルで
ブリーチ毛特有のうねりを抑え、
髪の柔らかさうるおいを与えます。

エルジューダ
ブリーチケア オイルorジェル￥3,080



単品購入 全て5％OFF

美髪をつくりだす髪の美容機器
バイオプログラミングという光の技術で
ドライヤーをあてればあてるほど
髪が美しくなる魔法のような
ドライヤーとアイロン

レプロナイザー4Dplus ¥57,200
ストレート4Dplus                     ¥49,500
カールアイロン4D plus SorL ¥49,500

※実験動画

痩せたいあなた！必見！
背中もお尻も全方向届く！お風呂に
浸かりながらキャビテーションができ
る優れもの♡毎日のお風呂で脂肪を
しっかり落としましょう

キャビスパ360 ¥42,130

最強まつげ美容液
ハリ、コシ、ボリューム、そして
長さを求める人はこれ！！
必ず結果がでるまつ毛美容液。

ラッシュアディクト
￥11,000

忙しい朝はこれ一つで終了！

美容液成分79％配合。つけている間ずっとうるおいに
満ちた肌印象へ導いてくれるクッションファンデーション。
SPF40/PA+++で下地もいらないから楽チン
１トーン明るいお肌に

インプレア CCクッションファンデーション
レフィル（パフ付き）全2色￥4,620
ケース ￥1,430 

マスクにメイクがつかない優れもの
お化粧後にこのミストを振るだけで
化粧崩れなし！マスク崩れなし！
うるおいもキープできて
乾燥知らずのミストです。

メイクアップキープミスト
55ml ￥3,080

絶対落ちない最強ファンデーション
渡辺直美も使っている
化粧崩れなしの最強ファンデ
落ちにくいのに安心安全。

シルクウェットパウダー
レフィル ￥4,400         ケース ￥1,100

まるで美容液のようなファンデーション

Ritch items Home care



スペシャルメニュー

AXISでは、皆さんのきれいを
脱毛でもお手伝いできるようになりました❁

光脱毛料金（税込価格）

全身（顔・VIO含む）
1回・・・・・・・・・・・・・￥27,500

全身（I・Oなし）
1回・・・・・・・・・・・・・￥22,000

全身（I・O・顔なし）
1回・・・・・・・・・・・・・￥17,600

Sパーツ / 1回20min
1回・・・・・・・・・・・・・￥3,300 

Mパーツ / 1回30min
1回・・・・・・・・・・・・・￥4,400 

Lパーツ / 1回40min
1回・・・・・・・・・・・・・￥5,500 

※各パーツ1回から施術OK。お得な回数設定プランもございます。

S・M・Lパーツに分けて金額設定をしています。お好きなパーツを組み合わせての施術が可能です。

Sパーツ（いずれか1ヵ所1回￥3,000/２０min）
おでこ・眉間、もみあげ、両ほほ、鼻下、口下・あご、両脇、指・手の甲、へそ周り、乳輪、うなじ、ひざ

Mパーツ（いずれか1ヵ所1回￥4,400/3０min）
両肘上、両肘下、胸、おなか上、おなか下、デコルテ、Vライン、口回り

Lパーツ（いずれか1ヵ所1回￥5,500/4０min）
両ひざ上、両ひざ下、背中上、背中下、腰、お尻、顔

パーツ内容紹介

※ は、セットで１ヵ所料金です。

MIYABINA
1回￥6,600のMIYABINA

チケットを2枚ご購入で

10％OFF
（使用期限：購入より3か月）

大好評MIYABINAチケット




