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MARIE LASH JAPAN 東京都文京区春日2-22-5-319 Tel.03-6905-6910 
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この度、３月８日国際女性Dayに marie rush-lash Japan は MARIE LASH JAPAN として新しく生まれ変わりました。

2006年より14年間の運営を経て私たちは進化を続けてきました。まつ毛業界も大きく変化し、その価値観や

ニーズも変わってきました。私たちのリニューアルにより、まつ毛業界に新しい風を吹き込み貢献できるよ

うスタッフー同より一層努力してまいります。

M A R I E  L A S H  J A PA Nは、直接販売というスタイルにこだわり正しい知識と使用法を一人一人のお客様へ正

しく伝えていきたいと考えています。

まつ毛エクステの施術中に起こりうるトラプルの削減に力を入れ1人でも多くのサロンにいらっしゃるお客様に

「エクステは安全で信頼できずっと続けられる美容サービス」という認識を持っていただきたいと思っています。

オンラインショップから世界中へ発送しています。
応対言語：日本語、中国語、台湾中国語、英語、フランス語、韓国語
対応通貨：日本円、USドル、台湾ドル、中国元、韓国ウォン、ユーロ

MARIE LASH JAPAN

マリーラッシュのスペシャリストが直接ご案内できるグローバル支店

JAPAN

 珠海  バンコク  パリ

東京 台北 台中

メルボルン サンディエゴ

Rino Febby Ayako

BiancaSaki

NinaYanje Valentine

昔も今もこれからも
私たち自身が全てのユーザーの
立場で有り続ける

M ake a di f ference

A cademy

● 技術者目線で考える
● 知識・技術力
● 高品質
● 利益率の良い価格
● グローバルな活動
● 環境問題への取り組み

商材販売

サロン・技術者・顧客

  アカデミー・講師
・経営コンサルタント

MARICO SALON
J A P A N



Contact us

MARIE LASH オリジナルスタンプ発売中！

QRコード

ID検索

限定クーポンやお得なキャンペーンのお知らせを配信しています！
ぜひお友だち登録をお願いします。

@marie-rush-lash
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LINE スタンプショップ クリエイターズで検索 

まつ毛エクステ

① LINEの「その他」から「友だち追加」
ボタンを押してください。

② QRコード読み取りまたはID検索より
「@marie-rush-lash」で検索。

③ marie rush-lashのアカウントが表示されたら、
「追加」 ボタンより友だち追加。

④「トーク」画面より、お問い合わせ内容を
ご入力ください。

▶ マリーラッシュジャパンについて

▶ Contact us 

▶ 新商品

▶ 商品レビュー

▶ エクステ各種

▶ エクステ品番一覧

▶ ラッシュプレート

▶ グルー

▶ グループレート /前処理剤 /リムーバー

▶ アイシート /固定テープ

▶ ツイーザー / ポーチ / ミラー / シザーズ

▶ 綿棒 / マイクロスティック

▶ コットン / ガーゼ / 容器 / 消毒器具

▶ ブロア / ライト / ラッシュドライヤー

▶ 練習ツール

▶ 店販販売 ( 美容液 /ロングラスティング ) 

▶ ラッシュ &ブロウリフト / WAX 脱毛

▶ MARIE LASH ACADEMY( スクールについて )

▶ 注文方法

▶ FAX 注文用紙
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New co�ection

最上級フラットラッシュ

BLACK

Relevé

P.19

使いやすさを追求した先端極細ツイーザー
P.39

大切な道具をしっかり守る
保管にも持ち運びにも便利な専用ケース
グルーやプレート類の小物もすっきりまとまります
P.40
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P.49P.55

Chérie

CHOCOLAT NOIR

HAZEL ASH

ケラチントリートメント
ラッシュリフト・ブロウラミネーション
優しいケアで思い通りの施術が実現

MARIE LASH から新しいフラットラッシュ
が登場
スタンダードサイズにて3色展開

１本でコーティングとケアができる
まつ毛エクステ&ラッシュリフトユー
ザーのための高機能美容液

業界初！
ハローキティコラボ商品

Chérie

Lash & Brow
Coating Treatment

- Fine Brush -

12ml /0.4 fl oz

保管にも持ち運びにも便利な専用ケース
グルーやプレート類の小物もすっきりまとまります
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Jessica  Reviewed 

Products

ま 毛 の
く です。

私の求めるジェルリムーバーとは、
　1. 施術時間を短縮するための速乾性。
　2. しっかりとオフができる品質。
　3. しみない。
この3つの安全基準が満たされていることです！

オフのポイントは、ツイーザーまたは極細のスティックを使用し、必要な
量だけを取り、除去しないエクステには付かないよう注意すること。
私は塗布後の待ち時間にもう片方の目にエクステを３本位装着したタイミ
ングでオフしています。速乾性だから時間の短縮になり、お客様の負担も
少なくなるので効率よくオフができます。
ジェルならではの優しい使用感で、グルーの残留物もしっかりと除去してくれます。
また、ツイーザーの先端にこびりついたグルーの除去として、このジェル
リムーバー１本で、２役の活躍をしてくれます。
ノズルを下向きに置くことができて、使用する際にスピーディーに出せて、
最後まで無駄なくスマートに使い切ることができるのも嬉しいポイントです！

ま 毛 の
く です。

  DUCATOR REVIEWS

毛
き す

産毛をかき分けるのが難しいと感じていませんか？
かき分ける時にツイーザーが視界を邪魔していませんか？
～ そんな悩みを解決してくれるツイーザーがあります ～ 
短いまつ毛、癖のあるまつ毛でも掴むことができます！
独自のカーブが特徴のこのツイーザーは、職人の手で１本１本

丁寧な手作業で作られています。

だから先端は繊細で精密！このシビアな先端が優れたかき分け

を実現する秘密なのです。

まつ毛エクステ専用として考えられた形状なので、熟練した技

術者ならこのツイーザーの虜になってしまうこと間違いありません！

繊細ですが耐久性も優れていて、私の愛用品は４年目になりま

すが、ますます手放せなくなっています。さすがは日本製！

すく
の

り

先端の密着する面積が広く、毛が滑りにくいので、
安定した施術ができます。

ボリュームラッシュのスクールで多くの生徒さんを悩ますのが、
ツイーザーを持つ手の位置と先端の角度です。
この悩みを解消してくれるのがボリュームツイーザーFです！
細めの先端は弾力性があり、掴んだ時の圧を利用することで
簡単に束の調節ができる優れものです。
束の作成にはツイーザーの精度が大きく関係するので、
これは最高のパフォーマンスを発揮してくれます。
５Dの束も楽に作れます！
また、最新のフラットラッシュにも対応できるので、
使いやすさに加え応用性も広く、初心者から、
様々な技術をこなすプロの方まで、
幅広く推薦できるボリュームツイーザーと言えます。

ボリュームツイーザーF

E

ステンレス 日本製 ステンレス ボリューム
対応

ステンレス カーブ サロン Sフック

商品番号：TSSF434
掲載頁：P3７

商品番号：STGJ02F
掲載頁：P39

ジェル
タイプ 30ml

商品番号：RMGL
掲載頁：P32

私の求めるジェルリムーバーとは、
　1. 施術時間を短縮するための速乾性。
　2. しっかりとオフができる品質。
　3. しみない安全性。
この3つの基準が満たされていることです！

Educator Reviews
エジュケーターが人気商品の魅力をレビュー
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Jessica - ジェルリムーバー (30ml)

- ツイーザー日本製ステンレス カーブサロンSフック

- ボリュームツイーザーF

Rino

Meow

Saki

Ayako

  REVIEWS  R

  REVIEWS  R

  REVIEWS  R

  REVIEWS  R

  REVIEWS  R

- 不織布カット綿　アイシェイプ

- ラッシュプライマー (20ML)

-WATERアイシート

-クリームリムーバー

-グループレート ガラス板 フッ素片面加工

-プリンセスエッセンス

-エアリーボリュームグルー

-メイク&ラッシュクリーナー

ジェルリムーバー



  DUCATOR REVIEWS

5weeksBefore →

E

50枚入

商品番号：SNCF
掲載頁：P43

20ml 20ml

20ml

商品番号：LLPA
掲載頁：P32

商品番号：AAZ003T
掲載頁：P31

20ml

商品番号：MA006
掲載頁：P51

商品番号：AIRGL05
掲載頁：P30

20ml

商品番号：RMGE
掲載頁：P3230g

商品番号：RMCB
掲載頁：P32

10人分

商品番号：EPSD10
掲載頁：P33

で
り す
の

で

でき

不織布カット綿　アイシェイプ

クリームリムーバー

で

エアリーボリュームグルー メイク&ラッシュクリーナー

で

WATERアイシート

ラッシュプライマー

く
の

です。
ま 毛 く

で
できの

プリンセスエッセンスグループレート ガラス板 フッ素片面加工

毛羽立ちにくく、エクステが絡んだりしないので初心者の方に
も時短サロンの施術者様にも幅広くお使いいただけるのでオス
スメです。初めて使用した時から虜でクリーニングにもエクス
テのオフの際にも使用しています。目の形をしているコットン
　　　なので広げたり畳んだりする手間が省け時短になります。
　　　また、ほとんどのお客様の目の形にフィットしますが、
　　　下瞼のカーブが少なくまっすぐなお客様には少し引っ張
　　　ると浅いカーブに合わせて調整することもできますので
　　　是非お試しください。

