メイク用品、サプリメントなどが充実。SNS 等で話題のアイテ

サロン専売品のシートマスクは１枚ず
つ購入可能。
アルガンオイルや、
「塗る
ボトックス」と言われる成分を配合し
たものなどが揃う。
１枚330円〜

Yunth 生ビタミンC美白美容液（28包）3960円。
〝使 用期限30秒
の生美容液〟で、
有効成分の生ビタミンC
（アスコルビン酸）
がフレッ
シュな状態で肌に浸透。
メラニンを抑えてシミ・そばかすを防ぐ

う︒ヘアケアは︑エイトザタ

営業時間／10：00〜21：00
☎011-200-9360
https://ainz-tulpe.jp

潤いが奪われた肌や髪の

︵ユ ン ス︶の 生 ビ タ ミ ン C 美

ラソユーから新登場のヘア

アインズ＆トルペ

ケアを忘れずに︒Yunth

白美容液は︑１回分ずつパッ

オイルがおすすめ︒保湿成分

ドラッグ＆コスメ

B 1F

C B D︵カ ン ナ ビ ジ オ ー ル︶

ufvバスパウダー（300g）
3740円。
超・微振動
（ufv）
加工されたパウダーが毛
穴の汚れを落とし透明感
のある肌へ導く。殺菌効
果もあり、お風呂掃除は
簡単でOKなのが楽

層式で重くならずに髪が潤

次ページ
からも
どんど
ん紹介

１本で引き締め・ハリ弾
力ケア・マッサージ・ス
トレッチの４役をこな
す、エステプロ・ラボ フ
ォースカッタークリーム
（230g）8800円。塗る
だけで痩身ケアが叶う

う︒ボディは︑角質層の構造

るのでお得。

に似た独自のラメラ構造処

新のサロンコスメが 200 種以上揃う。９のつく日は 20％オフにな

方が特徴的なスキンコット

のセレクトショップ。おうちでのスペシャルケアに取り入れたい最

ンのクリームで潤いをプラ

美容師やエステティシャンなど美のプロが認めたサロン専売品

スして︒

サロン品質の効果が実感できる
簡単＆手軽なスペシャルケア

クすることでビタミンCが

営業時間／10：00〜20：00 ☎011-206-8166
https://asari-beauty-produce.com/

酸化せず角質層まで浸透︒美

CuCuLa Beauty Place

ククラ

配合のオイルと美容液の２

サロン化粧品専門店

白とシミ対策がダブルで叶

人気シ
ョップを
どんど
ん紹介

CARBOXY炭酸パックセット（５回分）8800
円。
13種の美容成分配合のジェルを付属のブ
ラシで顔〜デコルテまで塗布し、専用のシー
トマスクを上からのせると高濃度の炭酸ガス
が発生。
血行を促進して肌質を改善する

2F

“

”

ムも豊富に揃い、
〝 大人のキレイのモト〟がいち早く手に入る。

スキンコットン 濃厚リペ
アボディクリーム
（200g）
1590円は、
３種のヒアル
ロン酸やセラミドなど角
質層まで届く美容成分を
贅沢に配合。
さらっとして
伸びも良い

