


有限会社TK corp. 代表
Beauty Academy 校長
VENUS salon 代表
VENUS COSME 化粧品開発者
VENUS COSME ロッド開発者

PROFILE

日本痩身医学協会会員認定
耳ツボジュエリー認定講師取得
M.D.A. nail school 卒業取得
BIO ジェル 初・中・上級取得
CRISTORIO gel 初・中・上取得
FPO gel nail 卒業取得
Fecyal FPO 卒業取得
BODYジュエリー 認定講師取得
日本アイリスト協会認定サロン取得
B/Sブレイスクイック巻爪矯正取得
ハクビ京都きもの学院師範講師取得
WELLNESS DIET DIPLOMA取得
MT インターナショナル
エクステンション終了取得
アートメイク 日本・台湾取得
アートメイク国際ライセンス認定講師取得
ISD個性心理学中級取得

履歴

受賞
2014 韓国IDEA国際美容コンテスト
まつ毛エクステ部門
グランドチャンピオン優勝受賞

2019 韓国INCA  NAIL  CUP  eyelash 部門
グラントチャンピオン受賞
プロフェッショナル賞
スピード賞
特別賞

１

2019 日本Tokyo EYELASH WORLD CUP審査員
2019 台湾国際INCA美容大会審査員
2019 MalaysiaINCA美容大会審査員
2019 韓国釜山INCA NAIL EXPO審査員
2019 Singapore国際INCA美容大会審査員
2019 韓国IDEA国際美容コンテスト審査員
2019 中国広州国際INCA美容コンテスト審査員

2015 韓国IDEA国際美容コンテスト審査員
2016 韓国IDEA国際美容コンテスト審査員
2017 韓国IDEA国際美容コンテスト審査員
2018 韓国IDEA国際美容コンテスト審査員
2018 香港国際美容技能大会審査員

Kaoru Kimura



■BLOOM LASH 特殊製造の最高級セーブル（0.07㎜）

■VENUS VOLUME LASH (0.07ｍｍ） J・C・D

¥3,080

VENUS COSME オリジナルラッシュの特徴

新素材の粘着シートはべたつかず、エクステが綺麗に
整列しているので１本１本取るのもスムーズ！

施術しやすく施術時間も短縮！

¥2,750

Brown

Black

ブルームラッシュ

volume

Flat fit lash
フラットフィットラッシュ

single

Lash

ファンを作りやすくボリュームを出しやすい

※表示価額は税込です。

２

VCJオリジナルのextensionは自まつ毛に近いつけ心地で美しい自然な目元を演出！

特殊製造
made in Japan

¥2,530

■Flat Fit Lash シングルラッシュ最高級セーブル（0.15㎜）

太さ（0.07㎜）
長さ（8,9,10,11,12,13,14㎜／MIX：8-14㎜）
列数（12列）
MIX列数（8,14㎜：1列／9,10,11,12,13㎜：2列)
ラッシュの本数（約12,600本）

太さ（0.15㎜）
長さ（8,9,10,11,12,13,14㎜／MIX：8-14㎜）
列数（12列）
MIX列数（8,14㎜：1列／9,10,11,12,13㎜：2列)
ラッシュの本数（約3,100本）

BLOOM LASH

※カラーもあります、お問い合わせください。



パーティーやブライダルに最適！

J 0.15 11ｍｍ・13ｍｍ・15ｍｍ
C 0.15 11ｍｍ・13ｍｍ・15ｍｍ

■Glitter Lash カラーラッシュ ¥3,980

■Color Lash カラーラッシュ

J 0.15 11ｍｍ・13ｍｍ・15ｍｍ
C 0.15 11ｍｍ・13ｍｍ・15ｍｍ

¥2,980

Lash

※表示価額は税込です。

３

爽
や
か
な
目
元
の
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象
に

■玉無しフレア（10本タイプ）

全8色

全6色

■VENUS カラージェル
BASECOAT
NONWIPETOP / NONWIP MATTOTOP
POPなカラーからヌーディな色まで

■VENUS ポリッシュジェル
はけ付きのボトルで塗りやすい
UV＆LED両対、応爪を削らすベース＆トップが
いらない新発売ジェル！
コストと施術時間を短縮でき、色の発色も抜群！

