Winter campaign
spa

1

スープ柳井ジャムズ
ベリー
ー
店
リ
年末は31日まで営業
ベ

1月･2月
男性

にも

ホットスパ×炭酸フェイススパ

スメ

20分￥2,160-

頭皮の保湿をするスパと同時にフェイシャルエステをします

ホットスパ
フェイススパ

10分￥1,08010分￥1,620-

Refa コラーゲンぷるるんヘッドスパ
リファグレイスヘッドスパを使用し
リンパを流す本格ヘッドスパ

30分
45分
60分

内面からも美しく

コラーゲンエンリッチ

480ml

1回分試飲付き

treatment

2

hair

3

￥4,860￥5,940￥8,100-

※シャンプー、ブロー代別途

￥9,504

∼冬休みイベント∼

オス

12/22(金)～24(日)

12/24(日)

キッ

ズ

～限定20名～(小学生のみ・要予約)

～べリス柳井店でお食事のお客様～

￥600

11:00スタート

12/27(水)

宿題ベリー

ハーバリウム教室

～選べるお子様ランチ付～

詳しくはお問い合わせください

10:30スタート
￥900
12:30解散 (小学生のみ・要予約)

(大人対象・要予約)

eye

esthe・attache

TSUYA

12月10日～25日にべリス柳井店にご来店の方全員に

クリスマスキャンペーン抽選チケットをプレゼント！

☆Aujuaトリートメント☆

さらに

☑通常ラインナップ

〖お問い合せ〗0820-24-6616

トリートメントされた方

￥3,780

￥3,240-

洗い流さない
Aujua新ライントリートメント

￥500
OFF

☑イミュライズ＆
エクイアル

￥4,860

Open

10％OFF

火～木/9:00～20:00
金/9:00～21:00

※ポイントの併用不可

￥4,320-

※シャンプー･ブロー代別途

土日祝/9:00～19:00

Close 毎週月曜日・第２・第３火曜日

ハイテクノロジーカラー
カラーで髪がダメージするという考えはもう古いのです

※12月は営業します

http://www.jams-hair.net
ジャムズ 岩国 l

+￥1,620 ～

カラーやブリーチの施術時にRカラーを使うことにより、
髪の強度が増してカラーの色もちがよくなります。
使えば使うほど髪の強度が増していきます。

岩国店 岩国市室の木町5-10-8

TEL 0827-24-2219

バリアフリー
プライベートルーム
チャイルドルーム
【予約制託児】

うるつやアイラッシュ
アイラッシュ施術中に目周りの潤いケアがオススメ！

アイパック

アイラッシュ料金

〖次回予約がお得！〗

+￥216-

平日 1ヵ月以内 15％OFF
土日 1ヵ月以内 10％OFF

【岩国店WEB予約】

Glossy

柳井店 柳井市南町6-1-7

TEL 0820-24-6619

プライベートルーム
チャイルドルーム
授乳室完備

毎日のライフスタイルに潤いを

✉jams-yanai@hotmail.com

5

艶

べリス柳井店、年始は6日から営業します！

Aujua バージョンアップお試しキャンペーン

✉jams-hair@do5.enjoy.ne.jp

4

JAM's 2017-2018 winter collection

パンケーキ手作り体験

スーパーボールすくい無料！

12/26(火)

J-ing
Vol.27

ジャムズの最先端スキンケア
フォト美顔

1・2月限定
9時～14時

ジャムズのスキンケア部門は細胞に働きかけます

最先端スキンケア!!

SNS

instagram
@jams_hair_spa

Twitter
@hair_jams

facebook
@jamsiwakuni

￥3,000（通常初回のみ￥3,500）

フォト美顔とは？

【柳井店WEB予約】

アタシエ岩国ジャムズ店

柳井市南町6-1-7

岩国市室の木町5-10-8

毛穴、シミ、たるみ、くすみといったトラブルを改善しコラーゲンの生成を
増殖させます。肌の水分力が高まり、ハリと弾力が出てお顔全体が若返る画期的な
スキンケア

http://attache.episalon.jp

アタシエ柳井ジャムズ店

TEL 0827-24-2219

TEL 0820-24-6619

Aujua Renewal
一人ひとりの悩みへ、より確実に理想の美しさに導く

ReFa COLLAGEN ENRICH
160,000mgのコラーゲンを1本のボトルに

ハイテクノロジーカラー
ヘアカラーで髪はもうダメージさせない

脱毛

お試し脱毛 お好きな箇所をお選び下さい
脇 or 手の甲(指） ￥1,000-

フェイシャル＆ボディ
全エステメニュー

半額

（アタシエのフォト美顔は除く）

※12月第2火曜･第3火曜は営業します
12月29日(金) 9時～21時

12月30日(土) 9時～18時

1月5日(月) 10時～19時

URUOI

潤

New item!!

Aujua リニューアル !!

ReFa CLEAR
￥26,784

世界初!!

防水

３Dソニックイオンテクノロジー

３つの独自機能
①３Dソニックモーション

ジャムズで人気のAujuaがパワーアップ！

未来まで髪の美しさが育まれていくケアへ進化
これまでは「ダメージ補修」がメイン
新しいAujuaはこれに加えこれからの
ダメージを防ぐ「予防効果」がUP!!