話題の
アイテムが
いっぱい！

﹁ル
・トロワ﹂で美と暮らしに磨きをかけて
実りの秋 を 迎 え よ う

「美と健康をテーマにしたドラッグストア」
として、
スキンケアから

季節は︑キラキラした夏から落ち着いた秋へ︒少しずつ日常が戻りつつあることを実感するけれど︑油断は禁物︒

話題の新感覚コスメで
肌と髪に潤いをチャージ

１年の後半戦を充実させるために︑
準備万端ととのえたい︒

肌やボディの悩みを簡単

にリカバーできるアイテム

が入荷︒注目のＣＡＲＢＯＸ

Ｙ
︵カ ー ボ キ シ ー︶炭 酸 パ ッ

クは︑特殊なジェルとマスク

で高濃度の炭酸ガスを発生

させ︑針を使わず皮下に注入

するという新感覚のCO2

トリートメント︒血行を促進

し肌のターンオーバーを促

す︒そのほか︑塗るだけで４

つの悩みにアプローチする

ボ デ ィ ク リ ー ム や︑
〝浸 か る

全 身 美 容 液〟の よ う な 入 浴

剤など︑手間と時間をかけず

とも高い効果が期待できる

のがうれしい︒

顔から首、デコルテまですっ
ぽり覆うCO2パウダー入り専
用シートマスクが付属し、顔
だけでなく気になる首のたる
みもリフトアップ！

エイトザタラソユーハイブリ
ッドオイルミスト（100ml）
1650円。美容液とオイルを
バランスよくブレンドし、ヘ
アオイルより軽くミストより
もしっとりまとまる

ファッション・ランジェリー・コスメ

ペットショップ

4F

3F

ワンダードック デリ

Hajouter belle perchée

アジュテ・ベル・ペルシェ

ワンちゃんの安心を考えたカートで秋のお散歩を楽しく

植物の力で、肌だけでなく髪にもいたわりを

ドッグカートでのお散歩が楽しくなる
「天使のカート」
は、
フレームに着せ替えでき

フィトテラピー
（植物療法学）
に基づいたコスメブランドWaphyto（ワフィ

るバッグやパーツが豊富に揃い、
自分好みにカスタムできると飼い主さんから人

ト）
には、髪と頭皮を植物の力でケアするアイテムが豊富に揃う。スキャル

気。なにより振動が少ない設計でワンちゃんが安心でき、
バッグはセパレートして

プ&ヘアオイルは頭皮マッサージやシャンプー前のブースターとしても使え、

そのまま車に乗せられるのでいつでも快適。ネコちゃんには水道水のカルシウム

ストレスや加齢による抜け毛に効果的と好評。飲んでケアするインナーリ

などを濾過するフィルター付きの給水器を。清潔な水で健康を維持してあげて。

キッドをプラスして、つややかな髪と肌&心のうるおいもキープを。

営業時間／10：00〜20：00
☎011-211-1119
http://www.wonder-dog.com/

営業時間／10：00〜20：00
☎011-218-6356
http://www.en-inc.jp/

猫用給水器
「GEXピュアクリスタル グラッ
シー」
（1.5リットル）5368円は、流れる・た
まる・こぼれ落ちるの３通りの水流で、
ネコ
ちゃんの興味をかき立てて飲水量アップ

親子で可愛くポーズを決めて。
片方ずつ目を大きくしたりまつ毛を足し
たり、
バーで簡単に細かく調整できる。
１回500円
（今回は
『ルートミー』
で8枚撮影のうちお気に入りの1枚を大きく印刷したよ!）
ガールズミニョン

「girls mignon」札幌ル・トロワ店

4F

最新のプリ機で自分史上最高に 可愛く盛る 体験を
今年３月のオープン以来、
若い世代だけでなくファミリー層にも人気
のプリントシール機
（プリ機）
専門店。新機種をはじめ札幌で最多の

毎日を輝かせる
秋色のステキがいっぱい
自分に似合うアイテムを
手に入れたい

充実のWaphytoのヘアケアアイテム。
（左）
新発売のスキャルプ&ヘアオイル
（40ml）
4950円、
（右）
体の中から悩みにアプローチするインナーリキッド
〈全３種〉
（30g・
約30回分）
5940円

９種類のプリ機が13台揃う。最新機種「ルートミー」
は、丸く大きな
瞳や白い肌に調整し、
とびきり可愛く仕上がる“2.5次元盛れ”が特
徴。撮影後のレタッチで細かく顔パーツを整えれば、
さらに理想の盛
れ感に。お買い物のついでに、親子で可愛く思い出を残してみては。
＊撮影できる枚数、撮影した中から選んでダウンロードやプリントできる枚数は
機種や設定により異なります

