
CUTカット（シャンプー・ブロー込み）

子供カット

中高生カット

大学専門カット

一般カット

前髪カット

眉カット

骨格と毛流れを見ながら、ドライカットしてきます。 
お客様に似合うデザインをご提案します。

¥2600

¥3,650

¥4,200

¥5,040

¥1,050

¥1,050

お子様（～小学生まで）のカットです。小さなお子様はお母様に抱っこしていただ
きながらカットさせていただく事も可能です。是非ご相談下さい。

中高生の方のカット料金です。

大学専門学生の方のカット料金です。

丁寧な仕事と一度ブローしてからのドライカットで、 
朝簡単にお手入れできます。（約30～60分）

前髪のカットです。自分で切るより、プロの手できれいに。（約10分）

眉をきれいに整えます。男性の方も多いメニューです。（約10分）

※価格は税抜きです

（¥2,860）

（¥4,015）

（¥4,620）

（¥5,544）

（¥1,155）

（¥1,155）



COLOR カラー（シャンプー・ブロー別）

アルカリカラー

イルミナカラー

ヘアマニキュア

ホイルカラー（ポイント）

ホイルカラー（ハーフ）

ホイルカラー（フル）

豊富なカラー剤から、お客様の希望されている明るさと色味をご提案、実現させて頂きます。
頭皮にカラー剤をつけずに染める、塗布技術（ゼロテク）もございますので、地肌の弱い方、

白髪にお悩みの方も是非ご相談下さい。 

¥5,250

¥5,500

¥5,040

¥2,100

¥4,800

¥6,300

髪の色を明るくするおしゃれ染めカラーです。 
色味と明るさのバリエーションが多いのが特徴です。

キューティクルのダメージを最小限におさえ、光が反射するツヤのある美しい
ヘアカラーが実現できます。外国人風の透明感を出すことも可能です。

髪を傷ませずに白髪を染めたい方におすすめです。

自然由来の染料で、髪を傷めずに自然な感じに染められます。

※ロング料金：¥550（¥605）エクストラロング：¥1,050（¥1,115）

※価格は税抜きです

スタイルに合わせてハイライト、ローライトを織り交ぜたデザインカラー 
（約5パネル）

スタイルに合わせてハイライト、ローライトを織り交ぜたデザインカラー 
（約10パネル以上）

ヘナカラー ¥5,800

スタイルに合わせてハイライト、ローライトを織り交ぜたデザインカラー 
（約15パネル以上）

（¥5,775）

（¥5,940）

（¥5,544）

（¥6,380）

（¥2,310）

（¥5,280）

（¥6,930）

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥7,350（¥8,085）

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥7,500（¥8,100）

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥7,140（¥7,854）

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥8,400（¥9,240）

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥5,300（¥5,830）

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥6,850（¥7,535）

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥8,400（¥9,240）

ブリーチ ¥5,300
（¥5,830）

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥7,350（¥8,085）



WAVE パーマ（カット・ブロー込

コスメパーマ

コスメパーマ（前髪）

コスメパーマ（TOP)

コスメパーマ（ハーフ）

ねじり巻き

デザインパーマ

お客様の髪質に合わせて薬を選定し、髪のダメージを極力減らし、髪にウェーブをつ
けます。髪の毛が柔らかい方や痛みやすい方もご相談下さい。

¥9,900

¥6,800

¥7,900

¥8,900

¥13,150

¥10,080～

※価格は税抜きです

PINパーマ

特殊PINパーマ

¥10,290

¥11,000

（¥10,890）

（¥7,480）

（¥8,690）

（¥9,790）

（¥14,465）

（¥11,088～）

（¥11,319）

（¥12,100）

お客様の髪質に合わせて薬剤を選定して施術するデザインパーマです。 
※ロング料金￥10,500（￥11,340）

前髪だけのデザインパーマです。

前髪や頭頂部にかけてかけるデザインパーマです。

ツーブロックラインから上にかけるデザインパーマです。

髪の毛をねじりながらけるスパイラルパーマです。 
※ロング料金￥13,000（￥14,040）

なりたいイメージに合わせてデザインするパーマです。ルーズウェーブや無造作 
ウェーブなど、イマドキのこなれへアを再現致します。※デザインによって料金が異なります。

