ジャムズの若手美容師

Winter campaign

トータルアドバイス企画！

1・2月

spa

アロマコラーゲンスパ
通常 30分 ¥4000
45分 ¥5500
60分 ¥7000

ホットスパ

hair

→ ¥500OFF

シャンプー、ブロー代無料

(平日限定)

・頭筋ヘッドスパ

メイクの仕方がイマイチわからない
トレンドのメイクを知りたい
肌のお手入れ方法を知りたい

J-ing
JAM'S

WINTER

COLLECTION

Vol.31

・リファグレイスでマッサージ

眉カット+眉カラー+メイクアドバイス

・コラーゲンドリンク付

冬の乾燥予防に！ジャムズ人気のショートスパ

¥1,500

期間限定

男性にも
オススメです

¥1,000

1/5(土)～2/28(木)まで

カラートリートメント
カラー+フロウディアクイックトリートメント
キューティクル間のCMCを補修し、うるおいを閉じ込め
保湿効果を高めることによりカラーの持ちを良くします

hair

お悩みを根本から解決‼

¥6,000～

フローディアフルコース
¥1,000オフ券プレゼント！

究極のトリートメント

※シャンプー、ブロー代別途

NEWエクセレントカラー

『SUBLIMIC』新登場

潤いチャ

ージ

いつものカラーにプラスすることで毛髪内のダメージを低減！

カラー料金

eye

+¥1,500

メンテナンス新メニュー登場！

次回予約限定

ら
ご来店か

1週目 平日30％OFF 土日10％OFF
2週目 平日25％OFF
〃
3週目 平日20％OFF
〃
4週目 平日15％OFF
〃
通常1ヵ月以内 平日15％OFF 土日10％OFF

まつげエクステ
メンテナンス

新メニュー登場

フルデ

ジャムズ会員様限定 初回¥5,000 → ￥4,000‼

ザイン

※1月16日～2月末まで (平日限定)

esthetic

エステメニュー 半額！
全身マッサージでビューティ＆ヘルス

facebook
Twitter
@hair_jams @jamsiwakuni

アタシエ岩国ジャムズ店
岩国市室の木町5-10-8

ヘッドスパをされた方限定

TEL 0827-24-2219

ヘッドスパ(平日はシャンプー、ブロー代無料)
＋全エステメニュー半額(BODYエステも含む)

attache

instagram
SNS @jams_hair_spa

http://attache.episalon.jp
■は店休日です

アタシエ柳井ジャムズ店
柳井市南町6-1-7

大好評につき期間延長

脱毛回数券 要チェック‼

TEL 0820-24-6619
TEL 080-1909-7183
■は店休日です

■は店休日です

脱毛回数券(岩国店のみ)
冬の間にツルツル美ボディ計画を！ 好評につき期間延長！

1パーツ ¥2000×5回分＝¥10,000

無料カウンセリング実施中

→

若手美容師考案

1回分無料の

¥8,000

※キャンペーンの併用はできません。価格はすべて税抜きです。

【年末年始の営業時間のお知らせ】12月第２第３火曜日は営業いたします
12月28日 9:00～21:00 29日 9:00～20：00 30日 9:00～18：00
12月31日～1月4日 お正月休み 1月5日 9:00～19:00 通常営業
2018年11月発行

トータルアドバイス企画

プラスして、冬も楽しみましょう♪
¥3,400
こんな方に‼

究極

お客様が求めている次のステージの価値を

salon care treatment

「SUBLIMIC」 ¥6,000

」で
「ツヤ髪
る SHISEIDO
歳を叶え
イナス5

シャンプーブロー代別途

Men's Cut&Perm

マ

1 2
3 4

お客様の髪のお悩みや状態に合わせてアイテムを選択し
一人ひとりに最適なトリートメントをカスタマイズ

環境などによる

ヘアカラーや
パーマで

繰り返しダメージを

複合的な
ダメージを

受けた髪

受けた髪

年齢とともに
うねり
パサつき
髪の広がりなど
髪質の変化を
感じる方

あなたのお悩みを根本から解決します！！
変わる‼

こんなに

トリートメントは即効性は感じていましたが、
持続力に欠けるのかなと思っていました。
このトリートメントは２週間経った今も変わらず
効果を実感出来ているので、髪を触るのが

before
ステップ２

after
ステップ４

ステップ３

とても嬉しいです。※(実感には個人差があります。)

ステップ５

ステップ６

髪の悩みや形状に合わせて
必要な成分を補給

皮脂、水、摩擦などから
髪を守り、効果を持続させる

Winter
Collection

→

美髪を叶える6つのステップ
髪に付着したトリートメント
阻害要因の除去

髪のごわつきのもととなる
カルシウムイオンを排出

HOME CARE

ドライヤーの使い方で

取り除かれたCAイオンに代わって
美髪成分がしなやかな髪へ導く

独自の毛髪形状テクノロジーが
ダメージによる形状の乱れを補正

◎オイルをシーンごとで使い分けて
ケア剤としてもgood！ツヤ髪に見せるのもgood！

「ツヤ」「まとまり」「ボリューム」 のある髪へ

ツヤ

ケアオイル

髪が完全に乾く前にドライヤーを
上から当てて、手ぐしを通しながら
軽く引っ張るようにして熱を当てると、
キューティクルが揃いツヤが出ます。

ボリュームUP

まとまり

stylist：廣瀬健一郎

まとまり、潤いを実感しています。今までの

どのトリートメントを
しても効果を
感じられない方

ステップ１

重めのマッシュスタイルに、
ランダムに巻いた強めのパーマで
動きのあるスタイルに。
トップにボリュームも出せるので、
シルエット補正の効果も。
ツヤ感と動きの強弱を表現できる
ポマードでスタイリング。

全体的に根元をおこす
ようにドライヤーを
当てると、ふんわり
ボリュームが出ます。

髪が完全に乾いたら、仕上げに冷風を
当てながら、指を使って内巻きに
クルクルと巻くようにすれば、
まとまりのあるスタイルになります。

Cut
短すぎず長すぎない大人ミディアム。
外ハネに巻いて、※ N .セラムで
パサつきやすい冬でもツヤ感を♪

スタイリング用
オイル
N.ポリッシュオイル

ミシックオイル
100ml ¥3,500

150ml

髪を乾かす前に使うことで
熱ダメージ予防効果＆
保湿効果あり♪

スタイリング時に使うことで
パサつきを抑え、ウェットな
ツヤ髪を実現！

Color

ブラウンとパープルをMIXさせて
艶やかな落ち着いた雰囲気に。
耳元には深みのある
バイオレットインナーカラーを

これをすればさらに美髪に‼
シャンプーの温度

トリートメント

タオルドライ

38度がベスト‼

コーミング‼

こするのはNG×

温度が高いと
キューティクルが開いて
栄養が出てしまうので
頭皮が低温やけどして
乾燥の原因に！

目の細かいコームで
とかしてあげると
仕上がりがなめらかに♪

こすらずプレスするように
水分をふき取ることで
摩擦によるダメージを軽減‼

stylist：河上奈央
make：桂亜実

N.セラム 94ｇ ¥1,800

※

ボタニカルエキスとシアバター
配合で髪を補修しながら、毛先に
軽やかな動きと濡れたような
質感を出せるスタイリング剤

撮影協力：シエル
http://cielyanai.wpblog.jp/