営業時間／10：00〜20：00
☎080-2451-3770
https://www.puri.furyu.jp/mignon/
秋はワンちゃんとのお散歩に絶好の
シーズン。
お気に入りのアイテムで一
緒に楽しみたい

2F

LA・JOLLA HALE

ラ・ホヤ ハレ

秋の夜空をイメージさせる特別なストーンジュエリー
夜空に広がる天体からインスピレーションを受け、色鮮やかな天然石を
惑星に見立てデザインした「Gemstone Planetarium（ジェムストーン
プラネタリウム）」
シリーズから、
ル・
トロワオープン７周年を記念して限定

フェイスラインにフィットするデザインで、
血色良く見えると人
気のWEB限定商品が店頭に。チークカラーマスク（全２色・
30枚入・サイズ17.5×8.5cm）
858円

デザインのブレスレットが登場。
また、生まれ月の宝石を身につけると加

シャンアンジェ 天 使 のカート55407円
は、フレームが１台あればバッグの着せ替
えが楽しめる。そのうえ軽量でコンパクト
に折り畳めるなど使い勝手も◎

護があると言われている誕生石を取り入れたストーンジュエリーなど、
自
分だけの特別を見つけてみて。
営業時間／10：00〜20：00
☎011-600-1610
https://la-jollahale.com/

メガネ・補聴器

次ページでは
秋にオススメの
スポットをピックアップ！

3F

セラピーストーン

看護師向け専門用品

2F

inﬁrmière

アンファミエ

履くだけで美脚が叶うメディカル圧着ハイソックス
立ち仕事が多い看護師愛用の医療用着圧ハイソックスは、
ほど
よい締め付けでむくみを軽減。段階式の着圧と引き締め成分配
合で履きながらスリムダウンできる。弱圧〜最強圧まで揃い好み

メガネサロンルック

の強さを選べるのも◎。
まだ手放せないマスクはよりリーズナブ
ルに。
９月中は
「セーフマスクプレミア
（50枚入）
」
を２箱購入でク

大人女性の魅力を引き出す秋色のシックなフレーム

ジ引きを実施中。アタリでもう１箱もらえるこの機会にぜひ！

道内の店舗の中でもル・
トロワ店はレディースのフレームのセレクトが充実。カ
ジュアルからハイブランドまで取り揃える。秋のファッションに映えそうなのが、

営業時間／10：00〜20：00
☎011-211-1233
http://www.lemoir.com/top/nurseTop.jsp

フランスのブランドChloé（クロエ）
のアイウェア。
リラックス感とモダンな美しさ
を兼ね備えたデザインは大人女性にこそ似合うはず。一見、大胆に感じるレッ
ドのフレームも、
かけると中間的な色合いが肌になじんでシックに決まる。
営業時間／10：00〜20：00 ☎011-211-1769
https://www.lookgroup.co.jp/

コンタクトレンズ

3F

クロエのメガネフレーム
（レンズ込み）
27500円。
絶妙なレッドの発色やテンプルのワンポイントな
ど、
大人女性こそ付けこなせるデザインが揃う

ルックコンタクト

営業時間／10：00〜20：00
☎011-251-7820
https://www.lookcontact.com/
コンタクトレンズは
「ルックコンタクト」

（右上）
「ル・トロワ 7th ANNIVERSARY
Limited Jewelry “Gemstone
Planetarium” 」シリーズ ブレスレット
11000円〜
（左上、
下）
BIRTH STONE Jewelry

カロリーオフ 着圧ハイ
ソックス（全２色・全３
種・サ イ ズ22〜25cm）
935円、オ ー プ ン ト ゥ
（弱圧のみ）
733円

エステティックサロン

5F

たかの友梨ビューティクリニック札幌店

ビタミンのパワーでみずみずしくピンとした美肌へ
紫外線やエアコンによるダメージには
【速攻ビタミントリートメント
頭皮ダメージを補修し髪を健やかに育むヘ
アケアアイテム。
（左）
プレミアムケアミスト
（250ml）
4950円、
（右）
ヘアグローエッセン
ス
（100ml）
10780円

