アロマセラピー・ストーンセラピー サロン、ショップ＆スクール

ラベンダーヒル 商品カタログ ２０２２年 ８月
★店舗へのご来店はご予約制となっております。 ご来店の際は、必ず事前にお電話で来店日時をご連絡の上、お越し下さい

商品のご注文・お問合せは
お電話で０３－３８１０－７０５０（直通）まで直接ご注文いただくか
FAX で０３－５８４８－７２２１まで FAX ご注文用紙（最終ページ）をお送り下さい。
ホームページのお問合せ・ご注文フォームからもご注文いただけます。
※当カタログに表示されている価格は全て税抜の本体価格となります。別途消費税 10%が加算となります。ご注意下さい。

★このカタログはラベンダーヒル HP からも簡単にダウンロードできます★

【ラベンダーヒル HP】

https://lavenderhill-japan.com/
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ストーンセラピー関連商品

ホットストーン用 玄武岩セット
体の小さな女性のお客様
用として58個セットの石の
数を少しずつ減らした人気
のセットです。
女性客限定サロンの方向
けです。

玄武岩 54 個セット(上記写真) 人気 1 位

玄武岩 42 個セット 人気 2 位

玄武岩 28 個セット（A） 人気４位

(特大 2 個、大 6 個、中 12 個、敷石 12 個、置石 4 個

(特大 2 個、置石 1 個、大 6 個、中 10 個、敷石 10 個

(大 6 個、中 10 個、小 2 個、指圧用 2 個

指圧用 4 個、手 2 個、首 1 個、顔用 3 個、足指 8 個など)

指圧用 2 個、手 2 個、首 1 個、足指 8 個)

足指 8 個)

￥70,000

￥56,000

￥39,500

ストーンセラピー用セット商品/フルボディ
玄武岩 54 個＋翡翠 6 個セット new

☆アリゾナ発玄武岩 54 個セット＋翡翠中 4 個、フェイシャル用 2 個セット

\83,000

※温・冷トリートメントの標準セット お勧めです

玄武岩 27 個セット＋大理石 9 個セット

☆玄武岩大 2 個、中 8 個、小その他 9 個、足指 8 個＋大理石 9 個

\77,000

玄武岩 32 個セット

☆大 8 個、中 16 個、足指 8 個

\44,500

玄武岩 28 個セット（B）

☆大 4 個、中 16 個、足指 8 個

\38,500

玄武岩 29 個セット＋翡翠 2 個セット

☆大 6 個、中 10 個、小 2 個、サードアイ 1 個、指圧 2 個、足指 8 個、翡翠中 2 個

玄武岩 20 個セット

☆大 4 個、中 16 個

人気３位

\46,500
\35,500

ラベンダーヒルの「ホットストーンセラピー」
「ストーンセラピーアドバンス」
「ストーンフェイシャル」などの
ストーン関連セミナーを受講された方は、玄武岩 54 個セット（フルボディ用）を
約 15％の割引価格（\60,000）にてご購入いただけます。

ストーンセラピー用セット商品/ハーフボディ、リフレクソロジー、ロミロミ向け
☆特大 2 個、大 4 個、中 6 個、敷石 10 個、手 2 個、ネック 1 個、指圧用 2 個、足ツボ用 2 個、足指

玄武岩 40 個セット

\59,000

8 個、顔用 3 個
※ベッドを利用したリフレクソロジーの施術中にお客様のお体を温めるのに最適です

玄武岩 31 個セット

☆特大 1 個、大 2 個、中 4 個、敷石 8 個、手 2 個、ネック 1 個、指圧用 1 個、足ツボ用 1 個、
足指 8 個、顔用 3 個

\46,500

玄武岩 24 個セット

☆中 8 個、小 8 個、足指 8 個、

\26,000

玄武岩 16 個セット

☆大 8 個、中 8 個

\31,500

玄武岩 5 個セット オススメ！

☆ディープティシューストーン 5 個、もしくはネックワークストーンとの組合せで 5 個
※今までのホットストーンにプラスαの手技をされたい方にお勧めです
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\11,500