フッ素加工のグループレートを使用すると、夏場でもグルーの

テクスチャーがキープされるので新しいグルーを出す頻度が少

なく、効率よく施術が出来ます。グルーを取り替える時や施術

　　　　後には、軽く拭くだけでグルーを綺麗に取り除くこと

　　　　ができます。プレートの上にテープを貼るとグルーが

　　　　化学反応することがありますが、フッ素コーティング

　　　　はそのような心配がなく安全な施術ができます。繰り

　　　　返し使えてエコで時間短縮にもなります。

精製水だけで構成されたアイシートなので、デリケートなお肌

のお客様でもアレルギーを起こしにくく、他社にはない安心で

きる商材を使っているとリピート来店にもつながります。厚み

が非常に薄く、お客様の肌に密着しやすいのも特徴です。施術

中しっかりと保湿できるのはもちろん、施術後に剥がすときに

刺激が全くなくお客様に好評です。

乾きが早く安定しているので年間を通して温度湿度が高い場所
で使ってもまつ毛にピタッと付きます。使用感はサラサラして
いて、シングルラッシュからエアリーラッシュまでこれこれ一
本で対応できます。シングルラッシュはスライドしてグルーを
なじませた後すぐ乾いて隣の毛を巻き込みません。エアリーラ
ッシュはグルーを取りまつ毛にのせて数拍待てばしっかり乾い
て束が閉じたり動いてしまうことはありません。硬化時の刺激
臭もほとんどなく、持ちも良く、一ヶ月後もグルーが白化して
いることはなく、見た目も綺麗です。

塗った後にたれることがないので安全です。

施術中にお客様へ不快感や刺激を与えずに、スムー

ズに全体まつ毛のオフが出来ます。グルーとの相性

が悪いとゲル化したり、まつ毛の表面が白くなって

しまいますが、どんなグルーとも相性がよく安心し

て使用できます。

ラッシュプライマーで地まつ毛表面のpH値を7に整えることに
よりグルーがピタッとくっつき施術しやすくなります。施術前
のクリーナーはphがアルカリ性や酸性など様々です。まつ毛が
アルカリ性に傾くとキューティクルが剥がれやすくなり、剥が
れたキューティクルにグルーが入り込み付け足しすると持ちが
悪くなってしまう原因にも。アルカリ性に傾いてしまうと、グ
ルーが強制的に急激に固まる現象により、もちが悪くなる原因
になるので、ダメージやもちの改善のためにも施術前には必ず
使用しています。

今までのまつ毛美容液の中でとても自然にまつ毛が伸びている

ことがお客様のまつ毛を見ていると分かります。

海外で販売されているまつ毛美容液はまぶたの血管が浮き出て

赤くなるものや、塗り続けないと毛周期が崩れ、まつ毛が逆に

弱ってしまうケースもありますが、そのような副作用がなく、

お客様からも塗った時の違和感がなく今までの美容液とは全く

違うと好評です。

pH7でまつ毛に優しくグルーの
接着力を最大限に生かせます。

Rino Reviewed
Products

Saki Reviewed
Products

Meow  Reviewed 
Products Ayako Reviewed 

Products

エクステ装着前のクレンジングとして使用しています。まつ毛に残

っているアイシャドーやメイクの残りのリムーブや、脂性肌の方に

は念入りに二回程度しっかりと使用します。これを使用する事で地

まつ毛の油分や汚れが取れてグルーの密着がよくなります。

また店販用としても人気のある商品です。
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N ＋L

66°56°48°35° 73°60°76°

ミンク セーブル プレミアセーブル フラットラッシュ エアリーボリュームラッシュ

※ばらつきが
　あります

毛先が二股
平らな形状

極細毛

根元から細い

エクステサイズ表

※1

made in Korea made in Korea made in Korea made in Korea

marie rush-lash

・エクステの毛は全て手作業で製造しているため、カールの角度や長さに若干の違いがあります。
また、カールの種類や長さにより公差枠は異なり、   公差枠内の商品は良品扱いとなります。
・弊社のエクステの長さ表記は、実寸の長さとは異なります。 
例）0.15mm／9mm→ 実寸：0.15mm／10.5mm
・エクステは先端にいくにつれて細くなる形状のため 4mm、5mmなど短い物は全体の太さが細くなりますので、あらかじめご了承ください。
・L+カールはカールや長さに誤差が生じる場合がございます。※1

made in China
（素材は韓国産）

�

L

N

�

RL
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Volume p13

Black (mixed, one size, prepped ) 

Classic p14

Sable

Mink

Premium Sable

Flat Lash

Colour

Sable Colour  0.10/0.15 …p16

Volume Colour  0.07 p16,17

Sable Colour  0.10 p18

New Flat Lash p20
(Standard Size)

Flat (Black and Brown) 

Issue No. 20

Extensions



SABL  LASH

MIN  LASH MI M LASH

1サイズ12列

1サイズ12列

バルク 0.3g

人気No.1 エクステ
高品質で柔らかく、
光沢感がない

こだわりの粘着
テープを採用

カールと長さの安定した
品質管理を徹底

LA  LASH

1サイズ12列

AI  OL M  L ASH

羽のよ うに広がり、

空気のように軽く、

今までにないボリューム

エアリーボリュームリュクス
1サイズ 12列

エアリーボリュームリュクス
長さMIX

長さMIX

エアリーボリュームラッシュ
Prepped 12列

3D 180束

5D 240束

カール：J, C, CC, D, U, N, L+
太　さ：0.10/0.12/0.15/0.18/0.20
長　さ：[0.10/0.12]  4-12mm
　　　　[0.15/0.18/0.20]  6-14mm

3,025円（税込）
商品番号：一覧表参照（P21）

カール：J, C, CC, D, U, N, L+
太　さ：0.10/0.12/0.15/0.18/0.20
長　さ：4-13mm

1,628円（税込）
商品番号：一覧表参照（P22）

カール：0.10/0.12/0.15/0.18/0.20
太　さ：J, C, CC, D
長　さ：6-13mm 

935円（税込）
商品番号：一覧表参照（P23）

カール：J, C, CC, D
太　さ：0.15
長　さ：6-12mm

各 1,155円（税込）
商品番号：一覧表参照（P24）

カール：C, CC, D
太　さ：0.15
長　さ：7-12mm 

2,475円（税込）
商品番号：一覧表参照（P24）

カール：J, C, CC, D
太　さ：0.15
長　さ：6-12mm

各 1,980円（税込）
商品番号：一覧表参照（P24）

カール：J, C, CC, D
太　さ：0.07
長　さ：5-12mm

2,970円（税込）
商品番号：一覧表参照（P21）

カール：J, C, CC, D, L+
太　さ：0.03/0.05/0.06/0.07/0.08
長　さ：4-12mm

2,695円（税込）　0.03
2,475円（税込）　0.05/0.07/0.08
商品番号：一覧表参照（P21）

カール：J, C, CC, D
太さ：0.07
束：3D / 5D
長さ：7-11mm

各 1,650円（税込）
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B O N S I S

セーブルブラウン
シートタイプ 6列

Colour Extensions
エアリーボリュームリュクス ブラウン

シートタイプ 6列  

オレンジブラウン ダークブラウン カーキブラウン

チェリーブラウングラデーションブラウン

 

カール：J, C, CC, D
太　さ：0.10/0.15
長　さ：4-12mm

1,375円（税込）
商品番号：一覧表参照（P25）

カール：J, C, CC, D
太　さ：0.07
長　さ：7-12mm

1,540円（税込）
商品番号：一覧表参照（P24）
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AI  OL M  LASH OLO SABL  LASH OLO

多彩なカラーで

極細毛の可能性を

無限に引き出す

エアリーボリュームラッシュ カラー
シートタイプ 6列

 

セーブル  0 . 1 0 m m

ニ ュ ア ン ス カ ラ ー

ふ ん わ り 美まつ毛   

セーブルカラーエクステ
 

17 18

キャラメルラテ ラズベリーチョコレート

オータムフォレスト

グリーンフォレスト 

ミルキーウェイ

ブルーベリーチョコレート

コットンキャンディー
カール：J, C, CC, D
太　さ：0.07
長　さ：7-12mmMIX
　
1,628円（税込）
商品番号：一覧表参照（P26）

オリーブ ネイビー

アッシュグレー

ピンク

オーシャンブルー

パープル
カール：J, C, CC, D
太　さ：0.10
長　さ：5-11mm

1,430円（税込）
商品番号：一覧表参照（P26）



ショコラノア

ヘーゼルアッシュ

フラットラッシュサイズ表（スタンダードサイズ）

ブラック

フラットラッシュ(スタンダードサイズ)

Colour variations

New

カール：J, C, CC, D
太さ：0.10/0.15
長さ：8-14mm

各 2,310円（税込）
商品番号：一覧表参照（P26）

�

19 20



エクステ商品番号一覧表

�� ��

M

M

～



エクステ商品番号一覧表

�� ��

B

ミンクエクステ 1 サイズ 12 列　(p.14)　1,155 円 ( 税込み )