常ビジター価格19250円 → 3980円】*がおすすめ。特別なビタミン
美容液を角質層まで導入し、海藻パックで肌を引き締めてハリとツヤあ
ふれる肌へ導く。
また、札幌店限定でフェイシャルやボディケア２種から
好きなコースを４回受けられるプランもご用意。今ならテレビ通販で人
気のホワイトジェルがお得な特別価格で手に入るチャンス！

ヘッドスパ専門店

5F

通

SCAL QUICK

サロン品質のアイテムで頭皮と髪の美活対策ケアを
夏にダメージを受けた髪と頭皮は、ヘッドスパ専門店のオリジ
ナルヘアケア商品で回復＆秋冬に向けた乾燥対策を。保湿

3F

MILL

ミル

神戸にアトリエ&ショップを構えるHuddle（ハ
ドル）
のイヤリングは、
金具からデザインするな
どイヤリングならではの表現にこだわっている

北欧デザインのDNAを受け継ぐテーブルウェア
フィンランドのマリメッコ、
アラビアで、
テキスタイルデザイナー・陶芸家として長
く第一線で活躍してきた石本藤雄さん。故郷である愛媛県でスタートしたブラ

やきものの産地で石本さ
んの故郷・愛媛県砥部（と
べ）の窯元とコラボした、
ム ス タ キ ビ「カ ッ プS
SEIJI」2750円。湯 呑みや
小鉢など使い方は自由

ンドMustakivi（ムスタキビ）
は、石本さんによる和と北欧が融合したデザイン

＊
「たかの友梨」
で初めてエステご利用の方限定。お１人様１回限り
スカルクイック

生活雑貨

が魅力。
シンプルながら温もりが感じられるアイテムは、使うほどに愛着が持て

営業時間／10：00〜20：00
（日・祝〜18：00）
定休日／水曜（月末最終水曜日は除く）
☎011-242-5075
https://www.takanoyuri.com

る。そのほか、注目の作家によるオールハンドメイドのアクセサリーも要チェック。
営業時間／10：00〜20：00
☎011-213-0903
https://ile-sapporo.jp/

力が高いスサビノリ成分配合のヘアミストは、パサつきやうねり
などを抑えながらキューティクルを保護する。ヘアグローエッセ

てぬぐい各2200円は、石本さ
んによるデザインをてぬぐいの
老舗
「かまわぬ」
で染めたオリジ
ナル。手描きのデザインのもの
はアートとして飾っても素敵

石本さんデザインのムスタキビの食器
類。
カップやプレートなど、
シンプルなフ
ォルムは用途を選ばず幅広く使える

ンスは、細胞を活性化させてヘアサイクル
（毛周期）
を整え、抜
け毛を防いでボリュームのある髪へ導く。髪の性質を研究し生
み出されたサロン品質のアイテムで充実のホームケアを。

イフを
充実ラ
ょう！
送りまし

ビタミン美容液をたっぷり使い、顔〜
デコルテ、
背中までじっくりトリートメ
ントする
「速攻ビタミントリートメント」

営業時間／10:00〜21:00
☎011-215-0919
http://www.scalquick.jp/

施術前後にマイクロスコープ
で頭皮や毛穴の状態をチェッ
ク。自分の目で確認できる
診断結果から頭皮タイプ
に合ったシャンプーで地肌
をマッサージするようにク
レンジング

シリーズ累計900万個突破の大人気オー
ルインワンジェル
「エステファクト ホワイ
トジェルV100」
。
洗顔後のたったひと塗り
でピンと輝く“水光美肌”に。
【２個特別セ
ット（50g×２）24446円 → 8998円】
＋
折りたたみ日傘プレゼント！