1本￥1,650 12ml 50色

12ml 31色1本¥1,650

医療登録されてるシート使用！安心、安全

医療用シリコンシート使用

サイズ 210㎜×285㎜(約A4) ¥6,600

Gel Nail Body jewelry 

下まぶたに
ぴったりフィット

アイラッシュ施術の必須アイテム

¥1,200 1個2枚入り 1個単価
10個￥1,100 ￥110
50個￥5,250 ￥105
100個￥9,900 ￥99

■アイシート■シリコンeyeシート

■玉無しフレア（4本タイプ）

ボリュームラッシュ
とても柔らかい毛質のフレアーエクステです

(10束と4束の２種類)

10㎜・12㎜・14㎜ 1ケース ¥500

¥50010㎜・12㎜・14㎜ 1ケース

コラーゲン配合の
毛羽立たない施術保護用アイシート



1個単価 ¥1,650
６個 ¥9,240 （¥1,540/1個あたり）
12個 ¥17,160 （¥1,430/1個あたり）

グルーの取り扱いについて
保存は直射日光をさけ、令暗所にお願いします。
冷蔵庫の保存も出し入れなど急激な温度変化にも注意が必要です。
保存期間は未開封で6ヶ月、開封後は1～2ヵ月を目安にお使いください。
他社製のグールを混ぜないで下さい。
グールはとてもデリケートな商品で、空気に触れることによって
劣化してしまいますので、一度に大量購入の方は特に注意ください。
初期不良以外の返品、交換はお受けできませんのでご了承下さいませ。

