
全身脱毛〈120分〉
日本人の肌質に合わせて作られた国産のハイスペックな
脱毛機なので、傷みが少なく高い効果が得られます。

¥15,000初回体験価格

顔脱毛〈30～45分〉
・おでこ ・もみあげ ・ほほ ・鼻 ・鼻下 ・あご ・あご下など
丁寧な施術で化粧のノリを実感できます。

¥3,000初回体験価格

深部リラクゼーションコース〈40分〉
リンパマッサージリラクゼーション（クレンジング＋洗顔＋
デコルテマッサージ＋フェイスマッサージ＋ローションマスク）

¥2,000＋オプション
半額  　　初回体験価格

エステティックサロン

アンピュール

〒980-0811 仙台市青葉区一番町２丁目8-46
青葉通りMKビル3F

TEL：022-302-5125

初めてのメニューお試し

最高峰のハーブリプロ

会員様が実際に受けている本格コースを
初回に限り体験価格でお受けいただけます。

脱毛5回コース以外の全てにお使いいただける
おトクな割増チケットです。

景品やギフトにもどうぞ。

お友達ご紹介キャンペーン

都度払いのメンテナンスサロン

定期的に利用する方向けの月会員システム。
トラブル改善やリラクゼーションなど、

月2回の定額制でリーズナブルにご提供します。

アトピー、皮膚炎の方にも優しい！
健康的な肌を目指したい方に！

お友達やお知り合いの方をご紹介ください。

プロの技術を集中して施術いたします。

顔リンパマッサージ 2回オプション

フリーチケット販売

フェイシャルメンテナンス会員

ボディ初回購入限定 回数券

ブライダル1DAYプラン

フェイシャル

ハーブフェイシャル

脱毛

ダイエット美

健康美

ブライダル

頭皮デトックス

リフトUPまつ毛パーマ

施術中お電話が繋がりづらい事があります。
お急ぎの方や夕方に施術を希望など、
何でもお問い合わせください。

ご登録でご予約・
問い合わせ全て可能

http://an-pur.hair-assure.com/
営業時間：10:00～19：00

※価格は全て税抜き価格です。

¥36,000〈         〉¥6,000
おトク!¥30,000で

購入金額

¥10,000¥14,000相当
通常価格［月2回メンテナンス］

¥48,000〈         〉¥8,000
おトク!¥40,000で

購入金額

¥64,000〈         〉¥14,000
おトク!¥50,000で

購入金額

クレンジング、洗顔、
フェイスマッサージ、
ローションマスク

※付属するのは4,000以下の
　オプションとなります。

¥12,000入会金 開始月に1度のみの支払いとなります。

※対象外のオプションは現金・フリーチケットにて
　差額をお支払いいただければご利用可能です。
※オプションは何個でも追加可能です。　
※デコルテやオプションの差額は別途支払いとなります。

※脱毛コースにはお使いできません。
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ご紹介者と
ご紹介された方

気になる部分を期間やご予算に合わせて最適な
プランを提案します。お気軽にご相談ください。

30%OFFお会計
から

月
々

初回のみオプション何個でも半額となります! この機会にぜひ!

