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　エフィラージュカットは骨格や頭の丸み、髪質、
クセやボリュームの位置を見極めて、計算しなが
らエアリー感を出す技術。立体的なフォルムにな
り、見た目がぐんと若く、上品に見えるのが特徴
だ。2～3か月経ってもまとまりやすく、持ちの良
さも優秀！「自分に似合わない」なんて思い込ま
ず、変身カット
が得意な同店
で希望を叶え
てもらおう。

カットで叶える小顔＆若返り

高槻市高槻町9-17　
第三吉廣ビル1F
受付／10時～18時半　
　　　日・祝9時～17時半
月曜・第2火曜定休

2072-685-1727（予約優先）　
http://quade.me/

　　　　 QUADE＋m
クアドエム

〔 高槻 〕

簡単なセルフケアでサロンの仕上がりが毎
日持続できるようにします。「パーマでボリ
ュームを出したい」「白髪を自然にカバーし
たい」などどんな事でも相談してください。
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■ 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
特典　「シティライフを見た」と平日の予約で
■ 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＋シェラックネイル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,936円→8,856円
■ シェラックネイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円
■ ジェルネイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,344円
　ネイル各種1,620円引き（土日もOK）
（新規の方のみ・11月末まで）　

　高槻で創業50年以上。長年地元に愛されて
きたビューティ堀出グループの若手スタッフを
中心に最新のカット技術とヘアデザインを行
なっているJrスタイリスト在籍店。その為、クオ
リティの高さは維持しながらも驚きのロープラ
イスが実現した！小さ
な子ども連れでも安
心の完全個室（完全
予約制）も完備。来店
の際は、必ず事前にご
予約を。

髪質や生活スタイルに合わ
せた丁寧なカットをしてくれる

最新のカット技術とヘアデザインが
驚きのロープライスで手に入る

高槻市南松原町1-39
営／10時～19時　
月曜・火曜定休　
※完全予約制

2072-675-5851 
http://www.horide.co.jp 

　　　 ビューティ堀出 Couleur
ビューティホリデ クルール
〔 高槻 〕

　　　　※完全予約制
■ カット（S・B込）
　一般・・・・・・・・・・・・2,000円　
　中・高校生・・・・・・・1,800円　
　キッズ・・・・・・・・・・・1,500円　
　 ママ＆キッズ・・・・・3,500円　

　 ■ カラー（C・S・B込）
　　リタッチ・・・・・・・・・2,500円
　　カラーチェンジ・・・3,000円
　■パーマ（C・S・B込）・2,500円
　　ポイントパーマ・・・1,500円～

ただいま売出し中の若手スタッフ3名が曜日に
よってご対応！最新のテクニックと商品のご提
供を、マンツーマンでご対応いたします。お気軽
にご相談くださいね。
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　美容学校で講師を務めるなど、経験豊富な
スタイリストが揃うヴィダルサスーン認定サロ
ン。トレンドをおさえながら、あなたの髪質にあ
わせてダメージ95％カットのカラー薬剤を調
合する「ダメージレスカラー」は、ぜひ一度体験
してほしいメニューの一
つ。理想の仕上がりにな
ると評判だ。頭皮と髪にし
っかりと栄養補給ができ
るヘッドスパ付き！

七五三のヘアセット・着付も絶賛受
付中！詳細は電話にてお問い合わ
せを。※野見神社と提携しています。

とにかく髪を痛ませたくない方、必見
ダメージレスカラーでうる艶髪に

高槻市高槻町11-9 
イバラキヤアネックスビル2F
営／10時～20時　火曜定休

2072-685-8286
http://www.horide.co.jp

　　　  Hair's room 風～fuu～ 
　　　　　フー
〔 高槻 〕 特典（10月末まで）　

「シティライフを見た」と予約で新規の方限定
■ 〈美フォルム〉カット・・・・・・・4,860円→平日限定! 2,990円
■ 〈ヘッドスパつき〉サプリメントカラー+カット・・・・・・・7,980円
■〈潤いツヤ〉カラー+カット+トリートメント12,960円→7,530円
■ 〈上質コラーゲン〉縮毛矯正+カット+トリートメント
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,900円→12,960円
■ 〈今話題の活性酸素除去〉キラ水
　・・・・・・・・・・・・・・・上記メニューにプラス4,320円→3,240円

