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秋〜冬

Beautiful impression for smile
私たちは、再現性の高いヘアデザインづくり
を通して、美しい感動を提供します！
すべては、あなたの笑顔のために・・・

成人式の予約受付中！

◆秋〜冬ヘアカラー情報

着付・セット・メイク・写真

◆ZELE NETWORK関西
美容技術コンテスト

◆成人式着付￥11.550 ◆セット￥5.250 ◆メイク￥4.200
◆写真 １ポーズ￥10.500/２ポーズ￥19.950/３ポーズ￥29.400

LAZZ-Worldスタッフ
が4部門 独占優勝！！

成人式当日は、大変混み合いますので、お早めにご予約下さい。
ご予約枠がいっぱいになり次第、お受け出来ない場合もござい
ますのでご了承くださいませ。
＊詳しくはLAZZ-Worldのホームページをご覧ください。

■予約優先制（ 電話予約をご利用下さい） ■平日受付/10：00〜19：00（ﾊﾟｰﾏ・ｶﾗｰ18：00まで） ■土日祝/9：00〜18：00（ﾊﾟｰﾏ・ｶﾗｰ17：00まで） ■定休日/ 月曜日
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秋〜冬おすすめ！新色 アミノ酸ヘアカラー

*caradeco pave*
(キレイな色を敷き詰めて、髪を補修する）

いつまでもおしゃれな大人の女性。
多彩な色味と良好なカラーコンディションが
実現できるグレイカラーです。
さらに魅力的に輝いて、
アミノ酸のポテンシャルを引き出し、
基本機能が進化した*キャラデコパブエ*
大人の女性をさらに輝かせる
アミノ酸新色カラーをお試しください！
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HAIR COLOR
FOR
PRO USE

30代〜４０代〜５０代〜エイジングケア・お肌 のお手入れ健康美

エステティックサロンのお手入れで
実際に使用されている製品を
皆様のご自宅にお届けします。
まずは１カ月。美肌のプロが認めたサロン品質のスキンケアを
ご自宅でお試しください！
アクアヴィーナスは、全国1.800サロンでのお手入れで実際に使用

アクアヴィーナス
スタート
１カ月セット
￥12.600

されている安心なスキンケアシリーズです。
新しいお肌づくりを根本から支えるアイテムとして、エステティシャン
の皆様からも高い信頼をいただいています。
「アクアヴィーナス スタート１カ月セット」はその中でも欠かせない
５アイテムをセレクトしました。
先ずは１カ月、美肌のプロ エステティシャンが認めたサロン専用
スキンケアのクオリティーを、
ご自宅でご体感ください。

石油系界面活性剤不使用・沖縄の深海から取水した海洋深層水「αGri-X(ｱﾙﾌｧｸﾞﾘｯｸｽ）を主成分とした有機成分100％
の無添加スキンケア。お肌みずからがうるおう力を引き出し、透明で輝くようなファンデーションのいらないお肌へ。

アミノ酸が叶える潤いとツヤ
◆ 着目したのはアミノ酸のポテンシャル ◆
アミノ酸は髪を構成する主成分で、髪への浸透性、補修力、水分保湿機能の高さが知られています。
そこでキャラデコパヴエでは、アミノ酸のコンディショニング効果により、
ノンシリコン・ノンカチオンでも良好な染色性とコンディショニング効果を実現しました。

AHP(アミノ酸ヘアパック）
カラーベースの特長
＊染色性の向上・・・・ノンシリコン、
ノンカチオンにより良好な染上がりの実現。
＊ダメージの軽減・・・毛髪補修成分とアルカリ剤減量でツヤ感を表現できます。
＊不快臭の低減・・・・・AHPベースではアンモニア臭の抑制効果を高めました。
＊頭皮への負担軽減・・・・・AHPベースにより頭皮への負担を軽減しました。
＊フローラルフルーティウッディの香り
（ローズ・ジャスミン・オレンジフラワー・
フリージア・ピーチ・ウッディアンバー・ムスクetc）

2013美容技術コンテスト
ZELE NETWORK関西
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独占優勝のの快挙
快挙！
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♥ｳｲｯｸﾞｶｯﾄ部門 優勝
高宮詩帆/LAZZ店

♥モデルカット部門 優勝
大久保真希/LAZZ店

♠ｳｲｯｸﾞｶｯﾄ部門 2位
稗田千輝/LAZZ店

♣ｳｲｯｸﾞｶｯﾄ部門 3位
♥ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ部門 優勝。2位。3位
蘆田華奈子/LALA店
◇優勝 大東綾香 ◇2位 下川真奈未 ◇3位 植田真以

