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REVE'S DE SARAJU

秋・冬のトラブル肌や頭皮のお悩みを解決！！

ヴィーガンカラーって？人にも環境にも優しいカラーヴィーガンカラーって？人にも環境にも優しいカラー
外 か ら 取 る 酵 素

酵 素 飲 料 で
内 側 か ら 美 し く

 冬メイクのトレンドは、秋に続き『ハンサム眉』に注目 冬メイクのトレンドは、秋に続き『ハンサム眉』に注目
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いつも私のコラムをご覧頂いてきましてありがとうございます！

先日私はあるメーカー様主催の旅行に行かせて頂いたのですがこの旅行の企画がちょっと変わっ

ておりました。美容業界には昔から幾つもの団体があります、お客様の中にも同業種でライバルでありながら共に

勉強会をされたりして切磋琢磨している方も多くいらっしゃるかと思いますが以前は美容業界の団体の目指すところは

共に技術力を鍛えてそれをお客様に提供してご満足頂き繁盛店になろうではありませんか、と言う団体が多かったように思うの

ですが今日のように業界が成熟し情報過多になった時代においては会社の考え方や目指すところを共有し高め合うと言う団体

が増えてきたように思います。

そんな中私共もうちの経営理念にあった団体と出会い所属している団体があるのですが事もあろうに今回の旅行は思想や考え

方が全然違う3団体から抜粋された会社が招待され参加すると言う企画でした。私は旅行前から何かが起きるのではないかと思

っていたのですが案の定それは2日目の夜の食事会の時に起こりました。私が所属している団体は数店舗を経営いる会社が多い

のに対してもう一つの団体の会社はいわゆる大手と呼ばれる会社でフランチャイズ展開していて何十店舗も展開している社長さ

ん方でした。見るからにお金持ちと言った感じのその方々はお酒が入ると豪快になり態度は超ビッグ、自分の凄さをアピールする

反面他人の事はけちょんけちょんに貶す有様で今までその方々と面識のない私は凄く成功されている事に対してリスペクトしてい

たのですが一気にその思いが冷めてしまいました。そこまで事業を成長させた方々なのできっと人としての魅力はお持ちなのだろう

とは思いますがそこに集う人々はその人物を尊敬しているからではなくそこにあるシステムや経営手腕によるものではないかと感じ

ました。

人の成功とは決して富を得る事だけではなく、どれだけ人に慕われ尊敬され人生最後の儀式に心から見送りたいと思う人が何人

いるかだと私は思うのですが皆さんはどう思われますか？

SARAJU,PITAMAHA全店でTポイントがお使い頂けるようにな
りました。ポイントが貯まるのはもちろん、貯まったポイントをお支
払い時にご利用頂くことも可能です。SARAJUで綺麗になって賢
く貯める！是非ご利用ください！！

Tポイントが使えるようになりました！

SARAJUからのお知らせ

各店、休日、時間変更のお知らせ

社員旅行による休業日のお知らせ

2019年1月より川西、三田、西宮北口、梅田店のお休みのお日にちが変わります。
月曜日（祝日も含む）、第3火曜日がお休みとなります。

なお西宮北口店は下記営業時間に変更になります。
● 火曜日～木曜日、日曜日         9時～19時 ● 金曜日 12時～22時

● 土曜日 10時～20時

毎年、1月の第3週目に行かせて頂いております社員旅行ですが、今回は5月20日
～5月24日に行かせて頂くことになりました。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。

！iPhone • Android 対応予約アプリ

24時間いつでもどこでも予約ができる簡単、便利なアプリ
サロン予約 カミングスーン『coming-soon』

空メール送信不要！
アプリからダイレクトに予的が
できる！パスワードの入力はあ
リません。

希望日比較カレンダー
都合がいい日を複数タップ。
空き時間を見比べることがで
きます。

予約変更もラクラク
アプリなら一度キャンセルし
てから予約変更の必要なし！
簡単に変更できます。

いつもご利用のお客様へ
今すぐダウンロードで手間いらず ！アプリでの会員登録が不要となる「ハンドシェイク」を
スタッフが行います。 ダウンロードされる前にスタッフまでお声がけください。

HAIR SALON

EYELASH&NAIL SALON

■Sakasegawa

TEL. 0797-77-7447

■Nigawa

TEL. 0798-52-8306
saran@1cs.jp

saras@1cs.jp
■Sanda

TEL. 079-553-2373

■Nishinomiyakitaguchi

TEL. 0798-69-0171

sarasd@1cs.jp

sarank@1cs.jp

●Eyelash Salon

TEL: 0798-61-6573

■Nishinomiya
●Nail Salon

TEL: 0798-61-3907

●Eyelash Salon

TEL: 06-6372-3881

■Umeda
●Nail Salon

TEL: 06-6372-3885

■Kawanishi

TEL. 072-756-7565
sarak@1cs.jp

■Umeda

TEL. 06-6372-3866
saraume@1cs.jp 
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11月よりスタートしておりますヴィーガン認証を取得してお

