EXLOOP

SUMMER campaign
6·7·8⽉
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形状記憶ヘアデザイン
ボリュームデザインしませんか？

暑い夏を乗り切ろう!!

冷え冷え爽快スパ
メガ 冷え冷え爽快スパ

spa

〖10分〗

〖30分〗

☑前髪、つむじが割れる
☑トップがペタンとする
☑もっとふんわりボリュームがほしい
☑朝セットを楽にしたい
☑頭の後ろのブローが苦手

2
hair

UV対策カラー

after(300本)

before

夏のカラー特集
夏を楽しむための
おすすめカラー！！

の
2種類
香り

紫外線によるダメージ、カラー褪色を予防!!

カラーをされた方

\1,000-

UVカットスプレー \1,200➔

6・7・8月 ☆平日限定☆

UVカットスプレー
左)ライム&ペパーミントの香り
右)キウイ&スペアミントの香り

100本

¥3,000-

初回30% OFF

En j o y
!!
r
e
m
m
u
S

トリートメントで髪をケアしながら施術！ダメージレスでうるツヤストレートに♪

つやつやストレートコース \17,900～

ストレートパーマ+組み込みトリートメント+ホームケア

さらさらストレートコース \16,500～
ストレートパーマ+組み込みトリートメント

数量限

定

フローディアトリートメントされた方

ミニシャンプー&トリートメントorホームケア
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プレゼント

今話題のまつ毛ダニケア!! マツエクされている方必見!!

NEW
夏のヘッドスパはこれで決まり！

アイスパ、アイラッシュ、エステメニューをされた方

\300- アイシャンプーロング

アイシャンプー

冷え冷え爽快スパ

内容量:60ml \1,800

セットでお得♪

冷え冷え爽快スパ + アイスパ
【\1,000】

エステメニュー リニューアル!! 6月1日～ NEW

しわ、そばかす、くすみが気になる方
しわ、たるみ、くすみが気になる方
脂性肌、毛穴の開き、汚れが気になる方

↠ ホワイトニングコース
↠ アンチエイジングコース
↠ ポアクリアコース

【40分】
フットネイル

しわ、そばかす、たるみ、くすみ.....
お悩みに合わせてコースを選べます♪

\2,500-

aesthetic お悩みに合わせてコースを選べます!!
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エステメニューがリニューアル！

【\2,000】

\3,000➔
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SNS

instagram
@jams_hair_spa

Twitter
@hair_jams

アタシエ岩国ジャムズ店

アタシエ柳井ジャムズ店

TEL 0827-24-2219

は店休日です

マツエクされている方は必見！
アイシャンプーで目元をキレイに

TEL 0820-24-6619
TEL 080-1909-7183

夏限定NEWアイテム!!
は店休日です

は店休日です

\4,000-

Harema'o

頭皮ケア×UVケア
暑い日にも負けないクール感で
爽快リフレッシュ☆☆

\5,000価格はすべて税抜きです。

今話題のまつ毛ダニケア！

柳井市南町6-1-7

岩国市室の木町5-10-8

http://attache.episalon.jp

facebook
@jamsiwakuni

夏のオシャレは足元から❀

All design

J-ing

JAM's 2018
SUMMER COLLECTION VOL.29

こんな人にオススメ!!

\1,000\3,000-

スースーシャンプーを使って汚れをスッキリ落とします !
血行促進効果もあるので、頭皮環境をよくしたい人にもオススメ !!1
アウトバスのローションでパチパチスッキリ !!!
シャンプー・ブロー代別途
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[大人のエクステ×ヘアループ」

《エクスループ》

2018年5月発行
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Color
明るくしたいけど、ダメージが気になる....
グレイカラー(白髪染め)だけど、
明るくしてみたい....
そんな方にもおすすめです!!!!

デザイン

ト

ハイライ

n ge
ハイライト

グラデーション

ナチュラルで女性らしい
カラー。髪の表面に細かい
ハイライトをプラスして
透明感を出しています!