ストーンセラピー用セット商品/温石療法、部分使用、ストーン整体向け
玄武岩 16 個セット（大きめ）
玄武岩 16 個セット（標準）

☆特大 8 個、大 6 個（薄め・厚め・長め各 2 個ずつ）、指圧用 1 個、ディープティシュー用 1 個

\43,500

※男性の方に適したセットです
☆特大 8 個、大 6 個（薄め・厚め・長め各 2 個ずつ）、指圧用 1 個、ディープティシュー用 1 個

\39,500

※女性の方にも負担の少ない、特大サイズの中でも少し小さめのセットです
☆特大 6 個、大 4 個（厚め・長め各 2 個ずつ）

玄武岩 10 個セット

\28,800

※短時間コースや部分使用に適しています
※必要に応じてバラの石を追加して頂けます

ホットストーン用 玄武岩（アリゾナ発）単品商品

※緑色のマットの 1 目盛は 5cm になります

玄武岩（超特大）

玄武岩（特大）

玄武岩（大）

（1 個単位で販売）

（1 個単位で販売）

（2 個単位で販売）

\5,200～\8,400（1 個）

\3,600（1 個）

\5,000（2 個）

玄武岩（中）

玄武岩フェイシャル用（小）

ハンドストーン
（2 個単位で販売）

\4,600（2 個）

\2,400
小ペア＋サードアイ \3,500

指圧用ストーン

ネックストーン

足指用 8 個セット

（1 個単位で販売）

（1 個単位で販売）

（セット単位で販売）

\2,300（1 個）

\3,800（1 個）

\3,400

（2 個単位で販売）

ペア

翡翠ヒスイ（ジェイド）

\5,200（2 個）

※翡翠は温・冷両方使用できます

※写真は普通サイズ
翡翠マッサージ用（中）
オススメ！

翡翠フルボディ 20 個セット

翡翠フェイシャル用

（2 個単位で販売）

（セット単位で販売）

（2 個単位で販売）

\9,000（2 個）

\70,000（20 個）

\9,000（2 個）
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大理石（マーブル）

※下記以外にも単品商品、セット商品がございます。お問い合わせください。

大理石足指用 8 個セット
ノーマル \4,200（8 個）

大理石 21 個セット \75,000(21 個）

ピンクマーブル \6,000（8 個）

大理石 13 個セット（フェイシャル用）
\44,000(13 個）

ブラックマーブル オブロング
（2 個単位で販売）
\5,500（2 個）

ジェムストーン

フェイシャル用ドーナツ型 3 個セット

\4,800

チャクラストーン 7 個セット

（ローズクォーツ、ヘマタイト、

\5,000

ローズクォーツフェイシャル用

\9,000（2 個）
（2 個単位で販売）

イエロージャスパー）
単品の場合 \1,800

ホットストーン用 玄武岩 (中国製) 単品商品

クレッセントムーン (1 個単位で販売)

かっさプレート (2 個単位で販売)

\1,500 (1 個)

\3,000 (2 個)

(1 個単位で販売)
マッシュルーム型指圧用ストーン

玄武岩：\1,500

木製：\1,200

その他、パワーストーンなど \3,150～（それぞれの価格はお問合せ下さい）

ピンクマーブル

アゲイト

アゲイト

ピラミッド

ワンド

ソーダライト

フローライト

ラブラドライト

アメジスト
ワンド
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カルサイト

特注品アクセサリー ・ 張替 ・ 修理

下記は一例です。ご相談の上、ご希望のものを丁寧にお作りいたします。
価格は、ご希望の大きさ・色・材料などにより異なりますので、お気軽にお問合せ下さい。

オイルホルスター（ボトル
付）
¥2,100～

エッセンシャルオイルポー
チ
¥3,800～

ヘッドレストクッション 皮
のみの縫製
¥7,800～

ボルスターカバー
¥2,500～

布製保管カバー
¥6,500～

フィットシーツ
¥6,500～

フィットシーツ
¥6,500～

ビニールカバー
¥13,500～

フリースヘッドレストカバ
ー（プードルファー）
¥2,500
★口コミ大人気商品★

マッサージベッドの張替
¥37,500～

スツールの張替
¥7,300～

※ マッサージベッド・スツール・ボルスターの張替用生地のみの販売もいたしております。
※ マッサージベッド・スツール・ボルスターの張替方法の講習も行っております。ご自身で修理/張替をご希望
の方はお気軽にご相談下さい。
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サロン開業用備品

