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Foot & Shoe Institute

足と靴の研究所は、
「フットケアの 普 及…業界の発展に貢献すること」を目的に
プロフェッショナルに欠かせない優れ たアイテムの提供をしています。
ごあいさつ

会社概要

私達日本人は、
「靴に足を合わせる」考えで

足と靴との関係を当たり前のように生活してきました。
しかし、
ファッション業界の急成長に伴い、足元へも目が向けられるようになり
「足に靴を合わせる」ことの大切さが注目され始めました。
この考え方から

会 社 名

株式会社

所 在 地

〒111-0034

電

03-3847-3007 （靴ショップ・足の相談）

話

「足」本来の健康を考えて
F

③ インソールによる補正

A

X

メ ー ル

④ 更には足そのものをサポートするためのフットケア

U

② お客様のニーズにお応えする関連商品の提供

設

③ 商品、技術等の情報の収集と提供
等を主事業として、足・靴・フットケアを普及させる為に

「足と靴の研究所」を立ち上げ運営して参りました。

R

L

資 本 金

2,540万円

事業内容

◦フットケアサロンの運営及び指導者、認定者の育成
◦フットケア関連商品の販売、及び輸入
◦靴及び靴関連商品の販売、及び輸入

今後、更なる発展と業界への貢献が出来るよう努めて参りたいと考えております。

◦足と靴の相談及びカウンセリング

「足と靴と生活」をより充実させていくために、みなさまのお力添えを

◦靴の修理、補正、加工

いただければと思いますので、
よろしくお願い申し上げます。

沿

2002年（平成14）

ルケアサロンReina」を浅草6丁目の本社
● 浅草６丁目の本社よりテイトビル花川戸へ

移転
海外研修に参加（第１回）

初代協会会長

須山

淳子

●イギリス

2000年（平成12）

●ジャパンフットケア協会
（JFCA）

杉本

喜宣

◦その他

海外研修に参加（第３回）

●ドイツ

海外視察・研修

2008年（平成20）

●ジャパンフットケア協会
（JFCA）発足10周年

2009年（平成21）

●ドイツ

2010年（平成22）

●イギリス

海外視察・研修
海外研修に参加（第４回）

取引銀行

みずほ銀行雷門支店
朝日信用金庫浅草支店

所

長

社

員 １０名

杉本

喜昭

サロンReina」開設20周年
2012年（平成24）

● 店舗リニューアル
●ジャパンフットケア協会
（JFCA）

就任

第3代協会会長
2014年（平成26）

●「足と靴の研究所」及び「フット＆ネイルケ

アサロンReina」開設10周年を契機に社

杉本

喜昭

就任

●ジャパンフットケア協会
（JFCA）を一般社

2017年（平成29）

●ドイツ海外視察・研修

の研究所」へ変更

2020年（令和2）

●「 足と靴の研究所」及び「フット＆ネイルケア

Seminar
◉ 単発セミナー案内

3

◉ B/S SPANGE
4タイプセミナー

5

Items
◉ B/S SPANGE用品

6

◉ フットケア用
アタッチメント・セット用品

7

◉ フットケア用
マシン・ニッパー・ゾンデ類

9

◉ フットケア用
器具類・備品

10

◉ ネイルケア用品

11

◉ 関連用品・備品

12

◉ SNB [スター ネイルズ ブルガリア]

15

◉  英国アロマセラピーカンパニー

18

◉ Fuss Pedi 商品

19

◉ スペシャルネイルケア商品

21

◉ ご注文・
ご発送システムについて

22

◉ FAX注文用紙

23

◉ メンバー登録・
マシン修理について

24

◉ 1F

健康靴ショップ

◉ フット＆ネイルケアサロン
Reina

サロンReina」開設30周年
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Health shoes

団法人とする

名を「足と靴の科学研究所」から「足と靴

ごあいさつ
沿革・会社概要

Health shoes

●「足と靴の研究所」及び「フット＆ネイルケア

海外研修に参加（第２回）

第2代協会会長

●イギリス

2004年（平成16）

就任

1999年（平成11）

◦講師派遣
●テイトビル花川戸よりテイトビル雷門へ移転

に開設

●ジャパンフットケア協会
（JFCA）発足

◦取扱い商品に関するセミナーの開催

革

●「足と靴の科学研究所」及び「フット＆ネイ

http://www.ashi‐kutsu‐soudan.co.jp

立 １９９０年 １０月

おかげさまで、
たくさんの方にご支援、
ご賛同をいただき今日を迎えることが出来ました。

1998年（平成10）

ashikutu@jcom.home.ne.jp （靴ショップ・足の相談）
Reina・フットケア関連商品）

① 足と靴に関わる知識・技術の向上を図り

●イギリス

03-3847-3901
foot-pro@jcom.home.ne.jp （フット＆ネイルケアサロン

また、そのノウハウを自社だけに留めず、

1997年（平成 9）

東京都台東区雷門2丁目20番3号

フットケア関連商品）

② お客様個々の足に合った靴の提案

1996年（平成 8）

喜久川 足と靴の研究所

03-3847-3008 （フット＆ネイルケアサロン Reina・

① お客様個々の足と靴の悩みをうかがい

1990年（平成 2）

CONTENTS
目 次

<痛いけれど我慢して履く> という、
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単発セミナー案内

フットケアの基礎知識 （座学のみ）

B/S SPANGE 受講者限定フットケアセミナー

受講時間

4 時間

受講時間

3 時間

受講費用

¥35,200

受講費用

¥26,400

「ASHIKUTSU ネイル & フットケアセミ

足の機能・解剖学、皮膚や爪の構造働き、足や

ナー」 のマシンの使用方法などを省いた

爪のトラブル、靴の選び方など、フットケアを行う

内容になります。

にあたっての基礎知識を修得します。

巻き爪ケアの次はフットケアにチャレンジ !!

※日程はお問い合わせください

ASHIKUTSU ネイル & フットケアセミナー
受講時間

6 時間（休憩時間含む）

受講費用

¥44,000

※1

ハンドで行うケアとマシンで行うケアの両方を
組み合わせて行う足と靴の研 究 所 独自の技

プライベートセミナー
受講時間

1 時間単位

受講費用

¥6,600 ※こちらでモデルをご用意する場合、別途 ¥5,500 頂戴いたします。

弊社にて受講されたセミナーに関しての復習にお役立てください。
※日程はお問い合わせください

術を修得します。さらに、厳選された化粧品
を併用することで健康的な足へと導きます。

◉ ネイルケア

ニッパー・ファイル・ゾンデ・マシンを使用し、
爪の形を整えキューティクル周りのケアを行い
ます。

フットプリントセミナー
受講時間

約 2.5 時間

受講費用 ￥27,500
（フットプリンターセットは別途料金がかかります）

◉ フットケア

足の機能と解剖・骨格のトラブル（足部）
・

タコや魚の目、角質肥厚など、足のトラブル

靴の選び方や履き方など、足に関する基

に対応できる技術を修得します。フットケアに

礎的なことから、フットプリントの採り方や基

使 用する化 粧 品も併 せてご紹 介。マシンが

本的な見方を修得します。足の状態がわかるだけでなく、より深く的確なアドバイス

初めての方も、一からご指導いたします。

が可能になりますので、他店舗との差別化を図るツールとして活用いただけます。
※日程はお問い合わせください

オールハンドで行うネイル &
※1
フットケアセミナー
受講時間

3 時間

受講費用

¥26,400

お申込みについて
足と靴の研究所ホームページ内の専用メールフォームよりお申込みください。
お申し込み後、受講費用のお支払い方法や注意事項等、メールにてご案内
をさせていただきます。

爪の長さや形を整え、キューティクル周りのケ
アを修 得、フットケアに使 用する化 粧 品を使
用しながら角質ケアを行います。

※セミナーのお申し込みは、足と靴の研 究 所の無 料メンバー登
録が必要です。
※お申し込みの締め切りは、該当セミナー受講日の2週間前まで

※日程はお問い合わせください

となります。

＜お申込みはこちら＞

※ 1 実技の講習会ですので、 足や爪の基礎的な知識をお持ちの方に限ります
※すべてのセミナーはテキスト代込みの費用となっています（プライベートセミナーを除く）
※実技のあるセミナーは相モデルで練習を行うこともございますので自己処理をせずセミナーにお越しください
※受講人数により終了時間が異なる場合がございます
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Ｂ／Ｓ®SPANGE 4タイプセミナー

B/S SPANGE

（全 2 日間）

Classic

Magnet + & Magnet

（クラシック）

商品は予告無しで変更になる場合があります。予めご了承ください。

健康で自然な爪の形を維持できるB/S SPANGE

Quick

（マグネットプラス／マグネット）

（クイック）

B/S SPANGE（ビーエススパンゲ）は、特殊なプラスチック製の平らなスプリング板です。
それを爪甲につけ、スプリング板の元に戻ろうとする力を利用し、爪を無理なく自然な形に整えます。
皮膚などを傷つけず、痛みもなく、透明で目立ちにくいのが特徴です。

※セミナー受講者のみの販売になります。

B/S SPANGE（ビーエススパンゲ）の特徴

ー例ー

B/S SPANGE は、特殊なプラスチック製のスプリング板を爪甲につけ、そのプラスチックが元

左記の写真はB/S SPANGEを使用しているイメージです。
（B/S クラシックは、
爪のサイズに合わせて端まで装着できる商品です）

に戻ろうとする力を利用し爪を平らにしていくものです。スプリングの力が爪全体に分散され

▲

るので、続けてつけることにより爪甲全体が広がり、爪本来の形へ導きます。大変多くの方に
ご好評いただいております。足と靴の研究所はドイツBernd Stolz 社と提携し、30 年以上の
間 B/S 社代表 Bernd Stolz 氏と共に多くのデータを基に研究を続けてきました。

※足と靴の研究所は B/S SPANGEの総輸入元です。
輸入商材につき、デザインや価格等が変更になることがございます。

before

after

B/S Classic
ビーエス クラシック

B/S Magnet+
ビーエス マグネットプラス

B/S Magnet
ビーエス マグネット

B/S Quick
ビーエス クイック

1Pack 1サイズ10枚入り
サイズ14.16.18.20.22.24

1Pack 1サイズ10枚入り
サイズ14.16.18.20.22.24

1Pack 1サイズ10枚入り
サイズ14.16.18.20.22.24

1Pack 1サイズ5枚入り
サイズ14.16.18.20.22.24

B/S Basic-Kleber
ビーエス クレバー

B/S Aktivator
アクチベーター

B/S Clean-EX
クリーン イーエックス

B/S
アプリケーター

専用接着剤
（ハケタイプ）

専用硬化剤

専用油分除去

B/S SPANGE お取扱いについて
※Ｂ/Ｓ SPANGEケアは施術だけではなく、お客様に対するカウンセリングや巻き爪の原因と予防のアドバイスが重要です。
そのためＢ/Ｓ商品は、セミナー受講者のみの取扱いとなっております。
受講資格
行程