ロッドを使わずに、コットンで丸めていくパーマです。 
直毛で動きの出にくい髪質の方にオススメな施術方法です。

特殊な方法でかけるパーマです。詳細はスタッフまでお尋ね下さい。

コスメクリーム ¥10,290
アイロンを使わずに薬だけで髪の毛のボリュームを落ち着かせます。 （¥11,319）

※ロング料金 
￥10,920（¥12,012）



TREATMENトリートメント（シャンプー・ブロー別）

炭酸泉

SP

TOKIO

プレミアムコース

IN TOKIOコース

テラヘルツ機能水ケア

傷んだ髪を回復させ，健康な髪質へと戻します。 
ダメージヘアの回復に重点を置き、髪と頭皮に潤いを与えます。

¥550

¥4,200

¥4,200

¥2,650

¥1,600

¥2,100

血行の促進効果、髪や皮脂の汚れを除去する効果があります。 
シリコン等の除去、アンチエイジング効果があります。 

※価格は税抜きです

（¥605）

（¥1,760）

（¥2,915）

（¥4,620）

（¥4,620）

（¥2,310）

お客様の髪質に合わせたシステムトリートメント。 
シャンプーから最後のマスクまで全4種類を行うトリートメントです。

業界NO.1トリートメント。髪の内部に入りやすい低分子ケラチン(髪を構成する 
たんぱく質成分)が髪の中で絡み合い高分子化、結合するため、毛髪強度の補修力が 
非常に高いです。抗酸化成分も配合しているため、持続力も長い事が特徴です。 

ストレートパーマ、縮毛矯正の間に組み込むTOKIOトリートメントトリートメントです。時間が無
い方や、仕上がりに拘る方にオススメです。

カラーリング剤の中に組み込む、TOKIOトリートメントです。時間が無い方や、 
仕上がりに拘る方にオススメです。

テラヘルツ（起電微粒子）が含まれた水分を使用する事で、細胞活性・老化防止・ 
血行促進・抗菌浄化・活性酸素除去・毛髪の修復と再生を実感して頂けます。

Spring TOKIO ¥5,200
（¥5,720）FLOWDIAのSpring Liftトリートメントで根本を立ち上げ毛先はTOKIOトリートメントで 

補修出来るオリジナルトリートメント。ホームケアシャンプーのお持ち帰り付き。

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥3,070（¥3,377）

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥6,720（¥7,392）

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥6,720（¥7,392）

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥7,720（¥8,492）

※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥4,620（¥5,082）

FLOWDIA

¥3,150

全8Step、4種類の質感から髪質に合わせ、ダメージ部のみを選択的に補修するという革新的システ
ム。サラサラ軽いのに毛先までするんとまとまる。サラサラ軽いのに毛先までするんとまとまる 
艶髪を実現します。

（¥3,465）
※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥5,670（¥6,237）

CCヴェール

¥4,200

「CC=ColorCycle｣の意味。しっかりとキューティクルの凸凹やダメージ部分をなめらかに整
えながら、髪を保護する薄いヴェールをつくり、イルミナカラーの特長であるやわらかく透明
感のある質感に仕上げます。

（¥4,620）
※シャンプー・ブロー込み　 
　　　￥6,720（¥7,392）

FIBERPLEX
ケラチンの強さを担う髪内部の結合をくっつけて髪を補強、補修します。カラーと併用することでダ
メージを最小限に抑え、パーマと併用すると髪にハリやコシが出ます。 

¥1,050
（¥1,155）



Straight/Digital Wave 
スストレート・デジタルパーマ（カット・ブロー込み）

■デジタルパーマ

＋コスメパーマ

＋ボリュームダウン

＋前髪矯正

＋縮毛矯正

＋前髪矯正

繰り返しかけても髪がダメージで固くならない、しなやかで柔らかい質感の酸性の薬剤【PAST】、クセをしっかり
伸ばしながら髪を保護・強化、髪本来の芯がある仕上がりになる【ファイバープレックス】、ストレート剤にTOKIO
トリートメントが配合された【TOKIO Design Straight】の3つの薬剤をお客様の髪質に合わせて選定致します。