プレミアセーブルエクステ 1 サイズ 12 列　(p.14)　2,475 円 ( 税込み )

フラットラッシュ 12 列　(p.14)　1,980 円 ( 税込み )

エアリーボリュームリュクス  ブラウン ６列　(p.16)　1,540 円 ( 税込み )



エクステ商品番号一覧表

�� ��

6SJ1008OC

6SJ1009OC

6SJ1010OC



Lashing作業台
（シリコンシート付）

ラッシュボックス10パレット ラッシュボックス５パレット

バルクエクステケースパフ 

シリコン施術シート

ドームリング

ラッシュバンド
（マジックテープ脱着式）

バルクエクステケースシリコン

Lash Plates
O リング

エクステケース
５個

marieシート ブランク
10枚 

ラッシュプレート
（グルーカップ10個付）

ドームガラスプレート
（フッ素加工シール付き）

ケースなし

タワー容器
10個

5g 10gケースあり

ドームリンググループレート付き

長さMIXシート
自分で作成し

列がなくなったら 補充するシートから
貼り移します

⬇ ⬇

実用新案取得登録第3145589号

4,015円（税込）
商品番号：LR010 550円（税込）

商品番号：LR011

660円（税込）
商品番号：AIR01

704円（税込）
商品番号：AIR02

869円（税込）
商品番号：AIR03

1,100円（税込）
商品番号：GPLP

10,450円（税込）
商品番号：LC10

7,150円（税込）
商品番号：LC05

1,419円（税込）
商品番号：LCW1

ラッシュボックス用パレット
１枚

1,430円（税込）
商品番号：AIR04

935円（税込）
商品番号：CNLW

330円（税込）
商品番号：CNPE

429円（税込）
商品番号：CNPL

330円（税込）
商品番号：SNPP

330円（税込）
商品番号：CNPU

330円（税込）
商品番号：CNPW

（グルーカップ10個付）

専用グルーカップ

×10個

ケースなし

1,045円（税込）
商品番号：EXBB

935円（税込）
商品番号：EXPD5

27 28
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FAST

SLOW

早い

粘度
有り

粘度
さらさら

遅い

グルー早見表

速さ

粘度

上に行くほど硬化速度が早くなります。

左は粘度が高く、右のグルーは
粘度が低くサラサラです。

※高温多湿の環境では、グルーが劣化しやすいので
　保存期間よりお早めにお使いください。

AIRY VOLUME GLUE

未開封：1ヶ月 / 冷蔵庫
開封後：1ヶ月 / 冷暗所

成分:エチル-2-シアノアクリルート、シアノアクリルート、
ポリアルキルメタクリルート、ポリイソシアネート、顔料、
水、N-メチルピロリドン、カーボンブラック

5ml
5,093円（税込）
商品番号：AIRGL05

Eyelash
Exlension
Adhesives

６個/単価 4,785円
12個/単価 4,510円

未開封：1ヶ月 / 冷蔵庫
開封後：1ヶ月 / 冷暗所

成分:エチル2-シアノアシレート、
ポリメタクリル酸メチル、ブラックカーボン

5ml
2,860円（税込）
商品番号：GLSP

未開封：1ヶ月 / 冷蔵庫
開封後：1ヶ月 / 冷暗所

成分:ブチルシアノアシレート、ポリメタクリル酸メチル、
イソシアネート、ブラックカーボン

5ml
2,860円（税込）
商品番号：GLVP

未開封：3ヶ月 / 冷蔵庫
開封後：1ヶ月 / 冷暗所

成分:エチルシアノアクリルート、オクチルシアノアクリルート、
ポリメタクリル酸メチル、カーボンブラック

5ml
3,190円（税込）
商品番号：GJH225

エチル

1秒 Rushグルー

未開封：1ヶ月 / 冷蔵庫
開封後：1ヶ月 / 冷暗所

成分:エチル 2- シアノアシレート、
エトキシ -2- シアノアクリレート、ブラックカーボン

5ml
2,849円（税込）

商品番号：GLRAS

６個/単価 2,530円
12個/単価 2,420円

６個/単価 2,530円
12個/単価 2,420円

６個/単価 2,695円
12個/単価 2,530円

６個/単価 4,785円
12個/単価 4,510円

エチル

国産 2秒 Jグルー
エチル

1秒 V +グルー
ブチル

1秒 S +グルー
エチル

グルー 関連商品

4秒 ブチル B グルー

未開封：1ヶ月 / 冷蔵庫
開封後：1ヶ月 / 冷暗所

成分:ブチルシアノアクリルート、ブチルヒドロキシアニソール、
カーボンブラック、アクリル樹脂

5ml
2,530円（税込）
商品番号：MA004S

ブチル

10ml
5,038円（税込）

商品番号：GLRA

粘度 粘度

粘度 粘度

粘度 粘度

AIRY

RUSH

J

S+V+

ブチル

エアクリーン

50ml
792円（税込）
商品番号：GLK01

ホルムアルデヒドなどの
化学物質を強力に吸着。
グルーによるアレルギー
対策に。

グルー促進剤をエクステに塗布します。
水分が完全に蒸発してから使用してく
ださい。

グルー促進剤（ピーチの香り）

5ml
1,320円（税込）
商品番号：LLBP5

地まつ毛には
使用できません。

50ml
792
商品

AIR PURIFIER

29 30

グルーシェーカー

17,930円（税込）
商品番号：GLSH

攪拌スピード：3000rpm
コンセントＡタイプ : 日本、
アメリカ、台湾など
電圧 100-240V ＠50-60ヘルツ 

グルーはよく混ざることで
本来の性能が発揮されます
強力な振動でグルーの成分
を素早く混ぜます。



G       
グループレート（ガラス板）  

グループレートリング ハート グループレートシート
50枚
 

グループレート（クリスタルラウンド）

 

乾いたティッシュ等でプレートに残ったグルー
を楽に拭き取ることができます。

使用例

   

使い捨てグループレートペーパー
50枚

ヒスイホワイト

275円（税込）
商品番号：AAZ002

1,650円（税込）
商品番号：AAZ003T

［表面］
フッ素（シール）加工

880円（税込）
商品番号：AAZ001T

［両面］
フッ素（シール）加工

フッ素加工グループレートの特徴

825円（税込）
商品番号：GLST

プレートのグルーが長持ち

施術後のお手入れが簡単

フッ素
加 工

フッ素
加 工

一般的なグループレートと比較して、約２倍
の時間固まらないため、グルーの節約になり、
術施時間の短縮につながります。

407円（税込）
商品番号：GLPH

275円（税込）
商品番号：GLPG

※フッ素加工のシールを本体から剥がさないようにしてください。

グルーカップ
50個入り

473円（税込）
商品番号：GPGC

⬇

グルーポケット
（凹み加工）付き

エクステジェルリムーバー 30ml リムーバー  プレート

金属スパチュラ

エクステジェルリムーバー 30ml

部分用
速乾タイプ
（1～2分）

アイラッシュバブルシャンプー アイラッシュバブルシャンプー
細　筆

メイク&ラッシュクリーナーアイラッシュクリーナー

100ml
1,012円（税込）
商品番号：LLPBB

ラッシュプライマー
（ph7）

20ml
1,100円（税込）
商品番号：LLPA

60ml/　1本
1,210円（税込）
商品番号：RMGE

60ml/　20本
22,990円（税込）
商品番号：RMGE20

使用期限：
開封後6カ月

使用期限：
開封後6カ月

使用期限：
開封後6カ月

全体用
（5～10分）
使用期限：開封後6カ月

50ml
1,045円（税込）
商品番号：LLBS

836円（税込）
商品番号：AAV022

コリンスキー50％
ナイロン50％

エクステクリームリムーバー
30g 国産

1,375円（税込）
商品番号：RMGL

1,628円（税込）
商品番号：RMCB

440円（税込）
商品番号：LITM01 

704円（税込）
商品番号：RMSA

1,826円（税込）
商品番号：GLPJ5

使い捨てグルーリング 2枠
50個入り

935円（税込）
商品番号：GPVC

ボリュームラッシュ グルーカップ
50個入り
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Water アイシート (韓国製) コラーゲン アイシート (韓国製) アロエ アイシート (中国製)

WA T E R
Eyepads

10pairs

 

Tape Dispensers
テープ／テープホルダー

10人分20枚入り
1,375円（税込）
商品番号：EPSD10

12個以上/単価 1,210円
10人分20枚入り
1,650円（税込）
商品番号：EPSA10

12個以上/単価 1,430円
10人分20枚入り
605円（税込）
商品番号：EPSC10

100人分200枚入り
5,192円（税込）
商品番号：EPSC100

12個以上/単価 4,675円

 