2本セット ¥6,160
3本セット ¥8,800■VELOCE ヴェローチェ 5ml ¥3,300

速乾性＆高持続力 エチル系
上級アイデザイナーやサロンで人気の定番商品
速乾性に優れ少ない量で施術が可能。
持続性もあり多くのアイリストに支持されています。

1秒速乾！プロ用グルー

速乾力 ★★★★★
持続力 ★★★★★
技術力 ★★★★★
粘度 ★★
刺激 ★★

1個単価 ¥1,650
６個 ¥9,240 （¥1,540/1個あたり）
12個 ¥17,160 （¥1,430/1個あたり）

■EYE LASH プライマー

内容量10ml

アイラッシュ（人工毛）とグルーの相性を
良くしグルーの接着力を高めます。

人毛とグルーの相性を良くしグルーの
接着力を高めます。

内容量10ml

■EYE LASH クレンザー

Lash Glue

※表示価額は税込です。

４

■ion cleaner

1本 ¥1,490    3本 ¥4,130     5本 ¥6,330

還元水ｐｈ12.5という強いアルカリ性でありながら
皮膚にはまったく刺激がありません。

内容量100ml ■bubble form

1本 ¥1,380

内容量60ml

ピンクゴールドの可愛いボトル
ヒアルロン酸やビタミンCを配合の濃密なフォーム
eyelashやeyebrowにも使用できます。

エクステンション用リムーバー
1本のリムーブや部分的リムーブに最適
ジェルタイプで液だれしにくく使いやすい

内容量20ml 無香料1個単価 ¥1,100
６個 ¥6,300 （¥1,050/1個あたり）
12個 ¥11,280 （¥940/1個あたり）

■EYE LASH ジェルリムーバー

1個単価 ¥1,200
６個 ¥6,000 （¥1,000/1個あたり）
12個 ¥9,600 （¥800/1個あたり）

■EYE LASH クリームリムーバー

内容量20ｇ

アイラッシュ（人工毛）を全オフする
クリームタイプのリムーバー

Cream
Remover



Tweezers

※表示価額は税込です。

ボリュームグルーカップ ¥1,980

５

50個入り

プロ仕様「匠」ツイーザー鍛錬された職人が1本1本丁寧に仕上げた国産ツイーザー

プロツイーザーC

¥3,300
プロツイーザーS

¥3,300

ツイーザーA ツイーザーB

ストレート 掴みやすい

¥1,650
カーブ かき分けやすい

¥1,650
先端が丸く安全 サージを張る時、剥す時

¥1,650

ツイーザーC 

Volume Lash
ﾎﾞﾘｭｰﾑﾗｯｼｭ用ツイーザー T

¥2,200¥3,300

鍛錬された職人が1本1本丁寧に仕上げた国産ツイーザー ファンを作りやすい

Volume Lash
ﾎﾞﾘｭｰﾑﾗｯｼｭ用ツイーザー L

Volume Lashツイーザー

￥3,000

・ブラック＆ゴールド
・ホワイト＆ゴールド

ミニツイザ
耳ツボなど細かい施術用

各¥990



５

アイスティック eye-2

¥2,500

アイスティック eye-3

¥2,500

COSME PARM

¥4,980

VENUS COSMEオリジナル COSME PARMシリーズ

●グループレートホ
ワイト

プロの為に作られた、持ち手感覚にこだわった商品

アイカールスティックコーム付き

¥2,420
本体単品 ¥2,500
ブラシ単品（10本入り）￥580

アイスティック eye-1

¥2,800

施術しやすい角度にブラシを調整

EYESTICK

VENUS COSMEオリジナルの プロアイリストのためのアイスティック

ブラシ10本セット

まつ毛グルー

3本 ￥2,800 5本￥4,250 10本 ￥6,980

※表示価額は税込です。

まつげパーマ用のセット剤グルー

1本￥990

※OEM可能

ブラシの軸：ステンレス製
ブラシ：ナイロン製

1,2set
各25ｇ

内容量 5ml クリア

COSME PARM
-lash＆brow-

次世代パーマまつ毛セット剤

丸みのあるカーブタイプのコームで、まつ毛を逃さずキャッチ 韓国風の束感まつ毛をデザイン



ダイズステロール
ジステアリルジモニウムクロリド
ベヘントリモニウムクロリド

Ｖ－ドコサラクトン
（エルカラクトン）

まつ毛のダメージ部分への
有効成分のデリバリー作用。

熱から保護する作用もあります。

加水分解ケラチン
毛髪のキューティクルの

剥がれを改善する作用があります。
美しくしなやかなハリ・コシのあ

る髪へ導きます。

まつ毛のダメージに ハリ・コシを与えてくれるまつ毛美容液
２８種類の天然成分やヘアケアで培った成分を贅沢に使用しダメージを受けたまつ毛を健康にしていきます。

まつ毛1本1本をしっかりセットコーティング ¥3,500

■GLORIOUS COAT まつ毛コーティング剤 5ml

ビオチノイル
トリペプチド-1

（ワイドラッシュ）
まつ毛にハリコシを与え

まつ毛1本1本を太く長くさせます。

メリタン
黒髪を育てる成分です。

白髪予防にも使用されています。
髪を育てるメラノサイトに働きかけ
つややかなまつ毛に保ちます。

グルコシル
ヘスペリジン

