Spring campaign
３・４・５月

振袖展示 会

カラーの新常識！ダメージを予防するカラー

ご来場特典

ヘアメイク無料体験

植物性由来レブリン酸がケミカル施術による過敏な酸化を抑制！
毛髪内のダメージを低減します。トリートメントとセットでお得に！
※「化学的な」や「化合的に合成した」という意味
美容院では、カラーやパーマの施術をケミカル施術という

トリートメント＋エクセレントカラー

¥11,500～

¥500 OFF

※クイックトリートメントは除く
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！
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振袖レンタル特典!!
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当日のお支度代

無料!!
(ヘアセット・メイク・着付け)

エアリートリートメント 期間限定特別企画！
初めてトリートメントをする方限定 ご自宅でヘアケア習慣を
エアリーフロープチトリートメント
＋洗い流さないトリートメント

訳アリ !!!!‼
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身つけよう♪

¥3,000
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無料!!
台紙付き6枚切りプリント
プレゼント！

vol.32

...new life...

髪飾り

前撮り撮影

無料!!
レンタル
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フルセットレンタルのお客様

成人式

マツエク割引 ネイル割引
チケットプレゼント

JAM's spring collection

【会場】柳井店

※

hair

J‐ing

【予約制】

5月3日(金)・5月4日(土) 10：00～18：00

ハイランクトリートメントカラー

hair

成 人式

チケットプレゼント

ショール

無料!!
レンタル

シャンプーブロー代別途

ミルボンヘアケアセット

先着20名様
（柳井店19：00）

ミルボンスムース サロントリートメント(¥3,000)
ミルボンシャンプー250ml(¥2,500)+ミルボントリートメント250ml(¥3,000)

¥8,500

→ ¥5,500
シャンプーブロー代別途

spa

炭酸ふんわりスパ
炭酸の力で頭皮の汚れを取り除き、アロマクリームでリラックスできるスパ
根元がふんわり立ち上がります

¥2,000→¥1,500

シャンプーブロー代別途

【平日限定】

ヘッドスパメニュー

※ショートスパ除く

eye
nail

シャンプーブロー代無料

はな金 eye lash time
金曜日 13:00～17:00 限定
マツエクつけ放題

¥4,000

※初回通常料金 マツエクつけ放題

ジェルワンカラー【平日限定】 ¥5,000→

¥5,000

¥3,500

instagram
SNS @jams_hair_spa

facebook
Twitter
@hair_jams @jamsiwakuni

新生活に向けてイメージチェンジしてみませんか？
アタシエ岩国ジャムズ店

http://attache.episalon.jp

新社会人応援フェア

アタシエ柳井ジャムズ店
柳井市南町6-1-7

岩国市室の木町5-10-8

TEL 0827-24-2219

esthetic

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

この春就職された方限定
フェイシャルエステ・ボディーエステ

徹底検証

¥1,000 OFF

サロンカラーとホームカラーの違い
ホームカラーはなぜダメなの？

岩国店限定

attache

脱毛 初回1パーツ
1パーツ

ALL¥1,000

両脇・両ひじ下・両ひざ下(表面)
両ひざ下(裏面)・背中上部・背中下部

※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。

JAM'sスタッフがオススメする春スタイル

【柳井店：営業時間変更のお知らせ】
4月より柳井店の営業時間を変更いたします。何卒ご理解いただけますようお願いいたします。

火～木曜日 9：00～19：00

金～日曜日は今まで通りです。

2019年2月発行

成人式展示会
5/3(金)・4(土) 柳井店にて開催!!

NEW!エクセレントカラー
カラーの新常識
ダメージを予防するカラー

¥3,500

Spring has come
menu

可愛い色気フェミニンスタイルで、
内巻きも外ハネも楽しめる切りっぱなしボブ。
やわらかカラーのグレージュで
春らしく、女性らしく...
カチャカチャ シュッのパウダーシェイクで根元
をふんわりボリュームメイク、毛先は26ミリ
のコテで仕上げ＆N.ポリッシュオイルで
ウェットなツヤ髪に！

