
2017.1  City Life Hokusetsu EAST 12

茨木市春日2‐3‐7
営／9時～19時
（19時以降相談可）
水定休（午前のみ受付応相談）

2072-624-5557
電話受付／8時半～22時半

［茨木］ hair NOAH
〈ヘアーノア〉

 オーナー
中田真美さん
犬好き。保護
活動もしています。

　　　　　　　　
● カット＋パーマ…………………………………6,920円～
● カット＋カラー…………………………………6,920円～　
●  カット＋ヘナ……………………………………8,000円～
● 成人式着付け、ヘアメイク（要予約）…………18,000円
※ロング料金は別途
※新規のカラー、ヘナ施術は事前にパッチテストが必要です。

Me n u

清水美智子さん
韓流大好き！
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● カット+フォルムパーマ……5,620円 or 6,000円
● カット+パーマ+カラー（ヘナ以外）…11,000円～
 （2月末まで）

特　典 「シティライフを見た」と新規の予約で

● カット＋カラー
・・・・・・・通常6,920円～

6,200円

　茨木で長年スタイリストとして活躍し、多くの
ファンがついている中田さんと清水さん。人気
の理由は、髪質やクセをハサミ1本のカットで調
整し、髪が伸びても崩れないスタイルを創る技
術を持っていること！低価格なのに高技術・丁
寧なのでリピーターや紹介ゲストが多い。

「やっと見つけた」と思える
大人の女性が安定するサロン

流行りのスタイルからドレッドヘアまで、
私たちに出来ないスタイルはありません！
いつまでも綺麗をお手伝いしたいから、
何でも相談してくださいね。

JR茨木駅から徒歩5分で月曜
OPENのサロン。完全バリアフ
リーや疲れにくい革製の椅子な
ど、徹底的にこだわった店内。

※先着5名で新規の方限定

● カット＋パーマ
・・・・・・・通常6,920円～

6,200円

シティライフ福袋特典

　希望の仕上がりに合わせてパーマを選べ
たり、カラーのバリエーションも豊富！

今年こそは見つけたい

今までいろんなサロンを試してみたけれど自分に合うサロンが見つからず、
とりあえず通っているという人も多いのでは。

今年こそは、「ここだ」と思えるサロンを見つけてみませんか。

読者のヘアサロン事情についてアンケートを実施しました

編集部より…

2016年11/26～12/15　189人回答

通い続けているサロンはありますか？ 通い続けている人のその理由を教えてください。
（一部紹介）

●担当のスタイリストさんが意見をくれ、新しいスタイルにも色々挑戦も
  出来るので安心して通ってます。（30代 Mさん）

●付き合いが長くなると、自分の髪の特徴や、こんな風にすると似合う
  などの提案をしてくれる。また自分も意見を言いやすので。今から新し
  い関係を作る冒険は出来ないかなと思います。（20代 Mさん）

●技術とセンスの良さなど全てを気に入っているから。（50代 Kさん）

●担当者が長年の付き合いで、的確なヘアスタイルにしてくれる。また、
  ライフスタイルをかなり考慮してくれるから。（40代 Mさん）

●気を遣わなくていい、言いたいことが言える。（30代 Yさん）

●髪が伸びても形がきれいなので。（40代 Eさん）

ある
59％

特に決まって

いない

41％

アンケートの結果でもわかるように、4割もの人が長く付き合えるサロンが見つかっていないという結果
に。通い続けているサロンがある人のその理由に、技術力の高さを重視される方がほとんどでしたが、
なかでも担当のスタイリストさんとの関係性に満足している人が多い結果となりました。初めて通うサロ
ンは緊張しますが、長く付き合うことで安心して任せられるヘアサロンとなるのではないでしょうか。

▶マコモ菌によるデトックス
効果により、カラーの化学物
質を分解。カラーのイヤな臭
いが残らない。

茨木市元町8-3-2F
営/9時～19時
月曜定休　1/1～4、1/24は休み

2072-621-6006

［茨木］ 焦香〈コガレコ〉

「シティライフを見た」で、新規予約の方
● カット+酵素カラー+ヘッドスパ13,500円→11,664円
● カット+酵素カラー………………12,420円→9,936円
● カット+酵素トリートメント…………5,940円→4,752円
● カット+酵素エアウェーブ……15,120円→13,500円
※すべてロング料金なし （1月末まで）

特　典

酵素の力でダメージ軽減
40才以上の改善メニュー多数

通常 1,800円（税別）
プレゼント

※先着20名限定
※平日来店で施術を受けた方対象

シティライフ福袋特典
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　天然由来の酵素やアミノ酸がたっぷり含まれている。
皮膚の常在菌バランスを崩さず保湿する活性酵素液。

100％天然由来成分酵素水 BRIO

　経験豊富なスタッフが、髪質や髪の状態を見て「今は
こうしましょう」とコンプレックスを改善するベストなスタイル
を提案をしてくれる。40才以上のお悩みに応じたメニュー
が多いが、中でも酵素カラーは
白髪染めの持ちが良く、自然な
艶が出ると好評！