柑橘由来のビタミン様々な栄養
素をしっかり届けるための血行
進行作用があります。角質層へ
浸透し肌荒れも防ぎます。

VENUS EYELASH SERUM

※表示価額は税込です。

VENUSのシリコンロットはシリコン濃度が
他社に比べて高いので肌にぴったりフィット！
施術する側もやりやすく仕上りもきれい！

Lifting curl ロット S,M,Lセット
ストレートタイプカール

¥4,950

Lash curlロット S,M,Lセット
ナチュラルカーブタイプ

¥4,950

６

RiLi & curlロット S,M,Lセット
直リフトタイプ

¥4,950

10本 ¥36,000 （1本単価3,000）6本 ¥19,800 （1本単価¥3,300）

高機能なブラシ＆チップ合体へ
リニューアル！

ホワイトカラーのボトル
■EYE SERUM LABO まつ毛美容液 5ml

大人気の育毛大手メーカー工場生産 ¥3,500
10本 ¥36,000 （1本単価3,000）6本 ¥19,800 （1本単価¥3,300）

アクリレーツコポリマー
皮膜形成

ボタンエキス
化粧品としてボタンエキスが
用いられる際には、抗菌作用
や抗炎症作用、色素沈着抑制
作用、バリア機能改善作用な
ど多岐効能。

ヒアルロン酸Na
角層をうるおいで満たします。
抜群の保水力で、肌のうるお
いに影響する成分。
細胞と細胞の間でクッション
のような役割を果たします。

セラミド
天然型セラミド、高保湿

VENUS COSMEオリジナルロット

NEWブラシ＆
淡いピンクの可愛いボトル



Hair増毛extension VENUS Magic
サロンメニューの新技術!!
髪のボリュームアップや薄毛など髪の悩みを持つ女性のニーズにお応えする
VENUS MAGICの増毛技術!!
1本1本丁寧に増毛する自分の髪を活かした新感覚エクステンションです。
VENUS MAGIC のエクステ毛は業界トップ!!
Ｓランクの形状記憶毛髪でシャンプー、パーマ、ブラッシングも
自由自在!!ふんわり自然な仕上がりでヘアースタイルに自信が持てます。

♦サロン様にとっては、まだ競争相手が少ない今がチャンス！
新規や幅広い年齢層の顧客獲得で他店との差別化売上アップにつながります。
♦法的免許がなくても施術できる ♦低コスト、高利益 ♦お客様リピート９０％以上顧客満足度
UP!

※お客様の毛質に合わせて購入することができます。
詳しくはお問い合わせください。

¥2,750
¥2,750

ストレス社会で髪の悩みを持つ女性が増えて今後ますます需要が高まる今がチャンスです

VENUS Magicの加盟店メリット

※リペアは部材を使用しないため施術料がすべて利益になります。お客様にとってもサロン様にとっても大満足な最新施術です。

髪が伸びても安心!!メンテナンスも簡単!!VENUS MAGICの技術は1本の髪に
2～4本の人工毛を装着!!2～3ヶ月で髪が伸びてきたら下に戻して再利用（リペア）出来ます。

        

▶ ▶  

   Before             after 400 本      after 1000 本 

▶ ▶  

        

▶ ▶  

   Before             after 400 本      after 1000 本 

▶ ▶  

Before After

■リペアースティック ¥4,400

■ヘアカラーHチャート

¥8,800

■ヘアスティック ¥4,400

お客様用 50枚
スクール用 50枚

■ヘアカラーAチャート

¥6,600

■チラシ

■ヘアトレイ

¥2,200ナノスキンシート21×21 ¥43,780
ハーフサイズ12.5×12.5 ¥25,300

■ポイントウィッグ

※表示価額は税込です。

７

VENUS Magicヘア商材

■ヘアクリップ

¥2,200
増毛施術用

500本 （２本）
1000本（４本）
1500本（６本）
1600本（８本）
2400本（12本）

¥11,000
¥11,000
¥14,520
¥14,520
¥23,760

ヘア（４種類）1シート

500本 （２本）
1000本（４本）
1500本（６本）

¥7,700
¥8,250
¥9,350

人毛 1シート 自然な栗色全26色

オンラインセミナーもあります
（多数の教材・ディプロマ込）

詳しくはお問い合わせください。



痛みや副作用もないのでお客様も安心
ツボを刺激しお客様のニーズに応えた症状を改善します。

ツボを探知機の先端から流れる微弱電流が感知し、光で知らせる
耳ツボ美容の補助商品です。 探知機の先端で微弱電流の流れを
チェックし、ツボにあたる（通電する）とＬＥＤが光ってツボの
位置を知らせてくれる仕組みです。ペンのような形状なので持ち

やすく、誰にでも簡単に使うことができます。

耳ツボ探知機 ¥13,800

耳ツボダイエットをサロンに導入しませんか？今、大人気の耳ツボジュエリーダイエット

ダイエット、リフトアップ、美白、小顔、目の疲れ、肩こり、腹痛などに効果あり
食欲を抑えたり体質改善、代謝アップ、ホルモンバランスの正常化自律神経の安定化が期待できます。