561円（税込）
商品番号：TPMF3

優肌絆 白 優肌絆 ＧＳ スキナゲート ジェントルさくらく 紙バン（光沢あり）

不織布 不織布メッシュ 伸縮フィルム（メッシュ） 不織布 不織布

３巻

3,520円（税込）
商品番号：TPME

24巻

561円（税込）
商品番号：TPMD3

３巻

3,520円（税込）
商品番号：TPMC

24巻

561円（税込）
商品番号：TPMH3

３巻

3,421円（税込）
商品番号：TPMG

24巻

561円（税込）
商品番号：TPMK3

３巻

3,366円（税込）
商品番号：TPMK

24巻

286円（税込）
商品番号：TPKB3

３巻

539円（税込）
商品番号：TPKA

24巻

きるる １巻用 (12mm)

858円（税込）
商品番号：TPHD 

1,078円（税込）
商品番号：TPHE

固定テープホルダー 木製

2,310円（税込）
商品番号：TPHB

直接お肌に貼れるタイプ

きるる 2巻用 (25mm)

テープの上に貼るタイプ

固定テープホルダー プラスティック

220円（税込）
商品番号：TPHA

※テープは付属していません
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精度が求められるボリュームラッシュ用ツイーザーは、エジュケーターの目でひとつひとつ丹念に

見極められ、検品基準に合格した製品だけを自信を持ってお客様の元へお届けしています。

ボリュームツイーザー L2

ボリュームツイーザー L3 ボリュームツイーザー L Round (3～4D)

ボリュームツイーザー F

11.3cm｜17g
商品番号：VT02

11cm｜17g
商品番号：VT03

11.5cm｜17.8g
商品番号：STGJ01

12.5cm｜15.8g
商品番号：STGJ02

　

Tweezers
マリーラッシュオリジナルツイーザー

各 3,036円

ボリュームツイーザー L3

11cm｜17g

ボリュームツイーザー L Round (3 4D)
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M     
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ストレートミディアム　　 ストレートFL　

ストレート　ブラック　　　

日本製ツイーザーストレート

日本製ツイーザー ストレートサロンS

日本製ツイーザー カーブサロンSフック

 　　 　

日本製ツイーザーカーブサロンJ
 　

ストレート　細　レインボー　　

 

4,400円（税込）

　 　

日本製チタンツイーザー（カーブ）

　　 　
日本製チタンツイーザー（フック）　　

精度が高く、掴む時に力を入れずに細かい産毛もしっかり掴めます。

日本製ツイーザーは購入後の
先端の曲がりや欠け等の修理
を承っております。

1,870円（税込）

カーブ　浅め　　

　

 

F カーブ　　 

カーブ　　

ツイーザー　カーブRカーブJ

海外製のスタンダードなツイーザーで、かき分け用やシングルエクステ用としてお使いいただけます。

ストレート 細

ストレート細 ブラック　　　

ステンレス レインボー

ストレート レインボー

ツイーザーキャップ（５個）

 

15cm｜15.3g
商品番号：TSS3243

日本製ツイーザーカーブJ2 12cm｜14.2g
商品番号：TJ2419

13.5cm｜13.2g
商品番号：ST12R

11cm｜12g
商品番号：ST10

14cm｜12.8g
商品番号：ST11

14cm｜14g
商品番号：ESD11

13.5cm｜17,2g
商品番号：ESD12

　ストレート F 11.3cm｜13.4g
商品番号：5ASA

11.2cm｜12.9g
商品番号：ST17

13.7cm｜17.2g
商品番号：HIS008

12.5cm｜15.8g
商品番号：CCFS

ストレート 13.5cm｜16.5g
商品番号：ST12

11.5cm｜15g
商品番号：ST15

12.5cm｜16.7g
商品番号：MSA18

14cm｜17.3g
商品番号：ST16-02

14cm｜12.8g
商品番号：ST11R

12.4cm｜11.7g
商品番号：TSJ420

日本製ツイーザー カーブ J3　　 12.5cm｜17.1g
商品番号：TA125L

日本製チタンツイーザー（ストレート） 12.5cm｜15.3g
商品番号：TWTS

12.6cm｜12g
商品番号：TSS421

12.5cm｜11.6g
商品番号：TSSF434

日本製ツイーザーカーブJ1 12.5cm｜16.7g
商品番号：TJ1418

12cm｜16.7g
商品番号：TWTF

12.5cm｜11.6g
商品番号：TWTC

ス
テ
ン
レ
ス
製

チ
タ
ン
製

修理可能

1,650円（税込）(送料別途)
※修理が出来ない場合もございます

修理代［ツイーザー1本につき］

275円（税込）
商品番号：TWPJ

ツイーザー先端の保護や危険防止に

1,760円（税込）

ステンレス 
770円（税込）770



ハローキティコラボツイーザー

13.8cm｜18.8g
商品番号：KITTY002

キティツイーザー ストレートA　　 14.5cm｜17.2g
商品番号：KITTY003

キティツイーザー ストレートF　　

13.9cm｜17.3g
商品番号：KITTY004

キティツイーザー カーブZ

12cm｜15.4g
商品番号：TD01

ツイーザー 先端丸 12cm｜15.4g
商品番号：ST13R

ツイーザー　先端丸 (レインボー) 　

13.7cm｜20.8g
商品番号：TD01

ダイアモンドツイーザー (ストレート) 13.7cm｜17g
商品番号：TD03

ダイアモンドツイーザー (カーブJ)

12.5cm｜15.8g
商品番号：STGJ02F

フラットラッシュツイーザー F

14.2cm｜20.8g
商品番号：KITTY005

キティツイーザーカーブR

2,970円（税込）
2021年1月販売予定

ダイヤモンドツイーザー
1,232円（税込）

フラットラッシュツイーザー　
1,232円（税込）

770円（税込） 1,760円（税込）

先端丸（固定テープ脱着用）　

　

ダイヤモンドパウダー加工

フラットラッシュツイーザー　

11.3cm｜16g
商品番号：VT02F

フラットラッシュツイーザー L2 　

シザー(パープル) シザー(ピンク)

 

L  

330円（税込）
商品番号：TWIA

330円（税込）
商品番号：TWIB

ハローキティ ツイーザーポーチ

3,520円（税込）
商品番号：KITTY001

ラッシュミラー　ホワイト ラッシュミラー　レインボー

308円（税込）
商品番号：LSHM

1,100円（税込）
商品番号：LSRM

S

ロングネックシザー エクステカッティングシザーズ

770円（税込）
商品番号：HIS1922

1,320円（税込）
商品番号：EXPLS

2,9702,970円円（税込）（税込）
ハローキティコラボツイーザー

2,9702,970

横19cm　縦13cm　高さ7cm

使用例
中身の商材は付属しません。

 

L  

ハローキティ ツイーザーポーチハローキティ ツイーザーポーチ

ロングネックシザー

770円（税込）
商品番号：HIS1922
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ラッシュクリーナースティック ラッシュクリーナースティック用
差し替えチップ

