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美と健康の近道は肩甲骨から！
人気殺到のトリートメント
腕、手、お腹、腰、背中、肩までコリをほぐし、
リン
パの滞りをスムーズに。肩甲骨を正しい位置に戻
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Pick Up

ヘア

パスト
（縮毛矯正）
初回特別価格
（180分）
（カット込み）
￥13,000

hairmake IDOL

ヘアメイク アイドル

アイロンを使わない特殊技術に
よる縮毛矯正
「パスト」
にお得に
チャレンジ。この特集を見た方で
新規のお客様は、カット・パー
マ・カラーが20％引きになるうれ
しい特典もあり。
※施術時間はカットの時間を除
く。※＋￥5,000でパストカール
にも変更可。※2018年1月31
日まで。

今までの仕上がりとひと味
違う縮毛矯正「パスト」が話題

1 施術はすべてオールハン
ドで。その人に合った力加
減と技術で、最高の心地よ
さと効果を実感！ 2 肩甲
骨をしっかり掘り出していく
と共に、鎖骨まで美しく。ス
ッキリと整えながら、体の不
調まで改善に導く。

整えれば、体重が減らなくてもスリムを実感！ 疲
労解消はもちろん、
ブライダルエステに利用する
人も多いとか。
ピックアップメニューの
「天使の羽」
は、
「全身アロマオイルトリートメント」
（60分〜・￥
6,000〜）
にオプションでつけることも可能。

2

アットホームな雰囲気で皆
さまをお出迎え。真心をこめ
たオールハンドの特別メニ
ューで、
気持ちいいだけでな
く、
結果までしっかり出します！
（スタッフ一同）

BE AU T Y SA LON L I ST

S A LO N DATA

使用せず、
ツインブラシによるブロー技術で髪をストレートに
するため、熱ダメージが少なく、ツヤが出せるのも魅力。薬
剤には50種類以上の天然成分配合で、髪のケアまでしっ

365日キレイでいられるための、
トータルなヘアケアをアドバイス
します。ホームケア商品をお探し
の方も気軽にご相談ください。
（オーナー／佐々木肇さん）

かり行える。この他、
「ゴッホカラー」
（60分・￥8,000〜）
や、
「きめはトリートメント」
（30分・￥2,000〜）
など、髪質の
お悩みをカバーしながらできるメニューが揃う。
1
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天使の羽
（肩甲骨周りの
トリートメント）
特別価格￥5,000
（60分）
オールハンドで行うアロマリンパトリ
ートメント。
ウェルカムドリンクを飲み
ながらカウンセリングし、その人に
合わせた力加減で徹底マッサー
ジ。アフターカウンセリングもあり。
※2017年12月31日まで。

北海道苫小牧市川沿町
5丁目13-21 MMビル2F
☎0144-61-1988
9:00〜18:00
不定休
JR室蘭本線「糸井駅」より車で7分

まつ毛エクステ

Sweep
Juniper

岩手県花巻市桜台1-11-40
☎0198-23-6496
火〜金曜10:00〜20:00 、
土・日・祝日9:00〜18:30
月曜
JR東北本線「花巻駅」より徒歩5分

http://www.idol-since1997.com
1 薬剤をつけたらツインブラシのブローでストレー
トに。クセ毛特有の髪のねじれを矯正。2 サロン
内は白を基調とした落ち着いた空間。3 スタッフ
厳選の商品がズラリ。洗うほどダメージ補修するシ
ャンプーがオススメ。

岡崎

LON AREA

2

全国的に有名な人気店でディレクターとして活躍
した実力派スタイリストが立ち上げたプライベート

BONHEU ET BEAUTE使用のプレミアムなフェイシ

サロン。パリのアトリエ風サロンは居心地もよく、

ャルコース。30種類以上の天然有効成分と７種類の幹

ゆったりリラックスしながら最高の施術が受けられ

感できるとクチコミも多い。また、
「トリプルアタック」
（150
分・￥16,000）
など、痩身メニューにも定評がある。
3 ハンドマッサー

ジを加えながらトリ
ートメント成分を
浸透。リラックス
効果も抜群！

豊富なメニューをそれぞれのスペシャリ
ストが提供します。姉妹店の安城店
（☎0566-75-6365）
にもぜひお越し
ください。
（オーナー／小塚幸美さん）

S A LO N DATA
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美意識の高い女性も
信頼して通うプレミアムなサロン

夏の肌疲れを秋口に持ち越さないために、ぜひ試してみ

力がみなぎり、内側から湧き出るような透明感やハリを実
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チェルシーヘアメイク

たいのがこちらのエステメニュー。中でも注目は、

細胞エキスを浸透させ、肌深部までアプローチ。肌の活
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極上フェイシャルエステは
透明感の違いに驚く人多数！
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スィープジュニパー
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花巻

直毛になれる縮毛矯正
「パスト」
ができるお店。アイロンを

SA

ネイル

岩手

Pick Up

http://lecoeurbonheur.com

エステ

LON AREA

人工的なストレートでない、
まるで生まれつきのような自然な

して可動域を広げることで、体はスッキリ＆見た目
にもしなやかに美しく。健康的なメリハリボディに

SA

1 有効成分40種以上を吸収させ、肌深部から
の代謝を高める。2 血液の循環をよくし、デコル
テとバストのケアも。
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フェイシャルエステ
BONHEU ET BEAUTE
（60分）
￥30,000
クレンジング、
角質軟化ゴマージュ、
マイクロカプセル化したクリームに
よるエイジングケア、ハーブ導入、
活性マスク、ハイドロキノン30倍の
美白成分をプラスして仕上げる。

る。オススメの
「炭酸デジタルパーマ」
は、
ダメージ
レスかつ持ちのよさを両立。これまでのパーマとの
違いは、一度体験すれば実感できるはず。他、
「カ
ッ
ト＋オーガニックカラー＋ダイヤヴェールトリートメ
ント」
（180分・￥12,980）
も人気。
髪へのダメージが少ない商品と最先端の機材
を揃えています。豊富なメニューをご用意してお
りますので気軽にお越しください。
（オーナー／
武田亜己良さん）

sweep-juniper.com

にもこだわり、見ているだけでも楽しめそう♪
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S A LO N DATA
愛知県岡崎市赤渋町田中33-1
☎0564-58-3266
月曜〜金曜10:00〜22:00、
土曜10:00〜18:00
日曜
JR東海道本線「岡崎駅」西口から
車で10分
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1 柔らかなカールとバイオレッ
トアッシュの髪色がマッチ
（スタイリスト武田亜己良）
。2 外ハネニュアンスが大人可
愛いボブ
（スタイリスト中屋麻美）
。3 店内は照明や小物

Pick Up
宮城県仙台市青葉区昭和町2-21
ナカビル1F-A
☎022-341-9680
火曜〜土曜9:30〜19:00、
日曜・祝日9:00〜18:00
月曜、第3火曜
JR「北仙台駅」、仙台市地下鉄
南北線
「北仙台駅」
より徒歩3分

http://www.chercy.com/

炭酸デジタルパーマ
￥15,500
（180分）

炭酸シャンプーでシリコンや皮脂汚
れをきっちり落とした後、前処理で
高濃度アミノ酸を塗布。炭酸配合
のパーマ液で、
ダメージをおさえなが
ら柔らかな仕上がりのウェーブに。