耳ツボポスター

サイズ51cm×36cm 
¥4,400
耳ツボポスター付

■チタン耳ツボジュエリー

¥２,200
単品・SS9 ¥990 ・SS12 ¥1,050

Ear Jewelry

※表示価額は税込です。

８

VENUS オリジナル商品

®■VENUS MALIN トルマリン耳ツボジュエリー

¥2,750
単品・SS9 ¥1,160 ・SS12 ¥1,210

トルマリンの効果
食欲を抑える
代謝up
ホルモンバランスの正常化
自律神経の安定化
体質改善などに効果を
期待できる

全11色

オンラインセミナーもあります
（多数の教材・ディプロマ込）

詳しくはお問い合わせください。

※トルマリン耳ツボジュエリー※セットに限り
ピンクMIX ブルーMIXあります。

生活習慣から起こる全身のコリに効果的‼
耳にある110個以上のツボを刺激し
血流を良くする効果が得られます。
耳ツボジュエリーと合わせると更なる効果
が得られます。

EAR PIT（イヤーピット） ¥3,300

VENUS オリジナル商品

耳ツボ模型 小耳ツボ模型 大

サイズ8㎝×4.5cm ¥4,400
ツボの位置が表記されています。
実際の耳より少し大きめで持ち歩き便利です。

サイズ21.5cm×12.5cmスタンド付¥8,800
サロンに飾ってインパクトあり！
お客様に説明する時にも見やすいと評判です。



スクリューブラシ
まつ毛パーマの後に整える

オシャレでかわいいピンクのブラシ
プロ仕様なので、根本から上に上がる!!

¥1,650

銀色見やすいミラー

¥2,200

Goods

９

目もと専用クレンジング
★オイルフリー ¥1,850

EYE リムーバー

シリコンeyeシート EYE ミラー

※表示価額は税込です。

Brow beautĒ
eyebrowツイーザー

¥2,800

手持ちの部分が他より長めで、持ちやすい
手が痛くなりにくく、快適な施術が可能になります

アイデザイン スティック
ブラック/クリア

サロンでお客様がエクステの
デザインを試せるスティック！

あるようでなかったサロンの必需品

10本入り ¥1,650

20本入り ¥3,080

グループレートシート
透明シート衛生的使い捨てタイプ３０枚入

¥440

グループレート透明
温度をより一定に保ちます

¥880

1個 ¥170 12個 ¥2,040

サージカルテープ
肌に優しい薄く柔らかい

3M 1.２㎜×9㎜

ツイザーから目元を保護し、
毛羽立たない施術用アイシート
コラーゲン配合‼
目元の美容効果もあり
サージカルテープより貼りやすく
施術時間短縮！
はがしやすいので肌荒れも防ぎます！
はがした後もお肌ぷるぷる

1個2枚入り 1個単価
10個￥1,100 ￥110
50個￥5,250 ￥105
100個￥9,900 ￥99

アイシート

アルミパック
グルーの鮮度を保つ

￥110

エアーポンプ
グルーの乾燥をスムーズに

¥880

¥2,750

アートメイク・まつ毛エクステなど
練習用マネキン。エクステの場合は
つけまつ毛をつけてご使用下さい。

¥3,300

練習用マネキン

下まぶたに
ぴったりフィット アイラッシュ施術の必須アイテム

¥1,200



Goods

10

¥8,800¥660

eyelash練習用プレート 16種類のロット

※表示価額は税込です。

¥1,800

POP ROT

カラフルで可愛い
５サイズのロット

2枚入り
1セット 385円
5セット 1,650円

10枚入り
¥1,650

大会eyelashウィッグ
-練習用ストレートタイプ-

ピロートレイ
ピロートレイの横に

グルーやlashが置けて便利

¥6,490

ピロー
アイリスト必需品！

¥8,780

生WAX
各200ｇセット

¥5,800

waxの種類は2種類
・Umber アンバー
・Copal コーパル
WAXの硬さを調整して使用

※詳細はお問い合わせください。

毛質や毛量、肌質によって使いわけることができ2種類で
どんなお客様でも施術可能 施術者にも、お客様にも
ストレスフリーで仕上がりが、本当にツルツル！
剛毛から、産毛までしっかりキャッチ！