足と靴の研究所 メンバー登録の対象者（24 ページをご確認ください。）
1日目

学科

⃝爪の基礎知識① ⃝ B/S SPANGE 取扱い注意事項

実技

⃝B/S SPANGEの為のネイルケア ⃝マシンの使用方法 ⃝B/S SPANGE 装着法（宿題あり）
約1ヶ月後

2日目

学科

⃝ B/S SPANGE の特徴 ⃝爪の基礎知識②
⃝巻き爪の原因とアドバイス

実技

⃝ネイルケア、B/S SPANGE 装着の技術確認

5g

B/S
マグネットアプリケーター

3ml

B/S 板収納ケース
（ロンデル）

25ml

ケース

A1（594 × 841 ミリ）
￥1,980
A2（420 × 594 ミリ）
￥1,100
A3（297 × 420 ミリ）
￥880

⃝ B/S SPANGE 取扱い登録証授与
※技術の確認次第では補習をご受講いただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

時間

10：30〜18：00 頃まで（昼休憩含む）※受講人数により終了時間は異なります。

会場

足と靴の研究所 5 階セミナールーム

費用

￥101,200 円  ※費用にはテキスト・セミナーキット・登録証代が含まれます。

持ち物・準備

◎筆記用具をお持ちください。
◎相モデル（ペアを組んで交互に施術する）での練習になります。
◎足の爪は自爪で切らずにお越しください。
※ B/S SPANGE ケアの施術は、ネイルマシンを使用いたします。
セミナー当日は、マシン・アタッチメント・器具類等貸し出しをしております。

申込期限

※定員になり次第締切、 先着順

開催日

随時開催

最終締切：セミナーより2 週間前

直接お問い合わせいただくか、 HPをご覧ください。

※ドクターの方は通常のセミナーと異なりますので直接お問い合わせください
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ポスター

用紙：マット紙・厚手
左下空欄に店名などご
自由にお入れください
※お取り寄せ商品です

B/S
Classic セット

B/S
Quick セット

セット内容
Classic 4Pack
（14/16/18/20）
Basic-Kleber
Aktivator
SNB Aネイルソリューション
アプリケーター
ロンデル

セット内容
Quick 4Pack
（14/16/18/20）
Basic-Kleber
Aktivator
SNB Aネイルソリューション

B/S
Magnet セット
セット内容
Magnet 4Pack
（14/16/18/20）
Basic-Kleber
Aktivator
SNB Aネイルソリューション
マグネットアプリケーター
ロンデル

6

B/S
Magnet+ セット
セット内容
Magnet+ 4Pack
（14/16/18/20）
Basic-Kleber
Aktivator
SNB Aネイルソリューション
マグネットアプリケーター
ロンデル

フットケア用 アタッチメント用品

プロフェッショナルに欠かせない優れたアイテムを
フットケア先進国ドイツをはじめ、世界中から厳選しご紹介しています。

商品は予告無しで変更になる場合があります。予めご了承ください。

足と靴の研究所にメンバー登録をしていただくと

Foot & Nail Care Items

さまざまなアイテムを特別価格でご購入いただけます。
もちろん詳しい使い方は各種セミナーで徹底指導致します。
※登録案内については、24 ページをご参照ください。

角質ケア用

セラミックバー
の特徴

放熱性があり
熱くなりにくい

耐腐食性で
錆びにくい

DFS社のダイヤモンドシリーズの特徴

耐久性があり、
刃が消耗しにくい

★足靴オリジナル

天然のダイヤモンドのみを使用し、切削力と耐久性に優れた高
品質な製品です。

爪甲ケア用

※【セラミックバーグリッド】
ブラック：エクストラコース
グリーン：コース
ブルー ：ミディアム
細
レッド ：ファイン

ホワイトビットミニ

￥1,650・11-00
母 趾や 2 ～５趾の硬い
爪を滑らかに整えます。

ダイヤエッジオフビット

ホワイトビット

￥2,200・15-40
母 趾の爪を平らに滑ら
かに整えます。

DFS ダイヤストレートバー

ピンクビット

￥1,650・11-00

￥924・5-78
爪の表 面に艶をあたえ
ます。

シリコンポイント細目

ダイヤティアーズファイン

DFS オニクリーン

￥1,980・15-40
キューティクルラインを
きれいにします。

￥3,300・22-00
キューティクルラインを
整えます。
（上級者用）

￥3,300・22-00
キューティクルラインの硬
い角質処理に使用します。
（上級者用）

テーパーバレル

爪まわりの
角質ケア用

￥5,720・38-50
爪まわりの硬い角質 処
理に使用します。

BS ケア用

セラミックコーンバーブルー

￥5,720・38-50
爪まわりの角質 処 理に
使用します。

フレーザー＃３

セラミックテーパーバーグリーン

セラミックテーパーバーレッド

アンダーネイルダイヤバー

ダイヤコーンビット

￥5,720・38-50
広 範 囲のタコやB/S 板
の取り外しに使用します。

￥9,196・50-16
広範囲の頑固なタコやウ
オノメに使用します。
（上
級者用）

ラウンドダイヤエクストラコース M DFS ラウンドダイヤファイン M

DFS シリコンポイント粗目

￥11,220・74-80
硬くなった角質を処 理
します。 角質 軟 化 剤も
使用できます。

￥11,220・74-80
エクストラコース後にフ
ァインで仕上げます。

￥11,880・79-20
硬くなった角質を処 理
します。 角質 軟 化 剤も
使用できます

￥11,880・79-20
エクストラコース後にフ
ァインで仕上げます。

サンドペーパー粗目

サンドペーパー細目
（5 個入り）

S ￥1,650・12-10

S ￥1,650・12-10

L ￥2,970・20-79

M ￥2,310・17-60

M ￥2,310・17-60

L ￥2,750・20-90
（25 個入り）

L ￥2,750・20-90
（25 個入り）

M ￥5,225・38-04

S ￥7,838・57-25

S ￥7,838・57-25

L ￥5,643・39-50

M ￥10,973・83-50

M ￥10,973・83-50

L ￥13,063・99-25

L ￥13,063・99-25

部 位 によりサイズを選
び、サンドペーパーの粗
目や細目をはめて使用し
ます。
※回転数にご注意くださ
い。

￥4,125・27-50
爪まわりの硬い角質処理に
使用します。
（上級者用）

フットケアの仕上げに使
用します。

（5 個入り）

S ￥4,807・33-64

DFS

￥1,485・9-90

M ￥2,860・20-02
（2 本入り）

DFS

￥4,125・27-50
角質処理後の段差を滑
らかに整えます。

ゴムピースにはめて使用
します。粗目で硬い角質
を処理します。

ゴムピースにはめて使用
します。粗目で処理した
後、細目で仕上げます。

※入荷ロットによって色味がブラウンとオレンジとなる場合がございます。

ベビーオーバルカーバイトバー

￥2,640・22-00
爪まわりの硬くなった角質
を処理します。
（上級者用）

￥6,352・46-20
広 範 囲な足 裏のタコや
ウオノメに使用します。

DFS ダイヤマウンテンビット

￥880・5-50
後爪郭周辺・ルースキュー
ティクルの処理に使用します。

￥660・4-40
キューティクルラインや爪の
サイドの処理に使用します。

￥7,986・43-56
頑固なタコやウオノメに
使用します。
（上級者用）

ラウンドダイヤエクストラコース S DFS ラウンドダイヤファイン S

グリーンポイント

DFS ダイヤティアーズミディアム DFS ダイヤポイントスリムバー

セラミックコーンバーブラック

￥5,626・40-92
足裏のタコやウオノメに
使用します。

S ￥2,530・17-71

￥4,950・33-00
ルースキューティクルを
取り除きます。

￥5,720・38-50
広 範 囲のタコやB/S 板
の取り外しに使用します。

ボーラーフレーザーシルバー（大） ボーラーフレーザーゴールド＃7（ステンレス製）

母趾の爪を滑らかにしま
す。

オニクリーンショート

セラミックバーブルー

ボーラーフレーザー＃１

ゴムピース

￥1,485・9-90

￥5,720・38-50
広 範 囲のタコやB/S 板
の取り外しに使用します。

ボーラーフレーザーシルバー（小） ボーラーフレーザーゴールド＃５（ステンレス製）

２〜５趾 の爪を滑らか
に整えます。

DFS ホワイトシリコン

￥3,960・26-40
爪を滑らかに整えます。

セラミックバーブラック

ボーラーフレーザー＃２

￥1,650・11-00
爪溝の硬い角質処理に
使用します。

￥4,620・30-80
肥 厚した爪に使 用しま
す。エッジがオフされて
いるので安全です。

キューティクル
ライン

￥7,150・41-80
耐久性の高いタングステン
を採用。硬い角質処理に使
用します。
￥1,980・13-20
爪まわりの角質やウオノ
メに使用します。

粗
※軸が短いため、
BAEHRTEC A2000のマシン
はご使用を控えてください。

ラウンドエッジバー

サイドラインダイヤモンドビット

￥2,750・24-20
爪のサイドの硬くなった角
質の処理やタコの縁の処理
に使用します。

￥2,200・11-00
爪まわりの硬い角質を処
理します。

￥5,720・38-50
広 範 囲のタコやB/S 板
の取り外しに使用します。
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フットケアアタッチメントセット

￥13,516・97-45

￥32,442・224-88

B/S SPANGE ケアに必要なアタッチメントをお得なセットにしました。

フットケアに必要なアタッチメントをお得なセットにしました。

〈内容〉
・ダイヤエッジオフビット
・アンダーネイルダイヤバー
・テーパーバレルダイヤバー
・ホワイトビットミニ

・ピンクビット
・グリーンポイント
・サイドラインダイヤモンドビット
・ハケアタッチメント
・携帯用アタッチメントケース

〈内容〉
・ゴムピース S × 2 本
・ゴムピース M × 2 本
・サンドペーパー S 粗目・細目（各 5P）
・サンドペーパー M 粗目・細目（各 5P）
・ボーラーフレーザー＃ 2
・ボーラーフレーザーシルバー（小）
・ボーラーフレーザーシルバー（大）
・ダイヤマウンテンビット
・ビットケース