フリーチケットは、全ての1回メニューにご利用いただけます

※フェイシャル、ボディコースのみご利用いただけます。

カウンセリング料は無料です。

カウンセリング料は無料です。

ダイエット美
凝り固まった脂肪燃焼・破壊、代謝をUPし、サイズ・
たるみ・凹凸のない滑らかボディへ。

¥3,500初回体験価格

¥2,000初回体験価格

上半身 or 下半身［40分］

1パーツ集中部分［30分］

¥5,000初回体験価格全身［60分］

健康美
体質回復・改善、子宮・腸温活、免疫機能向上、
自律神経安定、ホルモンバランス向上、冷え・
むくみ体質改善・痛み・疲労感の無い身体に。

¥3,500初回体験価格1箇所 部分［30分］

¥5,000初回体験価格2箇所［60分］

¥60,000
初回限定購入価格

¥40,800
初回限定購入価格

部分メイキング［40分］

6回 10回

16：00までの
ご入店に限ります。

日本人の肌質に最善の天然ハーブ。剥がす
のではなく内側からの再生を目的に施術。

陶器肌・水光肌・化膿ニキビ・
タルミ［60分／初回限り］

¥18,000

¥150,000
初回限定購入価格

¥102,000
初回限定購入価格

全身メイキング［120分］

6回 10回

〈1回あたり¥6,800〉 〈1回あたり¥6,000〉

〈1回あたり¥17,000〉

¥120,000
5回〈1回あたり¥24,000〉

〈1回あたり¥15,000〉

複数パーツでも
ご購入いただけます。

※デコルテに変更も可能（通常価格で追加できます。）

気になるメニューは全てご利用になれます

50％OFFフェイシャルオプションのみで
ご利用になりたい方！

¥25,000
1回 通常価格［2回目以降］



脱毛

脱毛メニュー ボディメニュー フェイシャルメニュー

ワキ、ビキニライン、乳輪、（手・足）指甲、へそ周り、襟足
各¥3,0001回 各¥7,5005回［5分］

顔脱毛

顔全体脱毛［30～45分］

¥45,0006回
¥8,000 ¥7,0001回

¥80,00012回

各箇所〈鼻下、あご、頬、額など〉
¥4,000 ¥3,5001回

ひじ（上・下）、腹部、背中（上・下）、腰・お尻 
各¥5,0001回 各¥15,0005回［10分］

ひざ（上・下）、Iライン・Oライン
各¥8,0001回 各¥25,0005回［15分］

オプション各種
★マークは特殊機器を使用するメニューです。
● 複数OK  ● クレンジング込

全身脱毛 ※I・Oライン無し
¥30,0001回 ¥130,0006回［120分］

全身脱毛 ※I・Oライン含む
¥300,000［2年間フリー］

深部リラクゼーションコース
リンパマッサージリラクゼーション
（クレンジング＋洗顔＋デコルテマッサージ＋
フェイスマッサージ＋ローションマスク）

※造顔マッサージに変更の場合は¥1,500プラスとなります。
¥5,500¥6,000

1回［40分］

高濃度水素導入ピーリング★（毛穴・リフト・ザラつき・美白・黒ずみ・  化膿ニキビ・ダニ・カビなども。）
体の中をリセットし肌のトラブルや身体の老化物質（サビ）を取り除きます。
細胞のエイジング・ピーリング・抗アレルギー・抗炎症作用・基礎代謝を高めます。

幹細胞ポレーション★（ふっくらしたい部分に！）
瞼のくぼみ・頬の下垂・崩れたフェイスラインに美容成分を導入・活性化します。

立体小顔リフト・表情トレーニング★（筋肉のみへアプローチする電気）
表情筋とあらゆる筋肉を刺激し、大きなシワ・タルミの衰えに効果的です。

ラジオ波★（張り・ツヤ・乾燥・脂肪燃焼）
お顔全体のたるんだ筋肉を刺激し、ハリ、ツヤ、引き上げ、シワ伸ばしが可能です。

EMS＋導入ケア★（大きなたるみ・歪み）
肌質、タルミを改善しつつ美容成分を深部まで浸透させふっくらケアしていきます。

ハーブ５日目活性の方（導入ケア）

バイオニックパルサー★（色ムラ・色素沈着）
ニキビ・深いシミ・色素沈着・タルミ・色ムラ・ストレッチマーク・ひどい乾燥に
効果的。  ※低周波の10000分の1の電力ですので電気感を感じません。

毛穴スクラバー★（頑固な汚れをかきだす）
ステンレスのヘラ状の振動により穴の汚れを特殊液を使用し掻き出します！

造顔マッサージ（ゆがみ・むくみを取り、たるみ顔のコリほぐし、頚椎まで）
お顔の筋肉を刺激し、活性、老廃物を一気に流し心地いい痛みのあるマッサージ

フェイス活性マッサージ （血行促進・活性化）

カスマラパック（瞼・口も全て覆い再生）
治療用に開発され火傷やシミ・荒れた肌を再生

MDNA skinクレイパック
角質形成・肌のデトックス(ストレス肌・磁石により肌を活性し、艶を与えます！

エニシーグローパック（お顔ライザップ・リフト変形シワ・たるみ）
力強いハリ、自活力をup・脂肪燃焼・元気の無い肌に栄養！

フォトフラッシュ★（コラーゲン生式）
IPLの光で細胞へアプローチ、究極の若返り・美白・シミ・くすみに効果的。

クリオネ★（導入・凹み・毛穴・色ムラ）
1機種に1機能の効果。細胞に隙間を作り、深部まで直接美容液を送り込みます。

お悩み解決コース
水素ベーシック
（クレンジング＋デコルテマッサージ＋水素ジェット＋〈お好きなオプション〉＋仕上げ）

¥8,000¥9,0001回［60分］

お悩み解決スペシャル
水素インパクト
（クレンジング＋デコルテマッサージ＋
水素ジェット＋〈お好きなオプション〉＋
水素アルミパック＋頭皮水素リフトケア＋仕上げ）

