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アイラッシュは、
心 地よさの領 域 へ 。
Eyelash extension enters the age of comfort
いま注目の「アイラッシュ（まつ 毛 エクステンション）」。
いつでも自然 に美しくありたいと願う女 性 に支 持され 、新 たな
分 野として成 長し続けています。そのアイラッシュが 美 容 師 資 格 の
必 要 なメニューとなり、多くの 美 容 学 校 で 授 業 科目がスタート。
今 後 の 美 容 業 界にとって欠 かせないものとなるでしょう。
タカラベルモントは 理 美 容 はもちろん、眼 科 などの 医 療 分 野 で 培った
ノウハウを結 集し、
「安全性」
「快適性」
「 作 業 性 」の 向 上を実 現した
リーチェ

アイラッシュメニュー のための 専 用プロダクト“ R i c h e ”シリー ズを開 発 。
お 客 様 にとっても、施 術 者 にとっても心 地よい専 用プロダクトで 、

快適性

作 業性

Comfort

美 容 業 界 のさらなる発 展 に貢 献 いたします。

Usability

安 全性
Safety

Riche was developed by Takara Belmont using knowledge from not only
the salon industry but also medical areas such as ophthalmology. A series
of products made especially for eyelash extension services, Riche brings
advances in safety, comfort, and usability. These products are the next
stage of evolution in the beauty industry, providing comfort to both
customers and eyelash extension practitioners.

リ ー チェ

※

業界初 、アイラッシュ専用プロダクト Riche 。

01

※美容業界初。
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お客 様にとっても、
様にとっても 施 術 者にとっても快 適であるということ。
Ri cheのこだわり、それは「 角度」
Richeのこだわり
角度 」にありました。
Riche’s meticulous attention to detail brings comfort for both customers and practitioners.
長時間、繊細な作業をおこなうアイラッシュ施術は、
これまでお客様にとって首や腰がつらくなることが多く、また施術者にとっても肩こりや腰痛など身体への負担
が大きく、集中力が続きにくいなどの問題を抱えていました。そんな施術環境を改善するため、タカラベルモントはさまざまな「角度」に注目。“心地よい寝角度”
“疲れにくい視野角”“作業がしやすい角度”などを追求し、安全であることはもちろん、快適性にも優れ、作業性をさらに高めた専用プロダクトを実現しました。

お客様の 快適性
Comfort for customers

リクライニングで
リク
グで
快適な寝角度をキープ
快適な寝角度をキ
カウンセリングにも使 用できるチェアは、
手動でフラットな状態までリクライニング

快 適性の高い
寝角度

頭 部と首
と首をやさしく

Reclines to a
comfortable position

る専用枕
ホールドする専

5

素材と形状を工夫したほど
よい 硬さの 枕が、頭 部 や

可能。アイラッシュ施術時に快適な寝角
度に設定されているので、長時間の施術
でも心地よく過ごせます。
Recline the seat for greater comfort

ハンモック構造で包み込む
ハンモ
ク構造で包み込む
ような心地
な心 地よい寝 心地
ウェービングシートを採 用したハンモック
構造で、高い快適性を実現。どんな体格
のお客様でも、
フィットしやすく、ふんわり
と優しく身体を包み込みます。
Webbing technology brings
hammock-like comfort
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首を心地よく支えます。

5

Contoured pillow that
gently supports the head
and neck

施術者の 快適性
Comfort for practitioners

疲 れにくい
視 野角

わずかな視
かな視線の動きで
線の動き 安 定した
定

Viewing angle
minimizes fatigue

業ができる3つの
つの専用プロダクト
作業がで

35

チェア、
ワゴン、スツールの3つのアイラッシュ専用プロダ

＊

クトをトータルで使用することで、目の動きを小さくした
疲れにくい視野角を実現 。作業時間を短 縮しながら、
精度の高い施術が提供できます。
Chair, wagon, and stool are all easily within line of
sight for stable operation
＊Reference

＊参考値（数値には個人差があります）。

note: Actual angle varies for each person

2つのポジ
つのポジション設 定で身体の
体の
負担を軽 減するアームサポート
負担を

特許出願中

さまざまな施術スタイルに対応できる、角度変更が可能
なアームサポートを採用。負担の大きくなりがちな腕部
を支えることで、手元が安定し、よりスムーズで安全な
施術ができます。
Arm supports with two positions to reduce physical burden

回転＆昇降ができるアシストトレイで
作業効
業効率を高めるワゴン

特 許出願中

エクステンションやグルーなどを手元に置ける、
回転、昇降機能付きのアシストトレイを搭載。

作業がしやすい
回転角度
Full rotation for
ease of use

360

傾斜 Inclined position

水平 Flat position

長 時 間の施 術でも
快 適なスツール
適なス
身体への負担を軽減する、低反発素材の
クッションを採用。大きめの座面や位置調

施術中の無駄な動きが少なくなり、作業効率

整の可能な回転機能付きのランバーサ

がアップします。また、下段には商材を収納できる

ポートが、臀部や腰をしっかりと支えるので、

引き出し式トレイを採用しました。

正しい姿勢を維持したまま施術できます。

Wagon with elevating and spinning tray
for greater efficiency

A large seat with low-resistance cushion and
lumbar support gives practitioners long-term
comfort
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R i c h e L i n e-up

Sa

Opt ion

チェア、ワゴ
チェア

ランバークッション
アイラッシュチェア リーチェ

Lumbar cushion

カラーバリエーションは、
さまざまな空間に合うベーシックな
さまざまな
空間に合うベーシックな
３色をご用意いたしました。

EA-D83C ＊＊＊ ￥7,000

Made especia
gives quality

＊＊＊にはレザーカラーが入ります。
＊＊＊Will be replaced with

leather color

3 basic colors allow matching with any salon
SC - EL141ES9 ￥182,000
W695×D850〜1700×H1265mm