太陽輝くハジける夏は
グラデーションカラーで!!
アッシュ系の色味で
透明感と動きのある
軽さを。

表面にハイライトを入れて立体感を
際立たせるカラー。3D効果でツヤ感も
アップします

カラー料金＋

\1,500

ルカラー

ブ

ホイルダ

ダブルカラーの色味をハイライトで表現
ダメージを最小限に抑えてダブルカラーの
色味を楽しめます

カラー料金＋

\4,500

夏のオシャレといえばフットネイル!!
気分がアガることまちがいなしです!!

All design

\5,000

ハレマオ

Halema'o
!
!
NEW

夏限定

アイテ

ム!!

SHAMPOO
☆頭皮をマッサージしながらシャンプーすることで
頭皮の汚れをしっかり落とすことができます

シャンプーミント ３
cool level ★★★

心地よい感じで、さわやかな洗いあがり

TREATMENT
早乾性ヘアトリートメントで、暑い季節の
ドライヤータイムを短縮保湿と毛先の
補修効果で、つやとうるおいのある髪へ
キウイ&スペアミントの香り

240g \2,600
500ｇ \4,600

cool level ★★★★★
爽快な感じで、さっぱりとした洗いあがり
レモン&ジンジャーの香り

cool level ★★★★★★★★
ライム&ペパーミントの香り
☆クールダウンしたい時、
足のむくみが気になる時にも♪

N. カラーシャンプー ピンク
320mL

深く

!!

速く

cool level ★★★★★★★★
凍るようなクール感で、すっきりとした洗いあがり

250ml \1,600
500ｍｌ \3,000

髪、身体までしっかりUVカット
白浮きしないスリアスキン処方で
さらりとした使用感
左)キウイ&スペアミントの香り
右)ライム&ペパーミントの香り

80g \1,200

長く

!!

!!

皮脂を通り抜けて毛穴の奥深くまで浸透
スピーディに毛穴の深部に到着し
毛穴の隅々まで浸透し、10時間以上かけて
内包成分を放出。朝晩2回の塗布で1日中
頭皮に成分を届け続けます。

全額返金保証制度有!!
自信があるからできる!!実力をご体感ください!!
詳しくはスタッフまで♪

Re OTTO《リオット》
デイリーのうっかり焼け防止に!!
ちょっとしたお出かけや
通勤・通学にオススメ!!

SPF30 PA+++
100ｇ

\1,800

☆機能性を高めたトリプル処方☆
✓ノンケミカル
✓ノンシリコン
✓スキンケア級の美容成分配合
左)ライラックローズの香り
右)プルメリアアンバーの香り

プロージョン
バイオグラセルスカルプエッセンス
(医薬部外品)

100mL \12,000

THE GROOMING《グルーミング》

大⼈の
これで 男は
まり !!
→→き→
!!

80g \1,200

UV CUT SPRAY

\2,400

PLOSION育毛ヘアケアライン
BIOGRASELL【バイオグラセル】

リッチオイルUVクリーム

シャンプーミント ８

デザイン：桂亜実

\3,000

SHERBET REFRESHER
ニオイシールド効果と
ハードなクール感で頭皮・肌をリフレッシュ

シャンプーミント ５

浴衣
着付け

\2,400

【MTG】 浸透力がスゴイ!!!

✓夏のニオイ対策「ニオイシールド効果」
✓クール感で「爽快リフレッシュ」
✓爽やかな「ハーブ＆フルーツの香り」

シトラス&ペパーミントの香り

価格は全て税抜きです

320mL

\2,400

ペアー&エルダーフラワーの香り

Foot nail

N. カラーシャンプー パープル

N. カラーシャンプー シルバー

➔

髪の毛の内側に鮮やかな
色を入れる事でアクセサリー
のようなカラーを楽しめます。
耳にかけたり、アレンジした
時にチラリと見えるカラーが
かわいいです。

デザイン：山口慶久

デザイン：河上奈央
320mL

インナーカラー

WASH

120g \2,000

きめ細かいやわらかな泡でやさしく洗い
上げる洗顔フォーム。肌のうるおいを
守りながら、ベタつきや汚れをすっきりと
取り除き、毛穴の気にならない清潔感の
ある肌に整えます。

LOTION

120ml \2,500

心地よい使用感で肌本来のうるおい
バリアを整えるアルコールフリーの
ローション。ベタつきを防ぎながら、
カサつきや肌あれ、小じわにも効果を発揮
使い続けるたびにすこやかでなめらかな
肌へと導きます。