女性として、人として、
実りの季節を迎えた今こそ
本当に価値あるものを見極めたい
今は人生がもっとも楽しい
「実り」
の時期。
納得できる 本物 が揃うショップやサロンで、
秋の自分をもっと輝かせよう。

全国のたかの友梨サロンで唯
一、
メイク専門スタッフが常駐

クリニック

6F

ビューティクリニックVogue

（ヴォーグ）

最新のレーザー機器による安全で素早い脱毛が実現
今秋、新たに医療脱毛がスタート。全国の美容クリニックのドクター

次ページでも
おすすめのお店を紹介！

から支持される最新レーザー機器を道内で初導入。照射範囲が広く
パワーがあり、全身でも１時間ほどで完了という驚きの早さ。
また、
ジ
ェルを塗るのではなく冷却ガスで皮膚の表面を冷やしながら施術す

「ウルトラセルQ＋」によるHIFU
は、カートリッジの付け替えで目
周りにも照射可
（オプション）

ることで痛みを軽減。顔からVIOまで安全に脱毛できる。
フェイスライ
ンのリフトアップにはHIFU
（ハイフ）
を。短時間で効果が期待できる。
受付時間／10:45〜18:30 診察時間／11:00〜19:00
◎完全予約制 70120-17-4871 http://slbc-vogue.jp

医療用のレーザーによ
って行う脱毛は、うな
じ〜背中のうぶ毛や、
根深い毛まで対応。ジ
ェル不要で施術でき、
とってもスピーディー

※要予約
HIFU ウルトラセルQ+
・両頬1回
39800円
・オプション部位追加 19000円〜
・二重あご1回
44000円

皮膚科専門医の指
導で、個々にあった
スキンケアプロブラ
ムをカスタマイズす
る
「ゼオスキン」

医療用レーザー脱毛
全身施術時間 ………… 1時間以内
（＋顔、
VIOを含めても1時間半）
美容外科・形成外科専
門医の、
前田拓摩院長

化粧品10％オフキャンペーン
水曜日限定で化粧品を10%オフで販売

フラワーショップ

B 2F

ORNI

オルニ

お部屋やドアに飾って楽しむ実りの秋のリース
空間に合わせた花装飾を手掛ける挿花家・松井香菜
子さんが、生花のブーケやアレンジメントを完全予約制
で制作。贈る相手に合わせてスタイリッシュに仕上げて
くれる。鮮度にこだわって仕入れた花は、独自の水揚げ
法で通常より長持ちすると好評。オリジナルのリースも
豊富で、鮮やかな花を使わない秋のリースは、ナチュラ

秋を感じさせる素材を使っ
た季節のリース。
5000円〜

ルな色合いが空間をやさしく彩る。
（ブーケは3300円
から配達可。市内送料500円）
営業時間／11：00〜20：00
定休日／日曜のみ予約制の営業
☎011-212-1187
http://orni-florist.com

花は注文に合わせて仕入れる
ため、ギフトは贈る３日前まで
に予約するのがおすすめ

アレンジメントなどのフラワーレッスンを毎週
金曜15：30以降に実施（予約制）

季節の花々で制作する生花の
フラワーボックス3500円
（要
予約）
。
底のスポンジに水を足
してそのまま飾っておける

6F
美容鍼＆骨盤整体サロン

高品質なヘアケアアイテムが充実の
ショップ&ヘアサロン

骨盤整体
RE：FRESH＋BEE
リフレッシュプラスビー

営業時間／10：00〜21：00
☎011-522-5057
https://re-freshplus-bee.com/le-trois/

魔法のサロン」として人気のヘアサロンを併設。ショップ
高濃度酸素オイルを塗布し、
たまった乳酸
を分解しながら頭〜肩にかけてマッサージ
する
「にゅう突筋ほぐし」

