ご利用時の諸注意

パートナーシップパス会員
福利厚生優 待制度のご案内

全国のエステティックTBC、
メンズ TBCサロンを
特別ご優待価格でご利用いただけます。

特典
エステティックコース料金・TBCオリジナル商品 が

毎回 10%OFF !!
TBCの本格エステティックコースを
パートナーシップパス会員様は、

●パートナーシップパス表面 ① に自筆でご署名ください。
●パートナーシップパスご署名のご本人様のみ使 用できます。他人への貸与
及び 譲 渡はできません。
●パートナーシップパスに必 要 事 項 が 記 載されていない 場 合、優 待は適 用
されません。
●有効期限が近づきましたら、貴社・貴団体のご担当者様までお申し出の上、
更新手続きを行ってください。
●パートナーシップパスを不正に使用した場合は無効となります。
●すでにご購入されたエステティックコース・プラン・商品の 後日の割引は
できません。
●全国のTBC、メンズ TBCにてご利用いただけます。エステティックコース
及び 商品の 割 引 はビ ジター の 方 はビ ジター 価 格 より、メンバー の 方 は
メンバー価格よりそれぞれ割引いたします。また、一部割引適用外コース・
商品がございます。あらかじめご了承ください。
●エステティックプランは割引対象外となります。
●ご利用時はパートナーシップパスをご提示ください。ご提示いただけない
場合はご優待が受けられないことがございます。
●権利失効時には、貴社・貴団体へ速やかにご返却ください。
●ご本人確認のため、身分証明書（社員証・保険証等）のご提示を求める場合が
ございます。
●他のご優待企画・割引券等との併用はできません。
●特典内容・割引対象のコース・商品は、予告なく変更となる場合がございます。

ビジター様はビジター価格よりメンバー様はメンバー価格より

毎回10%OFFでご利用いただけます。

見本

エステティックコース&
オリジナル商品を
いつでも10％ 割引！

またTBCオリジナル商品も通常販売価格より

毎回10%OFFにてご購入いただけます。
パ ートナ ー シップパ ス

ご署名

TBC・メンズTBCを初めてご利用の方のご予約方法
受けたいコースが決まったらお電話でご予約ください。

ご予約受付ダイヤル

＊お近くのサロンをご案内いたします

ご希望の日にちをご予約

企業様・団体様名
＊特典をご利用の際は必ずこのカードをご提示ください。

ご予約時に「パートナーシップパス優待コード9435」
ご利用の旨をお申し出ください。
コースを選んでお電話

①

有効期限 2022年 3月31日

優待コード：9435

SPコード:8081

ご予約日にサロンへ

0120-025-236

受付時間9:00〜21:00

※完全予約制です。
※体調確認等をさせていただきますので、ご本人様より直接お電話ください。
※ご来店2回目以降のご予約はご利用サロンへお電話ください。
お近くのサロンはWEBからも
お調べいただけます。