￥3,300・24-20
B / S の取り外しや広 範
囲なタコ・ウオノメに使
用します。（上級者用）

DFS ハケアタッチメント

￥3,795・25-30
B/Sケア時のエッジや側爪
郭の角質処理に使用します。

￥1,870・13-09
B/Sケア時のエッジや側爪
郭の角質処理に使用します。

スモールバレルカーバイトバー

B/S アタッチメントセット

￥608・6-08

爪まわりの削りカスをき
れいに取り除きます。

■マシンを初めてご使用になられる場合、ASHIKUTSUネイル＆フットケアセミナーの受講をお勧めいたします。
■マシン等の修理に関しましては、24 ページをご覧ください。
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フットケア用 マシン・ニッパー・ゾンデ類

フットケア用

商品は予告無しで変更になる場合があります。予めご了承ください。
URAWA

G-5

商品は予告無しで変更になる場合があります。予めご了承ください。

URAWA

G3

2,000 〜 28,000 回転

￥88,000・627-00

holbein

2,000 〜 20,000 回転

￥74,800・528-00

28,000 回転で、ぶれにくく、ハンドピースに安定感があります。さらに静音、低振
動で施術の負担が少ないです。PSE 承認済
〈付属品〉・キューティクルプッシャー・ブラシ2 本・ハンドピーススタンド（フット
スイッチ別売）
フットスイッチ
￥8,800・66-00

器具類・備品

ポータブルタイプ。小型軽量（本体 250g・ハンドピース160g）2 時間充電で最長
10 時間、通常使用で 3 時間程度ご使用いただけます。充電しながらの連続使用も
可能です。PSE 承認済
〈付属品〉
・ACアダプター
・キューティクルプッシャー
・ブラシ2 本
・バッテリーチャージャー
・携帯用ポーチ

holbein

P-Shine

Credo

チェルシー・ツイザー

チェルシー・ツイザー

ビューティーフット

クレドフットケアファイル

サテン仕上げ

フッ素仕上げ

￥1,100・7-70

￥1,320・11-88

￥2,420・21-78

使いやすさと安全性・快適性を追
求した精密ピンセットです。
※お取り寄せ商品になります

先が細く尖っていて細かい作業に最
適なツイザー。のりや汚れが付きに
くい仕様です。

プロ用バージョンファイルのロング
セラー商品です。

本体￥1,980・13-36
リフィル￥5,500・38-50
（粗目25 枚入）
（細目25 枚入）
リフィルセット￥1,100・7-70
（粗目・細目各 2 枚入）
衛生的でエコロジーなフットケア専用
ヤスリです。本体の両面に貼って使
用します。
（細目）
（粗目）

Credo

Nail Labo

NL-X

BAEHR

BAEHR TEC A2000

2,000 〜 20,000 回転

SSM 01

6,000~40,000回転

￥748,000・7106-00

￥82,500・572-00
人気のロングセラーのラボマシン！あらゆるアタッチメ
ントに対応します。
〈付属品〉・キューティクルプッシャー・ブラシ・ハン
ドピーススタンド（フットスイッチ別売）
フットスイッチ ￥8,800・59-40

AESCULAP

Hadewe

6,000 〜 40,000 回転

￥506,000・5060-00
ハンドピースの先端から液体をスプレーする機能が付
いたフットでもネイルでも使えるマシンです。スプレー
により摩擦熱の発生を防ぐことができます。
〈特許〉
アタッチメントを速やかに交換できる特許ハンドピー
スを採用スプレー機能 +LEDライト付き

ハンドピース先端にバキューム機能が付いたマシンで
す。粉じんが広がる前に即吸引します。ハンドピース
も本体も非常に軽く扱いやすいのも特長です。（日本
語表示ディスプレイ）※ダストパックの交換も簡単！
フィルターは目詰まりしにくい
ので吸引力が落ちる心配もあり
ません。
別売ダストパック（5 個入）
￥4,950・49-50

コーナーニッパー（ドイツ製）

AESCULAP

Fuss Pedi

￥28,160・151-80

￥23,100・121-00

￥オープン価格・140-80

￥7,150・49-50

刃先がストレートのニッパーで、肥厚し
た爪もカットできます。

２〜５趾のネイルカットに適しています。

母趾～ 5 趾まで使用できるニッパーで
す。刃の厚さを薄くすることにより、切
れ味・視認性をよくし、爪の細部にも
適しています。

ルーススキンなど細かい部分のケアに
適しています。

Fuss Pedi

NEW !

UTSUMI

キューティクルニッパー

NEW !

ダイヤモンドドレッサー

ビットクリーナー（ペンシル付）

携帯用アタッチメントケース

本体￥4,180・29-67

本体￥5,170・46-20

￥3,080・22-00

￥1,760・12-10

￥330・2-20

替刃￥2,860・20-02

替刃￥825・6-05

切削力の落ちたアタッチメント
を復活させ形直しが可能です。
金属以外のアタッチメントの汚
れなどを削り落と
します。

替ブラシ￥627・4-40

特殊加工された3
層からなる円型ミ
ニブレードが、あ
らゆる方向から余
分な角質を正確に
取り除きます。
（替刃別売）

肥厚したタコや踵の処理に使
用します。
切れ味抜群
です。
（替刃 10 枚
入別売）

AESCULAP

先細ゾンデ（ドイツ製）

コーナーやすりスリム

￥14,520・72-60

￥7,260・39-60

￥オープン価格・56-10

￥440・3-08

爪甲と爪床の間の汚れの処理
に使用します。
両端がスプーン型に
なっています。

爪甲と爪床の間や、爪郭の
汚れの処理に使用します。
両端細型になっています。

軽度な巻き爪や爪の角だけを
素早く確実に削ることが
できます。

刃先を守るニッパーキャップです。ニッパ
ーの刃先をキャップの開口部に差し込ん
で使用します。

NEW !

UTSUMI

ニッパーキャップ

マグネットスタンド

B/S 器具セット

ニッパー類専用メンテナンスオイル

￥1,100・5-50

￥6,600・46-20

￥62,766・348-28

スプレータイプ
￥3,300・33-00

マグネット式でビットを収納。
8 本ビットが立てられます。
（ビット別売）

B/S SPANGEケアに
必要な器具をお得な
セットにしました。
・ストレートニッパー
・コーナーニッパー
・先細ゾンデ
・コーナーやすりスリム
・チェルシー・ツイザー

医 療用に開発され
た器具の洗浄（除
菌・滅 菌 ）を妨げ
ない特殊な潤滑油
です。ニッパーやは
さみの洗浄後、ジョ
イント部分に適量ス
プレーしてください。

300ml

ケロデックス
50g ￥990・6-93
100g ￥1,980・13-86

ソフトタイプ
50ml ￥1,210・8-47
400ml ￥5,830・40-81

効果的な使い方
■荒れやすい手肌に擦り込むだけ
汚れたままや濡れた状態で塗ってしまうと、クリームが角質層に浸透しにくいので保護効果が薄れてしまいます。塗
り過ぎてしまってベタつきが気になるようでしたら、よく擦り込んでください。石けんで洗い流しても保護効果は3 〜
4 時間持続します。手だけではなく、全身の皮膚にお使いいただけます。

NEW !

＜ピンク＞

Step1
50g

100g

50ml
400ml
（ソフトタイプ） （ソフトタイプ）

Step2

＜グリーン＞

※ご注文の際は、
ご希望のカラーをお知らせく
ださい。
（1色2個入）

Step3

Step4

塗布部分を石けんと流水 きれいなタオルなどで、皮 クリームを適 量とります。 30 秒から1 分ほどかけて、
で、よく洗い清潔にします。 膚の水気をよく拭きとります。 使用量の目安：両手の場 よく擦り込みます。
合約 0.5 〜 1g

通常のハンドクリームとここが違います！
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ビットの溝に詰まった削りカス
や表面の汚れを落とします。

携帯にも便利なケースです。
（ビット別売）

ビットケース

仕事前に塗り、皮膚を保護す
るクリーム。一度擦り込むと、
3〜4時間持続し、水、石鹸で
洗っても効果が落ちません。

AESCULAP

スプーンゾンデ（ドイツ製）

クレドコーンカッター（ドイツ製）

ビットを12 本立てて収納できる
ケースです。（ビット別売）

ストレートニッパー（ドイツ製）

爪用ニッパー

Credo

クレドスマートカッター

指の間までしっかり擦り込むのがコツ

クリームが角質層に浸透し見えないバリアを形成します。

手の甲の上に片方の手を重ね、甲の側から
指の間に擦り込むと、すばやく確実に擦り
込むことができます。

肌荒れのケアとして使われるものとしては、カサついた手に油分を補う「ハン
ドクリーム」が一般的ですが、毎日のお仕事が肌荒れの要因となる場合、事
後のケアだけでは問題の解決はできません。「バリアクリーム」はお仕事前に
塗っていただき、刺激物から皮膚を保護することを目的としています。
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ネイルケア用品

関連用品・備品

商品は予告無しで変更になる場合があります。予めご了承ください。

商品は予告無しで変更になる場合があります。予めご了承ください。

Flowery

NEW !