サロン内に省

アイボリー［ ES9 ］
IVORY

ホワイト［ ES1］
WHITE

省スペース化につながる
チェアポジション

レッグレスト単動式だから
フットメニューの同時施術にも

チェアポジション時には、施術前の

振動が頭部へ伝わりにくい、
レッグ

カウンセリングやアイメイク、
アイブロウ

レストと背もたれが別々に動く単動式

など、幅広く使用可能。コンパクトな

を採用。アイラッシュ施術中でも、
フット

スペースでも、
ストレスなく活用できます。

メニューなどが同時におこなえます。

Chair’ s upright position saves
space and allows various
procedures and services

Leg rest moves
independently to allow foot
care at the same time

ブラウン［ ES12］
BROWN

リーチェネイルテーブル
Riche nail table
EA-EL141T

￥29,000

＊テーブルは左右で1セット。
＊A set includes both left

and right tables

同時施術にぴったりな
専用ネイルテーブル
リーチェに取り付けることで、寝姿勢
リーチェ ワゴン

のまま快適に施術を受けることができ

リーチェ スツール

るテーブル高。安定性も抜群で、施術
SR-WA141 ￥40,000
W647×D543×H692〜935mm
アシストトレイ内寸 Assist tray inner dimensions:
W200×D140mm
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者にとっても使いやすい設計です。

SC-ELSES9 ￥47,000
W536×D536×H735mm
初高 Initial height : 450mm
ストローク Stroke: 195mm

Nail table allows practitioner to
provide nail services at the same time

アイボリー［ ES9 ］

ホワイト［ ES1］

ブラウン［ ES12］

IVORY

WHITE

BROWN

UVライトやLEDライトが置けるサイズです。
UV and LED lights can be placed on nail table.

ぴったりな
テーブル

付けることで、寝姿勢

術を受けることができ

Salon space design
設置寸法図（mm）

Installation dimensions（mm）

チェア、ワゴン
チェア
ワゴン、スツールの3つのアイラッシュ専用プロダクトが、
サロン内に省スペースながらも上質で快適な空間を生み出します。

推奨寸法(Recommended dimension）: 600
最低寸法(Minimum dimension）: 400

Made especially for eyelash care, this three-item set of chair, wagon, and stool
gives quality and comfort while taking up minimal space in the salon.

日本製であることの誇り、
「 TAKARA QUALITY」。
Proudly made in Japan - “It’ s TAKARA QUALITY”

私たちタカラベルモントのモノづくりの原点にあるのは、
お客様のために という想い。
それは創業以来、
ずっと変わることのないもの。
その熱い想いを製品というカタチにするのは、
推奨寸法(Recommended dimension）: 600
最低寸法(Minimum dimension）: 400
通路
（500）確保時 900
900 when path width is 500

長い歴史の中で連綿と培ってきたタカラベルモント独自の技術とノウハウ。
厳しい品質基準をクリアした国内生産だからこその高品質、
そしてきめ細やかなメンテナンス対応。
私たちは、
これからも メイド･イン･ジャパン にこだわり続けてまいります。

推奨寸法
（Recommended dimension）:
1150
最低寸法（Minimum dimension）:
950
通路
（500）確保時 1450
1450 when path width
is 500

推奨寸法
（Recommended dimension）:
950
最低寸法
（Minimum dimension）:
750
通路
（500）確保時1250
1250 when path
width is 500

By maintaining a focus on the needs and desires of the
customer, Takara Belmont has been able to maintain the
position as the world’s leader in manufacturer of salon and spa
furniture for over 90 years.
Our attention to quality craftsmanship and technology, and our
ability to comply with strict regulations in the salon and spa
industry, has enabled us to provide our customers with a
quality product, backed by the highest levels of service
available in the market. It is this high level of dependability
that has made the words “Made in Japan” something greatly
appreciated and desired.

安定性も抜群で、施術

いやすい設計です。

ws practitioner to
rvices at the same time

e.

推奨寸法
（Recommended dimension）: 2950
（Minimum dimension）: 2550
最低寸法
通路
（500）確保時 3550
3550 when path width is 500

＊設置寸法はあくまでも参考値です。必要面積等、設備条件は各自治体に
よって異なりますので、管轄の保健所へお問い合わせ下さい。

These installation dimensions are for reference only.
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Specifications

寸法図（mm）

Dimensional outline（mm ）

1700

600
540
180

25°
355

400

°

60

610
695
1000

200

575

615

710

°

435

アシストトレイ最上位
Tray at highest point

850

80

90

450〜645

735〜930

5°

1265

230

370

45°

115

330
45

415

φ536

178
140
647
500

アシストトレイ最下位
Tray at lowest point

※表示価格
。※

消費税 含
掲載製品

382

417

365

543

664

692

935

149

配送 除 国内 無料

282

。

。※印刷物
専売品

、一般

、当社指定日・時間外 配送

、色 実物 多少異
客様

販売

客様 都合

。※寸法・仕様 改良
。※ 注文頂

返品

場合 有料

予告

変更

製品 配送費用 、遠隔地・離島
。詳

営業担当者

確認

• Actual color may differ from color in printed catalog.
• The manufacturer reserves the right to change models, descriptions, and specifications without prior notice.

φ102
φ 383

キャスター回転範囲円
Caster rotational range

トレイ回転範囲円
Tray rotational range

リーチェ
tb-net

使い方動画

Printed in Japan

www.tb-net.jp/riche/
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