¥10,000¥12,0001回［70分］

うぶ毛はもちろん、毛穴の開き、テカリ、くすみを
気にされている方やキメを整えたい方におすすめです。

温めながら溶かす、弾ける、揉み出す、引き締め・インナー筋鍛える
パーフェクトスリミング。同時施術により早く結果が出ます。

最新式スピード脱毛
最短2週間（従来の半分）でご来店可能。

体質回復・改善、子宮・腸温活、免疫機能向上、
自律神経安定、ホルモンバランス向上、
冷え・むくみ体質改善・痛み・疲労感の無い身体に。

目の疲労、脳疲労、不眠症、頭の疲れに。輪郭リフトアップ。

フェイシャル

天までリフトUPまつ毛

ワンショット脱毛

※初回体験時に回数券をご購入いただけます。6回・10回をご用意しております。
　（集中してダイエットしたい方！お得です。）

健康美・リラクゼーション

頭皮デトックス

ブライダル1deyからございます。
ご予算・期間・気になる部分ご相談ください。

バックトリートメント・ブライダル

部分1パーツ
¥7,800 ¥7,000

フリーチケット支払通常価格
1回［40分］

頭皮DETOXデラックスリフト ¥5,5001回［40分］

スポットピーリング（黒ずみ、ニキビ・炎症・美白）
各箇所¥3,0001回［脇、背中・デコルテ・手の甲など］

バックトリートメント ¥6,0001回［背中・40分］

電気シェービング（ブライダルエステ）
¥5,0001回［顔、襟足、背中、腕］

上半身 or 下半身 or 背面 or 前面
¥13,000 ¥12,000

フリーチケット支払通常価格
1回［60分］

全身
¥25,000 ¥20,000

フリーチケット支払通常価格
1回［120分］

ダイエット美

※6回、12回はパック付きとなります。

各¥5,0001回［10～15分］

各¥4,5001回［10～15分］

各¥3,5001回［10～15分］

¥3,0001回［15分］

デコルテマッサージ
¥3,5001回［15分］

¥3,5001回［15分］¥200体 ¥300顔［現金払い］

¥100体 ¥150顔［チケット］
¥500I・Oライン

¥500I・Oライン

毛髪量の少ない範囲を1照射で脱毛を行います。
手の甲や鼻下など細かい部分におすすめです。

凝りをほぐして肩甲骨を綺麗に出し、シミや毛穴の用途に合わせ施術にはいります。

細かく気になる部分にワンショット!

※価格は全て税抜き価格です。

ワキを含むコースは期間中、回数無制限でご利用いただけます。

お得なセットメニュー

2台の機械でおトク!

同時施術

体温UP！ 免疫UP！ 
ホルモン分泌UP！

1ヶ月以内のご来店で¥1,000 OFF

引き締め滑らかボディシルエット！

ツボ刺激マッサージ・頭皮電気リフト

月1回～2回ご来店可能です！

2週間間隔で施術可能! 日焼け・白髪・産毛可能
毛穴の色素沈着や開きにも効果的

キャビテーション ＋ ラジオ波 ＋ EMS ＋ 吸引サイクロン

電気メニュー・マッサージメニュー、複数追加可能!

オプションコースのみでも利用可能

フリーチケット支払通常価格

フリーチケット支払通常価格

フリーチケット支払通常価格

フリーチケット支払通常価格

1パーツ
¥5,000 ¥4,5001回［30分］

フリーチケット支払通常価格

全身 ¥13,000 ¥11,5001回［90分］
フリーチケット支払通常価格

フリーチケット支払通常価格

お腹・太もも・背中など。複数可能です。

カール・立ち上げを50種からチョイス！目元を、華やかに
セレクト。 瞼や逆さまつげなど目元に合わせ選びます！
天までリフトまつ毛パーマセット ¥3,000基本料金

頭皮デトックス ［80分］¥4,500
（引き下げではなく引き上げ！脳疲労・頭皮の硬い方に）

立体小顔リフト・表情トレーニング［80分］¥4,500
（筋肉のみへアプローチする電気）

下がり瞼 ［60分］¥3,500
（眼下垂・瞼下がり・マツエクで重くなった瞼の方に）

目の下・たるみ
［60分］¥2,500（導入電気・凹み上げ・黒ずみ・くま・血行促進に）

電
気

セットメニュー用オプション

極みデコルテ + ハンド・アーム［60分］¥3,500
ネック・肩の付け根 ［60分］¥2,500
ヘッド・タオルドライ ［60分］¥2,500

ハンド・アーム ¥1,000

高濃度水素導入・ピーリング
（黒ずみ・ザラつき・毛穴・リフト・美白）

［60分］¥5,000

マ
ッ
サ
ー
ジ

※電気を頭皮にあてるため、水溶性のジェルを使用します。
　ベトつきはしませんが、ドライヤーご使用の際はセルフサービスとなります。

2台の機械でおトク!

※顔全体は¥2,000プラスとなります。

下まつ毛は¥1,800プラスとなります。
（※セットメニューに追加した場合となります。）

（肩こり・目の疲れ・腕までマッサージ）

あと少しの毛が気になる場合は、ワンショットのご利用がオススメです。
フリーチケットでのワンショットはお得です！

※ダイエット美と健康美・リラクゼーションの所要時間は準備時間（5～10分程度）が
　含まれておりますので、お帰りまでのトータルの所要時間となります。

フェイシャルオプションマッサージなどとの組み合わせも可能。
オリジナルSETメニューでご利用なれます。

［化粧品登録薬剤使用］まつ毛のトリートメント効果抜群！
ビューラーやマツエクより優しくまつ毛にハリコシを与えます。

顔のマッサージなど、メイクを落とす施術はクレンジングサービス！

お腹・太もも・背中など。複数可能です。

※1

※1

※1 ¥4,000以上のオプションは差額が発生します。
※1 造顔マッサージは¥3,500プラスとなります。
※1 フェイスマッサージを追加したい方は活性マッサージor造顔マッサージが
　　追加となります

上半身 or 下半身 or 背面 or 前面
¥9,000 ¥8,5001回［60分］

フリーチケット支払通常価格