TAIJI 社製 ウォーマー
容量 12 リットル。54～58 個のフルボディ
セット全部の保温が可能です。
料理用のお鍋ではどうしてもインテリア性
に不満、温度の調節に手間取るのがイヤと
いう方向けにお勧めです。
ウォーマー（TAIJI 社製）
（幅 427×奥行 295×高さ 210mm）

※新モデルになり外観が若干変わりまし
た。

\52,000

金属製温度計 \1,500
ホットストーンの鍋の温度を測るのに最適

※3 万円以上ストーンをお買上げに限り：\47,000

キュアリング（加熱処理）済、無臭、非常に伸びの良いオイルです。

売れています！

オイルホルスター\2,100
（ボトルなし） \1,500
（ボトルのみ） \800
色：黒、ネイビー

お好きな柄での
特注品も承っております！
お気軽にお問合せください♪

☆

2 本以上ご購入→10％off

☆

4 本以上ご購入→20％off

☆

6 本以上ご購入→30％off

セサミオイル（110ml） セサミオイル（500ml） セサミオイル（900ml）

\1,800

\3,200

\5,100

ホットキャビ
（CHUBU コーポレーション社製）

野田琺瑯 たらい

\4,200
フェイスタオル 12 本分程度収納

ホットキャビ

フットバス用、ストーン温め用

ホワイト（縦開きのみ）
\18,000

（TAIJI 社製）

などでご利用いただける

マッサージベッドと一緒にお買い上げの場合：\16,000

ホワイト

カラー

\28,000

\30,000

人気の商品です。
W.420×D.410×H.135

容量の大きなサロン様向けのサイズも各種ございます。

トレーニング用フェイシャルデコルテ
13,000 円
持ち運び用のキャリーバッグと
固定用の装着ベルト付

クリーナー〈万能 Jr.くん〉
1,200 円

トレーニング用 フェイス台
2,500 円

ハーブアイピロー
1,800 円

植物性界面活性剤使用

フェイシャルやメイクアップの練習に

ラベンダーのドライハーブと精

ベッドの汚れ落としに最適！

ご利用頂けます。

油、オーガニックコットンを使用
しています。
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お得なコンビネーションセット
100 個 ¥2,500
①50 個と②～⑤のお好きな組み合
わせ 50 個（10 個単位で組み合わ
せ自由）

① 使い捨て紙ショーツ 50 個（写真、女性用フリーサイズ）
\1,000（1 枚あたり\20） ※ブルー または カカオ
② 使い捨て紙ショーツ ３L または ５L 50 個（女性用大きめサイズ）
\1,500（1 枚あたり¥30） ※３L はブルーまたはカカオ、５L はブルーのみ
③ 使い捨て紙トランクス 30 個（男性用フリーサイズ）
\1,800（1 枚あたり\60） ※ブルーのみ
④ 使い捨て紙ブラジャー 30 枚（女性用フリーサイズ）
\1,800（1 枚あたり\60） ※ブルーのみ
⑤ 使い捨て紙 T バック 50 枚（女性用フリーサイズ）
※500 個以上ご購入の場合、
\1,500（1 枚あたり\30） ※ブラックのみ
お値引きいたします。