２Way ホワイトファイル

２Wayピンクファイル

ブラックファイル

トゥーネイルファイル

卓上型超音波洗浄機 WT-C401

1本￥220・1-10
50本入￥7,700・38-50

1本￥220・1-10

1本￥220・1-10
薄型なので足の爪に便利です。
180／180グリット。

約11.5cm 80・120・180グリット
各￥2,750・22-00

￥60,500・605-00
別売：卓上型超音波洗浄機かご KG02
￥4,950・49-50

消毒が出来るタイプです。
280／320グリット。

消毒が出来るタイプです。
100／180グリット。

Credo

ORANGE

薄型で消毒ができます。先端まで使え
るので爪の角にも入りやすくとても便利
です。
グリット数も3種類あり、用途によ
って使い分けができます。

ORANGE

マニキュアファイル ♯6

3Wayファイル

リムーバー（オレンジ）

ノンアセトンリムーバー（ライム）

約15.2cm ￥1,155・8-08

￥495・2-48

薄型で使い易く消毒が出来るファイル
です。
両面ヤスリタイプです。

爪甲を滑らかにしツヤを与えます。

1000ml
￥3,080・15-40

1000ml
￥3,740・18-70

オレンジの香りの
リムーバーです。

爪をいたわるノンアセ
トンリムーバー。
ライ
ムの香りです。

超音波洗浄器の使い方

URAWA デジタル ウルトラソニック クリーナー

Step1

￥12,100・66-00

外形：243×196×184（ゴム足含む）
槽内：170×100×80 質量：2kg タンク容量：1.3L
器具類・ビットの落ちにくい汚れを音波の振
動で浮かせて落と
します。小 型 軽 量
設 計で場 所をとら
ず、
操作も簡単です！
（動作スイッチ）

超音波洗浄器専用洗浄液
SONIC FRESH

外寸 : 幅 204 ×奥行 140 ×高さ130mm
タンク寸法：幅 161 ×奥行 85 ×高さ50mm
製品重量：880g タンク容量：550ml
タイマー：90・180・300・480・600 秒
超音波の振動で細部の汚れまで浮かせて落とします。
デジタル表示で洗浄時間を表
示。別売りの防錆除菌洗浄液
を使用する事で、より効果的
に洗浄が可能です。傷の付き
やすい物を洗浄する場合に使
用するカゴが付属しています。

50~100 倍に希 釈した
洗浄液を入れ、蓋をし
めスイッチを押し10分以上浸す。ニッパ
ーは刃が当たらないように入れる。

洗いさん

洗いさん希釈用ポンプボトル

1kg ￥3,300・33-00

￥550・5-50

1000ml ￥4,620・32-34

フットケア用ニッパーやゾンデ、フ
ァイル類の中性除菌洗浄剤です。
ブラシ洗いは原液〜 20 倍、浸漬洗
浄は100 〜 600 倍にうすめてご使用
ください。

フットケア用ニッパーやゾンデ、フ
ァイル類の中性除菌洗浄剤「洗い
さん」の希釈用ポンプです。

エタノールを主成分とした消
毒液です。アルコール臭を抑
え、心地よいハーブの香りが
します。

Step2

ブラシなどを使い熱湯
で洗い流す。

Step3

500ml ￥3,300・26-40
超音波洗浄器
に50 〜 100 倍に
希釈した洗浄液
を入れて洗浄し
ます。
防錆効果があり
ます。

乾燥させたのち保管
する。

器具消毒液ツールクリーン

器具消毒液の使い方
Step1

使用した器具を超音波洗浄、もしくは除菌
剤入りの洗剤でブラシを利用し洗浄する。

Step2

綺麗なペーパータオルで水分を充分に拭
き取る。＊水分が残っていると消毒効果が
減少してしまいます。

Step3

器具類が浸りきるまでツールクリーンを注
ぎ、10 分以上浸け込む。

Step4

器具類を浸け込んだ液から取り出して拭
き取り、乾燥させる。

ORANGE

MENDA

アセトン

ディスペンサーポンプ（ロック付）

あしラブラシ

3Wayブロック

1000ml
￥2,860・14-30

4oz
￥6,050・33-00

￥715・5-36

￥660・3-30

アクリルや器具につい
た接 着 剤 等の除 去に
使用します。

除光液やアセトンを入れてご使用いた
だけます。
ロック付なので持ち運びにも
便利です。

足指の間をすっきり洗える専用ブラシ。
柔らかいブラシで爪のまわりや足指の
間を優しく洗えます。

3WAYのブロックシャイナーです。

マスク

施術用手袋

スリッパ

ディスポキャップ

50 枚入￥1,650・16-50

100 枚入￥2,200・22-00

20 足入￥2,200・11-00

100 枚入￥2,750・22-00

衛生面を考えて、使い捨てスリッパをお
勧めします。1 足ずつ包装されています。

髪や頭皮を守ります。

ノーズワイヤー入りなの
で鼻のカーブに合わせや
すく、耳に優しい丸ゴム
タイプ。
（Mサイズ）

パウダーフリーの使い捨て手袋です。
（SS・S・M・L
サイズ）

商品の内容・価格は予告なく変更になる場合がございます。

レンズセット

ビューティーサイトグラス

NEWフェイスシールド（交換用シールド10 枚入）

フレーム1本・レンズ2 枚入
￥1,100・9-90
レンズ替 2 枚入￥880・5-50

￥2,750・22-00
替レンズ￥1,320・8-80

￥1,980・16-83
交換用シールド（10 枚入）
￥1,320・11-22
眼鏡・ルーペの上から掛け
られるフェイスシールドで
す。唾液飛沫から顔を広範囲に保護します。
重さ：40g/シールドサイズ：縦 22.4cm/ 横 31cm/素材：プラ
スチック製 /セット内容：フレーム×1、シールド×10 枚

広範囲に目をガードします。
レンズ交換できます。
※在庫状況により製品が
異なる場合がございます。

MITHOS

ウッドスティック

眼 鏡をかけたままでも使え、
飛散するダストから顔を守りま
す。抗菌加工の為、
安心安全。
汚れても水洗いで何度も使用
でき、レンズに特殊な曇り止 ※在庫状況により製品が
異なる場合がございます。
め加工を施しています。

マイクロルーペレンズレスタイプ

NEW !

NEW !

カットコットン

ネイルケアセット（B/S SPANGE時に）

5本入り￥110・0-77

500g￥1,045・10-45

￥9,445・49-70

両端先にコットンを巻き、
爪周囲の処理に使用します。

小さめのサイズ
（4×4cm）
で使いやすく、
ウッドス
ティックにも巻きやすいコットンです。

・アセトン
（1000ml）
・ ディスペンサーポンプ ロック付（4oz）
・ウッドスティック
（10本入り）
・ ホワイトファイル
（5本）

マイクロライト 3

￥38,280・344-52

￥74,800・673-20

メガネをしたまま装着可能な、新しいタイプの双眼ルーペです。
倍率：2.5倍／作業距離：420mm ／焦点深度90mm ／視野範囲：100mm ／重量 42g
付属品：
①ケース
②レンズ布
③フリップパドル
④フレーム固定用バンド
⑤ドライバー
⑥レンズカバー（1ペア）

ルーペに取付けできる白色光のライトです。光量調整可能。また、短時間の充電で長
時間照射できます。
サイズ 円直径：14mm ／長さ：26mm
重量 ヘッドランプセット（クリップ及びコード含む）
：約60g ／
ヘッドランプ：約11g ／ヘッドランプコード：約 40g
光照射距離および範囲：100mm（測定距離 420mm）
付属品セット内容
・ヘッドランプ（コード付き）
・オレンジフィルター
・バッテリーボックス
・ACアダプター
・スパイラルチューブ
・ルーペ用マウント
・L 字キャップ ・ドライバー

※視野範囲：目を動かさない状態で見ることのできる範囲
※焦点深度：ピントの合う状態で見ることができる前後範囲
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関連用品・備品

「ケアソク」
シリーズ

健康はいま
「予防」の視点へ。

【浮き指】5 本の指が接地しない浮き指は、バランスが不安定で足の疲れや痛み・
変形の原因に。今や日本人の2 人に1人という。

ととのえる着用で足趾が接地しやすくなる！
ピーク圧力
16.6N/cm2

ピーク圧力
21.5 N/cm2

第 4・5指が浮き、足趾の屈曲もある

新基軸の靴下（フットヘルスウェア）
です。
毎日の靴下をケアソクに代えるだけで、現代人の様々な足トラブルを予防・緩和。
足本来の機能を高め足から健康へ導きます。
ととのえるベーシック

あたためる

￥3,300・23-10 （22 〜 23cm ／ 23 〜 24cm ／ 24 〜 25cm）
￥3,520・24-64 （25 〜 26cm ／ 26 〜 28cm）

￥3,565・24-95 （22 〜 25cm）
二重構造の特殊パイル編み
（特許取得）で集中保温！
下肢をあたため体温を上げ
る冷え対策の決定版ソック
スです。
※室内履き専用

肌着にも使われる糸を使用しているため、
「ととのえるウォーキング」と比べるとや
わらかな肌ざわりです。
「ととのえる」基
本の一足としてぜひご愛用ください。

ケアソク [ととのえる ] の効果は、
足底圧分布で見ることができます。
裸足

足の専門家と共同開発を重ねた
「ケアソク」
は、科学的エビデンスのある

5 本指の連結構造が足趾の屈曲を伸ば
し、隣同士の指が引っ張り合うことで、
指が接地しやすくなっている

22〜23cm
23〜24cm
24〜25cm

25〜26cm
26〜28cm

●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●

ブラック
ライトグレー
ネイビー
マスタード
レッド
ホワイト
ブラック
ライトグレー
ネイビー
マスタード
レッド

● グレー
● エンジ
※お取り寄せ商品です。

うるおすかかとカバー

うるおす PRO スキンケアサポートソックス

￥2,750・19-25 （22 〜 23cm ／ 23 〜 24cm ／ 24 〜 25cm）
￥2,915・20-40 （25 〜 26cm ／ 26 〜 28cm）

￥1,925・13-47

￥2,750・19-25 （22 〜 24cm ／ 24 〜 25cm）
￥2,860・20-02 （26 〜 27cm）

浮き指になりにくい特殊な5本指構造、横アーチ
サポート機能、かかとには衝撃を吸収しやすい
クッション構造で足のトラブルを軽減します。
●
●
●
●
丸

全サイズ
ピンク
ブルー
グレー
ブラック
ホワイト

●
●
●
●
●
●
●

コーラルピンク
ライトグレー
ブルー
ラベンダー
イエロー
ベージュ
ブラック

発生した炭酸ガスが中和され、重炭酸イオン
に変化してお湯に溶けます。24 時間濃度が
持続。自然炭酸泉のようなまろやかな湯ざわ
りです。

● ブラック
※お取り寄せ商品です。

入浴

ぬるめのお湯（37〜41℃）160ℓ
に3錠溶かしてご使用ください。
（大
型200ℓでは4錠）37〜 41℃のぬ
るめのお湯に15〜 30分以上のゆ
っくり入浴が美容・健康におすすめ
です。