300個入り（ケース付き）
1,210円（税込）
商品番号：RMQBCH3

 S

1000本入り（詰め替え用）
5,720円（税込）
商品番号：RMQBC10

80本入り（ケース付き）
880円（税込）
商品番号：RMQBC

アプリケーター シリコンクリーナースティック

80本入り（ケース付き）
1,408円（税込）
商品番号：RMQS8

100本入り　
1,540円（税込）
商品番号：RMQBB10

マイクロスティック（ピンク）

500本入り（詰め替え用）
3,300円（税込）
商品番号：RMQA5

100本入り（ケース付き）
825円（税込）
商品番号：RMQA

マイクロスティックロング　

100本入り（ケース付き）
825円（税込）
商品番号：RMQL

マスカラブラシケース

50本入り
3,498円（税込）
商品番号：BYLC

MARIE マスカラブラシ MARIE マスカラブラシ
(キャップ付き）

※収納イメージ

50本入り
770円（税込）
商品番号：LITM105

50本入り
1,760円（税込）
商品番号：AAV100

462円（税込）
商品番号：TWMB

50本入り
770円（税込）
商品番号：DMWT

使い捨てコーム MARIE メタルコーム

使い捨てマスカラブラシワイド使い捨てシリコンブラシ 使い捨てマスカラブラシ

50本入り
770円（税込）
商品番号：AAV115

1本
374円（税込）
商品番号：MMB02

6本入り
1,529円（税込）
商品番号：MMB0206

50本入り
11,000円（税込）
商品番号：MMB0250

1本
374円（税込）
商品番号：MMB03

6本入り
1,529円（税込）
商品番号：MMB0306

1本
429円（税込）
商品番号：MMB04

6本入り
1,727円（税込）
商品番号：MMB0406

折り畳み式

MARIE 極細マスカラブラシ

対応商品：
 ・ラッシュクリーナースティック
（RMQBC・RMQBC10）

4241

※1000本入りは
ステイック部分が
白になります。



幅15x奥行11x高さ10cm
660円（税込）
商品番号：CNPF

幅12x奥行10x高さ12cm
5,170円（税込）
商品番号：LITM06

マーブルオーガナイザー オーガナイザー不織布薄カット綿　アイシェイプ 不織布薄カット綿(1,500枚）

ディスポーザブル ピローシート（90枚） ディスポーザブルベッドシーツ（30枚）

ディスポーザブルフェイスガーゼ（100枚）マスク 50枚 (個包装）

1,859円（税込）
商品番号：SNMB

  G     S

500枚入り
1,507円（税込）
商品番号：SNCF

1000枚入り

2,750円（税込）
商品番号：SNCG

約22×20cm

550円（税込）
商品番号：SDFW2

 約175×75cm

2,530円（税込）
商品番号：SDFW3F

27.5×57cm

1,650円（税込）
商品番号：SDFW3

1,100円（税込）
商品番号：SNCN

ポンプ容器 メタル蓋プラスチックポンプ

1,375円（税込）
商品番号：CNPMP

990円（税込）
商品番号：CNPMQ 

ステリライザー ステリライザーパウチウエットステリライザーパッド

500ml
385円（税込）
商品番号：LQWB

500ml
2,750円（税込）
商品番号：LQET

精　製　水 ハンドジェルアルコール洗浄

200枚
1,430円（税込）
商品番号：SNPZ

250ml
770円（税込）
商品番号：CNPB

100ml
495円（税込）
商品番号：CNP100

ハンドジェルアルコール洗浄

ステリライザーパウチ

200枚

43 44



30,030円（税込）
商品番号：GCRX　　

14,300円（税込）
商品番号：LR003　

G   

L リングライト II スマートフォンでも簡単にハイクオリティな画像を撮影できます。

・タッチパネル式５段階調光
・長寿命省エネLED
・軽量コンパクト設計

・ダイヤル式調光
・色温度調整機能
（寒色系～暖色系）
・軽量

B

未使用
1.32倍

1.6倍
1.85倍

眼鏡の上から使用する際はラージサイズをお選びください。

ハズキルーペ

コンパクト ラージ

11,184円（税込）

パール コンパクト

パール ラージ

商品番号：HZK32CPL

商品番号：HZK32LPL

白 コンパクト

白 ラージ

商品番号：HZK6CWH

商品番号：HZK6LWH

黒 ラージ
商品番号：HZK85LBK

ラッシュドライヤーmarie  エアブロア（ホワイト)

495円（税込）
商品番号：BLWH

　2,420円（税込）
   商品番号：LDWF

　2,420円（税込）
   商品番号：LDWH

・タッチパネル式５段階調光
・長寿命省エネ
・軽量コンパクト設計
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3,003円（税込）
商品番号：PREHE

1,925円（税込）
商品番号：PRMA

5,995円（税込）
商品番号：PREH

商品番号：PREF 商品番号：PREA

練習用上つけまつ毛　（10セット20個）練習用顔ウィッグ

アイラッシュトレーニング ウィッグ アイラッシュトレーニング ウィッグ
パーツ（左右1セット）

使用例

使用例

人毛植込みパーツ付き
12個入り
440円（税込）
商品番号：PRSP

アイラッシュトレーニングスポンジ

各 814円（税込） 

ストレート クロス

10本入り
1,474円（税込）
商品番号：LITM07

シュミレーター

Retail  Prodwcts

Practice Tools
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シェリー ラッシュコート&美容液

6本セット/単価 1,815円
10,890円（税込）
商品番号：CTB06

1本
1,870円（税込）
商品番号：CTB01

11ml

12本セット/単価 1,760円
21,120円（税込）
商品番号：CTM12

1本
1,870円（税込）
商品番号：CTM01

11ml

Chérie

“Chérie” debut.

Organic Care Series

Organic Care Series

49 50

エクステに

カ ー ル U P

向きを整え固定

防水効果でもちがUP

ラッシュリフトに

ダメージ補修

保 湿 ケ ア

コシを与えより健康に

オーガニック

エコサート
認定成分配合

日 本 製

動物実験なし

無 添 加

シリコン不使用Chérie

Lash & Brow
Coating Treatment

- Fine Brush -

12ml /0.4 fl oz

アロエベラ液汁 ヒアルロン酸 シロキクラゲ多糖体 カミツレエキス ユズ果汁エキス
保水・保湿効果が
あり、まつ毛の
乾燥を防ぎます。

まつ毛の表面を
保湿し、カール
をキープします。

まつ毛を清潔に
保ち潤いをあた
えます。

損傷したまつ毛
を改善する効果が
期待できます。

まつ毛に弾力と
ハリをもたらし
ます。

筆タイプ マスカラタイプ

※2月入荷予定 ※2月入荷予定



メ イ ク し な が ら ま つ 毛 を 育 て る毎 日 の ケ ア で 太 く 長 く 育 て る

S A S A
LI I  LIN   B

I N S S
S S N

と ア に るア ラ ー。れ る 、 る る く くなる

使いやすさにこだわった
コシのある筆先

5weeksBefore →

３種の有効成分、プラセンタエキス・センブリエキス・ニンジン
エキス配合。血行を促進し、まつ毛に潤いを与えながら補修ケア
することにより、育毛・発毛に効果が期待できます。また、眉毛
の育毛としてもお使いいただけます。

フサフサリキッドアイライナーならメイク中もずっと目元ケア。
汗や皮脂に強くにじみにくいフィルムタイプ。普段のクレンジング
で簡単に落とすことができ、エクステやラッシュリフトのユーザー
もお使いいただけます。ラインが引きやすく強弱も思いのまま。

プラセンタエキス センブリエキス ニンジンエキス アセチルテトラペプチド－3

ま 毛 の

MARIE
COSMETIC

育毛・発毛効果を促進 潤いを与え補修ケア 健康なまつ毛に導く

HO

OH O
OCH3

O

衰退した毛母細胞を復元

アカツメクサ花エキス
還元酵素を強力に阻害確かな効果を実感！

有効成分
CAPIXYL™
配合

アイラッシュ プリンセスエッセンス FUSAFUSAアイライナー

1本
5,797円（税込）
商品番号：MA006
6本入り/単価 5,600円
33,605円（税込）
商品番号：MA00606
24本入り/単価 5,517円
132,407円（税込）
商品番号：MA00624
販促用リーフレット10枚
0円
商品番号：MA006SB

使いやすさにこだわった

アイライナー
まつ毛ケア
１本で２役

エクステ、
ラッシュリフト
どちらもOK

S A S
LI I  LIN   B
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使用期限：3カ月 使用期限：3カ月

1本
1,595円（税込）
商品番号：MA00101
6本入り/単価 1,540円
9,240円（税込）
商品番号：MA00106



60ml
1,045円（税込）
商品番号：LLBS

50ml
1,045円（税込）
商品番号：LLBS

アイラッシュバブルシャンプー
（センシティブ）

メイク＆プロテインリムーバー

メイクリムーバーとして物販で人気の商品です

ウォータープルーフマスカラやアイライナーなど、落ちにくい
メイクもしっかり落とすプロ仕様のアイメイクリムーバーです。

まつ毛ダニを防ぎ、清潔な状態に保てます。

クレンジング剤と綿棒等では届きにくい、地まつ毛とエクステの
層の間に泡が優しく包み込み、すみずみまで簡単に洗えます。

クリアコーティング　筆 クリアコーティング　マスカラ

6本セットり/単価 1,064円
6,380円（税込）
商品番号：LLCA6

1本
1,122円（税込）
商品番号：LLCA

12本セットり/単価 1,222円
14,663円（税込）
・ディスプレイBOX入り
商品番号：THEA12

1本
1,375円（税込）
商品番号：THEA

12本セットり/単価 1,111円
13,330円（税込）
・ディスプレイBOX入り
商品番号：THCA12

3,300円（税込）
商品番号：LR009

1本
1,250円（税込）
商品番号：THCA

12本セットり/単価 1,017円
12,210円（税込）
・ディスプレイBOX入り
商品番号：LLCB12

1本
1,122円（税込）
商品番号：LLCB

美容液　筆 美容液　マスカラ

小売商品陳列スタンド

10ml

10ml 10ml

10ml

836円（税込）
商品番号：AAV022

コリンスキー50％
ナイロン50％

MARIE マスカラブラシ
(キャップ付き）

アイラッシュ バブルシャンプー
細　筆

1本
429円（税込）
商品番号：MMB04

6本入り
1,727円（税込）
商品番号：MMB0406

ラッシュクリーナースティック

1000本入り（詰め替え用）
5,720円（税込）
商品番号：RMQBC10

80本入り（ケース付き）
880円（税込）
商品番号：RMQBC

53 54



WAXウォーマー（シングル） シングル用アルミ容器 

ハードWAX　100g WAXスパチュラ（小） 100本入 WAXスパチュラ（大） 100本入

L   B  L
リルベアクアグルー リルベケラチンラッシュ&ブロウ

クリーム
  1液、２液（各20セット）

ラッシュリフトコーム
（２個）

ラッシュリフトホワイトロッド
コンボ

ラッシュリフトクリアロッド Browスティック

1,518円（税込）
商品番号：LIFT01

5,170円（税込）
商品番号：LIFT02

539円（税込）
商品番号：LIFT03

1,386円（税込）
商品番号：LIFT04

1,320円（税込）
商品番号：LIFT05

1,375円（税込）
商品番号：AVB02

4,400円（税込）
商品番号：WAX01

770円（税込）
商品番号：WAX03

1,100円（税込）
商品番号：WAX04

330円（税込）
商品番号：WAX05

627円（税込）
商品番号：WAX06

5,170円（税込）

ラッシュリフトコーム
（２個）

539円（税込）
商品番号：LIFT03

K E R A T I N  L A S H  L I F T

Relevé
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大 き ま 毛の ま

A cademy

豊富な経験と実績 少 人 数 制一 流 講 師
S
会員特典

フォローアップ
の充実

15年の知識と経験を生かし

正しい知識・安全な施術・完璧を求める厳しさを
コアとしています。常に業界フロントランナーと
して新しいことに挑戦しづつけるマリーラッシュ、
世界中で２,０００人以上のスタイリストを指導し
てきました。海外直営サロンと提携している為、
日本のみならず海外の最新情報もキャッチしながら、
生徒さんへ最高の学びを体験してもらいたいと常
に改善し続けています。