りますヴィーガンカラーのHUEグロスカラーですが、メーカー

によるヘアスタイルイメージコンテストにて梅田茶屋町店の

荻野が見事グランプリを勝ち獲りました！！

それに伴いロサンゼルスにてカラーの研修が決定しておりま

すので皆様により満足して頂けるよう技術力アップし、サラジュ

一同技術提供させていただきます！

SARAJUヘアショーが今年も行われました。
各店それぞれの味がでたヘアショーで
とても楽しい時間を過ごせました。
優勝店舗が『梅田店』。
準優勝店舗が『西宮北口店』でした
また来年も？楽しみにしてます！

SARAJU 2018 HAIR SHO
W

SARAJUにお越し頂いているお客様の事を考え作られ
たオリジナルシャンプーYUSIRASAですが、様々なお
客様のお声やスタッフの意見もあり、新しくYUSIRASA
トリートメントのLIGHTが発売になりました。
重め質感のトリートメントと、軽めトリートメントの2種類
でよりたくさんのお客様に満足していただけることかと
思います。
是非一度ご体験下さいませ。 Shampoo（350ml）

￥2,800（税抜き）
Treatment（350g）
￥3,200（税抜き）

SARAJU
プライベートブランドの
シャンプーYUSIRASA

最近、健康食品や身体サポート○○といったより安心で、
安全な食品やモノが人気です。SARAJUでもオーガニックの
HUEカラーやお店で販売しているESTHEPROLABOも健康
サポートの1つになりますが、体の内側から美しく、普段の
生活環境をさらに豊かにするのも大切です。
身体の中には潜在酵素という元々存在する酵素があり、生活
維持活動を行うための代謝酵素と食物の消化、吸収に不可欠
な消化酵素があります。そして身体の外から取り入れる生の
野菜やフルーツ、魚、肉に含まれている食物酵素と腸内細菌
が食べモノを分解するときに分泌する時に分泌する酵素が
あり身体の外から取り入れた酵素によって身体の内側の消化
酵素をサポートしてくれます。
もちろん人によって消化に使うパワーが多い方や代謝に使うパワーが多い方と様々ですが、
いかに消化パワー減らし代謝にエネルギーを使うかが体質改善の重要なサポートになります。
最近生野菜や果物を食べていない方、冷え性の方、疲れが取れない、朝起きにいくい、おなか
の調子がいつも悪い方は一度、酵素を意識してみるのも良いかもしれません。

SARAJUでは、鮮度と産地にこだわった113種類の国産植物を贅沢に使用し、長年「ヒノキ樽」
に棲みついた天然の複合酵素（酵母・植物性乳酸菌）によりダブル自然発酵したハイクラス酵
素飲料「ハーブザイム113 グランプロ シリーズ」をはじめ、身体を内側からサポートする商品
も充実しています。ご興味のある方は是非スタッフにお尋ねください。

 身体の外から取り入れる酵素で内側から美しく。

秋からのトレンドに続き、
"ハンサム眉"が注目！

冬
メイクメイク
2018～2019の冬のオススメメイクは、秋からのトレンドに
続き、"ハンサム眉"が注目されています！これまでの太眉の
メイクからは少し変わり、存在感を残しつつも描き込みすぎ
ない自然な眉毛がトレンドになりそうです！しっかり濃く描く
よりは、自分の本来の眉毛を
活かして少しナチュラルに
仕上げるのがポイントです！
取り入れやすいトレンドに
なっておりますのでぜひ
みなさんお試しください♪

動物由来成分を使わないカラー剤。

11月からスタートしているヴィーガンカラーは動物由来成分を使わず
作られたカラー剤です。環境にも優しく、人にも優しく、動物にも優
しいヴィーガンを生活の一部にしていただくことも新しい考え方とし
て取り入れて頂ければと思います。

短時間

ダメージ
レス

透明感と
ツヤ感

イギリス発祥の考え方で、健康や美容、動物愛護、環境保護などで動物由来のものを一切食べない、使わない
完全菜食主義者の事を言います。近年ベジタリアンやヴィーガンなど考え方を持つ人が多く、食事や化粧品の
選択基準になっています。動物愛護の考え方や有限な資源を残したいと言う持続可能なもの作りが支持され
ています。世界では、菜食主義者のベジタリアンや、オーガニック、ナチュラルを好むヘルシー志向の人の間で
ヴィーガンが選択の基準になり生活にも浸透してきています。