フットプリンターセットに付属されているも
のと同じ、純正品です
メーカー：Pelican（ペリカン）社製
カラー：ブルー
内容量：28ml

フットプリンターセットに付属されているも
のと同じ、純正品です

※お取り寄せ商品です

※お取り寄せ商品です

成分 ： 有効成分 / 炭酸水素ナトリウ
ム、炭酸ナトリウム、
その他成分 / 無水クエン酸、ビタミンC・
Na、グリシン、他 3 成分

足関節模型

フットプリンター用 ローラー

フットプリンター用 スクライバー（スティック）

10 枚入￥2,200・22-00

￥8,184・81-84

￥1,650・16-50（1本あたりの価格です）

￥27,500・275-00

フットプリンターセットに付属されているも
のと同じ、純正品です

フットプリンターセットに付属されているも
のと同じ、純正品です

フットプリンターセットに付属されているも
のと同じ、純正品です

カウンセリングやセミナー時にご使用い
ただけます。

※お取り寄せ商品です

※お取り寄せ商品です

￥7,260・54-45
ホットタブの効果を髪・頭皮にもしっかり実感！
専用シャワーヘッドで、ハリのあるサラサラ髪へ。

本体

ヘッド部

重炭酸タブレット
（ホットタブ）

※お取り寄せ商品です

No.30 セット台

NC テクニカルチェア

集塵機

￥10,780・107-80

￥10,780・107-80

本体￥74,800・484-00
スタンド￥30,800・242-00
フィルター（5 枚入）
￥6,600・49-50

※お取り寄せ商品です

重炭酸 Bio スパークリングシャワー

重炭酸タブレット
（ホットタブ）
の挿入方法

作業がぐっと楽になる、
180mmストロークです。
サイズ：
座高 505 〜 685 ×幅 500
（座部350）
×奥行500mm
ストローク／ 180mm
別途送料がかかります。

フットケアで出るダストを
吸い上げます。
フィルタータイプなので
お手入れも簡単です！

※お取り寄せ商品です

（フィルター）

電動ベッド アリエル -601

エステベッド（CML213AJ）

￥275,000・2750-00

￥31,350・313-50

施術者の身長、
施術にあわせて
高さ調整が可能です。
サイズ：
W750 × L1300 〜 1920
× H610 〜 1550mm
重 量：73kg
消費電力：250W
別途送料がかかります。

優しく包み込むジャンボサイズ
ベッドです。
サイズ：W620 × D1860 × H640
重 量：26kg
別途送料がかかります。

※お取り寄せ商品です
タブレット
ホルダー

①シャワーヘッド部を矢印の方向に回して外します。
②重炭酸タブレット
（ホットタブ）
をタブレットホルダーに挿入します。
③シャワーヘッド部を本体にしっかり差し込んでから、
矢印の方向に押し回して、
カチッという感触が
あるところまで締めて取り付けます。
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フットプリンター用 ペーパー

フットプリンター用 フォイル

効能 ： 肩のこり、腰痛、疲労回復、
冷え症、神経痛、リウマチ、痔、
産前産後の冷え症、うちみ、くじき、
あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、
あかぎれ、にきび、しっしん

足浴
足 湯：10 〜 30ℓの容 器に少し
熱めのお湯を入れて1錠溶かし、
足をつけ30 分程浸かります。

100 枚入￥2,200・22-00

フットプリンターセットは、足の状態・足底圧の
分布を半永久的に記録保存できる足型採取器
です。
●ドイツ・BAUERFEIND社製
●セット内容(本体・インク・ロー
ラー・ペーパー・スクライバー・
フォイル)
※紙に写る面のマットが網目状の
ものです

引き出し式パット1 段
固定式パット2 段付きです。
サイズ：
W430 × D300 × H865mm
別途送料がかかります。

90錠

ホットタブのご使用方法

￥1,650・16-50

かかと部分に貼られた特殊工法
（特許申請中）の保湿シートで
乾燥したガサガサかかとに潤いを
与えます。保湿クリームとの併用
でさらに効果UP。

ホットタブ重炭酸湯 〜重炭酸湯をご自宅やサロンで〜
薬用 Hot Tab Classic
9 錠 ￥990・7-42
45 錠 ￥3,960・29-70
90 錠 ￥7,260・54-45

フットプリンター用 インク

￥37,400・317-90

※お取り寄せ商品です

ととのえるウォーキング

かかと部分の保湿シートが、休息時や
就寝時に短時間で集中保湿します。薄
手ですので、お手持ちの靴下の中にも
ご利用できます。

フットプリンターセット（プロ用フットインプレッサー）

※お取り寄せ商品です
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（本体）

（スタンド付）

フット･ハンド･ネイルケア商品

SNB スター ネイルズ ブルガリア

ティータイムシリーズ

商品は予告無しで変更になる場合があります。予めご了承ください。

ハーブの優しい香りがリラックス効果をもたらします。
ティータイム フットバス

スターネイルズブルガリア社について
東ヨーロッパに位置するブルガリア共和国は国土の
3分の1を山岳地帯が占める自然豊かな国。
そんなブ
ルガリアの地に、1993年…2人の女性によって設立
されたのが、スターネイルズブルガリア社です。天然

ティータイム ハンド＆ボディ スクラブ

￥3,300・23-10

￥4,950・34-65

＜足浴剤
（顆粒タイプ）
＞
尿素
（保湿成分）
、
アラントイン
（肌荒れ防止成分）
配合。
肌と爪を保湿し、
角質を柔らかくします。
炭酸の力で肌を活性させ美容効果を高めます。
お湯に素早く溶ける顆粒タイプの粉末です。

＜スクラブピーリングクリーム＞
塩のスクラブと、
きめの細かいシュガースクラブが、
硬くなった角質をやさしく取り去り、肌を柔軟に整えます。
使用方法：手に適量を取り、
軽く
マッサージしてください。
その後、
ホットタオルで拭き取るか洗い流
してください。

使用方法：人肌に温めたお湯
3～4Lに、
20ｇ溶かし、
足を５分
程度浸してください。

成分にこだわり、
その中でもブルガリア産のプロポリ
スを配合した商品が注目されています。

L（ラベンダー）& P（プロポリス）シリーズ
SNB社との共同開発により誕生。天然成分ラベンダーとプロポリスを配合したL&Pシリーズです。
フットデオローション L&P

スージングフットジェル

～足用洗浄ローション～

～足裏やふくらはぎの疲

＜足用ローション＞
尿素（保湿成分）、
プロポリス
（天然清浄成分）、
ラベン
ダーオイル
（天然植物保湿成分）
を配合。乾燥した肌に
潤いを与え肌を柔らかくします。
スッキリとした、清浄な
状態を保ち不快な臭いを防ぎます。
※天然由来成分を配合しているため沈殿物や着色が生
じる場合がありますが、
ご使用に問題はございません。

＜足用ジェルクリーム＞
疲れた足などを冷却効果でなだめます。
プロポリス
（天然清浄成分）
とラベンダーオイル
（天然植
物保湿成分）
を配合。
足を清浄に保ち、
健やか導きます。
ジェルタイプなので、
素早く肌に浸透し、
爽やかな香りを
感じさせます。

￥3,300・24-75

L&P

350g

￥3,630・27-22

使用方法：足裏などの角質が厚くなっている部分や、
臭いが気になる部分に適量をスプレーしてください。
ローションタイプなので素早く肌に浸透します。

SNB サロン向けシリーズ

こちらの製品はサロン業務用です。
一般販売は行わないでください。
スキンリムーバージェル

使用方法：水分を拭き取った清潔な足裏やふくらは
ぎなどにやさしくマッサージするようになじませます。
100ml

110ml

フットジェル L&P

Rクリーム L&P

フットパウダー L&P

～指の間を清潔に保ちます～

～乾燥して硬くなった足の
お手入れに～

～ケア後のべたついた足を
さらっとした仕上がりに～

＜フットモイスチャークリーム＞
乾燥して硬くなった皮膚に天然成
分が浸透、潤いを与え、弾力性のあ
る滑らかな肌へ導きます。

＜フットパウダー＞
全身に使用できる、
目立たない肌色
タイプのパウダー。余分な皮脂を
吸収し、
さらっと仕上げます。
クリー
ムやジェルで整えた後の足にも使
用できます。

￥3,630・27-22

＜フットジェル＞
天然成分プロポリス配合！清潔な
足を保つ足用ジェルです。足裏、指
の間、気になる部分になじませてく
ださい。
サラッとした使用感で足の
ムレが気になる方にもお勧めです。

￥3,740・28-05

100ml

100ml

100g

フットバーム

Ｒクリーム

～ケア後の保湿や
マッサージに～

～乾燥した足の集中ケアに～
￥3,740・26-18

～乾燥して硬くなった足や
ひび割れたかかとのお手入れに～

<フットモイスチャークリーム>
天然植物保湿成分アルガンオ
イル配合！乾燥している皮膚
に潤いを与え、
柔らかく滑らか
に整えていきます。

<フットモイスチャークリーム>
尿素配合！乾燥して硬くなった皮膚を柔らかくし、潤い
を与えます。肌が持つ自然な働きをサポートし、本来の
機能を高め、弾力性のある滑らかな肌へ導きます。

100ml ￥2,530・17-71
500ml ￥7,150・50-05

<足用保湿クリーム＞
尿素(保湿成分)を配合。
乾燥して
硬くなった肌に潤いを与え、柔ら
かく整えます。
また、肌を健やかに
導きます。

100ml
500ml

100ml
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スキンリムーバージェル専用ローション

スキンリムーバージェル専用スパチュラ

￥3,080・21-56

￥2,750・19-25

￥550・4-40

＜角質軟化剤＞
ジェルタイプの角質軟化剤で、足の
厚くなった角質を素早く柔らかくし、
ケアをしやすくします。
使用上の注意：安全眼鏡と手
袋の着用をお勧めします。粘
膜との接触は避けてください。

＜足用ローション＞
角質ケアをした後の肌に適量を吹き付け、肌のphバラ
ンスを整えます。
さらに、保湿成分が
皮ふを柔らかくし、弾力ある肌に導き
ます。
使用上の注意：角質ケアをしていな
い肌には使用を控えてください。