♦イメージ部門（メイク・ヘア・コスチューム）優勝
◇大久保真希 ◇尾山卓也 ◇高宮詩帆

♣まとめ髪部門 4位
松浦

唯/LAZZ店

■■各部門3位入賞者は9月17日に東京で開催される全国大会に出場します。結果はホームページーのブログでお伝えします！■■

★ LAZZ hair

＊＊＊＊再現性スタイルとホスピタリティーで地域ナンバー１をめざす＊＊＊

幅広い層のお客様から支持され、安心してご来店頂けるサロンです。あなたの気持ちをかたちにするため、きめ細やかなカウン
セリング で、期待を超えるヘアデザインを、ご提案させて頂きます。 あなたとの新しい出会いを楽しみにお待ちしております。

LAZZ Hair店 & HairmakeLALA店
DESIGN MENU

(税込表示）

◇C U T（S/B込）･････････再現性、似合わせデザインカット・・・・・・・・・・・・・・￥4.200
◇PERMA（C/S/B込）････パーマはデザイン、長さにより料金は異なります･･･￥8.400〜
◇セクションパーマ･････デザインにより必要な部分にのみパーマ・・・・・・・・￥5.770〜
◇COLOR（ベースカラー）･･低アルカリで髪を傷めずツヤツヤカラー・･･・・･・・￥6.300〜
◇COLOR（リタッチカラー）･・新生部２㎝までのカラーで常に美しく・・・・・・・・・・￥4.720〜
《パーマやヘアカラーはデザインにより技術や料金が異なります》

★ Hairmake LALA＊＊＊＊ヘアケア＆デザイン性が売りの、隠れ家的存在の癒しサロン＊＊＊
なかもず駅前（南口）バスロータリー前にあり、パリ郊外のカフェを感じさせる小ぢんまりとした癒しの 店内イメージです。笑顔と
リフレッシュのため居心地の良い空間づくりを心がけています。LALA店では、いつまでも若々しく可愛い女性をデザインします。

◇集中ケアトリートメント・・・ダメージヘアを髪の内部から修復します・・・・・￥2.940〜
◇ヘッドスパ ・・・・・・・・・・・・・癒しアロマの香りと、頭皮でリラクゼーション・・・・￥2.100
◇メイク・・・・・・・・・・・・・・・・フルメイク・ポイントメイク・眉カット・・・・・・・・・・・・￥4.200
◇着 付 / 振袖￥9.450 留袖￥7.350 変り帯結び￥8.400 浴衣￥6.300 袴￥8.400

★成人式・結婚式・卒業式 着付予約受付中！

WacWac hair店

わくわくキャンペーンプライス中！ (税込表示）
◇C U T（S/B込）･････････････再現性、似合わせデザインカット・・・・・・・・・・￥3.150
◇スタイリスト指名CUT･･・･お気に入りのスタイリストをご指名・・・・・・・・・￥3.780

★WacWac hair ＊＊＊＊ヤングカジュアル〜ヤングミセスの楽しいヘアサロン＊＊＊＊
窓から自然光がたくさん入ってくる広く開放的なサロンです。いろんなヘアデザインやあなたに似合うベストメニューを楽しんで
頂けるよう、価格もリーズナブル（WacWacプライス）に設定しています。最高の笑顔で、あなたのご来店をお待ちしております。

◇PERMAのみ（CUT別料金）
・・･デザイン、長さにより料金は異なります・･･･￥3.670〜
◇セクションパーマ････････必要な部分にのみパーマ・・・・・・・￥1.260〜￥2.620〜
◇COLOR（ベースカラー）･･・・・低アルカリで髪を傷めずツヤツヤカラー・・･・・￥3.990〜
◇COLOR（リタッチカラー）･・・・・新生部２㎝までのカラーで常に美しく・・・・・・・￥3.150〜
《パーマやヘアカラーはデザインにより技術や料金が異なります》
◇集中ケアトリートメント・・・ダメージヘアを髪の内部から修復します・・・・・￥2.100〜
◇ヘッドスパ ・・・・・・・・・・・・・癒しアロマの香りと、頭皮でリラクゼーション・・・・￥1.570
◇メイク・・・・・・・・・・・・・・・・フルメイク・ポイントメイク・眉カット・・・・・・・・・・・・￥4.200