Special Educator
講 師 紹 介

M A I O
MARIE LASH JAPAN/
MARICO SALON 
創業者
株式会社國井取締役副社長
日本まつ毛エクステンション認定機構
認定講師/台湾・中国支部長
施術歴12年/講師歴10年

INO
MARIE LASH
スペシャルエデュケーター
Fabulash Competition
Mega Volume lash
１位入賞
オーストラリア直営店サロン
勤務経験有り

6DVolume lash
Senior 部門

楽しく続けられる、奥が深くて効率的

なカリキュラム。正しい知識と技術で

スタートすることがラッシュキャリア

にとって大切な一歩です。

A cademy

アカデミー

S A I
MARIE LASH
スペシャルエデュケーター
Fabulash Competition
Volume lash １位入賞
オーストラリア
直営店サロン店長

・日本語
・英　語

対応言語

Volume
Senior 部門

M O
MARIE LASH
スペシャルエデュケーター

台湾直営店サロン勤務
JLA日本美容協会認定講師

・日本語
・中国語

対応言語

NO OMI
MARIE LASH
スペシャルエデュケーター

オーストラリア直営店サロン勤務

・日本語
・英　語

対応言語

M A I
MARIE LASH
スペシャルエデュケーター

オーストラリア直営店サロン
副店長

・日本語
・英　語

対応言語

S SI A
MARIE LASH
スペシャルエデュケーター
台湾直営店サロン勤務/
JLA日本美容協会認定講師
国際アイラッシュコンペティション
１位入賞
国際アイラッシュコンペティション
審査員

・中国語
・英　語

対応言語

Volume Online
部門

A A O
MARIE LASH
スペシャルエデュケーター

台湾台中直営店サロン店長
台湾台中店スクール講師
JLA日本美容協会認定講師

・中国語
・英　語

対応言語

・日本語
・英　語

対応言語

・日本語
・英　語

対応言語

57 58



A cademy

LASSI
全３コース

OL M

1Cource 2 Days ベーシック+Flat Lash

別売りキット：40,700円（税込）

2日間
10:00 - 17:00

価格：80,300円（税込） 
テキスト・修了証付き

ブルーミングラッシュ・
カラー・下まつ毛

全３コース

BLOOMING LASH M GA OL M  LASH B O  LAMINA ION

2
パーフェクトデザイン・持続力

13:00 - 17:30

13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 ※オンライン講習

価格：29,700円（税込） 
テキスト、グルー１個込み

Cource

3
100本20分スピード矯正

13:00 - 17:00 価格：28,600円（税込） 
テキスト、グルー１個込み

Cource

1
エアリーボリュームラッシュベーシック

10:00 - 17:00 価格：59,400円（税込） 
テキスト・修了証・キット込み

Cource

2
束作りフォローアップ

10:00 - 12:00 価格：5,500円（税込） 
外部生価格：16,500円（税込）

Cource

3
パーフェクトスタイル・持続力

13:00 - 17:30 価格：29,700円（税込） 
テキスト、グルー１個込み

Cource

メガボリュームラッシュ 
(6 -16D)

ブロウラミネーション

価格：77,000円（税込）
テキスト・修了証・キット込み

価格：39,600円（税込）
テキスト・修了証・キット込み

価格：29,700円（税込）
テキスト・How To動画・キット込み

13:00 - 17:00

価格：28,600円（税込）

Course

Option

コース紹介

オプションコース

詳細
P61~62

詳細
P65~66

詳細
P70

詳細
P71~72

詳細
P63

詳細
P64

詳細
P67

詳細
P68

詳細
P69

コンペティション
対　策

エジュケーター登録
リピーターを増やせる
カウンセリング・接客

アイラッシュ学科

オーストラリア・
ワーホリプログラム

アイラッシュ英会話

10:00 - 12:00

価格：11,000円（税込）
テキスト付き

10:00 - 12:00

価格：11,000円（税込）
テキスト付き

10:00 - 12:00

価格：16,500円（税込）
テキスト付き

13:00 - 17:00

価格：33,000円（税込）

次頁より各コースの詳細をご覧ください 詳しくは：  r e e e t o
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2 Days
シングル ベーシック+ Flat Lash

2 Days シングル ベーシック+ Flat Lash

JLA日本ラッシュアーティスト協会の発足初期認定講師として

日本のまつ毛エクステ業界の基盤づくりと底上げを支えてきた

MARIE LASH JAPANだからこそできる初心者コース。

１５年間の知識と経験を全て凝縮し2日間で生徒さんが自信を

持って練習を開始できる基礎作りをお手伝いします。

■対　象
美容師免許保持者（見込者）、エクステの技術を初めて学ぶ方
■内　容
学科(エクステとは、歴史、道具、衛生、目の構造・疾患、 まつ毛エクステの技術者とは・顧客の心理、カウンセリング、接客）
装着をマネキンにて練習（ツイーザーの掴み方、エクステの取り方、地まつ毛のかき分け方、クリーニング、ラッシュマップ、
装着、リムーブ）モデル練習（カウンセリング、アイシートとテープ、クリーニング、装着、リムーブ）
■講習時間
２日間／１０：００～１７：００
■金　額：８０,３００円（税込）　テキスト・修了証付き

● タイムスケジュール

 ■ 別売り講習キット

１日目
１０：００～　　　１２：００～　　　１２：３０～　　　15:00～17:00
学科　　　　　　　昼食　　　　　　　マネキン練習　　　相モデル練習

２日目
１０：００～　　　１２：００～　　　１２：３０～　　　13:30～17:00
学科　　　　　　　昼食　　　　　　　マネキン練習　　　モデル練習

モデル時間：生徒さん同士で相モデル（1日目テープ貼りのみ）、２日目 １：３０ー１７：００の時間帯にモデルさんに
参加いただきます。時間外は同室で待機することはできかねます。
（当アカデミーでモデルを用意することも可能です。モデル費用5,775円（税込）） 

で は です。

LA
I

 
O

R

キット内容：
Waterアイシート、グルー、グループレートテフロン両
面加工、Eyelash Cleanerポンプ式、アイラッシュバブル
シャンプー、エクステリムーバー（クリーム・ジェル）
Removerプレート、きるる、固定テープ、エクステ
（J,C,CC,D 0.12mm, 0.15 長さMix）、ツイーザー各種、
Lashミラー、スパチュラ、ステリライザー、ステリライ
ザーパッド、Lashドライヤー、カット綿、ラッシュク
リーナー各種、マスカラブラシ各種、オーガナイザー、
マスク、キャリーバッグ、人毛埋め込みマネキン

40,700円（税込）（60,170円相当）
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デザインともちにフォーカスし、ワンパターン化しないデザイ

ン力とお客様に満足していただける美しいアウトラインを作り

上げる力をつけていきます。デザインの改善には押さえるべき

ポイントがあり、その内容を細かく解説します。コンペティシ

ョンで１位や上位入賞した講師のこだわりを伝授します。

■対　象
美容師免許保持者、シングルエクステ技術の基礎がある方
■内　容
理論（デザインの紹介、マッピング、デザインの作り方、アウトラインのなじませ方、もちのよい装着方法、グルー管理）
マネキン練習（マッピング方法・アウトライン装着）
モデル練習（デザイン、アウトライン、美しいデザインの作り方、持続力ＵＰ）
■講習時間
１３：００～１７：３０
■金　額：２９,７００円（税込）　テキスト、グルー１個込み

● タイムスケジュール

１３：００～　　　１４：００～　　　１４：３０～　　　15:00～17:30
理論　　　　　　　デモ　　　　　　　マネキン練習　　　モデル練習

モデル時間：3:00pm-5:30pmの時間帯にモデルさんに参加いただきます。時間外は同室で待機することはできかねます。
（当アカデミーでモデルを用意することも可能です。モデル費用4,125円（税込））  

■持ち物：
筆記用具、エクステ、ツイーザー２本（かき分け、装着用）、
グループレート

シングル
パーフェクトデザイン・持続力LA

I
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施術スピードを上げることは利益を上げる上で大切なポイント
です。まつ毛エクステの施術においてどのような結果を残すこ
とができるのか、生徒さんの癖やできないところを明確にしで
きるポイントをより伸ばしていきます。自分１人では困難なス
ピード矯正を、講師がタイムを計りあるべき施術時間に近づけ
るお手伝いをいたします。さらに、サロンで一番大切とも言え
るもちを画期的に改善する方法を学ぶことができます。

