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✂✂ 新規お試しサービス チケット
はじめてのお客様のみご利用いただけます

技術MENU 20% OFF
着付、セット、メイクはサービス対象外です

有効期限2013年8月末日

♦LAZZ-Hair   ♦Hairmake-LALA   ♦WacWac-hair
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新規お試しサービス チケット
はじめてのお客様のみご利用いただけます

技術MENU 20% OFF
着付、セット、メイクはサービス対象外です

有効期限2013年8月末日

♦LAZZ-Hair  ♦ Hairmake-LALA   ♦WacWac-hair

♥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

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・・・

B e a u t i f u l  i m p r e s s i o n  f o r  s m i l e

春夏ヘア～デザイン情報春夏ヘア～デザイン情報
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お肌と髪のエイジングケア
３０代～４０代 の
お肌と髪のエイジングケア



この春夏のトレンドカラーピックアップ
新しい春が訪れ、新しいシーズンの到来！

新しい生活環境にむけ、思い切ってヘアデザイン、髪色も変えて、
なりたい自分にチャレンジしてみては？

2013春夏
トレンドファッション

に合わせた
ヘアカラーの似合わせ！！

2013春夏
トレンドファッション

に合わせた
ヘアカラーの似合わせ！！

昨シーズンよりも大人の女らしさが強調される
今年の春夏カラーは、マーメイドカラー

『深み』『ツヤ感』『透明感』
がおすすめです。

　　あなたも今年のトレンドカラーで上品で洗練されたヘアカラーを

　　楽しんでみましょう。マーメイドカラーの潤い感のあるアッシュ系、

　　柔らかで透明感と深みのあるツヤで、流行ファッションとベストマッチ。

＊髪質やダメージ具合、お肌とのバランスなどにより、写真の色味とは全く同じ色味にはならない
　場合もございますのでご注意ください。
＊カラーカウンセリング時に、お一人お一人がご満足いただける様、しっかりご希望を伺いながら、
　お似合いのカラーを選んでいきますので、ご希望をしっかりお伝えください。

♥　マーメイド  アッシュ
赤味を抑えて柔らかさ
のあるアッシュカラー

この春夏のトレンドカラーピックアップ
新しい春が訪れ、新しいシーズンの到来！

新しい生活環境にむけ、思い切ってヘアデザイン、髪色も変えて、
なりたい自分にチャレンジしてみては？

♥マーメイドラベンダーアッシュ
黄味を抑えてうるおい
のあるアッシュカラー

初夏の爽やかな風に誘われて、
涼しげな髪色に挑戦してみたくなる人も多いはず、
みずみずしさ溢れるカラーで、いち早く夏を先取り！

『深み』
春夏キーワードの色香を
だすためには、落ち着いた
雰囲気を表現するための
中明度がおすすめ。

『ツヤ感』
女性らしさを表現するため
に欠かせないツヤ感。
今季はアッシュ系でもツヤ
感を大切にするのが
ポイントです。

『透明感』
春夏らしい質感と髪を硬
く見せない様に、ふんわ
りした透明感を取り入れ
て下さいね。

point.1　～落ち着きのある「上品な深み」～

point.2～毛先まで感じる「うるおいのあるツヤ感」～

point.3～赤味を感じさせない「やわらかな透明感｝～
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エス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　

　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。

30代～４０代～エイジングケア・お肌のお手入れ健康美

30代～４０代～エイジングケア・頭皮と髪の健康美！

BODY METHOD
ドクターリセラ ボディーメソッド

食事量を減らしたのに・・・
運動しているのに・・・ダイエットの

誤解？

《美しく健康的なボディーを取り戻すことをコンセプトにした、サプリメントの摂取と食事コントロールの新提案です》
食事から摂った糖や脂肪は、体脂肪として体に蓄えられます。蓄えられた脂肪は、体を動かすための活動エネルギーのもとです。

　　体脂肪はミトコンドリアという細胞に運び込まれ、活動エネルギーであるＡＴＰに変換され、生命活動によって消費されます。　　　

食生活を楽しみたいあなたの救世主
６種類の食物繊維がしっかりサポート

ためにくい体づくりサポート
余分なものを変換します

ドクタ
ーリセ

ラ

担当
スタ
イリス

トに

ご相
談くだ

さい

「薬用」だからできる
コタセラの効力

頭皮がデリケートな方も安心の
マイルドなクリニックシャンプー

頭皮と髪のコンディヨンを整え
ダメージ補修

スキャルプローションで頭皮に
うるおい・育毛

髪の悩みの原因
　約60％は
髪のダメージ

いつまでも若々しく、美しく輝く、今の女性像として、
おしゃれを楽しむ要素に、パーマやカラーは欠かせ
ませんね。   髪そのものをいつも健康な状態に保つ
為には、サロンケアーとご家庭での日々のヘアケア
が大切です。・・・いつもキレイなあなたに・・・・・・・・

30代～40代になりますと髪が何となく細くコシがなくなったり、
ツヤが無くなったりしがちです。その原因は頭皮トラブルや毛
根の衰退による場合が多いようです。ヘッドスパを定期的に施
術しご家庭でも専用シャンプーローションで、頭皮マッサージを
習慣づけることにより、ある程度の改善を図ってみましょう。

