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　髪がハネやすい人はクセを活かしたり、内巻きになるようにカットす
るなど、髪の悩みや希望も全力で答えて理想のヘアスタイルを叶えて
くれるg hair。再現性の高さも特徴で、髪が伸びてもキレイなフォルム
が崩れにくいので「朝のスタイリングが楽！」と評判だ。明るく話しやす
いスタッフに何でも相談してみよう。

「このヘアスタイルにしてください」と
人気殺到の実力派ヘアサロン

特　典　「シティライフを見た」と予約で
30％OFF

（7月末まで・新規の方のみ）

富田
▼予約はコチラから
　空メールを送信g hair 摂津富田店

高槻市大畑町3-5
営／平日9時半～19時、
　　土日9時～18時
月・第2、3火曜定休  予約優先

2072-693-7717
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阪急富田店

富田

g hair 阪急富田店　2072-694-0006

g hair
〈グラム ヘア〉

摂津富田店
Menu
● カット.................................3,780円　
● ヘッドスパ（シャンプー別）..1,080円～
● パーマ（シャンプー・カット込） 8,640円～
● カラー............................... 4,320円～

摂津富田店はキッズルーム完備！
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毎年人気、和装プロに
よる浴衣着付け＆ヘア
アップは早めの予約を！

　髪がボロボロな人にこそぜひ試してほしいのが
コレ！普通の矯正ではありえなかった技術で、まさ
に非常識なストレート。しかも同店は2挺流アイロ
ン技法の認定店で仕上がりが早く綺麗！艶が出
て若く見えるのにお手入れが楽と一石二鳥！

髪の天敵、熱気湿気も気にならない
驚きのしっとりサラサラ感ストレート

特　典　「シティライフを見た」と新規予約で
● グランドーマG-upストレート（8月末まで）
　　S...........................20,000円→14,000円
　　M ..........................25,000円→17,500円
　　L............................28,000円→19,600円
　　LL .........................30,000円→21,000円
● 浴衣祭り（着付け＆ヘアアップ） →2,500円
　 13時半までの来店予約なら2,000円（8月末まで）

Hair&Make upPaphio
〈パフィオ〉

茨木市

茨木市本町6-13 マプログレイスII  1F
営／9時半～17時（早朝、時間外も
対応可能・気軽に問合せを）
水曜、第2・4木曜定休

2072-625-0158
http://www.paphio8.com

傷んだ髪、汗でベタつく髪、暑さに負けない過ごしやすいスタイルにしたいなど、
夏ならではの髪の悩みをもっている人が多いのではないでしょうか。

イベントの多い時期だからそ、楽しい時間を作るためにも、早めに髪の悩みをスッキリさせませんか。

　カフェや雑貨屋さんのような雰囲気で、
おしゃれを楽しめる Bon groovy*。
色んな悩みも解消しつつ好感度ヘアー
に仕上げてくれると評判！少人数制の
丁寧な施術にカラーやシャンプーもこだ
わりが効いてて安心できるサロンなので
ぜひ行ってみて！

駅から１分 とってもオシャレな
ヘアサロン & 撮影スタジオ

Menu
● カット.................... 4,700円
● カット & パーマ..11,000円
※記載メニューは全てシャンプ
ー・スタイリング込
※長さによって価格変動あり

特　典　
「シティライフを見た」と
新規の予約で
● カット & カラー
..... 11,000円→7,700円

●他メニュー20％OFF
（8月末まで）

高槻市上田辺町4-25
営／10時～19時受付　予約優先　
月曜

2072-685-8067
http://bon-groovy.com

hair make + Photo

Bon groovy*
〈ボン  グルーヴィー〉

高槻

カット & カラー…11,000円→7,700円（8月末まで）

JR高槻駅  徒歩１分

至大阪 至京都
JR高槻

松坂屋

センター街

グリーン
プラザ3号館

不定期に開催される撮影
イベントは七五三や誕生
日、家族写真など自然で
オシャレな写真と大人気！
ブログをチェックしてみて。

　頭皮の汚れを取ることで根元からしっかり髪が立ち上がり、
さらにパーマをかけることでバランス良くボリュームを作るの
で、セットしたスタイルを長時間キー
プすることができる。同店で使用する
炭酸泉は頭皮の汚れを取り、カラー・
パーマのダメージが出にくく艶が長
持ちするそう。ぜひ実感してみて！

気になる部分のボリュームは
ポイントパーマで自由自在

特　典　「シティライフを見た」で、　（新規の方のみ、7月末まで）
● 骨格矯正カット ＋オーガニックアロマヘッドスパ（15分）
　...................................................................お試し価格6,000円
● 骨格矯正カット+カラー ....................通常12,000円→7,000円
● 骨格矯正カット+カラー+トリートメント..通常15,500円→9,000円
● 骨格矯正カット＋オーガニックアロマカラー
　........................................................通常14,000円→9,000円
● マイクロスコープの頭皮チェック無料
※シャンプー、ブロー込み　※シャンプーの水は炭酸泉を使用。