■対　象
美容師免許保持者、シングルエクステ技術の基礎がある方
■内　容
理論・施術方法の解説（工程ごとの時間配分・スコアリング・予約フロー）
スピードアップ装着法をマネキン・モデルにて練習
癖矯正特訓（タイム計測）
■講習時間
１３：００～１７：００
■金　額：２８,６００円（税込）　テキスト、グルー１個付き

● タイムスケジュール

モデル時間：3:30pm-5pmの時間帯にモデルさんに参加いただきます。時間外は同室で待機することはできかねます。
（当アカデミーでモデルを用意することも可能です。モデル費用2,475円（税込））  

■持ち物：
筆記用具、エクステ、ツイーザー２本（かき分け、装着用）、
グループレート

シングル
100本20分スピード矯正LA
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１３：００～　　　　　　１４：３０～　　　　　　15:30～17:00
理論・講師デモ　　　　　スピード矯正　　　　　　　　スピード装着練習（モデル）

スピード装着練習（マネキン）
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ブルーミングラッシュ・
カラー・下まつ毛

ブルーミングラッシュ・カラー・下まつ毛

ボリュームラッシュはシングルエクステでは出せない繊細なボリュームが
大きな魅力です。しかし高度な技術を要するため導入を断念したり、施術
の時間がかかるなど、問題点もありました。
そこで、もっと簡単な技術で自然なボリューム感をだしたいという多くの
技術者の声に応えるため、新技術ブルーミングラッシュが誕生しました。
ブルーミングラッシュは上質かつ自然なボリュームを出すことが可能になり、
持続力もシングルエクステの約２倍と格段に改善しています。
また、ブラウンアッシュなど人気のカラーを多数取り揃え、デザインの幅
を大きく広げることができます。

■対　象
美容師免許保持者、シングルエクステ技術の基礎がある方
■内　容
理論（Blooming Lashとは、 施術時間・持続期間・金額設定、体積と重さについて、デザイン、カラーレシピ）装着をマネキン・
モデルにて練習カラーラッシュ・下まつ毛装着理論（Blooming Lashとは、 施術時間・持続期間・金額設定、体積と重さについて、
デザイン、カラーレシピ）装着をマネキン・モデルにて練習カラーラッシュ・下まつ毛装着
■講習時間
１３：００～１７：００
■金　額：７７,０００円（税込）　テキスト・修了証

まで で です。
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●キット込み（71,500円相当／ エクステ長さMix J-Uカール9色 23セット、プライマー、グルー）

● タイムスケジュール

１３：００～　　　１４：００～　　　１５：３０～　　　15:45～17:00
理論・デモ　　　　モデル練習　　　　下まつ毛デモ　　　モデル練習

モデル時間：2pm-5pmの時間帯にモデルさんに参加いただきます。時間外は同室で待機することはできかねます。
（当アカデミーでモデルを用意することも可能です。モデル費用4,950円（税込））  
 

■持ち物：
持ち物：筆記用具、ツイーザー２本（かき分け、装着用）、
グループレート

BLOOMING L A SH
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シングルエクステ フラットラッシュ ボリュームラッシュ ブルーミングラッシュ

最も普及している 繊細なボリューム 繊細なボリューム／持続性軽量エクステ／持続性

・低価格競争が激しい

・差別化が難しい

・技術の習得が楽
・施術時間が短い

・差別化/デザインの応用力

薄型形状の為、取れた際の
少なさがより目立つ

・高度な技術が必要

・施術時間が長い為、高単価

施術時間 長い 短い

持続期間 短い 長い

金額設定 安価 高価

施術時間 長い 短い

持続期間 短い 長い

金額設定 安価 高価

施術時間 長い 短い

持続期間 短い 長い

金額設定 安価 高価

施術時間 長い 短い

持続期間 短い 長い

金額設定 安価 高価

● 国内外のエクステサロン顧客リピート率　（当社系列サロン調べ）

台　北 シングル
44%

ブルーミング
31%

ボリューム
19%

ブレンド 6%

台　中 シングル
55%ブルーミング

37%

ボリューム 8%

メルボルン
ブルーミング

40%

ボリューム
30%

ブレンド
15%

シングル
15%

サンディエゴ ブルーミング
65%

シングル
20%

フラット
10%

ブレンド5%
東　京

ラッシュリフト１０％

シングル
２０％

ボリューム
３０％

ブルーミング
４０％

● エクステ技術の比較
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地まつ毛が太く、多いお客様はもちろんのこと、地まつ毛が細

く、少ないお客様にも地まつ毛への負担なくボリュームを与え

ることが可能です。

エアリーボリュームラッシュ
 ベーシックO

L
M

 
O

R

セミナー受講後、サロンでご自身で練習、施術をするとどうし
ても自己流になってしまう傾向があります。
フォローアップでは、スポンジに束をたくさん作って、うまく
できない癖を矯正することが中心になります。
毎回短時間で同じように美しい束を作れるようになるために練
習していきます。

■対　象
美容師免許保持者（見込者）、ボリュームラッシュ技術の基礎がある方
■内　容
普段の施術方法を見せていただき、徹底的に復習・アドバイスをいたします。
束の作り方をスポンジで練習（いつでも同じ束に仕上げる技術、束作りの時間短縮方法
長さの段差が出ない美しいアウトライン、層を極めた装着方法）
■講習時間
１０：００～１２：００
■金　額：５,５００円（税込）／外部生金額：１６,５００円（税込）

モデル不要：モデルさんでの練習も必要と判断した場合には、こちらで準備したモデルさんに装着練習していただくこともあります。

■持ち物：
筆記用具、ボリュームツイーザー、かき分けツイーザー、ボリュームエクステ、グルー、グルーカップ（プレート）

エアリーボリュームラッシュ 
束作りフォローアップO

L
M

 
O

R

く ま 毛

■対　象
美容師免許保持者、シングルエクステ技術施術が問題なくできる経験者
■内　容
理論（エアリーボリュームラッシュとは、複数本数の決め方、施術注意事項、ミックススタイル、リペア、時短リムービング）
束の作り方をスポンジで練習（いつも同じ束に仕上げる技術、時間短縮の束作り方、長さの段差が出ない美しいアウトライン、
層を極めた装着方法）モデルにて装着練習
■講習時間
１０：００～１７：００
■金　額：５９,４００円（税込）　テキスト・修了証・キット込み（26,000円相当）

● タイムスケジュール

１０：００～　　１０：４５～　　１２：００～　12:30～17:00
理論　　　　　　　束作りデモ＆練習　  昼食　　　　　　束作りデモ＆練習 

モデル時間：2pm-5pmの時間帯にモデルさんに参加いただきます。時間外は同室で待機することはできかねます。
（当アカデミーでモデルを用意することも可能です。モデル費用4,950円（税込））

■持ち物：
筆記用具、ツイーザー1本（かき分け用）、昼食

(3D-4D)

生徒さんの声t e t
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テキスト・修了証・キット込み（26,000円相当）ボリュームツイーザー、
スポンジ、エクステ（J,C,CC,D 0.07長さMix）、グルー、プライマー、
ボリューム用グルーカップ
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エアリーボリュームラッシュ 
パーフェクトデザイン・持続力O
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ボリュームラッシュ技術の基本がある方に向けたさらなるスキ

ルアップの技法を学んでいきます。

まつ毛エクステの中で最も複雑な技術なので、他のサロンとの

差別化はもちろん、まつ毛エクステのプロにはぜひ習得してい

ただきたい技術です。

■対　象
美容師免許保持者、ボリュームラッシュ技術の経験者
■内　容
理論、0.03-0.05mmを使用したメガボリューム技術、
ボリュームラッシュの束作り方のおさらいを含めたメガボリュームラッシュ技法
■講習時間
１３：００～１７：００
■金　額：３９,６００円（税込）　テキスト・修了証・キット込み（グルー、グルーカップ、0.03mmエクステ、スポンジ）

メガボリュームラッシュ
(6-16D)M
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■対　象
美容師免許保持者、ボリュームラッシュ技術の基礎がある方
■内　容
理論（デザインの紹介、マッピング、デザインの作り方、アウトライン、セクション·層によって装着方法、カッピング装着、
グルー管理）実技　美しいデザインの作り方（いつも同じ束に仕上げる技術、時間短縮の束作り方、長さの段差が出ない美しい
アウトライン、層を極めた装着方法）実技　持続力ＵＰ（カッピング技法）
■講習時間
１３：００～１７：３０
■金　額：２９,７００円（税込）　テキスト、グルー１個込み

● タイムスケジュール

１３：００～　　１４：００～　　１４：３０～　  15:00～17:30
理論　　　　　　　デモ　　　　　　　マッピング方法·　　  モデル練習

モデル時間：3pm-5:30pmの時間帯にモデルさんに参加いただきます。時間外は同室で待機することはできかねます。
（当アカデミーでモデルを用意することも可能です。モデル費用4,125円（税込））  

