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NEWS RELEASE 

        2021 年 2 月 

 株式会社ソシエ・ワールド 

 

 

ソシエ メンズ美容メニュー2021 のご紹介 
～この春のおすすめメンズメニューをラインアップ～ 

 
 

 

株式会社ソシエ・ワールドは、エステティックサロン、ヘアーサロン、アイビューティサロン、ホ

テルスパなど、併せて国内外 140 店舗以上を展開するトータルビューティ企業です。 

ソシエが展開するサロンの多くが、各地域のランドマークとなる百貨店やホテル、有名ビルなど駅

近で利便性が高い立地にあることから、実は男性のお客さまにも数多くご愛顧いただいております。 

そこで今回は、男性にもおすすめしたいソシエの美容メニューと製品をご紹介いたします。 

 

 

報道関係者各位 

ソシエ ヘアー イメージ 

スパ トキオネ イメージ 

ソシエ アイビューティ イメージ 
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            スパ トキオネ「メンズ トリートメント」          

トリートメントは自分と向き合う時間。肌も心も癒されるひとときを 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スパ トキオネ（SPA TOKIONE）とは、フランス語の TOKIO と、日本語の NE（根・寝・音）を掛け

合わせたオリジナルのネーミングです。日本の中心、東京の根となる地下空間で心地よい音色に包まれ、

お一人おひとりの時を大切におもてなしいたします、というメッセージが込められています。 

東京駅の真下とは思えない静寂さと安らぎ。プライバシーを優先した完全個室の中で受けるトリート

メントは、創業から 60 年培ったソシエテクニックを知る熟練セラピストたちによるものです。しっか

りとポイントを捉えた絶妙な手技の数々が、あなたに癒しのひとときを感じさせてくれます。 

いまやスキンケアは男女共通のテーマ。日々忙しく過ごす自分のメンテナンスとして、また、大人の

嗜みとして、スパで育む美肌習慣を取り入れてみませんか？ フェイシャル 60 分 22,407 円 税込～ 

＊全てサウナ･温浴施設ご利用付き スパ トキオネ https://www.socie.jp/tokione/ 

2021 春、スパ トキオネ おすすめコース 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊スパ トキオネ を 安心してご利用いただくための衛生管理はこちらをご覧ください。 

お問合せ先： ご予約専用フリーダイヤル 0120-34-1136 （全日 10 時～20 時） 
営業時間：10 時～22 時（平日）／10 時～21 時（土曜日）／10 時～19 時（日祝） 

初めてのエイジングケア＊１におすすめ 

フェイシャルコース「euga グランデ」60 分 22,407 円 税込 

日本で誕生したユーグレナエキス配合の化粧品「euga」を贅沢に使用し、オリジナルハンド

テクニックで明るい印象の肌へ導いていきます。 ＊１エイジングケアとは年齢に応じた化粧品等によるケア 

全身の疲れにしっかりアプローチ 

ボディコース「ディープ リラクシング」80 分 29,700 円 税込 

スパトリートメントの域を超えたこだわりの手技が全身にしっかりアプローチします。プロフ

ェッショナルテクニックをお求めの方には、特におすすめのコースです。 

スパ トキオネ専用 ギフトチケット 60 分 22,000 円 税込～承ります。 

人工炭酸泉 温泉施設 

トリートメントルーム 

https://www.socie.jp/tokione/salon_Cleanliness/salon_Cleanliness.pdf
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       ソシエ アイビューティ「メンズ眉スタイリング」          

“第一印象が変わる” あなたの魅力を最大限に引き出す眉をコーディネート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国 14 か所に展開するソシエのアイビューティサロンは、各地域のランドマークとなるビルや百貨

店にあり利便性が高く、男女ともご利用いただいております。 

全てのスタイリストが美容師資格とアイブロウのディプロマ(認定証)を取得したプロフェッショナル。

一人ひとりの骨格や輪郭を見て黄金比率を割り出し、その方を最も魅力的に表現するビューティアーチ

(＝アイブロウ)のために細かくご希望をお伺いし、確認しながら創り上げていきます。 

眉は顔の額縁といわれるほど、第一印象を左右するパーツです。この技術を受けた多くの方が、ほん

の僅かな差で顔の表情が変わるアイブロウの威力に驚かれます。そして、毎朝鏡を見て身だしなみを整

えるのが楽しみになった、という方もいらっしゃいます。 

2021 年、新しい自分スタイルを確立したい方、自分の魅力を発見したい、という方は、ぜひソシエの

アイビューティサロンへご相談ください。ソシエ アイブロウスタイリング 施術時間 45～60 分 

6,600～6,050 円 税込 ＊店舗により料金が異なります 

ソシエ アイビューティ(ビューティジーンプロフェッショナル／シルエット)  https://eyebeauty.socie.jp/ 

 

