
追加価格

\540 (500)

\1,620 (1,500)

\540 (500)

\2,700 (2,500)

\3,240 (3,000)

\756 (700)～

\1,620 (1,500)

Mersea&Co. 池袋　tel. 03 5927 1713
豊島区西池袋1-14-7INビル7F / mail. ikebukuro@merseaco.jp / Weekday.11:00 - 20:00  Weekend.10:00 - 19:00

Mersea&Co. 錦糸町　tel. 03 6659 2422
墨田区江東橋4-29-16プラザ錦糸町ビル8S / mail. kinshicho@merseaco.jp / Weekday.11:00 - 21:00  Sat.10:00 - 20:00  Sun.10:00 - 19:00 

\16,200 (15,000)

\18,360 (17,000)

\17,280 (16,000)

\19,440 (18,000)

220束

240束

ボリュームラッシュ(VL)
及び *MIIXメニュー

*本数の振分は担当者とご相談ください。

\9,990 (9,250)

\10,800 (10,000)

\11,880 (11,000)

\12,960 (12,000)

\15,120 (14,000)

税込み（税抜き）

Mersea&Co. 五反田・池袋・錦糸町　新価格表 改正版（2019/4/1施行）

\16,200 (15,000)

初回 \2,700 (2,500)

2回目以降 \3,240 (3,000)

ご来店４回目以降の方

\4,320 (4,000) *1

\5,940 (5,500) *1

\8,100 (7,500)

\8,910 (8,250)

\8,910 (8,250)

\9,720 (9,000)

\10,800 (10,000)

\11,880 (11,000)

\14,040 (13,000)

\3,780 (3500) *1

\5,940 (5,500)

\6,480 (6,000)

\7,020 (6,500)

\7,560 (7,000)

\8,100 (7,500)

\9,180 (8,500)

\10,260 (9,500)

\12,960 (12,000)

\15,660 (14,500)

\4,320 (4,000) *1

\6,480 (6,000)

\7,020 (6,500)

\7,560 (7,000)

\8,100 (7,500)

\8,640 (8,000)

\9,720 (9,000)

\10,800 (10,000)

\13,500 (12,500)\12,420 (11,500)

ご来店２回目以降 同右

\7,020 (6,500)

\7,830 (7,250)

200束

30束目安 リペア放題

50束目安 リペア放題

80束

100束

120束

140束

160束

180束

\7,020 (6,500)

\7,560 (7,000)

\8,640 (8,000)

\9,720 (9,000)

\15,120 (14,000)

初回 \2,700 (2,500)

2回目以降 \3,240 (3,000)

ご新規～ご来店３回目までの方

200本

～240本

～280本

40本前後 付け放題

束数（3～4本/1束）

女性限定
\4,320 (4,000)

*初回のみ／五反田のみ
\5,400 (5,000)
*2回目以降

ご新規～ご来店３回目までの方 ご来店４回目以降の方

ご来店２回目以降 同右

\4,860 (4,500)

\5,400 (5,000)

\5,940 (5,500)

\6,480 (6,000)

\7,020 (6,500)

\8,100 (7,500)

\9,180 (8,500)

\11,880 (11,000)

\14,580 (13,500)

ご来店２回目以降 同右

\5,400 (5,000)

\5,940 (5,500)

\6,480 (6,000)

VL カラーエクステ
両目 60束まで

\1,080 (1,000) ご紹介

VL カラーエクステ
両目 61束以上

\1,620 (1,500) 口コミ投稿 ホットペッパービューティーネット予約の方限定 次回 \300 OFF

ご紹介者様 ・ ご新規様共　\1,000 OFF
* Mersea&Co.全店共通 ご紹介カードをご利用ください。

アイブロウ
*五反田／池袋のみ

SL/DL カラーエクステ
両目 61本以上

\1,080 (1,000) 次回予約 ②

VL カラーエクステ
両目 30束まで

アイシャンプー

育毛トリートメント

アップワード \1,620 (1,500)
*2.特典サービス併用時の割引順は、次回予約特典を最後とさせていただきます。

*1.基本メニューCL/DL/VL予約時間30分とVL予約時間60分の各メニューは、前回来店から3週間（21日）以
内の再来店の方限定メニューとなります。以降は各＋\540 (500)とさせていただきます。

ご確認・ご注意事項

指名料
【キャンセルについて】
①キャンセルは前日までにお願い致します。当日キャンセルが2回続きますと、次回ご来店時にキャンセル
料 \1,080 (1,000)頂戴いたします。
②ご予約時間を過ぎてのキャンセルならびに無断キャンセルは、次回ご来店時にキャンセル料 \1,080
(1,000)頂戴いたします。
予めご了承の上、ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。

付替えオフ

当店付けオフのみ

他店付けオフのみ

* ご来店が予約時間を過ぎますと次のご予約様の都合上、ご希望の本（束）数に達しないことがございます。
予めご了承くださいませ。

*3.指名料は、次回予約特典②における施術料金の割引き対象外となります。

代表指名料

品川区西五反田1-30-6モリカワビル2F / mail. gotanda@merseaco.jp / Allday 11:00 - 20:00

Mersea&Co. 五反田　tel. 03 6885 7671

\540 (500) メンバーズカード

オプションメニュー お得な特典サービス（併用可 *2）

SL/DL カラーエクステ
両目 60本まで

\540 (500) 次回予約 ①
ご来店４回目以降の方限定　次回施術料金 ５％ OFF

*3 日時変更があった際は適応除外となります。

10回ご来店毎に次回 \500 OFF
*お渡しのメンバーズカードをお持ちください。

ご来店４回目以降＋指名予約の方限定　次回施術料金 １０％ OFF
*3 日時変更があった際は適応除外となります。

基本メニュー

下まつ毛

基本メニュー 本数

50本目安 リペア放題

80本

100本

120本

ダメージレスラッシュ(DL)

カシミアセーブルラッシュ(SL)
140本

160本

180本

200本

～240本

～280本

50本目安 リペア放題

80本

100本

120本

140本

160本

180本


