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その人らしさを
最大限に
引き出す

似合わせカット

Menu
◆ カット（S.B込）................5,500円～（学割有）
◆ 225トリートメントカラー............. 8,000円～
◆ 225トリートメントパーマ............. 8,000円～
◆ 225上質炭酸スチームトリートメント
　 ......................................................... 4,000円～
（他メニューとの同時施術の場合、トリートメン
ト20％オフ）
特　典　「シティライフを見た」で、
施術料金全て20％オフ
（新規の方のみ・7月末まで）

　夫婦二人で営むヘアサロン。こだわりは髪を傷めず、艶を
出すカット技術。ゲストの魅力を最大限に引き出すよう、骨
格、生え癖、ライフスタイルを把握し最適な施術を提案。ま
た使用する薬剤やシャンプーはオーガニックや頭皮・毛髪に
極力負担をかけない物を使い、髪質自体が綺麗になるよう
導いてくれるので安心。店内はお洒落で非日常的な空間な
のに、なぜかほっこりしてしまう。きっとそれはオーナー夫妻
の心のこもったもてなしがそう感じさせるのだろう。

同時間枠の予約は1～2組し
か取らない。子ども連れにも、
そうでない人にも両方に配
慮。営業時間外の予約など
様々な要望に対応してくれる。

｜ここもポイント｜

神戸市東灘区御影2-4-10 クラリティフラット2F
営／11時～19時最終受付　月曜、第4、5火曜定休
2078-858-9225　※予約優先 http://www.225-hair.jp

再現性・
もちが良い
「360°美フォルム
カット」

Menu
◆ カット（S.B込）................................4,320円～
◆ カラー..............................................7,020円～
◆ パーマ..............................................6,480円～
◆ トリートメント.................................3,240円～
（他メニューとの同時施術の場合、トリートメン
ト20％オフ）
特　典　「シティライフを見た」と予約の方、
◆ 360°美フォルムカット 4,320円→3,456円
◆ 360℃美フォルムカット+似合わせうるつや
　水カラー.................... 11,880円→9,504円
その他、360°美フォルムカット＋他メニュー同時
施術の場合20％オフ（※セット、着付けは除く）
（新規の方のみ・7月末まで）

　同店はカウンセリングでゲストの悩み、要望を細かくヒヤ
リングし、ライフスタイルなど一人ひとりに合わせたメニュ
ーの提案をしてくれる。目の色、骨格なども含め施術前に仕
上がりイメージをゲストとしっかり共有を図る。また髪質、
頭皮診断も事前に行うのでメニューの安全性が確認出来て
安心。骨格・クセ・毛流れなどトータルバランスを考慮したカ
ットでゲストが満足いく仕上がりに。1ヶ月経ってもスタイリ
ングしやすいと喜びの声続出だとか！

広々とした個室は
ファミリー向け。カ
ット中も子どもが目
の届くところで遊べ
るので安心。気兼
ねせずゆっくり過
ごせるのも嬉しい！

｜ここもポイント｜

へサロン＆アイラッシュ併設店
西宮市上鳴尾町８-３ １Ｆ
営／火～土曜9時～19時
　　日曜・祝日9時～18時　月曜定休
20798-46-8841
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青山さん

スタイリスト 
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ISAAC BLANCO
〈イサックブランコ〉

deux deux cinq 225〈ドゥドゥサンク〉

少しでもたくさんの
方々に髪型を通じて
美のお手伝いをさせ
て頂けたら嬉しいな
と思います。どうぞ宜
しくお願い致します。

カットはもちろんですが、
カラーでゲストをイメー
ジチェンジすることが得
意です。この夏、カラーで
ガラリと雰囲気を変えて
みませんか？
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P.3からの続き

頼りになる HAIR SALON魅力を引き出してくれる
RELIABLE HAIR SALON

ヘアサロン特集 カットモデル募集

■応募方法 メールもしくは封書にて、〒・住所・氏名・年齢・職業・連絡がとれやすい電話番号・
髪について現在の悩みを明記いただき、髪を下ろした状態で現在の髪型が
わかる写真をお送りください。
※ご応募いただいた方は読者モデルに登録となります。（登録期限はありません）
　ご依頼する際は編集部から連絡いたします。　※撮影は基本平日になります。

シティライフ ヘアサロン特集にて、カットモデルをしてくれる
読者モデルさんを募集しています。ぜひご応募ください！

■応 募 先  ●〒566-0001　摂津市千里丘1-13-23
   シティライフ「ヘアサロンカットモデル」係
 ●メール　info@citylife-new.com
   ※件名に「ヘアサロンカットモデル」と入力ください。

特　典　「シティライフを見た」で、
◆ お試し使いきりシャンプー＆トリートメントプレゼント
（7月末まで）

Menu
◆ カット（SB込み）............................................. 3,300円　
◆ カット+カラーorパーマ（SB込み）.............. 8,250円　
◆ 縮毛矯正（SB込み）.................................... 10,450円　
◆ トリートメント................................................. 1,150円～

　ハイキャリアの実力派スタイリストが揃う
同店。理想のスタイルを叶えるための丁寧
なカウンセリングはもちろん、無理な若作り
ではなく自然なスタイルを提案。特にカラー
は美容師への講師経験もあるオーナーをは
じめ大手で経験を積んだスタッフばかり、発
色・色もちも抜群！自宅でのケアやスタイリン
グのアドバイスも細かく、朝ラクなスタイルが
好評！自然にあなたを引き立てるスタイルが
魅力の頼もしいサロン。

トレンドをおさえたカラーが人気
実力派スタイリスト揃いのサロン

神戸市東灘区魚崎中町4丁目5-10
営／9時半～19時　
月・第２火曜定休　
近隣にコインPあり

2078-767-1684
http://h1684.petit.cc/

Hair salon　Sakura
〈ヘアーサロン サクラ〉

1：簡単スタイリングのゆるショート。
ナチュラルなスタイルならおまかせ！
２：絶妙な抜け感でかっちりキマりす
ぎない自然派スタイルが得意。簡
単に束ねられるスタイルは忙しいマ
マにも好評。
3：アレンジで印象を変えられるスタ
イル。伸ばしかけで印象を変えたい、
など何でも相談を。
4：歴15年以上の男女スタイリスト
が揃った同店。クセや悩みも活か
した大人女性のなりたい！を叶えて
くれる。自分に似合うスタイルが分
からない…という人はじっくり相談
してみて。

RELIABLE HAIR SALON
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　まとまらない髪質も「M3D」におまかせ。高機能トリ
ートメントにより髪本来の健康的な美しさを引き出し、
するりとなめらかな指通りの美髪へ。抜け毛や白髪と
いった“加齢髪”にも効果的。スタイルを思いきり楽し
める髪質、ここで叶えて！

パサパサ髪もサラツヤ美髪へ
「M3D」で始める髪質改善

特　典　「シティライフを見た」で、
◆ M3Dピコカラー＋カット＋ピコトリートメント
　 ...............................................12,960円→9,720円
◆ M3Dエステストレート(縮毛矯正)＋カット
　 ............................................25,920円→17,280円
◆ M3Dヘッドスパ＋カット........9,720円→6,480円
◆ M3Dカラートリートメント...10,800円→8,640円
（7月末まで、要予約、新規の方のみ）

RELIABLE HAIR SALON

20798-20-1711 
http://ameblo.jp/kelua/
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西宮市下大市東町4-2-2F（カットスタジオ カツダ内） 
受／10時～19時　月曜・第2・3火曜定休
完全予約制　近隣Pあり

hairsalon KELUA〈ケルア〉