スコブル見た ! で
【にゅう突筋ほぐし】
ヘッドマッサージ+オイルマッサージ+ホットタオル
20分 2750円 2022.12.9 迄

ではプロ向けの15メーカーのアイテムを200種以上取り
揃え、あらゆる髪の悩みに応える。

これが
ポイント！

手前にショップ、
奥にヘアサロン
を併設

リラックスしながら気軽に
日常の ちょっと疲れ をリセット

整体師

スポーツ整体に基づいたリフレクソロジー & リラク
ゼーションサロン。整骨院で行う内容の施術をベー
スにしたメニューが豊富なので、ちょっと疲れたとき
や、リフレッシュしたいときにも気軽に立ち寄れる。

松浦良子さん
高濃度酸素マッサー
ジオイルは購入も可。
O2クラフト（100ml）
8 2 5 0 円 、（ 3 0 m l ）
3630円

これが
ポイント！

“ヘアオイル”人気ランキングの上位３商品。左から、
〈1位〉トラック オイル
No.3
（90ml）
3520円、
〈2位〉
モロッカンオイル トリートメントライト
（100ml）
4730円、
〈3位〉
エヌドット ポリッシュオイル
（150ml）
3740円

入り口からずらりと並んだ

ヘアケアアイテムは札幌一と

も 言 え る 品 揃 え︒迷 っ た ら 店

舗の人気商品ランキングを参

考 に し て み て︒今 は ヘ ア オ イ

ル が 人 気 だ そ う︒1 位 の ト ラ

ッ ク の オ イ ル は︑天 然 由 来 成

分が90%以上で美容オイル

としても使えるほど肌にやさ

し い︒ま た︑月 替 わ り で ピ ッ

本格的なお悩みにおすすめ

なのが整骨院の美容鍼︒シワ

やたるみなどはもちろん︑頭

痛や眼精疲労にもアプローチ︒

経験豊富なスタッフが︑全身

の気のバランスを見極めて鍼

午前診療10：00〜13：00 ◎最終受付13：00
午後診療15：00〜20：00 ◎最終受付19：30
※13：00〜15：00休診
☎011-522-9805

