
- MENU -

エステコースについて 

当店オリジナルの「S-SYSTEM エステコース」は髪の毛のダメージを抑えることに特化し、お客様の髪質や求めるデザ
インに合わせてトリートメント成分を調合し、カラーやパーマやストレートと同時にたっぷり栄養分を補給します。 
他店との大きな違いは、カラーやパーマの施術前にトリートメントを行う事で毛髪を強化し、毛髪の基盤を構築する事
で薬剤のパフォーマンスを引き出し、最小限のダメージで最高の仕上がりへ導きます。 

ダイレクトに薬剤の刺激を受けることなく施術するので結果、もちや仕上がりが向上し繰り返しカラーやパーマを行なっ
てもダメージを感じさせません、そのため痛みを気にすることなくヘアデザインを楽しめます。 

＊細かいコース内容の説明はメニューの下に記載しています。

各コースメニューについて 

STOKEDのメニューは全てにアフタートリートメントや前、中間処理がついたコースになります。 

カラーやパーマなど各３つのコースからお選び下さい。 

コース内容によって行なっていく工程が変わり、当店独自のダメージケア理論に基づき、アフタートリートメントのレ
ベルはもちろん、前、中間処理で行なっていく有効成分の量やカラー剤などの薬剤の種類も変わります。 
お客様のご予算やご希望に合わせ、ベストなコースをお選び下さい。 

よくわからない方や、迷っている方も当日に変更はもちろん可能ですのでご興味あるコースをお選びいただき、 
当日スタイリストと相談して決めていただいても構いませんのでお気軽にご予約下さい。 

ヘッドスパなどをご希望のお客様は各コースをお選びいただき、メニュー欄のオプションヘッドスパをお選び下さい。 

＊料金は全て税抜き価格になります。 



ヘア　カット 

HAIR CUT 

１、アルテマカットコース　　　　　　 　　　　　　　　　　　￥１００００ ＋ TAX 

テクニカルカット　スペシャルマゼラントリートメント　ヘッドスパB 

２、プレミアムカットコース　　　　　　　　　　　　　　 　　　￥８０００ ＋ TAX 
テクニカルカット　ヘアマゼラントリートメント　or　ヘッドスパB 

３、テクニカルカット　　　　　　　 　　　　　　　　　 　 　　　￥５０００ ＋ TAX 

テクニカルカット　sh,ブロー込 

４、高校生カット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥４５００ ＋ TAX 

５、中学生カット　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　￥３５００ ＋ TAX 

６、キッズカット　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　 　　￥３０００ ＋ TAX 

７、前髪カット　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　 ￥１０００ ＋ TAX 

ヘアエステ 

HAIR AESTETHIC 
トリートメントとヘッドスパがセットになったコースです。 

髪質改善酸熱トリートメント　　　　　　　　　　　　　  ￥１００００ ＋ TAX 
（頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM,前、中間処理、Sh,ブロー 込） 