髪の悩みの原因は
約40％が

頭皮のトラブル

アクアヴィーナス
スタート
１カ月セット
￥12.600

運動で消費できるのはわずか20％
効率的な消費をサポートします

♥アロマセラピー♥
癒しのヘッドスパ
　　　￥2.100　　
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★ 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。

 ★ 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 し々く可愛い女性をデザインします。                                                         

 ★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。

お待たせしました！
　アシスタント時代、笑顔とマッサージでLAZZ Hair人気ナンバーワンの大久保真希が　
　4年間、日々のトレーニングを積重ね昨年、東京渋谷のZELE PROGRE（研修サロン）に　
　て３カ月研修を修了し、認定試験に合格。念願のスタイリストデビューしました。
　彼女の今までのがんばりを、私たちラズメンバーが一番よく知っています。よく笑い、
　よく泣きました。それでも目標を見失うことなく、夢をかたちにするまで、頑張りぬい　
　た彼女に、「よくやったね！そして、これからがプロの美容師としての本当の勉強だか　
　ら、さらに自分づくりに楽しみながらがんばってね！」とエールを贈ります。

♥大久保真希からのひとこと
　昨年東京渋谷のZELE PROGRE３カ月研修に行かせていただき、約250名のお客様　   
　を通して、お客様のご希望をしっかりお聴きし、お客様のイメージに合わせて、お似　
　合いになるヘアデザインをご提案させて頂く。そしてデザイン決定したら、質感や
　ディティールにこだわりながらスタイリング。そのために必要な技術力、カウンセリ
　ング力、デザイン力などをたくさん学んできました。貴重な体験をさせて下さった、
　サロンの先生そして先輩、仲間に心から感謝です。

♥応援して下さったお客様へ
　ZELE研修の学びを生かして、お客様の「なりたい！」をしっかりお聴きし、あなたの
　「もっとキレイに、もっと可愛い」にベストを尽くしてがんばります！！

 　ご指名！よろしくお願いします。お待ちしております。

　

2013 ZELE NETWORK関西

年頭例会＆新年パーティー
2013/1/21

ホテルアゴーラにてZELE NETWORK関西の年頭例
会が開かれ、ラズメンバーとネットワークのメンバー
100名が集まって、新年を祝いました。講演ではフア
ッショントレンドの開発メンバーの大村先生による
「この春夏トレンドカラー」の講演をいただきました。
ちなみにこの春夏のトレンドカラーは、グリーンとブ
ルーです。ご来店の際には、トレンドカラーについて、
フアッションについて、おしゃべりを楽しみましょう。

■永年勤続10年表彰者
大園悠太
星川沙織
大西弘子

■祝ご成人者おめでとう
稗田千輝
高宮詩帆
欠端友佳

■ZELE NETWORK最優秀スタイリスト賞授賞/　川瀬顕子

LAZZ Hair店 & HairmakeLALA店
DESIGN MENU  (税込表示）

◇CUT（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》

◇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）

◇CUT（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
◇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

スタイリストデビュー
Maki  Okubo

大久保 真希

エス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　

　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。

30代～４０代～エイジングケア・お肌のお手入れ健康美

30代～４０代～エイジングケア・頭皮と髪の健康美！

BODY METHOD
ドクターリセラ ボディーメソッド

食事量を減らしたのに・・・
運動しているのに・・・ダイエットの

誤解？

《美しく健康的なボディーを取り戻すことをコンセプトにした、サプリメントの摂取と食事コントロールの新提案です》
食事から摂った糖や脂肪は、体脂肪として体に蓄えられます。蓄えられた脂肪は、体を動かすための活動エネルギーのもとです。

　　体脂肪はミトコンドリアという細胞に運び込まれ、活動エネルギーであるＡＴＰに変換され、生命活動によって消費されます。　　　

食生活を楽しみたいあなたの救世主
６種類の食物繊維がしっかりサポート

ためにくい体づくりサポート
余分なものを変換します

ドクタ
ーリセ

ラ

担当
スタ
イリス

トに

ご相
談くだ

さい

「薬用」だからできる
コタセラの効力

頭皮がデリケートな方も安心の
マイルドなクリニックシャンプー

頭皮と髪のコンディヨンを整え
ダメージ補修

スキャルプローションで頭皮に
うるおい・育毛

髪の悩みの原因
　約60％は
髪のダメージ

いつまでも若々しく、美しく輝く、今の女性像として、
おしゃれを楽しむ要素に、パーマやカラーは欠かせ
ませんね。   髪そのものをいつも健康な状態に保つ
為には、サロンケアーとご家庭での日々のヘアケア
が大切です。・・・いつもキレイなあなたに・・・・・・・・

30代～40代になりますと髪が何となく細くコシがなくなったり、
ツヤが無くなったりしがちです。その原因は頭皮トラブルや毛
根の衰退による場合が多いようです。ヘッドスパを定期的に施
術しご家庭でも専用シャンプーローションで、頭皮マッサージを
習慣づけることにより、ある程度の改善を図ってみましょう。

髪の悩みの原因は
約40％が

頭皮のトラブル

アクアヴィーナス
スタート
１カ月セット
￥12.600

運動で消費できるのはわずか20％
効率的な消費をサポートします

♥アロマセラピー♥
癒しのヘッドスパ
　　　￥2.100　　