TBCサロン

メンズTBCサロン

検索

※表示価格は全て税込価格です。※写真はイメージです。

21.04

女性の
方は

おすすめコース
TBCフェイシャルコース

TBCボディシェイプコース
マッサージとストレッチの集中ケアでスリムボディへ。

マッサージとホワイトケアパックで
うるおいと透明感のある肌へ。

美白※ケア

ディープバーン ハーフ（上半身 or 下半身）

−オリジナルトリートメント−

通常ビジター

13,200円▶

通常メンバー

11, 000円▶

11,880円 ※薬用美白化粧品を使用したコース。
美白とは、
メラニンの生成を抑え、
9,900円 シミ・ソバカスを防ぐこと。

通常ビジター

19,800円▶

通常メンバー

16 ,500円▶

−デラックストリートメント−

17,820円
14,850円 ※年齢に応じたお手入れ

14,500円▶

通常メンバー

1 2,100円▶

15,510円▶

16,731円
13,959円

メンズTBC おすすめコース

マリンジェルマッサージ

11,880円
9,900円

通常ビジター

13,200円▶

通常メンバー

11,000円▶

■EPI（脱毛）

−プレミアムトリートメント−
ト−

11,880円
9,900円

顔・体等お好きな箇所をお選びいただけます。

顔・えりあし等（100本）
【デリケートゾーン】
通常ビジター

18,590円▶

通常メンバー

マリンジェルを使用したうるおいマッサージで、肌をひきしめる。

ウデ・アシ・ワキ等（100本）
【プレーンゾーン】
11,000円▶

16,731円
13,959円

■フェイシャル

■スーパー脱毛

13,200円▶

通常ビジター

男性の
方は

美肌を目指しながらキレイに脱毛。

通常メンバー

15,510円▶

グリースブレイク ハーフ（上半身 or 下半身）

TBC EPI（脱毛）コース

通常ビジター

18,590円▶

通常メンバー

ハード系マッサージで美しいライン作り。

贅沢トリートメントで、うるおいとハリを与え
若わかしい印象の生きいきした肌へ。

エイジングケア※

通常ビジター

スーパー脱毛（イオシスエピ-M）
（100本）

13,050円
10,890円

通常ビジター

13,200円▶

通常メンバー

11,000円▶

11,880円
9,900円

＊パートナーシップパスをご提示いただくと、エステティックコース・TBCオリジナル商品をいつでも10％割引いたします。
TBC・メンズ TBCメンバーでない方は

パートナーシップパス

※メンバーの方は 、会 員 証も併 せてご用意ください 。

初めての方
ご利用方法
（完全予約制）

1 ご希望のコースを選ぶ。
上記以外もコースがございます。

2 電話でご予約。0120-025-236

お近くのサロンをご案内いたします。 優待コード9435
パートナーシップご利用とお伝えください。

をご用意ください 。

3

ご予約日にご来店。

お近くのサロンはWEBでも
お調べいただけます。
TBCサロン

メンズTBCサロン

※お客 様の 体 質・体 調・肌 状 態 等により、コースをご提 供できない 場 合 がございます。 ※未 成 年の方は 親 権 者の同 席または同意 が必 要です。
※TBC エピレ、エピラッシュコース（ライト脱毛）をご希望のお客 様は、初回ご来店時はカウンセリングのみとなります。 ※掲載のコース内容・価格は予告なく変更となる場合がございます。
※1ヶ月以内に結 婚式・成人式 等のご予定がある場 合、コースの提 供を控えさせていただくことがございます。

検索

プ リ ントア ウト して 、ご 利 用 く だ さ い 。

このカードをご来店時にご提示いただくと、
ご優待が受けられます。

〈注意事項〉
●このカードはご署名のご本人様のみご使用いただけます。
●このカードを紛失し、再発行が必要な時は速やかに貴社・貴団体までお申し出
ください。
●有効期限が近づきましたら、貴社・貴団体のご担当者までお申し出の上、更新
手続きを行ってください。
●権利失効時には貴社・貴団体へ速やかにご返却ください。
●ご本人確認のため、身分証明書（社員証、保険証等）のご提示を求める場合が
ございます。

エステティックコース&
オリジナル商品を
いつでも10％ 割引！

パ ートナ ー シップパ ス

ご署名

企業様・団体様名

徳洲会グループ

＊特典をご利用の際は必ずこのカードをご提示ください。

有効期限 2022年 3月31日

優待コード：9435

SPコード:8081

＊ご優待内容 （2021年4月現在）
カードご提 示で、T B C・メンズ T B C のエステティックコース・T B C オリジナル 商品を有 効
期 限 内に限り10 % 割引いたします。
※TBCメンバーの方は、メンバー価格から10%割引いたします。
※エステティックプランは、割引対象外となります。
※一部割引適用外コース・商品がございます。
※他のご優待企画、割引券等との併用はできません。

完全予約制です。
このカードをご利用の際は、
ご予約時に優待コード9435ご利用の旨をお申し出ください。
T B C・メンズ T B C 初めてご 利 用の方

サロン案内センター 0120-025-236（9:00〜21:00）

※2回目以降のご予約はご利用サロンへお申し出ください。

21.04