農薬や化学肥料、遺伝子組み換え技術に頼らず太陽や土、微生物など自
然の力を活かした農法、農作物のこと。

Vegan【ヴィーガン】とは。

オーガニックとは。

●動物由来原料を使用しない
・ 人へのやさしさや動物愛護の考え方から、牛乳や卵、 ハチミツ、絹等由来の原料は使用しない。
・ 動物実験は行わない。
・ 動物に苦痛を与えるような製品開発は行わない。

●遺伝子組み換え原料は使用しない
・ (動物由来DNA以外で使用の場合はラベルに表示) 植物本来の自然な栄養や効果・効能を大切にする。

日常的に使うものや口にするもので動物由来成分のもの 人への優しさ

動物への優しさ

環境への優しさ

動物性のものを取らない事で後
天性アレルギーの発生リスクを
軽減する

動物実験の廃止

遺伝子組み換えの廃止

Vegan認証基準内容

牛乳、バター、卵、マヨネーズ、ハチミツ、ミツロウ、シルク、革製の
ベルト、毛皮製品等

美容と健康豆知識 美容と冬食材の関係

冬の乾燥、肌荒れは冬の食材で解決！

冬の寒い時期ついつい食べるものが偏ってきてしまいま
すよね。鍋、鍋、鍋。毎日鍋もいいですが…
美容、お肌に気を使い、ひと工夫してみませんか？
乾燥肌や血行不良が多くなってきやすいこの季節、どうい
った物を食べるとよいか、紹介していきます！

● 高野豆腐 ● 干し柿 ● 干し芋
● 新巻鮭 ● 雪中野菜 etc..

食材をピックアップすると案外食べないものばかり！
これらは体の中の働きを整える食物繊維、ビタミン、ミネ
ラルがすごく豊富であり、特に高野豆腐は大豆イソフラボ
ンが含まれているためお肌に潤いやツヤを与えます。
冬ならではの食材を楽しみながら取り入れお肌も体も健
康でこの時期を乗り越えましょう‼

今冬おすすめ
ネイルはコレ ！

秋冬はトラブルが起きやすい季節です。肌を刺す寒さ、カラカラに乾く空気･･･
四季がある日本では、季節ごとに肌をとりまく環境もがらっと変わります。

秋に現れやすい頭皮状態

でもマッサージって
いっても時間ないし…

乾燥を防ぐことで秋冬も美肌に！

この季節はとにかく肌を乾燥させないように気をつけま
しょう。いつもより保湿効果の高いアイテムでお手入れしたり、
加湿器で空気の乾燥を防ぐのもいいですね。また、肌が冷
たいままになるといきいきした肌が生まれにくくなるため、
血行をよくするマッサージなどを取り入れるのもおすすめ
です。

じゃあ
どうすればいいの？？

そんな方でも手軽に血行促進＆乾燥対策できます！

秋の始めには、夏の間浴び続けた紫外線の影響で「シミ・
炎症」「くすみ」が目立ちます。さらに、紫外線を浴び続ける
ことにより、肌内部のコラーゲンなどがダメージを受け「は
りのなさ」を感じやすく。晩秋から冬に向かっては、気温・
湿度が低下により血液循環も鈍りはじめ、皮脂や汗の分泌が
減少。皮脂膜が十分つくられなくなり、頭皮以外も目もと、
口もとほおなどにも「かさつき」が目立ちはじめます。

サラジュおすすめ
つけるだけケア！！

フェイシャルケアには 頭皮ケアには ボディケアには

サラジュおすすめの”つけるだけケア”で秋、冬の肌や頭皮のお悩み解決！

冬に現れやすい頭皮状態

ますます寒さ、風の冷たさなどが増し、肌の「乾
燥」「肌あれ」が進んでしまいます。肌内部の働
きが低下することで、「ふけ」「はりのなさ」「くす
み」につながります。さらに暖房でも肌の水分
が奪われ「乾燥」に追い打ちをかける状態に。
また、スキーなどのウインタースポーツでは、
肌に受ける紫外線の量が多くなるシーンも。

つけたまま眠れる炭酸クリーム泡マスク。
眠っている間に肌のうるおいを守り、しっかり
整えることで、翌朝はふっくら、明るくイキイキ
とした「アスリープ肌」に。
エステシモ
スキンマスク アスリープ クリームマスク
60g／3,800円（税抜）

乾燥が気になる頭皮にうるおいを
与え、すこやかに整える頭皮用
化粧水です。

セルサート コンフィ エッセンス
120mL／2,000円（税抜）

肌をしなやかにひきしめる、
じんわり温感美容液です。

ウェルサート リーン セラム
100mL／4,200円（税抜）
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