■持ち物：
筆記用具、ボリュームツイーザー、かき分けツイーザー、
ボリュームエクステ、グルーカップ（プレート）

デザインともちにフォーカスし、ワンパターン化しないデザイ

ン力とお客様に満足していただける美しいアウトラインを作り

上げる力をつけていきます。デザインの改善には押さえるべき

ポイントがあり、その内容を細かく解説します。コンペティシ

ョンで１位や上位入賞した講師のこだわりを伝授します。

アウトライン装着
（マネキン）

● タイムスケジュール

モデル時間：2:30pm-5pmの時間帯にモデルさんに参加いただきます。時間外は同室で待機することはできかねます。
（当アカデミーでモデルを用意することも可能です。モデル費用4,125円（税込））   

■持ち物：
筆記用具、ボリュームツイーザー、かき分けツイーザー１３：００～　　　　　　１４：００～　　　　　　　　14:30～17:00

理論　　　　　　　　　　メガボリューム束の作り方デモ、　　モデル練習
スポンジ練習
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 オンライン

ブロウラミネーション

ブロウラミネーション
BR
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化粧品認証済みコスメリフトクリームで負担をかけずに施術で

きます。「眉はお顔の額縁」と言われるほど顔の印象を決める

上で一番大切なパーツ。最近は眉を整える男性が増えており、

老若男女問わずご提案でき新規獲得にも効果的！

また、座ったまま施術が可能なので美容室でも導入ができます。

眉毛で顔の印象は大きく変わります。

Before

After

お客様の声

�

まつ毛と
同時施術可能

描かなくても
美しい

自然な立体感で
垢抜けブロウ

points

● 朝のメイクが楽になった

● 自分では左右対称にするのが難しか
   ったが簡単に描けるようになった

● 眉毛に立体感が出て華やかな印象に
   なった

■ キット内容
リルべ アクアグルー、リルべ ケラチンラッシュ＆
ブロウクリーム1、2液（20セット）、
ラッシュリフト コーム (2個)、Brow スティック、
シザー (パープル)、シェリー コーティング＆美容液
マスカラタイプ　11ml、マッピングストリング、
ブロウルーラー、ワセリン、ディスポグローブ(40枚) 

■対　象
美容師免許保持者、セルフの場合は一般参加可能
■内　容
理論、ブロウラミネーション技術、ブロウ黄金比理論、眉毛の整え実技（黄金比マッピング）
■講習時間
オンライン講習になります。
■金　額：２９,７００円（税込）　キット・テキスト（動画付き）

たくさんの写真と図解で分かりやすいテキスト。
何度でも見返すことができるHow to 動画。
ご自身のペースで学ぶことができます！

ブロウラミネーションとは眉毛の流れを希望の方向に癖づけをし、
１ヶ月前後その効果を楽しむことができます。

1: 必要な道具
2: ブロウラミネーションとは
3: カウンセリング
4: パッチテスト

5: ブロウラミネーション実技
6: ブロウの黄金比
7: アフターケア
8: よくある質問

Chapter

・ブロウラミネーション技術
・マッピングストリングを使用した
　黄金比の描き方

How to Movie
■ テキスト内容（動画付き）
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O rder info

【お客様規約】

【エクステンションについて】

【注文方法】

  
【お支払方法】

【ご注文内容等の変更・キャンセル】

【返品・交換について】

【商品再送について】

【発送から到着までの期間】

【送料について】

送料は大きさに関係なく一律です。金額は地域によって異なりますので下記の表をご参照ください。

地 域 北海道

北海道 北東北 南東北 関　東 信　越 北　陸 中　部 関　西 中　国 四　国 九　州 沖　縄
※青森県
※秋田県

宮城県
山形県
福島県

富山県
石川県
福井県

沖縄

岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県

香川県
徳島県
※愛媛県
※高知県

福岡県
長崎県
佐賀県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

静岡県
岐阜県
三重県

大阪府
京都府
滋賀県
奈良県

※和歌山県
兵庫県

新潟県
長野県栃木県

群馬県
埼玉県
千葉県
神奈川県
東京都
伊豆諸島
山梨県

愛知県

岩手県
690円 1,690円

※14:00～

翌日２日後最短お届け
日時

）は和歌山県（ 日翌 14:00～14:00～翌日

商品番号 商品名 色・容量 数量 単価（税込） 金額（税込）

・土・日・祝日は定休日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

（税込）

小計（税込） 送料(左ページ下)
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□初回の注文 □２回目以降の注文

貴店名
ご担当者

〒

７,700円以上は無料 330

□１６～１８時□午前中（8時～12時）月　　　日 （ 　　　） □１４～１６時
□１８～２０時 □１９～２１時

ご要望、ご質問等ございましたらご記入くださいませ。

（ （03-5801-0912
FAXオーダーシート

指定
不可

※18:00～

２日後

※14:00～

+ DD クール便

¥ 220
夏季にグルーを
ご注文の際に
ご希望があれば

□希望する

□欠品、廃盤、商品価格変更の連絡を希望します。
□欠品、廃盤により送料無料の金額を下回ってしまう場合は連絡が取れるまで発送の保留を希望します。
 （希望されない場合は、欠品や廃盤の商品がありお客様と連絡が取れない場合、在庫のある商品のみで当日発送いたします。）
□廃盤商品をご注文の際、代替商品がある場合は代替商品に変更しての発送を希望します。

会員規約
ご注文前に必ずお読みください

当サイトはまつ毛サロン、技術者向けとなります。　価格はサロンや技術者価格となり、小売価格ではございません。

弊社は世界中のまつ毛エクステ業界の安全基準の底上げを目指しております。技術者の方に正しい知識を持って安全な施術を行っていただきたいと考えておりますので、
お電話やメールでの技術的な質問は誤解が生じる可能性があるためお答えできかねます。詳しい技術につきましては弊社の開講するセミナーなどで学んでいただくことをお勧めいたします。
当サイトでは右記の条件に同意できる方にのみ
販売をさせていただきます。 ■ まつ毛エクステ、ラッシュリフト、眉のプロの技術者である

■ まつ毛エクステの施術を行う人は美容師免許を保持している
■ 保健所への美容所登録が済んでいる
■ 衛生的な施術環境が整っている
■ 未成年者の使用は禁止（施術者、顧客共に）

・弊社のエクステは他社に比べて長めの作りになっておりますので、ご購入前に本カタログ12,19ページのエクステのサイズ表を必ず確認してください。
・弊社のカール基準公差枠内の商品は良品扱いとなります。基準公差枠内による返品、交換はいたしかねますのでご了承くださいませ。

ご注文は、FAXまたは、Webよりご利用いただけます。商品の在庫情報は日々更新しておりますのでお急ぎの際はオンラインショップをご利用ください。

オンラインショップ⇨marierushlash.com

「代金引換（手数料330円）」「クレジット決済（手数料無料）」「paypal決済（手数料無料）」

・平日15時以降の変更・キャンセルは承りかねますのでご了承くださいませ。・クレジットカード・paypal決済後のご注文内容の変更は一切できませんのでご了承ください。

弊社では発送管理に最善をつくしておりますが、万が一不良品が混入していていた場合や誤納品（数量違い、商品違い）があった場合は商品到着後7営業日以内にご連絡ください。
お客様都合のご交換の場合は送料をご負担いただきます。但し衛生商品など一部の商品に限りお客様都合での返品、交換を承れない場合がございます。

長期不在、住所不明などで、商品が返送された場合別途再送料を頂戴いたします。

オンラインショップ会員登録をしてご購入いただいたお客様には、会員ランクごとに商品合計金額の1～5％のポイントを付与いたします。

● 会員ランクとポイント付与
（会員ランクは毎月1日に前月までの半年の
    お買い上げ額によって更新されます。）

■ プラチナ会員（5％付与）　1,000,000円以上
■ ゴールド会員（4％付与）　500,000円以上
■ シルバー会員（3％付与）　300,000円以上
■ ブロンズ会員（2％付与）　100,000円以上
■ 一般会員（1％付与）　　　100,000円未満

ポイントご利用
次回以降のご購入時に、
１ポイント=１円として、
１ポイント単位でご利用いただけます。
有効期限：最終ご購入日より２年

【オンラインショップ限定 ポイント特典】

【オンラインショップご利用にあたってのお願い】
弊社のオンラインショップをご利用いただく際、
特定のブラウザー（インターネットをご覧いただく時に使用されるアプリケーション）
を使用されると、アカウント登録、ログイン、購入の際に不具合が生じることがございます。
より快適にご利用いただくために、右のブラウザーをおすすめいたします。

Mozilla firefox Google Chrome

古い
バージョン

平日15時までの注文は当日発送を行っております。（FAXは13：00まで）15時以降は、ご注文内容・お届け日の変更はできかねますのでご注意ください。

商品代金 7,000円（税抜）以上　／　沖縄・離島 15,000円（税抜）以上無料

※交通事情や悪天候等により、ご希望日の日時にお届けできない場合がございます。予めご了承ください。　※ 沖縄県へのお届けはまれに船便となり1週間程度かかる場合がございます。
注）商品によって金額に関係なく別送料が加算されるものがございます。
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・平日13:00までのご注文は当日出荷

お届け
時間帯

お届け
日指定

メール
アドレス

配送先
ご住所

サロン名
会社名

電話
番号

沖縄・離島は
16,500円以上

非推奨推奨

73 74