使い捨てヘッドレストカバー 1000 枚

使い捨て紙ベッドシーツ（1 ロール/60cm 毎にミシン目）

（100 枚入×10 袋）

標準：\3,000（W80cm × 100m） ホワイト、カカオ

\15,000

厚手：\4,000（W80cm × 100m） ホワイト、カカオ

使い捨てスリッパ（30 足）
※カラーは ホワイト、カカオ

\1,500

※2 本以上で 15%引き、4 本以上で 30%引きとなります。

バスタオル 1 ダース（12 枚入り）

\12,250
2 ダース以上の場合、1 ダースあたり：\9,780
1 枚から販売いたします：
\1,100
（70cm×140cm）

フェイスタオル 1 ダース（12 枚入り）
（34cm×83cm）
1 枚から販売いたします：

大判タオル（100cm×175cm）

シーツ（135cm×240cm）

マッサージベッドにジャストサイズ！

清潔感溢れるホワイトコットン 100％！

1 枚：

\2,500
\250

\13,050
20 枚以上（10 枚あたり）
： \12,350
60 枚以上（10 枚あたり）
： \11,170
1 枚から販売いたします：
\1,450
10 枚：

5 枚以上（1 枚あたり）
：
10 枚以上（1 枚あたり）
：

\2,300
\2,050
\1,780

アースライト シーツ・カバー・アクセサリー
シーツセット
（テーブルシーツ、クレセントヘッドレストカバー、上掛けシーツの 3 点セット）
色：ナチュラル・ホワイト サイズ：28～32 インチベッドまで対応

\5,700

【単品】

アースライト使い捨てヘッドレストカバー
100 枚入り

パッケージは
異なります

\2,200

フィットシーツ（周囲ゴム付）
：\2,900
フィットシーツ（フェイスホール用穴あきタイプ/アイボリーのみ）
：\2,900
トップシーツ（約 111cm×203cm）
：\2,900 クレセントカバー2 枚組：\1,700

ラストーンセラピーオリジナル教本（日本語版）

\2,800

マッサージベッド用 各種パーツ

\250～
詳細はお問い合わせください。

ストーンセラピーDVD 各種
（日本語 DVD、アメリカ製英語版 DVD）
（ﾌｪｲｼｬﾙ\5,000～ ﾎﾞﾃﾞｨ\4,285～）

その他、ロミロミ、アロマテラピーマッサージ、リフレクソロジー、
バリニーズマッサージ、
痩身トリートメントなどのDVDも各種取扱いしております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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ひとつひとつ心を込めて職人が手作りした、カナダ・ケベック州製のマッサージテーブル
耐久性の高い素材を使用した良質、安心、信頼のマッサージテーブルメーカーです。
ラベンダーヒルはカナダ・ノマド社の日本で唯一の正規日本総代理店です。

ノマド Pro

標準付属品
木製ヘッドレスト＆クッション
※幅 60cm と 65,5cm にはアームレストが標準装備

スペック
マット厚：約 6.35cm
長：182 ㎝

幅：60, 65, 71, 76, 81 ㎝

高：55,5～81cm

重：12.7～15.4kg

販売価格
ウルトラレザーBRISA：
ウルトラレザー：
レガートレザー：

ノマド SUMO AUTOMATIC

148,000 円
137,000 円
131,500 円～

標準付属品
木製ヘッドレスト＆クッション
※幅 60cm と 65,5cm にはアームレストが標準装備

スペック
マット厚： 約 5.5cm
長：182 ㎝

幅：60, 65, 71, 76, 81 ㎝

高：55,5～81cm

重：12.6～15.4kg

販売価格
ウルトラレザーBRISA：
ウルトラレザー：
レガートレザー：

118,000 円
107,000 円
81,500 円

※ヘッドレストを VISCO メモリーフォームクッションへアップグレード
される場合、上記金額に別途 8,000 円プラスとなります。

ノマド Expresso

標準付属品
木製ヘッドレスト＆クッション

スペック
マット厚：約 6.35cm
長：182 ㎝

幅： 71 ㎝, 76 cm

高：55.5～81cm

重：12.0～12.9kg

販売価格
ウルトラレザーBRISA： 117,000 円
レガートレザー：93,500 円

ご注文・お問合せは ⇒ TEL：03-3810-7050 FAX：03-5848-7221【ラベンダーヒル東京本社】
常時在庫有り(即日発送・当日お持ち帰り可能) 在庫状況はお気軽にお電話でお問合せ下さい。
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NOMAD アジャスタブル木製スツール
販売価格
ウルトラレザーBRISA 仕様：
ウルトラレザー仕様：
レガートレザー仕様：
スタンダードレザー仕様：