歴10年以上のスタイリストも多数在籍してい
ます。髪の毛へのダメージを最小限に抑えて、
本来の美しい質感を大切にしたカラーをぜひ
お試しください！
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　同メニューを体験した人から「もっと早く知りたかった！」
と喜びの声が続出している。髪が傷む縮毛矯正とは違い、
施術した部分がずっとしっとりサラサラ、ツヤツヤなのが特
徴。キレイな状態が保てるので施術スパンが長くなるのも
嬉しい。さらにオーナーは2挺流アイロン技法の奥伝を取
得し、スピードと仕上がりが別格！

乾燥の季節こそG-upストレート

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

　　　 Hair&Make up Paphio パフィオ〔 茨木 〕 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 　　
　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
（10月末まで）
■ 小学生カット・・・・・・・・・・・980円→500円
（1月末まで）

　大人女性の髪質改善にとことんこだわった施
術をしてくれる評判のサロン。「髪が傷んでツヤが
ない・・・」など、髪にハリ・コシ・ツヤを取り戻した
い方におすすめなのが全国の美容室の1%の限
定サロンでしか体感できない「電子トリートメン
ト」。アミノ酸よりもさらに小さい電子レベルで作
用し、傷んだ髪の内部に天然
ミネラルと水分をたっぷり補
給してやわらかいツヤ髪に！

40代からの髪の悩みの多い女性へ
髪に優しい 女性専用サロン

　　　　 Toi et Moi  トワ エ モワ〔 高槻 〕

髪が傷んだ！ツヤがない！髪にハリ、コシ、艶を
取り戻したい！と お悩みの大人女性のお役に
立ちたいと思っています。

香草・ハーブ・漢方からできたナチュナルハーブ
カラーや天然ヘナ100％のHQヘナなど髪に優
しいカラーメニューや髪だけでなく、肌にも使える
安心安全な電子トリートメントが人気。
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女性専用サロン
高槻市高槻町7-6-102
営／9時半～18時　
月曜・第1火曜・
第３日曜定休
店前P2台あり
2072-668-7779

特典　「シティライフを見た」と新規の方、（11月末まで）
■ カット＋電子トリートメント・・・・10,500円→8,600円
■ ハーブカラー+電子トリートメント
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,500円→10,350円
■ カット+ハーブカラー+電子トリートメント
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,000円→12,600円
さらに、キレイになった髪を維持するための
総額3,240円相当のホームケアアイテムをプレゼント！
※上記メニューは全てブロー込　※価格は全て税別

摂津市千里丘2-13-24 2F　営／9時～18時　無休摂津市千里丘2-13-24 2F　営／9時～18時　無休

☎ 06-6330-0623☎ 06-6330-0623

カラー専門店 染め家（そめや）カラー専門店 染め家（そめや）

全体染め 2,500円
根元染め 2,000円
※根元5cm程度までの全頭染め

部分染め 1,000円
※顔周りや分け目の部分染め

※長さ別の料金はありません

●業界一流メーカーの24種のハーブが入った良質のカラー剤
●カウンセリングで色を決めていく
●プロの手で塗布＆丁寧にシャンプー
●セルフブローなど人件費を抑え低価格を実現

□ こまめに生え際を染めたいが
　 出費は抑えたい
□ ホームカラーは面倒だし、
　 ダメージが気になる

こういう人こんな時にオススメ

この記事持参で
トリートメント

1,000円→無料
2017年11月末まで

白髪染めからファッションカラーまで

メニュー

ココがポイント

カラーリングの流れ step1 券売機で券を購入
step2  カウンセリングで色を決める
step3 カラー剤塗布
step4 プロの手で丁寧にシャンプー
step5 セルフブロー

特典

※税別価格
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〝なりたい〟を叶えてくれる
ヘアサロン

秋冬ファッションを愉しむのに合わせて、ヘアスタイルも変えて秋オシャレを楽し
みませんか？思いきって髪を切ったり、パーマをかけたり、カラーで変化をつける
ことで、新しい自分に出逢えるはず！

ヘアスタイルを変えて、新しい自分を見つけよう！