高槻市高槻町10-22-1F
営／月曜～金曜 10時～20時
　　土曜 9時半～20時
　　日曜 9時半～19時
　　（月曜が祝日の場合20時まで）

2072-685-1022

d.HAIR DESIGN
〈ディー.ヘアデザイン〉

高槻

カット＋ポイントパーマ…8,500円→8,000円（7月末まで）

朝のスタイルが夕方までもたなくてぺしゃんこに・・
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これからは素肌美人・素髪美人を目指して
薄毛・白髪の悩みも健康的に改善

「　ヘナ＆ハーブカラーとは　」

　「薄毛に悩んでいましたが、こちらに通って
から髪がどんどん元気に。もっと早く来れば良
かった」とはお客様の声。当サロンは、良質の
物だけにこだわり続けて27年。医師が著書で
も紹介するデトックス効果の高いヘアエステ
は、疲れもスッキリすると男性にも好評です。

　ヘナは、古代エジプトでも漢方的な医薬品として重宝されてき
た植物。100％植物原料で作られたカラーリング剤は、化学合
成成分を一切使用せず、毛髪や身体への損傷や残留もなし。
抜け毛、敏感肌も安心です。毛髪を健やかにしてツヤ・コシを与
え、白髪もキレイに染まり色持ちも抜群！紫外線対策にも。ヘナ
とハーブを髪質に合わせてブレンドすることで、多彩な色が実現
できます。「ベルジュバンス」と合わせるとより効果的。

ウェーブをかけながら、デトッ
クスする為、髪だけでなく、全
身の疲れも改善します。

天然ハーブのカラーは、
明るめ・暗めの調整が
できます。

「　ベルジュバンスヘアエステとは　」
　日々のシャンプーでは落とせない毛穴の汚れ（角質）を、弱酸
性のローションを循環させながら取り除き、髪や頭皮を健やかに
引き締めます。みずみずしい髪を育み、豊かな髪の土壌である頭
皮もリフレッシュ！特に薄毛、脱毛には効果的です。毛穴の奥ま
で丁寧に洗浄する弱酸性ヘアエステは、洗浄後の廃液中にが
んなどの生活習慣病の原因となる有害物質が含まれると言わ
れ、デトックス効果でお肌までツヤツヤ、小顔効果も！

●ベルジュバンス　ウェーブ ............ 12,740円～
●ベルヘアエステ...............................8,960円～
●ヘナ＆ハーブカラー....................... 11,340円～
●ベルエステ＋ヘナ＆ハーブカラー.. 17，600円～
 （カット・シャンプー込み）

こだわりの天然１００％ 究極のデトックス

本場ロンドン、サスーンのカット
技法を基本に腕を磨いている
スタッフが、お客様のタイプや
骨格補正を踏まえてトレンド感
のあるスタイルを提案します。

「スタイリングが苦手で」「クセ
毛がきになる」など、お悩みに
合わせたカットをいたします。

当店のヘナは一般的なヘナと
は違い、葉脈も取り除いた葉
肉100%で最高品質なヘナを
使用しています。ヘナでは難し
いブラウン系もハーブをブレン
ドする事でしっかり染まります！
またオーガニックカラー、コスメ
パーマなども取り揃え、髪の健
康を改善し、美しくボリュームの
ある髪を実現します。

茨木市舟木町2-25  
東急スポーツビル1F
茨木市駅より南へ徒歩3分

● カット……………………………通常価格 4,000円
● オーガニックカラー………………通常価格 7,000円
● ヘナカラー………………………通常価格 7,000円
● ハーブカラー……………………通常価格 7,000円
  （天然100%ヘナ、ハーブカラー、ダメージ無し）
● コスメパーマ（カラーをした日にパーマができるほどのダメージレス）
……………………………………通常価格 6,000円
その他、ストレートパーマ等（パーマ含め全てカット別）
※ヘナカラー、ハーブカラー、コスメパーマのみご希望の場合は
　別途シャンプー1,000円（税別）が必要になります。

（新規の方のみ） ※全て税別

ご新規様お試し企画
シティライフを見た、と予約で

コンクール受賞歴のあるスタッフが、お
客様のお悩みに応じて、出来るだけ髪
を傷めないスタイルを提案をします。く
つろぎの空間で心も髪もきれいを実感
してください。

営／9時半～19時　　定休日／毎週月曜日・第3火曜日
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２４時間
WEB予約受付中

そのお悩み、ラクシアが解決いたします！

こんなお悩みありませんか？