高：47cm～61cm

ベッドと一緒にお買上げの場合の割引価格

33,000 円
25,000 円
24,000 円
20,000 円

→
→
→
→

27,000 円
23,000 円
21,000 円～
20,000 円

テーブルエクステンション

\11,000～ ※生地によって異なります

ボルスター各種

木製アダプター

\5,000～\19,000

木製フットステップ

\11,000

\7,000

キャリーケース
スタンダード：\12,000
デラックス： \15,000

VISCO ネックピロー

リュック式キャリーケース

13,000 円

布製シェルフ

（ノマドコンパクト 24 インチ用）

VISCO コンパクトピロー

\5,000

\17,000

19,000 円

ホルスター
（ボトルホルダーベルト）

各種カバー
フィットシーツ、トップシーツ

ボトルなし\1,500

\4,000

ボトル付 \2,100

※ ベッドと同時にお買い上げの場合 \3,000

ヘッドレストカバー、サイドアームレストカバー、
エクステンションカバー

\1,500～

シーツ 3 点セット（トップシーツ、フィットシーツ、

\6,200

ヘッドレストカバー）
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ラベンダーヒルオリジナルベッドが遂に登場！
施術内容に応じた多彩なラインナップ。
しかも、リーズナブルなプライスで安心品質のベッドです。
世界最大規模のマッサージテーブルメーカーにより製造されています。

Supreme Portable Facehole

スプリーム ポータブル フェイスホール付き

人気のスプリーム ポータブルにブリージングホール（有孔）が付いたタイプです。顔のあたりが柔らかなラウンドフェイスホール、プラグ、アームレスト付。
【標準付属品】
フェイスホール(プラグ付)、デラックスアジャスタブルヘッドレスト、
アームレスト、専用キャリーケース
【スペック】
アームレスト付

幅：76cm

※マッサージテーブル本体と

長：184ｃｍ

高：60～85.5ｃｍ

7.5cm 3 層ソフトフォーム

重：15.2kg

アームレストの色味が若干
異なる場合があります。

<全色> 耐加水分解 5 年 PU 使用
【色】 クリーム、モコラテ、ショコラ、フレンチラベンダー

販売価格 45,500 円

Supreme Portable

スプリーム ポータブル

オールマイティなスチューデント＆ビギナー向けのリーズナブルプライスのマッサージベッド。

【標準付属品】
デラックスアジャスタブルヘッドレスト、アームレスト、

入門モデルにはもったいないほどのグレードの素材が使われています。

専用キャリーケース
【スペック】
幅 71cm と 76cm からお選びいただけます。
長：184ｃｍ

高：60～85.5ｃｍ

7.5cm 3 層ソフトフォーム

重：14.7kg（71cm）、15.2kg（76cm）

<全色> 耐加水分解 5 年 PU 使用
【色】 クリーム、モコラテ、ショコラ、フレンチラベンダー

販売価格 41,500 円

Supreme Portable EXC

スプリーム ポータブル EXC

贅沢な厚さ 7.6ｃｍのマルチソフトフォーム＆低反発フォームのホールド感に優れた

【標準付属品】
デラックスアジャスタブルヘッドレスト、アームレスト、
専用キャリーケース
【スペック】

ラベンダーヒルオリジナルシリーズの最上位グレードのマッサージベッド。

長：184ｃｍ

高：60～85.5ｃｍ

幅：76cm
7.5 ㎝ 3 層ソフトフォーム （低反発フォーム）

重： 15.4kg

<全色> 耐加水分解 5 年 PU 使用
【色】 クリーム、モコラテ、ショコラ、フレンチラベンダー

販売価格 48,500 円
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Premiere

プルミエ
【標準付属品】

お値段重視のコストセーバー向けのシンプルモデルのマッサージベッド。

ブリージングホール(プラグ付)、専用キャリーケース

フェイスホールがついて実用性も充分。

両サイドヘッドレストアウトレット付（オプションでヘッドレストを取付け可)

