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毎週⽕曜・⽔曜休み 毎週⽕曜・⽔曜休みHAIR STUDIO WORK
ご予約優先☎0120-43-7574

※⼟⽇の午前中は混合うことが
多く事前ご予約をお願いしております。

　　メール・ラインご予約ok!!ライン電話もok!!
 　メール　work1@iris.ocn.ne.jp　　ライン　hairstudiowork　　　
           24時間ご予約が出来ます(当⽇以外)

WORK新聞 2020年6⽉ №54号

8⽉まで毎週⽕曜・⽔曜を定休⽇とします。
新型コロナウィルスの影響で変更もあります

　　　　　<緊急のお知らせ>

●6月～8月までの営業(新型コロナ感染予防として)
・⼈数制限として席の間隔、消毒、マスクの着⽤・換気の徹底を継続します。
・毎週　⽕曜⽇・⽔曜⽇を定休⽇とします。
・当⽇ご予約は13時までとなります(お電話のみ)
・⼟⽇9時〜平⽇9時30分〜17時までの営業となります。

●メール登録のお願い
今回、新型コロナウイルスの緊急事態宣⾔など、いち早く店の状況をお伝えすることが度々必
要となりました。ハガキではタイムリーにお知らせができずご迷惑をお掛けすることがあり、できる限
りお客様の「携帯Sメール・メール・ライン登録」をお願いしております。また、ラインの⽅はタイムラ
インを確認ください。ご理解、ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。

メール⇒work1@iris.ocn.ne.jp　ラインID⇒hairstudiowork　携帯Sメール⇒090-849-5646

　　

　ネイルディプロマ認定資格者

　　　　　　素⾜のお⼿⼊れ
　　　　年齢・男⼥問わず承ります
　　　　　40分〜60分程度
　　　　￥4,000

　after

　before

　after

　before



!!

■⼀⽇3〜5時間程度
■60代までの明るい⼥性の⽅
■15分程度の場所の送迎と雑⽤
〇特典/美容代50%off

〇傷害保険完備

緊急⼤募集!!
ご紹介お願いします

無料送迎

5⽉の釣り     

　　　　<Information>
■７月１日よりキャシュレスご利用の方

★全割引は半額となります★　　消費者還元期間終了に伴い7⽉1⽇より変更となります
★会員ポイント
　お⽀払いの⾦額の半額分となります(変らず）
★2週間前の早割
　
　ご予約早割り1000円、送迎も含み半額となります(変わらず）
　※キャシュレス決済で送迎ご利⽤は対象外となります

★お取り扱いできない対象外カードもあります
　
　カード会社により異なりますので予めご了承下さいませ

↑相模湾/佐島沖　
ヒラメ・マゴチ

東京湾の⼤アジ⇒

　　　　　　　　　　
  

<

※ご利⽤の注意

・ご本⼈様に限ります。

・カット・カラー・パーマ・ネイルに限ります

・他のサービスとの併⽤はできません

・送迎のご利⽤とキャシュレスお⽀払いの⽅は割引が

<早割>

２週間前迄のご予約で

当店ご利⽤初めてのご持参の⽅

ご新規様クーポン券

1000円off

ご利⽤上の注意

●カット・カラー・パーマ・ネイルに限ります

●このチラシを持参か⾒たとお伝えください

1000円off

ご利⽤上の注意

●4500以上のお⽀払いの⽅

●キャシュレス決済、送迎ご利⽤は半額となります

　ネイルディプロマ認定資格者

　　　　　　素⾜のお⼿⼊れ
　　　　年齢・男⼥問わず承ります
　　　　　40分〜60分程度
　　　　￥4,000

　　　　　<各割引きのお知らせ>

●各割引の変更
■誕生日割 メールがお得!!

携帯Sメールメール・ライン1,000円off・はがきは学⽣含み500円off (1ヶ⽉)
■早割1000円off（2週間前迄・３月より）

キャシュレス⽀払いは半額＋送迎ご利⽤の⽅は割引のご利⽤はできません
■送迎ご利用のお客様へ（３月より）

16時までは無料、時間外は500円のご利⽤費がかかります
■濱とも(介護保険カード・ご本人)（５月より）

65歳以上の初めてご利⽤の⽅2,000off「濱とも」ご提⽰の⽅
■当日のご予約の方（６月より学生含め）

会員ポイントが半額、全割引が半額となります
■キャシュレスお支払いの方（７月より学生含み）

全割引が半額・会員ポイントの半額となります
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