アルテマヘアエステコース　　　　　　　　　　　　　　　　￥８０００ ＋ TAX 
（シャンプーブロー込、スペシャルマゼラントリートメント、ヘッドスパB） 

５STEPヘアエステコース　　　　　　　　　　　　　　　 　￥６０００ ＋ TAX 
（シャンプーブロー込、ヘアマゼラントリートメント、ヘッドスパA）



カラーエステコース 

COLOER AESTHETIC 

１、S-SYSTEM　アルテマカラーエステ＋カット　　　　　　　￥１８０００ ＋ TAX 

イノアカラー、THROWカラー、ヘアマニキュア、頭皮プロテクトオイル、NEO浸透促進、 

アルテマ前、中間処理、ヘマチンデトックス　キト酸デトックス　スペシャルマゼラントリートメント 

２、S-SYSTEM　プレミアムカラーエステ＋カット　　　　　　￥１５０００ ＋ TAX 

イノアカラー、THROWカラー、ヘアマニキュア、頭皮プロテクトオイル、 

NEO浸透促進、前、中間処理、へアマゼラントリートメント 

３、S-SYSTEM　カラーエステ＋カット　　　　　　　 　　　　￥１２０００ ＋ TAX 

THROWカラー、ヘアマニキュア、頭皮プロテクトオイル、浸透促進、前、中間処理、 

キューティクルヴェールTR　　＊イノアカラーへの変更は＋２０００円 

オプション　デザインカラー 

OPTION DESIGN COLOER 

ポイントハイライト（６枚　ワンタッチ）　　　　　　　　　　　　　￥２５００　＋TAX 

ハーフハイライト　（１４枚ワンタッチ）　　　　　　　 　　　　　　￥４０００　＋TAX 

フル　ハイライト　（２４枚ワンタッチ）　　　　　　　　　　　　　￥６０００　＋TAX 

バレイヤージュ　　（トナー込み）　　　　　　　　　　　　　　　　￥６０００　＋TAX 

ダブルカラー　　　（トナー込み）　　　　　　　　　　　　　　　　￥７０００　＋TAX 
　　　 
トリプルカラー　　（トナー込み）　　　　　　　　　　　　　　　￥１５０００　＋TAX 

＊オプションカラーはカラーコースのメニューのみ追加ご利用可能です。



ヘアマニキュアコース 

 HAIR MANICURE 

１、S-SYSTEM　アルテマニキュア＋カット　　　　　　　　￥１３０００ ＋ TAX 

ヘアマニキュア、アルテマ前、中間処理、キト酸チェンジリンス、キューティクルベールTR 

２、S-SYSTEM　ヘアマニキュア＋カット　　　　　　　　　￥１０５００ ＋ TAX 

ヘアマニキュア、浸透促進、前、中間処理、 



パーマエステコース 

PEAM AESTHETIC 

１、S-SYSTEM　アルテマパーマエステ＋カット　　　　　　　￥１８０００ ＋ TAX 

毛髪診断、NEO浸透促進、アルテマ前、中間処理、リヴァータ処理、リケラミスト熱処理 
ヘマチンデトックス、キト酸デトックス、スペシャルマゼラントリートメント 

２、S-SYSTEM　プレミアムパーマエステ＋カット　　　　　　￥１５０００ ＋ TAX 

毛髪診断、NEO浸透促進、前、中間処理、リヴァータ処理、へマチンデトックス 
リケラミスト熱処理、ヘアマゼラントリートメント 

３、S-SYSTEM　パーマエステ＋カット　　　　　　　 　　　　￥１２０００ ＋ TAX 

毛髪診断、浸透促進、前、中間処理、キューティクルヴェールTR

カット カラー パーマエステコース 

CUT COLOER PEAM AESTHETIC 

１、S-SYSTEM　アルテマカット＋カラー＋パーマエステ　　　　　 ￥２５０００ ＋ TAX 

イノアカラー、THROWカラー、ヘアマニキュア、毛髪診断、NEO浸透促進、リヴァータ処理、リケラミスト熱処理 
アルテマ前、中間処理、ヘマチンデトックス、キト酸デトックス、マゼラン D トリートメント 