2 万円台のディスカントプライスながらも安心品質。

【スペック】
幅：71ｃｍ 長：184ｃｍ 高：59～81.5ｃｍ

5cm マルチフォーム

重：14kg

<全色> 耐加水分解 5 年 PU 使用
【色】 クリーム、モコラテ、ショコラ、フレンチラベンダー

販売価格 32,500 円

Premiere Standard

プルミエ スタンダード

お値段重視のコストセーバー向けのシンプルモデルのマッサージベッド。フェイスホールがついて実用性も充分。
さらにアジャスタブルヘッドレストと低反発ヘッドレストクッションが標準装備された、人気のプルミエパッケージです。
【標準付属品】
アジャスタブルヘッドレスト、ブリージングホール(プラグ付)、
専用キャリーケース、両サイドヘッドレストアウトレット付
【スペック】
幅：71ｃｍ 長：184ｃｍ 高：59～81.5ｃｍ

5cm マルチフォーム

重：14kg

<全色> 耐加水分解 5 年 PU 使用
【色】 クリーム、モコラテ、ショコラ、フレンチラベンダー

販売価格 41,500 円

※アームスリングは別売です。

Premiere Long

プルミエ ロング

お値段重視のコストセーバー向けのシンプルモデルのマッサージベッド。フェイスホールがついて実用性も充分。
さらに横幅が広めで長さが 192ｃｍあるプルミエシリーズ。男性のお客様でも快適です。

【標準付属品】
ブリージングホール(プラグ付)、専用キャリーケース
両サイドヘッドレストアウトレット付（オプションでヘッドレストを取付け可)
【スペック】
幅：76ｃｍ 長：192ｃｍ
5cm マルチフォーム

高：59～81.5ｃｍ
重：15kg

<全色> 耐加水分解 5 年 PU 使用
【色】 クリーム、モコラテ、ショコラ、フレンチラベンダー

＜ヘッドレスト付 販売価格 42,500 円＞

販売価格 33,500 円

常時在庫有り(即日発送・当日お持ち帰り可能) 在庫状況はお気軽にお電話でお問合せ下さい。

ご注文・お問合せは ⇒ TEL：03-3810-7050 FAX：03-5848-7221【ラベンダーヒル東京本社】
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Mobile Light

モバイル ライト

【標準付属品】
レイキプレート

ナチュナルウッドレッグの軽量マッサージテーブル！ 出張＆移動にも最適です。

デラックスアジャスタブルヘッドレスト、専用キャリーケース
【スペック】
幅： 71ｃｍ

長：184ｃｍ

高：59.5 ～82ｃｍ

6.3cm2 層セミ・ファームフォーム

重：約 12.8kg

<全色> 耐加水分解 5 年 PU 使用
【色】 クリーム、モコラテ、ショコラ、フレンチラベンダー

販売価格 51,500 円

スツール（キャスター付）

ホールディングスツール

座面直径： 34cm
高さ：油圧式で無段階調節可能

座面： 33cm×33cm
高さ： 約 48cm

クリーム、モコラテ、ショコラ、フレンチラベンダー、

クリーム、モコラテ、ショコラ、フレンチラベンダー、

ブルゴーニュ、チョコレート

ブルゴーニュ、チョコレート

販売価格： 13,000 円
ベッドと同時にお買い上げの場合 6,500 円～

販売価格： 7,000 円
ベッドと同時にお買い上げの場合 2,000 円 OFF

アジャスタブルヘッドレスト 土台のみ
角度と高さの調整が可能なラベンダーヒルアジャスタブル
ヘッドレストの土台です。
マッサージベッドのメーカーを問わず同規格のベッドにご
使用可能です。

コンフォートメモリーフォームクッション
マッサージベッド用のヘッドレストクッションです。
マッサージベッドのメーカーを問わず同規格のベッド
にご使用可能です。

販売価格 6,000 円
販売価格： 6,000 円

常時在庫有り(即日発送・日お持ち帰り可能) 在庫状況はお気軽にお電話でお問合せ下さい。

ご注文・お問合せは ⇒ TEL：03-3810-7050 FAX：03-5848-7221【ラベンダーヒル東京本社】
アメリカ・ライフギア社製の
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Lavender Hill original accessory

シーツセット（色：ナチュラル）4,800 円

アクセサリー各種

デラックスフリースシーツセット

＋フィットシーツ.