Brow beautÉ
アイブロウ マッピング

ブラック/ホワイト

各¥1,500



美容器機

¥15,000
3種類ピット 保証書付き

【特許意匠登録】

Goods

※表示価額は税込です。

美浸～ B sin ～

Brow serum
ブローセラム

眉毛美容液
眉毛を健康にハリ・ツヤ育毛に

アイブロウリキッド

¥1,760

アイブロウペンシル

¥1,650

モカ
ブラウンブラウン ブラック

モカ
ブラウンブラウン

アイブロウマッピング

¥4,290

主成分
加水分解ケラチン
メリタン
ビオチノイル
トリペプチド-1
グルコシル
ヘスペリジンなど

¥2,800内容量5ml

金属アレルギーの方も
安心して使用できる
チタン製 0.2mm

パーツを外して
洗浄可能

清潔を保てます

１度で
使い切る

小さめのボトル

頭皮にも
おすすめ

肌の奥まで
美容成分を浸透させる

※使用例

ローラー部

※雑貨としてのお取扱いになります。

¥2,200
12個ご購入で+1個サービス



美
し
さ

は
ま
ゆ
毛
で
変
わ
る

ブローボーテアイブロウ
メンバー/１DAY （5H～） ¥198,000
認定講師/２DAY （12Ｈ～） ¥308,000
長持ち、きれいなまゆ毛のまま！
VENUS COSMEの特殊技術

タペストリーやポスターも販売しています

made in Japan

※表示価額は税込です。

意匠登録
登録第1658730号

弊社オリジナル機器は、まゆ毛だけでなく
まつ毛と頭皮の育毛ケアにも適用

眉毛だけじゃなく目元の小じわや気になる口元にも使える

弊社オリジナルマシン
特許意匠登録
保証書付き

美容器機 ¥15,000



◼ まつ毛エクステ
・アイラッシュ／1DAY(4H～)¥66,000〔1本1本繊細で自然な仕上り〕
・アイラッシュエクステ（３種類）／２DAY（8H~）¥88,000
〔シングル・フレアなど裏技の施術〕
・下まつ毛アイラッシュ／３H～¥33,000〔下まつ毛の施術〕
・VENUS アイリスト／４DAY（１４H～）¥181,500
〔これからアイリストとしての理論、施術を習得できる〕
・VENUS Proアイリスト講師／６DAY（２４H～）¥275,000
〔これからのアイリストとしてのお仕事・独立開業などの方〕

◼ フェイシャルエステ
・フェイシャルエステ／３DAY（12H～）¥88,000
〔基層理論・技術（工程）・手技リンパマッサージ・スポンジオフ・タオルワークカウンセリング法〕

◼ Body Jewelry
・Body Jewelry／３H ¥33,000〔カラーパウダーを専用グルーで塗布〕
・３Dジュエリー／３H～￥71,500 〔繰り返し専用、シリコンシートでデザイン作成〕
・エアータトゥー／３H～￥33,000〔エアーブラシでボディーに吹き付ける。カラーの吹付などを練習する〕

JAPAN（海外・国内）
日本総代理店募集詳しくは
お問い合わせください。

◼ 耳ツボジュエリー
・耳ツボジュエリー／５H～￥55,000～〔ビジネス関業の方に〕
・セルフ／１H～¥9,800～〔自宅で施術〕
・認定講師／2DAY（10H～）￥110,000〔施術からスクール受講までビジネス関業〕