スキンリムーバージェルを取り去る時に使用します。足
裏のカーブにフィットし、柔らかくなった古い角質を安
全に取り除ける特殊形状のスパチュラです。

￥3,300・24-75

ハイドロリピッドフットクリーム

使用方法：水分をよく拭
き取った清潔な足裏な
どに、
やさしくマッサージ
するようになじませます。

300ml

250ml

110ml

【スキンリムーバージェルの使用方法】

￥2,640・18-48

100ml

①足浴後、綿またはガーゼに十分な量のジェルを塗布し、 ②ポリエチレンなどのビニー ③専用のスパチュラーで柔
硬くなった角質部分に置きます。
ルで包み込み１０～１５分放 らかくなった角質を取り除き
置してください。その間に爪 ます。
まわりのケアを行います。
注）15 分以上の放置は注
意を払ってください。
※詳しい使用方法は、お問合せください。
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④専用ローションをスプレー
し肌を整えます。その後、ホ
ットタオルで拭き取るか、ぬ
るま湯で洗い流してください。
注）角質ケアをしてない肌に
はご使用を控えてください。

SNB スター ネイルズ ブルガリア
ベースコート

ダイヤモンドハードナー

￥2,200・15-40

￥2,420・16-94

＜ベースコート＞
自爪を保護し、
クリアで明るくさ
せます。
また、ネイルポリッシュ
の耐久力を高め、剥がれ落ちる
のを防ぎます。

＜ベースコート＞
薄くて弱い爪を強化し、爪が割
れたり破損するのを防ぎます。
配合しているダイヤモンドパウ
ダーが綺麗な光沢感を演出し
ます。

UVプロテクション

英国アロマセラピーカンパニー
商品は予告無しで変更になる場合があります。予めご了承ください。

クイックドライ
￥2,200・15-40

UVプロテクション

英国ソイル協会が認定した
贅沢なオーガニック商品！

＜トップコート＞
速乾性用トップコートです。
ネイ
ルカラーやB/S SPANGEの仕
上げにもお使いいただけます。
さ
らに耐水性に優れており、水に
対する抵抗からも保護します。

アロマセラピーカンパニー社（日本総
代理店株式会社アルバ）
は、2021
年7月から商品を1品ご購入いただく

収穫・精製・容器全てにこだわった英国ソイル

ごとに1本の木を植えることで、C O2

協会・英国アロマセラピートレードカウンセル

を削減する活動を行っております。

認定の贅沢なオーガニックアロマ商品です。

＊協力団体 EcologiAction

※順 次パッケージのリニューアルを予定しております。
予めご了承ください。
15ml

15ml

15ml

キューティクルリムーバージェル

Ａネイルソリューション

ネイルSFT

￥2,420・16-94

￥2,200・15-40

￥3,520・24-64

＜キューティクルリムーバー＞
キューティクルを優しくケアし
やすくします。甘皮から爪全体
に適量を塗布し、
プッシャーな
どで押し込むようにケアをして
ください。最後にコットンなどで
爪全体を拭き取るように取り除
きます。

＜爪用化粧水＞
ケア前の爪の塵を払い、
雑菌の繁殖
を防ぎます。
また、B/S SPANGE装
着前のケア
（油分除去）
としても使
用できます。

＜爪用化粧水＞
乾燥して硬くなった爪を柔らかくし
ケアをしやすくします。
また、爪を柔
らかくして食い込みを緩和すること
も出来ます。

110ml

15ml

うすめ液

ジャックタオル

￥1,078・7-54

￥2,640・18-48

＜除光液＞
ネイルポリッシュをすばやく、
きれ
いに落とす除光液です。爪が白くな
りにくいアセトンフリーです。

＜ネイル製品用薄め液＞
粘土が高くなり塗りにくくなったマニ
キュアを使いやすくするうすめ液で
す。ネイカラーやベースコート・トッ
プコートにも使用できます。

8個入り￥440・3-52
50個入り￥1,782・14-25
100個入り￥3,201・25-60
＜圧縮タオル＞
拭き取り専用のタオルです。
足用洗浄ローション等を含
ませてご使用ください。
材質：コットン10％、
ビスコール90％
大きさ：21cm×28cm

厳選したオーガニックアロマオイルを配合したボディースプレー。コンパクトで持ち運びしやすく、
香りを楽しみたい時、
リラックスしたい時にいつでも気軽にお使いいただけます。足の疲れやむくみにお
悩みの方、冷えや乾燥が気になる方にオススメです。 ※お顔以外の全身に使用できます。

￥8,679・73-77

NEW !

BeLoved

皮膚軟化作用、抗炎症作用、抗
酸化作用に優れています。
（サン
フラワー種子油）
キャリアオイル
として、
お好みの精油と混ぜても
ご使用いただけます。

￥2,640・22-44

￥2,640・22-44

女性ホルモンのバランスを整え
たい方にオススメです。華やか
なダマスクローズの香りと心地
よいネロリの花の芳香蒸留水
が安らぎと希望をあたえます。

疲れが溜まり血行を良くしたい
方にオススメです。朝のスター
ト、
お仕事中のリフレッシュ、就
寝前などリラックスしたい時に、
ボディミストとしてもお部屋の
エア ーリフレッシュとしてもお
使いいただけます。

100％
オーガニック

500ml

+

35ml

筋肉の疲れや緊張の緩和に

施術で活躍

リラックス

ラベンダー＆ティーツリー

￥5,060・43-01

￥4,928・41-88

寝つきが悪い方、
筋肉の
緊張や痛みを感じている
方にお勧めです。
（カモミ
ール、
フランキンセンス、
シ
ダーウッド、
ラベンダー）

肌に直接つけて良い万
能精油のブレンドです。
抗菌、殺菌に効果があり
ます。
（ラベンダー、ティ
ーツリー）

～おすすめシングル精油～
ローズマリー 10ml ￥3,080・27-72
オレンジ・スイート 10ml ￥3,080・27-72

10ml

ガーディアンAプロテクト

ミツバチが集めたハーブや樹木の新芽と、
自らの酵素成分を混ぜ合わせて作った天
然要素で、強力な殺菌作用があると言わ
れています。ハチミツやローヤルゼリーと
比べ、採取量はきわめて微量なため、非常
に貴重な成分です。

アルガンオイルとは・
・
・？

10ml

世界中で愛されている人気のハーブです。

アフリカのサハラ砂漠の北西、モロッコの

ラベンダーには、1 5 0 種 類 以 上の効 能が

南西部にしか生育しないアルガンツリー

認められています。特に心を落ち着かせる

の実の種子から抽出されるオイルです。

（リラックス）作用、抗 菌 作用に優れてい
ます。

収穫が厳しく制限されているうえ、伝統的
な製法では100ｋｇの実からわずか1リット
ルしか採れないという、希少なオイルです。
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～おすすめシングル精油～
￥4,180・37-62

ティーツリー 10ml ￥3,080・27-72

心の疲れにリラックス効果
クリアマインド

￥4,730・40-20

￥5,060・43-01

ペパーミント 10ml ￥3,080・27-72

爽やかでクリアな香りのローズ
マリーとフレッシュなレモンと
ラベンダーのアロマセラピーブ
レンド。デスクワーク、勉強、ス
ポーツなど集中したい時、
リフ
レッシュしたい時におすすめの
香りです。

グレープフルーツ 10ml ￥3,080・27-72

10ml

10ml

万能精油

ラベンダー 10ml

100％
オーガニック

ウイルス対策や花粉の
季節におすすめの爽やか
ですっきりとした香りです
(ラヴィンサラ油、
ヨーロ
ッパモミ油、
ラバンジン油
(ラベンダースーパー))
100％
オーガニック

ラベンダーとは・
・
・？

トランキュリティー

35ml

清潔感のある空間に

プロポリスとは・
・
・？

NEW !

ポンプ付

100％
オーガニック

50ml

110ml

シナジースプレー

サンフラワーオイル

50ml

ネイルリムーバー（アセトンフリー）

ベースオイル

～おすすめシングル精油～

100％
オーガニック

～おすすめシングル精油～
ゼラニウム 10ml

￥4,180・37-62

フランキンセンス 10ml ￥4,620・41-58

イギリスのクリニカルアロマセラピストが用途に合わせて作り上げたブレンド精油です。
イギリスの歯科やカイロ
プラクティックでも使用されています。
お好みの素材に混ぜてマッサージに使用したり、香りをお楽しみください

精油10mlで200滴使用できます
★カタログに掲載されていない商品も多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。
※輸入商材につき予告なしに容器が変更になる場合や入荷日数のかかる商品もございます。
※植物アレルギーなど肌に合わない場合がございます。
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ポマインダー
（木製芳香器）
￥858・7-29

Fuss Pedi

商品は予告無しで変更になる場合があります。予めご了承ください。

フスペディ フットクリーム

フスペディ マッサージオイル

NEW !

￥3,300・23-10

￥4,070・28-49

FussPedi（フスペディ）
足や爪を健康に美しく導くためのアイテムを提供する、国産のフットケア専門ブランド
です。
ヨーロッパの民間治療として使われている、エッセンシャルオイルをフスペディ独
自処方でブレンド配合。肌に潤いや柔軟性を与える天然植物保湿成分など、自然の
恵みを贅沢に配合した商品に仕上げています。
「 肌への効果」
・
「自然由来のハーブの
香り」
・
「使いやすさ」
を大切にした商品つくりを目指しています。

フスペディ ネイルプロテクションＳ

フスペディ ネイルオイル

￥3,080・21-56

￥2,860・20-02

＜爪用清浄液＞
フットケアには欠かせないスペシャルエッセ
ンスです。
爪や蒸れやすい趾間を清潔に保
ち、
ティーツリーオイルやユーカリなど、
10
種類以上のハーブエッセンスが爪を健やか
に導きます。

＜爪用美容オイル＞
爪に必要なビタミン類を豊富に含んだ爪用
美容オイルです。ホホバ種子油、
コムギ胚
芽油などの天然植物油とハーブエッセンス
が、乾燥して傷んだ爪に潤いを与え、爪と爪
回り、
指先を美しく健やかに導きます。

使用方法：
ローションをスポイトで吸い上げ、蒸れ
やすい足指の間、爪と皮膚の間、
キュー
ティクルなどに垂らすように塗布してく
ださい。

30ml

15ml

e

r

＜足用マッサージオイル＞
肌になじみが良く、
べたつきが少ない、
すっきりとした
使い心地のマッサージオイルです。6 種類の植物油
（ハイブリッドヒマワリ油、
マカデミア種子油、
ホホバ
種子油、オリーブ果実油、
ローズヒップ油、
スクワラ
ン）
をオリジナルブレンド配合。皮膚を滑らかに整え、
ハリやツヤを与えます。

＜足用保湿クリーム＞
肌を健やかに保つための 7 つのエキス
（アラントイン、
アルニカ花エキス、
ブッチャーブルーム根エキス、
イチ
ョウ葉エキス、
チャ葉エキス、
マロニエエキス、
ヒバマ
タエキス）
と、
肌を乾燥から守り柔らかく保つための 7
つの植物油
（月見草油、
ヒマワリ種子油、
マカデミア種
子油、植物由来スクワラン、
ホホバ種子油、
オリーブ
果実油、
ローズヒップ油）
を贅沢に配合。乾燥した皮
膚に潤いを与え、
肌を健やかに保ちます。

使用方法：
適量を手に取り、
脚全体と足先によく伸ばしながら
マッサージしてください。
脚だけでなく、
顔や粘膜以
外の全身のマッサージにもご利用いただけます。
使
用後はそのままでも構いませんが、
ホットタオルで拭
き取るとさっぱりとした仕上がりになります。

使用方法：
適量を手に取り、
足裏などをマッサージしながら、
肌
にすり込むようになじませてください。

100g

使用方法：
オイルをスポイトで吸い上げ、
爪に数滴垂
らすように塗布し、
全体に馴染ませてご使
用ください。

h

NEW !