＋フィットシーツ

＋トップシーツ

＋ヘッドレストカバー

6,800 円
フィットシーツ フェイスホール用

＋ヘッドレストカバー

2,200 円

（色：ナチュラル）

フランネルフィットシーツのみ（色：ナチュラル） 2,000 円

左： フランネルフェイスカバー 4 枚入り

2,100 円

中： フリースフェイスカバー 1 枚入り

1,350 円

右： 使い捨てヘッドレストカバー 100 枚入り

2,000 円

3/4 ラウンドボルスター
ネックピロー（7×15×32.5 ㎝）

1,800 円

セミラウンド（15cm×7.5cm×71cm）

2,500 円

クラウドソフト（20×71 ㎝）

4,200 円

3/4 ラウンドボルスター（11.5 ㎝×12 ㎝×64 ㎝） 3,000 円
在庫色： クリーム、モコラテ、ショコラ、フレンチラベンダー、ブルゴーニュ、チョコレート

常時在庫有り(即日発送・当日お持ち帰り可能) 在庫状況はお気軽にお電話でお問合せ下さい。

アメリカ・ライフギア社製の
ご注文・お問合せは ⇒ TEL：03-3810-7050 FAX：03-5848-7221【ラベンダーヒル東京本社】
マッサージベッドは、高品
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お 得 な 割 引 リ ス ト マッサージベッドやストーンと一緒にお買い上げの場合や、まとめてお買い上げの場合に割引となるお得な商品です！
商品