２、S-SYSTEM　プレミアムカット＋カラー＋パーマエステ　　 　　￥２１０００ ＋ TAX 

THROWカラー、ヘアマニキュア、毛髪診断、NEO浸透促進、リヴァータ処理、 
前、中間処理、ヘマチンデトックス、ヘアマゼラントリートメント 

３、S-SYSTEM　カット＋カラー＋パーマエステ　　　 　　　　　　￥１８０００ ＋ TAX 

THROWカラー、ヘアマニキュア、毛髪診断、浸透促進、前、中間処理、キューティクルヴェールTR



オプションヘッドスパ 

OPTION HEADSPA 

１、ヘッドスパB（１５min）　　　　　　　　　　　　　　　　￥３０００ ＋ TAX 

ホットアイマスクをつけて長めにヘッドスパさせていただきます。 
頭皮のクレンジングを目的の炭酸炭スパ、頭皮の乾燥を保湿するハチミツスパからお選びいただけます。 

２、ヘッドスパA（７min）　　　　　　　　　　  　　　　　　 ￥１５００ ＋ TAX 

頭皮のクレンジングを目的の炭酸炭スパ、頭皮の乾燥を保湿するハチミツスパからお選びいただけます。 

＊ヘッドスパのみのご利用はシャンプーブロー代として別途２０００円になります。

ストレートエステコース 

STREAT AESTHETIC 

１、アルテマ ストレートエステ＋カット　　　　　　　　　　  ￥２５０００ ＋ TAX 

NEO浸透促進、アルテマ前、中間処理、リケラミスト熱処理、ヘマチンデトックス　 
キト酸デトックス　スペシャルマゼラントリートメント 

２、ストレートエステ＋カット　　　　　　　　　　　　　　　￥２００００ ＋ TAX 

NEO浸透促進、前、中間処理、リケラミスト熱処理、ヘアマゼラントリートメント 

３、オプション　毛先デジタルパーマ　　　　　　　　　　　　 ￥３０００   ＋ TAX 
ストレートコースに追加、根元はストレート、毛先にデジタルパーマをかけていきます。 

＊髪質、ダメージによってはかけることが難しくお断りさせていただく場合がございます。



メンズコース 

MEN’S MENU 

１、ブルジョアカットコース　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　￥８０００ ＋ TAX 

メンズカット＋選べる２つのメニュー　（ヘッドスパ B、5分マッサージ、ヘアトリートメント） 

２、ジェントルマンカットコース　　　　　　　　　　　　　　　￥６５００ ＋ TAX 

（メンズカット、ヘッドスパ A 込） 

３、スタンダードカット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥５０００ ＋ TAX 

（メンズカット、選べるシャンプー込） 

メンズオプション 

MEN’S OPTION 

メンズカラー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　￥６０００ ＋ TAX 
（カット無、頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM　前、中間処理 込） 

メンズiNOAカラー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ￥８０００ ＋ TAX 
（カット無、頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM　前、中間処理 込） 

メンズパーマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         ￥６０００ ＋ TAX 
（カット無、頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM　前、中間処理 込） 

メンズポイントパーマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       ￥４０００ ＋ TAX 
（カット無、頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM　前、中間処理 込） 
＊ポイントパーマのみのご希望はシャンプーブロー料金を別途￥１５００（税抜）頂いております 

メンズストレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　         ￥１００００ ＋ TAX 
（カット無、頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM　前、中間処理 込） 



シングル　カラー　メニュー

SINGLE COLOER MENU 

リタッチカラー ￥５５００ ＋ TAX

（頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM,前、中間処理、Sh,ブロー 込）

iNOAリタッチカラー ￥７０００ ＋ TAX

（頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM,前、中間処理、Sh,ブロー 込）

THROWフルカラー ￥７０００ ＋ TAX

（頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM,前、中間処理、Sh,ブロー 込）

iNOAフルカラー ￥１００００ ＋ TAX

（頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM,前、中間処理、Sh,ブロー 込）

ヘアマニキュア ￥７０００ ＋ TAX

（頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM,前、中間処理、Sh,ブロー 込）

ハーフハイライトカラー（トナー込み） ￥７０００ ＋ TAX

（ハイライトのみ、頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM,前、中間処理、Sh,ブロー 込）

フルハイライトカラー（トナー込み） ￥１００００ ＋ TAX

（ハイライトのみ、頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM,前、中間処理、Sh,ブロー 込）

ダブルカラー ￥１４０００ ＋ TAX

（頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM,前、中間処理、Sh,ブロー 込）

POINT PEAM & STREAT 

ポイントパーマ ￥３５００ ＋ TAX

（頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM,前、中間処理、Sh,ブロー 込） 

ポイントストレート ￥６５００ ＋ TAX

（頭皮プロテクトオイル、S-SYSTEM,前、中間処理、Sh,ブロー 込）