＊ソシエのアイビューティサロンを安心してご利用いただくための衛生管理はこちらをご覧ください。 

お問合せ･ご予約は、ソシエ フリーダイヤル 0120-44-4136(受付時間 10 時～19 時) 

（ヘアーサロンと併設した便利なアイビューティサロンはこちら 二子玉川店、ペリエ千葉店） 

 

 

 

 

 

before 

after 

♪ソシエのアイビューティアプリはこちら♪ ♪Instagram はこちら♪ 

https://eyebeauty.socie.jp/salon_Cleanliness/salon_Cleanliness.pdf
https://eyebeauty.socie.jp/salonlist/futakotamagawa/
https://eyebeauty.socie.jp/salonlist/chiba/
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        髪も地肌も大切にするソシエならではのシャンプー          

ヘアーケアもリラクゼーションタイムにするのがソシエ手技 

 

ソシエのヘアーサロンは全国 39 か所に展開し、有名百貨店や駅ビル、ショッピングモールなど、い

ずれもアクセスしやすい場所にあります。4 つのブランドサロン共通コンセプトは、お客さまがリラッ

クスしてお過ごしいただける上質なサロンであることです。また、エステティックも展開しているト

ータルビューティカンパニーのヘアーサロンとして、お客さまにとって大切な、肌や髪質、頭皮のケ

アにも注力している点も大きな特長です。 
 

頭皮環境を整え美髪ケアも叶えるスパ要素を取り入れたリラクゼーションシャンプー 

「クレンジングリッチ」 

エイジングケア＊１用シャンプーでプロが髪と頭皮を優しく整えていくこのメニューは、ヘマチン＊２

とフルボ酸＊３が頭皮を美しい髪を育む環境へ整えながら、スクワラン＊４とホホバオイル＊４が髪に艶と

まとまり感を与えてくれます。カラーやパーマとの併用はもちろん、心地よい手技を味わうリフレッシ

ュタイムとしてもおすすめです。クレンジングリッチ（シャンプー＆ブロー別）約 10 分 2,200～3,300

円 税込 ＊店舗により価格が異なります ＊一部店舗対象外となります  ソシエのヘアーサロン https://hair.socie.jp/ 
＊１エイジングケア：年齢に応じた化粧品等によるケア ＊２ヘマチン：UV プロテクト効果、カラー･パーマの残留成分を除去 ＊３フルボ酸：18 種類のアミノ酸と 16 種類のミネラル･ビタミン･酸素  ＊4 スクワラン、ホホバオイル：保湿成分 

 

ソシエのヘアーサロンを安心してご利用いただくための衛生管理はこちらをご覧ください。 

お問合せ･ご予約は、ソシエヘアー フリーダイヤル 0120-42-4136(受付時間 10 時～19 時) 
または hair.socie.jp 

 

 

ソシエ ヘアーサロン イメージ 

クレンジングリッチ イメージ 

https://hair.socie.jp/covid-19/
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       ソシエプライベートブランドから、メンズ美容におすすめの逸品       

頭皮ケア&育毛 薬用美容液「リアージュ スカルプパーフェクティングセラム」 

 

３つのテクノロジー(1．育毛、2．髪ダメージを補修しつつ

ハリコシアップ、3．外的な環境ストレスから守る)を用い、頭

皮のために誕生した美容液です。 

 

和漢など厳選した天然の植物成分を凝縮して配合、3 種の藻

（褐藻、紅藻、緑藻）が環境ストレス（大気の汚れなど）の外

的要因から頭皮環境を守り、被膜形成に優れるといわれる国産

スサビノリエキスやアシタバエキスが、すこやかな頭皮環境を

保護してくれます。また、使うたびに香る、天然アロマ（オレ

ンジやベルガモット、ゼラニウム）のリラックスをイメージさ

せてくれます。 

リアージュシリーズは、全て合成香料、合成着色料、アルコ

ール、鉱物油、パラベン、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤は

無添加。パーマやヘアーカラーをしている方にもおすすめです。 

 

 

 

 

 

SOCIÉ the style Pro「リアージュ」 

髪のエイジングケア＊１を考えたとき、行き着く先は頭皮であるという考えの 

もと、つくられたヘアーケアシリーズです。 

＊１エイジングケアとは年齢に応じた化粧品等によるケア 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

こちらの製品のお求めは 

 http://www1.enekoshop.jp/shop/socie/item_list?category_id=267902 

または、ソシエのヘアーサロン へお越しください。 

 