熱凝集再生技術

5つの進化

光ダメージ新観察技術

毛髪の熱老化

キ
リニューアル

ン
ペー
ャン

Treatment

③特殊加工の熊野筆
超極細の毛先が肌の凸凹にフィット。至福の肌触りを
実現し、肌に負担をかけることなく、汚れだけを
優しく取り除きます。

アイスパプレミアム
オススメコース

480ml ¥9,504

①クレンジング

高純度

160,000mgのコラーゲンを480ml
に濃縮!とろみのある濃厚なコラーゲン
通常のコラーゲンドリンクの160本分!

②洗顔

最も希少性の高い成分が抽出される
「1番抽出」のみの
高純度コラーゲンを使用

④パック

皮膚常在菌バランスを整え,美肌金＝善玉菌を増やす
「育菌ローション」を使って肌を潤わせながら同時にメイクオフ
リファクリアで♪

③アイスパ

ルギャルドスティックでツボをプッシュ！
血管やリンパのドレナージュケア、
疲労や老化で硬くなった肌や筋肉をほぐします
敏感な目の周りをしっかり保湿
リンパや血行を促進し、むくみやクマをケア！
疲れた目元に輝き(エクラ)を与えるスペシャルマスク！

⑤メイク

低分子 コラーゲンの中でも体内への

☆アイデザイン

吸収率が適している分子量の
低分子コラーゲンを使用

アイラッシュ
眉カット

☆ヘッドスパ
☆インナー

1日15ml ¥275 で1か月分!
3か月飲み続けてお肌の変化を感じました!

両目60本￥5,400～
眉カット￥1,080

30分￥3,240
コラーゲンドリンク
15ml ¥275

アイスパプレミアムコース
マッサージ+パック

☑通常ラインナップ

￥3,240

システインペプチドを配合

➔

オススメ商品

☆ノンカフェインなので
寝る前に飲んでOK!

☑エクイアル＆イミュライズ
￥5,400

￥4,320

10％ OFF

※ポイント併用不可
※シャンプー・ブロー代別途

クエンチ

保湿効果で、より柔らかくまとまる

クエンチM

保湿効果で、より柔らかくまとまる

フィルメロウ

熱の硬さに対し、柔らかく、より毛先がまとまる

スムース

毛先が均一にスベリ、柔らかくまとまる

アクアヴィア

くせが柔らかさでおさまる

タイムサージ

硬さが取れ、しなやかにうねりがおさまる

イミュライズ

髪の弾力感により、毛先までしなやかにまとまる

エクイアル

根本のふんわり感をキープしながら、毛先がよりまとまる

B

A nanoamino

☆飲みやすく続けやすい
ミックスフルーツ味♪

バニラフローラルの香り

C

Make

柳井店限定

AWAKE
300ml ¥3,024

香り広がる贅沢バスタイム

撮影協力/シエル柳井

☑コンビニ食が多い
☑夜遅い
☑野菜不足 ユーグレナ×乳酸菌
脂質・腸に溜まった
☑むくみ
添加物をすっきり!
☑便秘
腸内フローラを理想の状態に!

新登場

アロマリラクシングバス

つや感のある肌にピンク＆ゴールドのアイシャドウと
控えめアイラインでナチュラルに。
赤のファークラッチをアクセントにして、今年流行の
グレンチェック柄のパンツとライダースを
合わせれば大人かっこいいテイスト。

model/Miyukiさん Style/笹川洋志・河上奈央・桂亜実

こんな方に…

手荒れに悩む美容師さんの85％が
「手荒れ改善・予防」を実感!
素早く浸透!手肌にハリと透明感

サイドはリップラインまで切り込みながらも
長めに残した前髪とニュアンスパーマで大人なショートに。
ハイライトを入れた後にグレージュのカラーリングで
透明感のある仕上がり。

￥5,184

美容＆健康サポート!

70g 各￥2,052

Hair

グリーンポット
(90粒入り:約1ヵ月分)

ハンドクリーム

トリートメントした方限定
洗い流さない
新ライントリートメント

￥4,320

☆サポート成分にビタミンCと

➔

￥4,320

さらに

蓄積した毛穴汚れやメイク汚れを浮かせ、
肌に摩擦ダメージを与えずオフ。イオンの力を
最大限に生かし、汚れの再付着を防ぎます。

COLLAGEN ENRICH

高濃度

水分均一化技術

②イオンクレンジング

New
リファitem!!
ReFa
コラーゲンエンリッチ

“日本女性の傷みやすい髪”を強くしなやかに変えていき
一人ひとりの悩みへより確実に理想の美しさに導きます

CMC再生技術

手洗顔では届かない部分にもアプローチ。音波振動で
皮膚の細かな溝や毛穴などの汚れまでしっかり洗い上げます。

一年で、もっとも乾燥が気になる季節”冬”。
貴女の保湿対策は？
ジャムズ厳選のとことんこだわり抜いた
アイテム＆メニューで、外から内から
『艶TSUYA』と「潤URUOI』のある
美髪・美肌・美ボディへと導きます。

D J-life
JAM's オリジナルワックス 100g ¥1,620

オーガニック原料成分配合
＆トリートメント効果

ゆったりとここら安らぐ森の香りが
バスルームに広がり、
至福のひとときを演出します

UVカット、トリートメント効果で
毛髪にも優しい♪

オーガニックエモリエントオイルと
オーガニックエキス(保湿)がおゆを

オーガニック成分配合で
頭皮が敏感な方にも優しい!!