¥15,120

+¥1,650

+¥3,000

+¥5,800

熱を併用することで、形状記憶力を与え、長持ちするパーマをかけられます。 
乾かしながらカールを作る為、再現性が高い事も特徴です。

前髪等は通常のパーマをかけて、後ろの毛にデジタルパーマをかけます。

前髪のクセを伸ばし、毛先にはデジタルパーマをかけます。

全体に広がるクセを落ち着かせ、毛先にデジタルパーマをかけます。

あまりクセが強くない方にオススメのストレートパーマです。

※価格は税抜きです

■ボリュームダウン

■縮毛矯正

¥15,120

+¥3,000

¥17,160

全体のクセをしっかり伸ばし、毛先にデジタルパーマをかけます。

全体のクセをしっかり伸ばす矯正です。アイロンタイプとブロータイプがございます。

（¥16,632）

（¥1,815）

（¥3,300）

（¥1,320）

（¥6,380）

（¥16,632）

（¥3,300）

（¥18,876）

前髪はしっかりクセを伸ばして、後ろの毛は自然なストレートに伸ばします。

※前髪のみ 
￥10,200（¥11,220）
※フェイスラインのみ 
￥11,800（¥12,980）

+¥1,200

※TOKIO Design Straigt料金：+¥3,500（¥3,850）ロング料金：¥1,650（¥1,815）エクストラロング：¥2,650

＋フェイスライン矯正 +¥1,800
フェイスラインのクセを伸ばし、毛先にはデジタルパーマをかけます。 （¥1,980）



SHAMPOO/BLOW
シャンプー・ブロー

1シャンプー

2シャンプー

ドライ

ブロー

セット

美容院でしか出来ない、プロの技術、+αの仕上がりをご体験いただけます。

¥630

¥1,260

¥550

¥1,890

¥4,700

頭皮や髪に優しいシャンプー１回のコースです。

ブラシを使わずに乾かすだけの仕上がりになります。

ブラシやコテ、ストレートアイロン等を使い、髪に艶を出しながら、キレイなヘ
アースタイルに仕上げます。プロの手で、いつもよりワンランク上の仕上がりに。

冠婚葬祭、式典やお祝い事、その他ご要望に応じてプロの技術でアップスタイルを作りま

※価格は税抜きです

（¥693）

（¥1,386）

（¥605）

（¥2,079）

（¥5,170）

頭皮や髪に優しいシャンプー2回のコースです。

メイク ¥3,150
（¥3,465）

ナチュラルメイクからパーティメイクまで、特別な日を華やかに彩ります。



DRESSING

振り袖

留め袖

訪問着・無地・つけさげ

小紋・つむぎ

袴（男／女）

成人式、卒業式、お子様の入学式、結婚式のご出席など、プロの着付け師が 
お着物の着付けを行います。

¥8,400

¥7,350

¥6,300

¥5,800

¥7,350

¥3,150

※価格は税抜きです

浴衣

（¥9,240）

（¥8,085）

（¥6,930）

（¥6,380）

（¥8,085）

（¥3,465）

ミス（Ms.）の第一例服となり、主に成人式のご出席等に華やかな帯結の着付けです。

ミセス（Mrs.）の第一礼装になり、結婚式、式典などに着用します。 
帯は二重太鼓となります。

準礼装のお着物になり、披露宴や入学式等に出席時に着用出来ます。帯は二重太鼓 
になりますので、少しアレンジも出来ます。

普段着のお着物になり、お食事会や観劇等に着用出来ます。

男性の第一礼装になり、結婚式や成人式に着用します。 
女性の袴は主に卒業式に着用します。

夏の普段着の着物で、花火大会や祭り等の際に適しています。

着付け



CEREMONY

七五三（3才／女の子）ひふ

七五三（５才／男の子）袴

七五三（7才／女の子）結び帯

プロの着付け師の技術で、人生の節目のお手伝いをさせていただきます。

¥3,150

¥5,250

¥5,250

¥7,350

¥6,300

¥14,700

※早朝料金 ¥500（¥540）／30分　有り（成人式除く）

※価格は税抜きです

七五三（3才／女の子）着物

七五三（７才／女の子）作り帯

卒業式（袴）※ヘア・メイク込み

卒業式（振り袖）※ヘア・メイク込み

成人式（振り袖）※ヘア・メイク込み

¥15,750

¥26,250

（¥3,465）

（¥5,770）

（¥5,770）

（¥8,085）

（¥6,930）

（¥16,170）

（¥17,325）

（¥28,875）

一般的な3歳女の子のお祝いの着物になります。

3歳女の子の七五三にお着物。帯を結んだ着付けになります。

5歳の男の子のお祝いのお着付けとなります。

7才の女の子のお祝いの着付けで、大人と同じような帯結びが出来ます。

7才の女の子のお祝いのお祝いのお着物ですが、帯は予め結ばれているものとなります。

一般的にお着物に袴を合わせた着付けになります。

成人式の様に、お振袖での出席の場合の着付けになります。

一生に一度のハレの日を飾る、華やかな帯結びの着付けになります。

式典・お祝い



髪の補修を重視したい 
根本を立ち上げたい 
頭皮の凝りをほぐしたい

抜け毛を予防したい 
頭皮の汚れを落としたい 
頭皮の凝りをほぐしたい

抜け毛を予防したい 
毛を生やしたい 
根本を立ち上げたい 
頭皮の凝りをほぐしたい 

ストレス解消したい 
リラックスしたい 
自律神経を整えたい

髪も補修したい 
頭皮の状態を整えたい 
頭皮の凝りをほぐしたい

迷ったらこれ 抜け毛予防発毛促進 AGA予防 髪の補修力No.1 究極のリラックス

ラデュラスキャルプマッサージ サプリメントスパ メンズスキャルプスパ TOKIO INKARAMI スパ アーユルヴェーダ

Ladulla Supplement AGA TOKIO Ayurveda

30分  …  ￥3,150（￥3,465） 

50分  …  ￥5,250（￥5,775） 

15分  …  ￥1,500（￥1,650） 

30分  …  ￥4,200（￥4,620） 

30分  …  ￥4,200（￥4,620） 

50分  …  ￥5,250（￥5,775） 

30分  …  ￥4,750（￥5,225） 40分  …  ￥4,200（￥4,620） 

70分  …  ￥8,600（￥9,460） 

心も体も頭皮も癒やしてくれる　至高のヘッドスパメニュー
atelier Blue Magic