カット+パーマ+カラー
※エクセレントパーマ

¥15,200~
ロング料金別途

平成最後の春がきたぁぁぁ！

あなたに

とって平成は
新時代の幕開けに チェ どんな時代でしたか？
ンジ チャレンジ チャ
ンス

styling item
N.ポリッシュオイル

150ml
¥3,400
SHISEIDO
パウダーシェイク

150ml
¥1,500

style/Nao Kawakami

Men's
cut,perm

cut,perm
color

cut,color
treatment

style/Nao Kawakami

menu
カット+パーマ

※エクセレントパーマ

¥11,700
自然な明るさで軽さを感じるアッシュブラウンの
カラーとエアリーなニュアンスパーマで、
シースルー感あふれる春スタイルへ！
補修ケア効果も高く扱いやすいN.セラムと
ニュアンスパーマの組み合わせは
スタイリングも簡単。
初めてパーマをかける方にもオススメです。

style/Yuka Sei

styling item
N.セラム
94g ￥1,800

menu
カット+カラー+トリートメント
※エクセレントカラー

¥13,700~

styling item

クールな前下がりマッシュの
ゆるめスパイラルパーマにマットで
軽い質感のグルーミングWAXで仕上げて
イメージチェンジ！
ジャムズのエクセレントパーマは持ちがよく、
やわらかい質感に仕上がるので、
ダメージ少なく楽しめます。

THE GROOMING
WAX

80ｇ ¥2,500

ロング料金別途

美容院でのカラーはなぜいいの？
美容師はホームカラーをなぜダメだと言うの？

「サロンカラー」のメリット
・薬剤の基礎知識がある
・カラー塗布のスキルを熟知している
・パーソナルカラー知識がある
髪質、髪の状態、ダメージレベルに合わせて根元、毛先の
薬剤濃度を変えたり、カラーを塗布する順番を考えて、
カラー剤でのダメージを最小限にすることができる。
残留色素(その人の現在残っている髪の色)によって
明度(明るさ)、彩度(鮮やかさ)を考え美容師は時間も
計算させて発色させています！！

「ホームカラー」のメリット
・値段が安い
・美容院に行く手間が省ける
・染めたいときに染められる

「ホームカラー」のデメリット

のム
ラ
３つ
1.塗りムラ
2.色ムラ
3.ダメージムラ

ホームカラーの1番のデメリットはダメージさせること。
根元よりも毛先の方が確実にダメージしているのに同じ濃度のカラー剤を
全体に塗布することはとても危険！ダメージしている所は更にダメージを
進行させます。次に自分で均一にカラー剤を塗布することはとても難しく
結果として塗りムラ⇒色ムラ⇒ダメージムラとなってしまう。

ダメージさせるとなぜダメなの？？
…別に困らないのに…と思っている方へ

★パーマをかけたくても思ったようにかからない
(デザインが作れない)
★カラーの色持ちが悪い
★髪のツヤがなくなると老けて見える…
注！白髪染めのホームカラー(特にダメージする)を繰り返している方！本当にパーマがかからなくて美容師は困っています！！

よくある問い合わせ📞

Q.ホームカラーで白髪染めをしたら
黒くなりすぎて…明るくできますか？
A.白髪染めの染料は色素が濃いため、それを取り除くには強い薬剤を使います。
確実にダメージしますし、どのくらい染料が取り除けるのか施術をしてみないと
わかりません。
希望通りの色味になるのかの保証もできません。ホームカラーなので塗りムラ
になっている可能性がある髪なので、色ムラにならないとは保証できません。

おすすめ商品PICK UP！
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フルボ酸配合で潤いをプラス
洗い上がり時のきしみを抑えしなやかにするカラーシャンプー

¥3,900

カラタスシャンプー

Pr

黄ばみを抑えて
ホワイト系や
マット系の
カラーを持続

Pk

500ml

レッド系や
ピンク系の
カラーを持続

Sv

黄ばみを抑えて
シルバー系や
アッシュ系の
カラーを持続

インスタで人気沸騰中! N.シリーズ

¥1,800

N.セラム

自然由来成分配合でどんなスタイリングでもオールマイティーに
使えて束感、空気感、ツヤ感を思い通りに操れるスタイリング剤

髪質が変化した大人男性向けのスタイリング剤

グルーミングワックス
マットな質感と軽さが
特徴のパウダーワックス
ホールド力を持ちながら
束になりすぎないルーズな
仕上がりに

¥2,500

グルーミンググリース
根元から立ち上げるセット力と
濡れたようなツヤが持続し、
タイトからルーズまで様々な
グロッシースタイルにフィット

日焼け止め×美白乳液×化粧下地

ホワイトUVヴェール
1歳の赤ちゃんからでも使用OKなノンケミカル処方
高機能美白成分配合なため、日焼け止めなのに
美白効果あり。１つで3役の優れもの商品