　一度したら「もう他の縮毛矯正はできない！」という
ほど驚きの仕上がりになるG-upストレート。髪の凹凸
を丁寧にアイロンで伸ばし、自然な艶とトリートメントし
たような質感に。さらにトラ
イしやすい新メニューも登
場。自分の髪が好きになる
ストレート、試してみては？

頑固なうねり、パサつきにオススメ

［茨木］ Hair&Make up Paphio〈パフィオ〉

「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（1月末まで）
S・・・20,000円→14,000円
M・・・25,000円→17,500円
● スーパーメンテナンス・・・・・・・・・・・8,640円→5,400円

特　典

まつ毛美容液エグータム
5,800円
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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

L・・・・28,000円→19,600円
LL・・・30,000円→21,000円

半額2,900円

　若々しくて、ハリ・ツヤのある伸
びやかなまつげへ導く話題のま
つ毛専用美容液

※新規で来店施術の方
※先着20名限定

シティライフ福袋特典

オーナーは日本和装師会認
定師範の有資格者で、専門誌
に登場するモデルさんも通う
ほどの腕前。卒業や入学の着
付けヘアアップは品格あるス
タイリングを！予約はお早め
にどうぞ。

25の看板が目印。車の 
来店時は領収書を見せ 
ると滞在時間分を負担 
してくれる嬉しいサービ
スも！

　25はスタイリスト歴
10年以上のスタッフが
マンツーマンの対応で最
後まで丁寧に施術してく
れる。そしてカット技術は
もちろん、カラーで悩みを
カバーする技は同店なら
では！メンズも大歓迎でフ
ァミリーで通えるお店とし
ても評判が良い。

週2日定休で趣味や家族で充実している分、
お客様にフルパワーで還元できます！イキイ
キした僕たちに会いにきてください！

西田実佐子さん
週2でスノーボード！
自慢の板は高額
です（笑）

オーナーASKAさん
365日筋トレしてます！

「仕上り大満足」の技術力と
楽しいスタッフが魅力

［高槻］ 25 niko〈ニコ〉
高槻市大手町3-6
営／9時半～20時
金曜24時まで※20時半
以降の予約がない場合は
20時半閉店　月・火定休　
近隣コインP料金サービス有

2072-669-8333 
高槻市　美容室　２５　で検索
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阪急高槻市駅徒歩5分

先着20名予約限定

プレゼント
※全メニュー施術の方どなたでも（前髪カット無料は除く）
※1月末まで、またはなくなり次第終了

シティライフ福袋特典

特　典　　　　　「シティライフを見た」で新規の方　
● 前髪カット（1，500円）が無料に！（1月末まで）

Me n u
● カット…………………………………4,500円
● カット+カラーorパーマ　松………13,500円
　竹………12,000円　 梅………10,000円
（松、竹コースはトリートメント付）　※ロング料金なし

ホームトリートメント＋
フットケアセット

　QUADE+m流、若返り美スタイルに仕上げるにはエ
フィラージュカットがカギ！頭の丸みや髪質、クセやボリュ
ームの位置を見極めて漉きかたや削ぎかたを計算しなが
らエアリー感を出すので立体的なフォルムになる。見た
目をぐんと若 し々く見せることが
できて、2～3ヶ月経ってもまとま
りやすく持ちの良さも優秀！

カットポイントを見極めれば
小顔＆抜群の持続性が叶う

2072-685-1727（予約優先）
http://quade.me/

［高槻］ QUADE＋m
　　　 〈クアドエム〉

● エフィラージュカット…5,400円
● カラー… 6,480円～8,640円
● パーマ
  ……… 12,960円～14,040円

Me n u 特　典
● カット＋パーマ＋ヘッドスパ
　カット＋カラー＋ヘッドスパ
　…………各10,800円
● カット＋ヘッドスパ
　………………4,860円
（新規の方のみ・2月末まで） 

高槻市高槻町9-17　第三吉廣ビル1F
営／10時～19時半　日・祝9時～18時半
月曜・第2火曜定休
12/31～1/4休み
12/30、1/5は10時～16時半

トップはしっかりめ、バックはゆるめにパーマを。カット
は動きが出るように段差を作ったグラデーションボブ。

チャームフレグランス
 or 
ベルネットサボン

シャルラ ハンド＆ボディクリーム
　  プレゼント
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赤木歯科

セブンイレブン

おだいどこ
高槻店松屋

松坂屋

ミスタードーナツ

グリーンプラザ
たかつき1号館

赤木歯科

セブンイレブン

おだいどこ
高槻店松屋

松坂屋

ミスタードーナツ

グリーンプラザ
たかつき1号館

※1月の水・木曜来店で新規の方
※香りは選べません

シティライフ福袋特典

着色料・エタノール不使用、20種類の美肌成分配合で
プロも納得の保湿力！

【変身前】ストレートで
ペタッとしているのが
悩み。ボリュームを出
してスタイリングがしや
すくしてほしいと希望。

「シティライフを見た」で