フスペディ スクラブピーリング

250ml

フスペディ フットバス

NEW !

NEW !

￥5,500・38-50

￥3,630・25-41

＜足用角質ケア剤＞
足裏やひざ、
ひじの角質ケアにお使いいただけます。水分をたっぷり含んだジェルクリ
ームが角質層に潤いを与えながら、
海塩により古い余分な角質をしっかり除去します。
スクワランオイル、
マカデミア種子油、
ホホバ種子油、
オリーブ果実油、
ローズヒップ油
が肌にエモリエント効果を与え、
滑らかに整えます。

＜足浴剤 リキッドタイプ＞
泡立ちを抑えた、肌に優しいアミノ酸系の足浴剤で
す。
足を健やかに保つための 7 種類の植物エキス
（ア
ルニカ花エキス、
イチョウ葉エキス、
ヒバマタエキスな
ど）配合。足を優しく清潔に洗い上げ、
ハーブエッセン
スの爽やかな香りで心身ともにリラックス効果を高め
ます。

使用方法：
片足でサクランボ大を目安に、
乾いた足へ
ご使用ください。
足の硬くなった部分に軽
く擦るようにお使いいただき、
ご使用後は
ホットタオル等で拭き取るか、
洗い流して
ください。
本品をご使用後にフットクリー
ムなどを塗ると、
より効果的です。

b

使用方法：
人肌に温めたお湯 3~4L に、
キャップ 1～2 杯を溶
かしてご使用ください。
足を浸した後、
水気を拭き取
ります。

200g

250ml

ラベンダー/Lavender

ティーツリー/Tee tree

世界中で愛されており、
アロマテラピー

ストレスや外から悪 影 響を与えてくる

の原点と言っても過言ではないハーブ

物 質に対し、強い味 方になってくれる
ハーブです。

ベルガモット/Bergamot

の一種です。心地よいリラックス効果が

￥3,300・23-10

￥オープン価格・140-80

＜角質軟化剤＞
足爪のキューティクルや足裏、足指などの硬くなった
皮膚を素早く柔らかくします。
ハーブの香りがさわや
かな、
肌なじみの良いローションタイプです。

母趾～5趾まで使用できるニッパーです。
刃の厚さを薄くすることにより、切れ味・視
認性をよくし、
爪の細部にも適しています。

化粧品原料としても有用と言われるパ

ない重要な役目を担ったエッセンス。

チュリ。
またリラックスやリフレッシュ効

フスペディは、
フロクマリンフリー
（光毒

果も期待できます。

性成分カット）
タイプを使用しています。

ユーカリ/Eucalyptus

薄荷/Hakka

ハーブの中でも、非常に抗菌性が高く

メントールを多く含むハーブ。強い清

有用として知られています。清潔感があ

涼 感が心身ともにリフレッシュへと導

る香りが特徴的です。

きます。
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爪用ニッパー

NEW !

あり、
人々の心や身体を癒してきました。

パチュリ/Patchouli

アロマテラピーでは省略することができ

フスペディ スキンソフトナー －サロン向け－

使用方法：
乾燥して硬くなった足裏、
足指などの角質に適量を
プッシュして馴染ませます。
ケア後はホットタオル等
で拭き取ってください。
頑固な角質の場合は、
本品
をコットンにたっぷりと染み込ませてパックを施し、
数分置いてケアすると効果的です。

コーナーやすりスリム
￥オープン価格・56-10
軽度な巻き爪や爪の角だけを素早く確実に削ることができます。
ヤスリ面を細かく精密に改良する事で、
研磨性を高めました。

250ml
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NEW !

NEW !

スペシャルネイルケア商品

ご注文・ご発送システムについて

商品は予告無しで変更になる場合があります。予めご了承ください。

注目商品！！
自爪育成アイテム

商品オーダー注文書記入について
◎ ご注文はFAX・メールにて受け付けております。
（メールアドレス：foot-pro@jcom.home.ne.jp）
◎ ご注文頂いた商品に欠品があった場合は、こちらから連絡致します。
◎ 商品の中には、入荷日数のかかる商品もございますので予めご了承ください。
（入荷日数がかかる場合はこちらからご連絡致します。）

スピルラリン

◎ 配達日時の指定がある場合、注文用紙に必ずご記入ください。

ネイルセラム

（ご記入のない場合、指定なしでのお届けとなりますのでご了承ください。）
◎ ご注文頂いた商品に関しましては、破損の場合を除き返品・交換はお受けしておりませんのでご了承ください。

〈爪用美容液〉

※万が一、破損や不良品があった場合にはお手数をお掛け致しますが商品到着時にご連絡ください。

￥4,180・31-35

＜メールフォームはこちら＞

受付時間

特許を取得した独自の抽出方法により採取された微細藻類 活性

◎ 火曜日〜土曜日の午後3時までに頂いたご注文分は当日発送致します。

エキス スピラリン®が、痛んだ爪をケアし、再生を助けるドイツ

午後3時以降の受付の場合翌営業日発送となりますのでご了承ください。(定休日：日曜日・月曜日・祝日）

製の爪用美容液です。
天然植物保湿成分（スピルリナプラテンシスエキス、ホホバオイ

◎ 毎月末日(日・月・祝日の場合は前営業日）は、弊社棚卸業務の為、12時をもちまして発送業務を終了致します。

ル、カンゾウ根エキス）配合。爪に潤いを与え、乾燥によるトラ

お届け方法

ブルから爪を保護します。

◎ ヤマト運輸にてお届け致します。
◎ 配達日数につきましては、概ね翌日にはお届け可能ですが、北海道、四国、中国、九州、沖縄・離島に関しましては２〜３日後のお届けとなりま
す。また、その他の地域でも自然災害や交通事情などにより所定のお届け日にお届け出来ない場合がございますので予めご了承ください。
◎ 午 前中・１４〜１６時・１６〜１８時・１８〜２０時・19〜２１時のいずれかで時間指定可能ですが、地域により時間指定があってもご希望に添え
使用方法 :
朝晩一日2回、手の甲に1滴垂らし、10 本の指先すべてに液
体が残らなくなるまでよくすり込んでください。かなり薄付きに
なりますが、トラブルのない指先や爪にも塗布してください。
※厚塗りするとスピラリン®の効果を最大限に引き出せなくな

ない場合がございますので、予めご了承ください。

お支払い方法
◎ お支払い方法は商品到着時の代金引換（現金のみ）とさせて頂いております。
ご注文商品の合計金額 ＋ 送料 ＋ 代引き手数料 がお支払い合計になります。
◎ ご注文金額が¥11,000（税込）を超える場合、送料は無料になります。

ります。
保管方法 :
30℃以下の冷暗所で保管してください。
（※冷蔵庫での保管
はご遠慮ください。
）

＜送

料＞

北海道
北海道

北東北
青森県
秋田県
岩手県

南東北
宮城県
山形県
福島県

関 東
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
神奈川県
東京都
山梨県

信 越
新潟県
長野県

中 部
静岡県
愛知県
三重県
岐阜県

北 陸
富山県
石川県
福井県

関 西
大阪府
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
兵庫県

中 国
岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県

四 国
香川県
徳島県
愛媛県
高知県

九 州
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県

1,034

924

924

924

924

924

1,034

1,144

1,144

1,364

注意 :
塗布後、上から油性のもの（ネイルクリームやオイル）を重

10ml

ねないようにしてください。
目に入らないようにご注意ください。

1,364

※離島は沖縄の料金に含まれます。

スピラリン ® とは
優れた抗酸化作用や抗ウイルス効果で注目を浴びている微細藻類 “スピルリナ”
系統の一つ、“スピルリナ・プラテンシス” から抽出した活性エキスです。スピラリ
ン® に含まれる特殊な多糖類が、ヒトの皮膚細胞でのコラーゲン生成を容量依存
的に最大 36％増加させることが実験により証明されています。スピルラリン ネイル