定価

割引
ラベンダーヒルオリジナルベッドと一緒の場合： 50％割引 ¥6,500

ラベンダーヒルオリジナル

¥13,000（直径 34cm/高さ 48～61cm）

インナーストレンクスのベッドと一緒の場合： ¥7,000～¥7,500
それ以外のベッドと一緒の場合： \10,000～¥10,500

スツール

¥7,000（座面 33cm×33cm/高さ 48cm）
ラベンダーヒル

どのベッドと一緒でも： 50％割引 ¥3,400 円

¥6,800

マッサージベッド用カート

\33,000
\25,000
\24,000
\20,000

ウルトラレザーBRISA 仕様
ノマド社製スツール

ウルトラレザー仕様

レガートレザー仕様
スタンダードレザー仕様

ノマド社製
エクステンション
サイドアームレスト
ノマド社製
シーツ＆カバー

エクステンション
サイドアームレスト（2 本組）

\11,000
\11,000

ヘッドレストカバー

大判タオル

バスタオル

シーツ

ヘッドレストカバー

5 枚以上 @\2,050

（W80cm × L100m）

900ml
国産セサミオイル

500ml
110ml

10 枚以上 @\1,780

まとめてご購入の場合： 12 枚あたり
1 ダース（12 枚） \12,250

2 ダース（24 枚）以上 @\9,780

まとめてご購入の場合：
1 ダース（12 枚）

\2,500

まとめてご購入の場合： 10 枚あたり
10 枚以上 \13,050

標準 \3,000
厚手 ¥4,000

使い捨て紙ベッドシーツ

\3,000
\1,000

まとめてご購入の場合： 1 枚あたり

1 枚 \1,450

（135cm×2405cm）

レガートレザー仕様

フィットシーツ

1 枚 \250

（34cm×83cm）

ウルトラレザー仕様

どのベッドと一緒でも

1 枚 \1,100

フェイスタオル

\27,000
\23,000
\21,000～

ウルトラレザーBRISA 仕様

レザーのグレードアップ追加料金をサービス！

1 枚 \2,300

（70cm×140cm）

ノマドの同色ベッドと一緒で：

どのベッドと一緒でも：

\4,000
\1,500

フィットシーツ

（100cm×175cm）

どのベッドと一緒でも： ¥2,000OFF

20 枚以上 ＠\12,350

60 枚以上 @\11,170

2 本まとめてご購入の場合：15％OFF
4 本まとめて箱単位でご購入の場合：30％OFF

\5,100
\3,200
\1,800

まとめてご購入の場合：
2 本以上：10％OFF

4 本以上：20％OFF

6 本以上：30％OFF

マッサージベッドやストーンセットなど、5 万円以上の他の商品と一緒にご購
ホットキャビ
（タオルウォーマー）

25 本タイプ
50 本タイプ
75 本タイプ

\18,000 （縦開きタイプ）
\35,000 （縦開きタイプ）
\41,000

入の場合：
25 本タイプ
50 本タイプ
75 本タイプ

象印製 電器グリル鍋 大
ホットストーンウォーマー

\15,000

（深さ 6.5cm/直径 32cm）
TAIJI 製 湯煎器

ストーン 3 万円以上と一緒にご購入の場合：
象印製

\52,000

TAIJI 社製

（幅 427mm、奥行 295mm、高さ 210mm）

\18,000 → \16,000
\35,000 → \18,000
\41,000 → \21,600

\15,000 → \13,500
\52,000 → \47,000

ご注文・お問合せは ⇒ TEL：03-3810-7050 FAX：03-5848-7221【ラベンダーヒル東京本社】
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※当カタログに表示されている価格は全て税抜の本体価格となります。別途消費税 10%が加算となります。ご注意下さい。
※

カタログに掲載されていない商品で、サロンやスクール運営に必要な品物をお探しの場合は是非ご相談下さい。市価より安価にてご
提供可能なものが多くございます。

※ お友達とご一緒にご購入、スクールでのご使用、お客様への販売等で商品の仕入れをご希望の場合は卸売りも承ります。
お気軽にご相談下さい。

◆ お支払い方法 ◆
○ 銀行お振込み 三井住友銀行 町屋支店 普通預金 口座番号：７０５４４７３ 口座名義：㈱ティー・エム・クリエイション
○ 宅配便代金引換 佐川急便／西濃運輸 （地域により異なります）
代引き手数料： 300 円～
送料： 750 円～ （地域により異なります）
マッサージベッド 送料： 3,100 円～ （地域により異なります）
※ 代引き手数料、送料にも消費税が加算となります。

ラベンダーヒル東京本社
ラベンダーヒル町屋店 Annex（ショールーム）
〒116-0001
東京都荒川区町屋 8-4-19
TEL：０３－３８１０－７０５０ / FAX：０３－５８４８－７２２１

E-mail：info@lavenderhill-japan.com

◆ 営業時間・定休日 ◆
○ 毎週火曜日 定休
○ ご来店 １０：００～１８：３０（２１：００）
ご来店の際は、必ずお電話で事前のお約束をお願い
申し上げます。 ご来店当日のご予約も歓迎です。
（事前連絡をお電話でいただいた場合は、２１：００までの
ご来店も可能な場合がございます。 お問合せ下さい）
○ お電話でのご注文受付

◆ アクセス ◆
最寄り駅：

１０：００～２１：００

東京メトロ千代田線・京成線・都電荒川線
「町屋駅」徒歩 10 分

最寄りの首都高速出口： 上野線「入谷ランプ」
中央環状線「千住新橋」もしくは「扇大橋」

○ ホームページからのネットご注文・お問合せ 年中無休
“ラベンダーヒル”と検索下さい。
ホームページ： https://lavenderhill-japan.com
ノマドホームページ： https://nomadtables-japan.com
張替・特注品製作 HP： https://mtmassagetables.jp

お車でご来店のお客様には、無料駐車場を完備しております。
お車でご来店の場合、マッサージベッドなどのサイズの大きな商
品もお持帰り頂けます。

※ 商品価格は 2022 年 8 月 1 日時点のものです。
将来において商品価格の変更、取扱いの中止などを予告
なく行うこともございます。
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

東京駅、羽田空港、新宿、渋谷、池袋、上野などからも 30 分以内に
あり、遠方よりお越しのお客様にも便利なアクセスです。

★ このカタログは、ラベンダーヒルホームページからも簡単にダウンロードしていただけます。（PDF）
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