を打つ︒施術後は目がスッキ

リフレッシュ整骨院

リ&ぱっちり︒しかも︑リン

整骨院

鍼灸師 傳法成章さん

パの流れや血流がスムーズに

2022.12.9 迄

6F

クアップメーカーの注目商品

術にも定評がある。

スコブル見た ! で
【美容鍼（頭〜首マッサージ15分付き）】
3980円
4500円

を20%オフで購入できるの

使用。極細の治療鍼による、美容と治療を兼ね備えた施

なるのでハリツヤ美肌になる︒

次ページでも
おすすめの
お店を紹介！

3つあるシャンプー
ブースも半個室に
なっているのでリラ
ックスできる

ジに基づき、選手の治療に用いられる整体のテクニックを

初回
2回目以降

で 要 チ ェ ッ ク し た い︒シ ョ ッ

オリンピックトレーナー山本利幸氏によるスポーツマッサー

プ奥のサロンは広くてゆった

顔だけでなく、
頭のてっぺんにあるツボ百会
（ひゃく
え）
に鍼を打つことも。
頭痛や眼精疲労の改善、
自律
神経を整えるなどの働きがある

即効性バツグンの美容鍼で
健やかな美しさを手に入れる

りとした空間︒スタイリストが︑

顔以外に“万能のツボ”と
言われる手 のツボ合 谷
（ごうこく）
にも必ず打つ。
これが効く

貴女のなりたいヘアスタイル

を叶えてくれる︒

鍼 のあとは頭〜首
をマッサージ。目の
周りは眼精疲労の
改善に効果的

スコブル見た ! で
【美髪コース】
カット+髪質改善+トリートメント
▶15800円

2022.12.9 迄

ヘアーサロン＆ビューティショップ

4F

SEED

LUXBE

by chouchou

営業時間／10：00〜21：00 ☎011-522-7711
http://landb-holdings.co.jp/luxbe/

席はすべて１席ごとに仕切ら
れており、広々とした空間に
８席。高いスキルを持つスタ
イリストが大人に似合うスタ
イルを提案してくれる

毎日を美しく︑
健康的に
過ごすための
ビューティースポット

頭・首・肩のツラいコリは︑

首の側面にある胸鎖乳突筋

︵き ょ う さ に ゅ う と つ き ん︶

に疲労物質の乳酸がたまるの

がおもな原因︒これを分解す

る高濃度酸素オイルを塗って

分︶︼で コ リ を リ

マッサージする︻にゅう突筋

ほ ぐ し︵

セット︒リンパの流れが良く

なりむくみも解消される︒

20

サロン専売のヘアケア商品が充実。美容師のスタッフに相談し
ながら髪質に合うものを見つけられる

サロン専売のヘアケア商品のショップと、
「キレイが叶う

白樺 のパワーツリーを
使 用した「パワーツリー
スリミング」

完全 個室で清 潔感あ
る施術ベッドを完備

トータルエステティック

5F

PMK

フェイシャルエステ

ピーエムケー

強力パワーツリーで体の奥からボディメイク
施術前に、口の中の健 康を保つ
予防歯科について説明

院長 湯口 晃弘さん

6F

独自メソッドによるオールハンドで小顔＆美鼻へ

今秋こそ理想のボディラインを手に入れたいなら、根強い人気

夏の紫外線による顔のたるみやほうれい線が気になりだしたら
【隆

を誇るパワーツリーのスリミングコースがイチオシ。パワーツリー

鼻 矯 正 ＋ 輪 郭 ＋エイジング 小 顔（ 6 0 分 ）通 常 1 9 8 0 0 円 →

によるマッサージは手技の６倍深く作用し、体の奥までほぐして

歯科

ユアーズデンタルクリニック

13000円】
を。独自メソッドにより土台となる頭がい骨全体をしっか

セルライトの分解を促す。
また、頑固なコリや冷え固まった筋肉
もほぐして歪みを修正。
さらに、手技と遠赤外線マットで分解され

After

た脂肪を排出していく。おうちケアにはオリジナルの「ウルトラシ

白い歯で、
自分らしいスマイルを手に入れる
白い歯がこぼれる笑顔へ導くホワイトニング専門の歯科医院。歯科専用
の薬剤で歯の内部から白くする施術の「オフィスホワイトニング」は、
ホワ
イトコーディネーターが色見本で理想の白さを診断。不自然にならないナ

ェーパー」
を。つけるだけで理想のくびれが出現する。
営業時間／月曜〜金曜日10:30〜21:00
☎011-200-6211 http://pmk-j.com/

土曜・日曜・祝日10:00〜20:00

チュラルな仕上がりが叶う。自宅で行う
「ホームホワイトニング」
と組み合
わせた「デュアルホワイトニング」
なら、
より白さが長持ちするのでおすすめ。
さらに歯茎と舌のケアで口腔環境を整えて、実りの秋を楽しもう。
診察時間／月〜金曜10：00〜13：30、15：00〜18：30
（土曜17：30迄）
※木曜休診（祝祭日がある週の木曜は診療）、日曜・祝日休診
☎011-206-8241 http://yours-dental.com/

ラプリ札幌店

2F 隆鼻矯正専門店

り引き上げ、
フェイスラインのもたつきを改善。
さらに、隆鼻矯正士が
Before

オールハンドで鼻の形や顔のバランスを整えていく。鼻筋が通った
立体的な顔を手に入れて、秋を上向きに過ごそう。

ゲルマニウムと遠赤
外 線の作用で温め
ながら痩せやすくす
る「ウルトラシェー
パ ー」で、理 想 のく
びれが手に入る

営業時間／10：00〜20：30
※最終受付19:30
※予約状況により変更となる場合あり
電話にて問い合わせを
☎090-6686-0087
https://linktr.ee/raplit.stella