＜代引き手数料＞代引き手数料は、ご注文商品の合計金額+送料の合計金額に応じて下記の通りご負担頂きます。
１万円まで・
・
・３30円

３０万円まで・
・
・１,10０円

３万円まで・
・
・４40円

５０万円まで・
・
・２,20０円

１０万円まで・
・
・６60円

１００万円まで・
・
・３,30０円

セラムには、このスピラリン ® が豊富に含まれています。

足と靴の研究所
TEL：03-3847-3008 FAX：03 - 3847 - 3901
定休日：日・月・祝日
21

22

沖 縄
沖縄県
※離島

1,364

足と靴の研究所メンバー
無料登録について

注文用紙

足と靴の研究所プロ専門ショップメンバー無料登録について

ご注文の際はこの用紙をコピーしてご利用ください。記入の際は読み取れるよう、濃く、はっきりとご記入ください。

年

特

日

典・商品をメンバー価格にてご購入いただけます
・フットケアに関するセミナーにご参加いただけます

登録番号

フリガナ

氏

月

名

・商品のお得な情報・お知らせが定期的に届きます

更新ナンバー

対 象 者 フットセラピスト ネイリスト 医療従事者
エステティシャン

サロン名
お届け先ご住所

〒

希望納期日
時間指定

柔道整復師

介護福祉士



その他、足や靴に携わるお仕事をしている方

（該当されない方は一般価格での購入となります）

–

お届け先 TEL

店舗販売業

鍼灸師

必要書類
（

月
□午前中
□指定なし

欠品等の
ご連絡先

）
日着希望
□14〜16 時

（

検定試験合格通知、修了証、名刺、資格書、ディプロマ

いずれか一点

ご登録でご不明な点などございましたら、お問合せください（ＴＥＬ：03－3847－3008）

）

＜メンバー登録はこちら＞

（希望のない場合は指定なしで発送致します。
）
□16〜18 時

□18〜20 時

□19〜21 時

マシン修理・ニッパー刃研ぎについて

※時間指定がある場合、
指定がない場合とで送料が異なりますので料金表をご参照ください。

■ ヤマト運輸の現金代引きにて発送致します。

■ 毎月末日(日・月・祝日の場合は前営業日)は弊社棚卸業務の為 12 時をもちまして発送業務を終了致します。
ご注文商品
ので予めご了承ください。

数量

金額

弊社でご購入いただいたマシンの修理、ニッパーの刃研ぎを承っております。
キリトリ線

■ 当日発送の受付は午後 3 時までとなっております。 それ以降の受付の場合は翌営業日の発送となります。

手順につきましては下記をご確認ください。

（

マ シ ン ：ＵＲＡＷＡ Ｇ３、Ｇ５
ニッパー：ストレートニッパー、コーナーニッパー、爪用ニッパーが対象です。

マシン修理／ニッパー刃研ぎ………
依頼書のダウンロードはこちら

）

足と靴の研究所に依頼書を送付

▼
お客様よりマシン・ニッパーをメーカーへ発送

▼
足と靴の研究所より見積り金額をご連絡

▼

＜マシン＞

見積り金額ご了承後修理開始

▼
ご注文商品の税込金額が 11,000 円以上で送料無料

修理完了後 メーカーよりマシン・ニッパーを発送

送料

※ ご注文商品の代金＋送料＋代引き手数料＝お支払い金額となります

合計

足と靴の研究所
定休日：日・月・祝日
TEL：03-3847-3008

FAX： 03 - 3847 - 3901
23

足と靴の研究所よりご請求

＜ニッパー＞

代引き手数料

集塵機の修理………………………… メーカーへ直接お問い合わせください。
エアーシステムジャパン株式会社

TEL:0276-76-2887

その他ご不明点がございます場合は、お気軽にお問い合わせください。
（ TEL:03-3847-3008）
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フット＆ネイルケアサロン

Reina

1F 健康靴ショップ
フットケア

足のトラブルの主な原因は、誤った靴選びや

足首下ライトケア............................................................. <約40分> ¥6,050

誤った靴の履き方によって引き起こされます。
1F のショップでは、お客様に今の足の状態を知って頂き
トラブルに合わせた足と靴のアドバイスを行っております。
また、オーダーの足底板（インソール）作成や健康靴へ補正をし
お客様の足のトラブルの改善、予防に努めています。
無料

足の相談

※ご予約の方を
優先させて頂いております

お問い合わせ：03-3847-3007

〜トラブルが少ない方へ〜
足浴・整爪・キューティクルケア・足首から足裏までのスクラブピーリング・
マッサージ

足首下スタンダードケア............................................... <約60分> ¥7,150

▲

▲

整爪（爪の長さを整えます）....................................................................... ¥1,650

健康靴の紹介
パザパ

R

カラーリング（単色）........... ¥2,200
パラフィンパック................. ¥2,750

※デザインにより別途料金がかかるもの
もございます
※ハンドケアオプションは
「ハンドケア」施
術とのセットにて受け付けております

〜トラブルが多い方へ〜
足浴・整爪・キューティクルケア&パック・爪まわ
りの角質ケア・
トラブルケア
（魚の目・タコ・角質
肥厚等）
・スクラブピーリング・パック・マッサージ
など足の状態に合わせてケアを行います

足指先ケア ペディキュア前のお手入れに

仕上がり・フィッティング・お渡し

ハンドケア オプション

足首下スペシャルケア
.........................................<約90分> ¥8,800

指先ライトケア.................................................................. <約20分> ¥2,750

補正・加工

ハンドスペシャルケア（ひじから指先まで)..................... <約60分> ¥6,050
ファイリング・バッフィング・キューティクルケア・キューティクルオイル・爪まわりの
角質ケア・スクラブピーリング・パック・マッサージ・ベースコート

〜トラブルが気になる方へ〜
足浴・整爪・キューティクルケア・爪まわりの角質
ケア・
トラブルケア
（魚の目・タコ・角質肥厚等）
・
スクラブピーリング・マッサージ

※B/S SPANGEケアとのセットで半額
（¥825）
になります

足型採取・カウンセリング

ハンドスタンダードケア（手首から指先まで）................ <約50分> ¥4,950
ファイリング・バッフィング・キューティクルケア・キューティクルオイル・爪まわりの
角質ケア・スクラブピーリング・マッサージ・ベースコート

整爪・バッフィング・キューティクルケア

指先スタンダードケア.................................................... <約30分> ¥3,850
整爪・バッフィング・キューティクルケア&パック・爪まわりの角質ケア

B/S SPANGE
1本装着.......................................................................................................... ¥4,950
ドイツで開発されたB/S SPANGE

特殊なプラスチック板
（SPANGE板）
を爪の表面に貼り、SPANGE板の力で
無理なく自然な形に整えていきます。SPANGE板は半透明なので見た目もあ
まり目立ちません。そのままペディキュアを塗ることもできます。

・リペア（板の補強・爪まわりのケア）..................................................... ¥2,200
・BS板取り外し・爪まわりのケア......................................................... ¥2,200

ひざ下トリートメント ひざから足裏までのトリートメント

当サロンでは、陥入爪の原因となる爪の切り方や長さなどのお手入れ方法や、
靴選びについてもカウンセリング
（無料）
にてアドバイスを行っております。詳細
はお電話にてお問い合わせください。

ひざ下ライトトリートメント.......................................... <約30分> ¥3,850

足と靴の研究所内 3F

〜足首下フットケアとのセットで¥1,100 OFFになります〜

足浴・ひざ下のスクラブピーリング・ひざから足裏までのオイルマッサージ

レジェロ

ドイツ整形外科靴の知識と経験を取

足を入れた瞬間から快適さを

り入れ、日本人の足型に合わ

感じられるオーストリアのコ

足浴・ひざ下のスクラブピーリング・マッサージ・パック・ひざから足裏までのオイ
ルマッサージ

せて開発された純国産の健康

ンフォートブランド。軽量で、

ひざ下スペシャルトリートメント..................................<約50分>¥6,050

靴。シンプルだからこそ合わ

かえりの良いソールと吸い付

せやすく、幅広い年代の方か

くようなフィット感。防水素材

ら人気があります。

GORE-TEX で天候に左右
されずお履き頂けるのも
魅力です。

ケンプランター

フィオリ

メフィスト

日本人の足型デー

ドイツ の 健 康

本 格 的な品 質と

タ を も と に 設 計 さ れ た 健 康 靴。

靴メーカーのサンダル。外履きは

快適な履き心地が世界中の多くの国で親し

爪先は趾を充分動かせるスペー

もちろん、室内履きとしてもご利用

まれている、フラ

スをとりながら踵をしっかり保

いただけます。

ンス の メーカー。

持するよう工夫されており、安

デザインの良さに

定感のある優しい履き心地です。

も定評があります。

フット & ネイルケアサロン レイナ

ひざ下スタンダードトリートメント............................ <約40分> ¥4,950

◆◆フットケアご予約方法◆◆
完全予約制となっておりますのでお電話にてお問い合わせください。
キャンセル料などは頂いておりませんが、当日キャンセルについて
は、
やむを得ない事情でない限りお断りしております。
ご予約変更の
場合は、
お早目にご連絡をお願いします。
また、
ご予約時間からご連絡なく15分以上経過した場合、
キャンセ
ルもしくは他のメニューへ変更させていただく場合がありますので、
ご
了承ください。

足浴・ひざ下スタンダードトリートメントに背面
（ふくらはぎ）
のマッサージをプラス
したとても贅沢なコース。脚のむくみや疲れをリフレッシュします!!

フットケア オプション
カラーリング（単色）.................................................................................. ¥1,650
パラフィンパック........................................................................................ ¥2,750

TEL:03-3847-3008
営業時間:10:00〜19:00
定休日:日・月・祝日
ホームページ:http://www.ashi-kutsu-soudan.co.jp

フット&ハンドケアオプション

※健康状態によっては、担当医師からの承諾書及びご本人様の同意
書のご提出をお願いする場合があります。
また当日の爪や足の状態
によって施術をお断りすることもございますので予めご了承ください。

※デザインにより別途料金がかかるものもございます
※フットケアオプションは
「フットケア」
または
「足指先ケア」施術とのセットにて
受け付けております

爪の補強（2枚爪や亀裂などを補強）.................................... 1本 ¥1,100〜
※爪の状態によって料金及び時間は異なります

かけ爪ケア（部分的に爪を形成）................................................. 1本 ¥3,300

※フット&ハンドケアオプションは
「フットケア」
か「足指先ケア」
または
「ハンドケ
ア」施術とのセットにて受け付けております

ハンドケア
整爪（爪の長さを整えます）..................................................................... ¥1,650
ハンドライトケア（爪周りのケア）............................... <約30分> ¥2,750
ファイリング・バッフィングまたはベースコート・キューティクルケア・キューティク
ルオイル
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足と靴の研究所
セミナーの日程は、
ホームページをご覧ください

足と靴の研究所

検索

www.ashi-kutsu-soudan.co.jp

〒 111- 0034 東京都台東区雷門 2-20-3
TEL. 03-3847-3008 FAX. 03-3847-3901
営業時間：10：00 〜 19：00 定休日 : 日・月・祝祭日

Access Information
① 東武スカイツリーライン ・ 浅草駅 正面出口徒歩 2 分
② 東京メトロ銀座線 ・ 浅草駅 4 番出口徒歩 1 分
③ 東京メトロ銀座線 ・ 浅草駅 1 番出口徒歩 3 分
（エレベーターで地上に上がれます）
④ 都営浅草線 ・ 浅草駅 A-3 出口徒歩 1 分
⑤ 都営浅草線 ・ 浅草駅 A2-b 出口徒歩 2 分
（エレベーターで地上に上がれます）
本カタログに掲載されている商品は、すべて税込み価格です（￥0,000・00-00は上代・サロン価）
SNB・英国アロマセラピーカンパニー商品は、別途メンバー価格を設けておりますのでメンバー価格表をご参照ください