◼ ネイル
・ベーシック／20H～¥132,000～〔爪の構造・理論から技術ケア・カラーリングまでの基礎講習〕
・プロフェッショナル／110H～￥547,800
〔ベーシック・エクステンション(スカルプ＆ジェル)アート(3D＆ペイント＆エアー)・フットケア〕
・VCエデュケーターコース （ディプロマ込・一部教材費込）
※エデュケーター募集中2DAY(10Ｈ）(5Ｈ)￥46,200
・エアgel ベーシックコース （ディプロマ・教材費込み）1DAY(6Ｈ）￥14,300
・グラデーションコース／講習￥8,800・レンタル商材5,500

◼ メイクアップ
・メイクアップ／１DAY（３H~）¥33,000〔メイクの基本、眉からアイシャドー、ファンデーションまで〕

◼ Hair増毛extension VENUS MAGIC
・メンバー/１ＤＡＹ （５Ｈ～） ¥16,5000 「増毛技術」
・認定講師/１ＤＡＹ （10Ｈ～） ¥220,000 「増毛・ウィッグ型取り・スクール受講」

◼ ブローボーテアイブロウ
・メンバー/１DAY （5H～） ¥198,000

・認定講師/ ２ DAY （12Ｈ～）¥308,000

facebook Instagram KAKAO WeChat

VENUS COSME Academy
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◼ BROW LIFTING
・１DAY （4H） ¥49,800

※表示価額は税込です。

※要美容師免許
◼ 下まつ毛パーマ
1DAY (2.5H～) ￥35,000（ディプロマ・教材費込）

◼ まつ毛パーマ
（次世代まつげパーマ 化粧品登録セット剤使用）
・Lifting curl +Tint （ディプロマ・教材費込）

※Tint講習はお問い合わせください

・Lifting curl１DAY（1.5H）/ ¥55,000
まつ毛カール理論から学べる

未経験者 ￥76,780
経験者 ¥65,780
・認定講師/ 2DAY (10Ｈ～)（ディプロマ・教材費込）￥132,000

※要美容師免許

※要美容師免許

【VCJ Academy】
https://forms.gle/qjxPDDdYU14RXKAJ6

（ディプロマ・教材費込）

（ディプロマ・教材費込）

（ディプロマ・教材費込）

（ディプロマ・教材費込）

（ディプロマ・教材費込）

（ディプロマ・教材費込）

（ディプロマ・教材費込）

お申込みフォームはこちら

（※Tintなし）

◼ BROW designing
・１DAY （4H） ¥49,800

◼ オプションWAX
※お問い合わせください。

＋サロンスタッフ様（２人迄）￥66,000

（ディプロマ・教材費込）



商品名 サイズ 数量 単価 合計金額

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

備考 総合計

送料一覧 ※宅急便60サイズの場合)
◎4,980円以上で送料・代引き手数料無料
沖縄・北海道・九州￥1,370 四国￥1,150
中国￥1,150 北東北・関西￥1,040 北東北・関東￥930
その他、離島などを含む地域は別途かかります。

※土、日、祝日の発送は致しておりません。
※お客様のご都合による返品は受け付けておりません。

FAX 047-411-6880

HPからもご注文いただけます http://www.tk-venus.com

＜ご注文・ご購入について＞
・商品への技術、知識のない方のご注文、ご購入はお断わりしております。
※当社販売は自己責任にて使用される方のみ販売致しております。

・商品代金以外の必要料金・・・商品送料及び代引き手数料
・お引き渡し時期・・・ご注文後3～8日
・不良品について・・・商品到着後3日以内メールにてご連絡願います。不良品を返品後、新品と交換いたします。
・返品について・・・未開封につき商品到着後８日以内返品可能です。
返品送料はお客様ご負担になります（但し、ご購入者様理由の場合）
衛生上、ご使用後及び開封後の返品、交換はできませんのでご了承下さい。

VENUS COSME Japan
℡ 050-1350-6432
住所 千葉県船橋市本町

7-4-15 3F
OPEN 10：00～17：00
CLOSED 土・日・祝祭日

VENUS COSME オーダーシート

ディプロマNO. 申込日 年 月 日

ご住所 〒

ＴＥＬ FAX

サロン名 担当者

Ｅ－mail 携帯

ご登録はこちら