◀

美容師歴10年以上のベテランスタイリス
トが大人女性に似合うスタイルを提案

東京・横浜・仙台で話題の隆鼻
矯正が受けられる
トータルビューティサロン

5F
〈ホワイトニング〉

STILL

スティル

ダメージが少ないカラーリングで理想のヘアに
乾燥する秋を迎える前に髪のメンテを。
ノンダメージカラー
【ホリス
ティックカラーコース
（カット付）
15000円】
（要予約）
は、
白髪や細
毛、頭皮が気になる方でも髪を傷めず施術が可能。サロン専売の

オフィスホワイトニングの効果は３〜10カ月
持続。
ホームホワイトニングと組み合わせた
「デュアルホワイトニング」
で、
より長持ちする

ホワイトニング カウンセリング

ヘアケアプログラム
「オージュア」のカウンセリングを組み合わせる
と、
より効果的。サロンではオリジナルの香水づくりも体験できる。
営業時間／10:00〜20:00
☎011-223-2000
http://www.still-beauty.com

25分 無料

オフィスホワイトニング

50分 13200円
（初回5500円）

クイックケア＋舌ケア

50分 5500円

歯科専用の薬剤と光
照射を併用し施術

公認インストラクター
のアドバイスによる香
水づくり体験
〈予約制〉
9790円
（12ml）
〜

もっと

なっちゃい

ステ キに

ましょ♪

美容脱毛サロン

5F

MUSEE PLATINUM
ミュゼプラチナム

自宅で叶う、
信頼のサロン品質のムダ毛ケア
痛みの少ないムダ毛ケアがおうちで叶う
【S.C.C.エピ
フォトスキンケア プロ
（光美容器）
セット79200円】
は、
専用ローションとミルクローションに、
サロンでの脱毛６

［ル・トロワ］

札幌市中央区大通西1丁目13
tel.011-200-3333
営業時間：10:00〜21:00
（2F-4F 10:00〜20:00）
（7F-8F 11:00〜23:00）

付属の専用ゴーグルを
装着すれば、
顔のムダ毛
やヒゲのケアもOK。フ
ォトスキンケアにも対応

回分のチケットが付いてサポートも万全。マシンは美顔
器としても使えるのがうれしい。毎月登場のお得なキャ
ンペーンは、公式サイトで要チェック！
営業時間／10：00〜21：00 ☎0570-007-830
https://musee-pla.com/

※店舗により異なる場合があります

http://www.le-trois.jp/
新型コロナウイルスの
影響により営業時間が
変更になる場合が
ございます。

たっぷり30万発の
照 射が 可能。手 指
など細かい部分ま
で念入りにケア

秋のビューティー・メンテナンスで
大人の魅力あふれる女性へ

「オージュア」ソムリエ
が、髪診断に基づきケ
アケアアイテムを提案

ノーズデザイナーによる手技のみで、
鼻の根本から
高さを出して鼻先端の細さを強調する

ネイル＆アイビューティー

5F

Nails Lani

ネイルズラニ

秋の気配とともにフットジェルをキレイにオフ！
夏に楽しんだフットジェルネイルをそろそろオフしたいけれど、
セ
ルフでのオフは大変。
【フットジェルオフ＋フットネイルケア
（整爪
＋爪磨き＋フットバス＋甘皮処理＋ベースコート）6000円】
は、
プロのネイリストが自爪を傷つけることなく丁寧にオフ。落とした
あとはネイルケアで足の爪がつやつやに。そのうえ、冬の乾燥で
ザラザラかかとにならないようしっかり予防ケアもしてくれる。
営業時間／10:00〜21:00
☎011-215-0313
http://nails-h2.com/
足のニオイの元となる爪まわりもケア。
適切な爪の切り方もアドバイスする

角質ケアは、
リムーバー
マシンで固くなった角
質や軽い症状のウオノ
メ、
タコも削っていく

夏のフットジェルを、
プロの技術で自爪を
痛めることなくオフ