The Style Pro リアージュ シリーズ 

スカルプパーフェクティングセラム 

【医薬部外品】120ml  8,580 円 税込 

リアージュ シャンプー 

頭皮と髪の潤いを守り、頭皮環境

を整えながら、毛穴のつまりを取

り去り、べたつきをリセット。気

になるニオイもすっきりと洗い流

します。 

リアージュ トリートメント 

本体 300mL 3,245 円 税込 
リフィル 600mL 5,544 円 税込 

根元からハリとコシを与えてボリ

ュームアップする「バウンス」

と、ボリュームはそのままにしな

やかに潤う「スムース」の 2 タイ

プがあります。 

本体 300mL 3,245 円 税込 
リフィル 600mL 5,544 円 税込 

http://www1.enekoshop.jp/shop/socie/item_list?category_id=267902
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  会 社 沿 革   
 

https://www.socie-world.co.jp/history/より一部抜粋 

 

■1950～  1952 年 創業者髙橋孝が米軍関係施設のヘアーサロンでアメリカ流サービスを学び始める 

 

■1960～  1960 年 27 歳で独立し、「髙橋理容店」（神奈川県大和市鶴間）をオープン。 

 

■1970～ 1970 年 髙橋理容店を「ヘアーサロン･ワールド」に改め、相武台・経堂店をオープン。 

1971 年 ㈱髙橋商事として法人化し、ヘアーサロンチェーン事業拡大へ。 

 

■1980～ 1981 年  銀座に「ソシエ de エステ銀座ワールド」1 号店オープン。 

1982 年  社名を「株式会社ソシエ・ワールド」へ変更。 

1985 年  フランスのヘアーデザイナー「ジャック･モアザン」と提携､1 号店オープン。 

1987 年  台湾ソシエ(100%出資)を設立､ヘアー、エステティックの事業展開スタート。 

1988 年  フランス「ゲラン」フランチャイズ契約「エステティックサロン ゲランパリ」出店 

 

■1990～  1996 年  帝国ホテル大阪、新宿タカシマヤに大型エステティックサロンをオープン。 

1997 年 現横浜ベイホテル東急「エステティック&スパ ビューティアベニューソシエ」をオープン。 

                                                      

■2000～  2001 年 創業者髙橋孝が業界初のフランス国家功労勲章「シュバリエ」を受章。 

2009 年 特定非営利活動法人日本エステティック機構のエステティックサロン認証を業界最多取得 

 

■2010～ 2010 年 創業 50 周年。銀座 5 丁目に「ジャック･モアザンパリヘアー＆スパ 銀座店」オープン。 

2011 年 銀座数寄屋橋ビル 5 階に「エステティック&スパ ビューティアベニューソシエ」オープン。 

2012 年 東京駅 東京ステーションホテル地下 1 階「SPA TOKIONE（スパ トキオネ）」オープン｡ 

「ヘアーカッティングガーデン ジャック･モアザン 表参道店」オープン。 

2014 年 ユーグレナ社との共同開発化粧品「euga(ユーガ）」発売｡ 

ユーグレナ GENKI プログラムに参画し、化粧品売上一部の寄付をスタート。 

2015 年 創業 55 周年。 

アイビューティ事業が傘下に加わる（ビューティジーンプロフェッショナル、シルエット）｡ 

2017 年 三越伊勢丹グループ傘下へ 

ペリエ千葉｢ヘアーサロン ソシエアヴェダ｣｢ビューティジーンプロフェッショナル｣オープン｡ 

2018 年 静岡伊勢丹に「エステティックサロン ソシエ」オープン。 

2019 年 伊勢丹立川に 2 事業サロン同時オープン（エステティック/ヘアー）、二子玉川エリアに 2 事業 

サロン同時オープン（ヘアー/アイビューティ）、台湾ソシエ初「アイビューティサロン ソシエ」 

大遠百板橋店 、大丸ホワイトアベニューにアイビューティサロンをオープン。 

 

■2020～  2020 年 創業 60 周年｡ 新潟伊勢丹に「エステティックサロン ソシエ」リプレイスオープン 

 

https://www.socie-world.co.jp/history/
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 会 社 概 要  

 

会社名 株式会社ソシエ・ワールド  https://www.socie-world.co.jp/ 

創業／設立 1960 年 5 月 （会社設立 1971 年 9 月） 

代表取締役社長 東海林 憲昭 

資本金 50,000 千円 

事業内容 ヘアーサロン、エステティックサロン、スポーツクラブ、アイビューティサロンの経

営、関連商品の販売及び、それに付帯する一切の業務・ホテルスパ運営業務・訪問美容 

関連企業 台湾ソシエ(台灣施舒雅美容世界股份有限公司)、上海ソシエ(詩紓雅(上海)美容企業管理

有限公司) 

 

 

 

 お 問 合 せ 先  

ソシエ フリーダイヤル 0120-44-1136（受付時間 10 時～19 時） 

または https://form.socie.jp/esthete/contacts/new/ 

https://www.socie-world.co.jp/

