REVE'S DE SARAJU

いつも私のコラムをご覧頂きましてありがとうございます！
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先日恒例の社員旅行でバリ島に行かせて頂きました。
毎年こうやって旅行に行けるのも沢山のお客様にご来店頂き働いてくれるスタッフがいてくれるからで本当に感謝の
気持ちでいっぱいです！社員旅行でバリ島を訪れるのは初めてなのですがバリ島には凄く思い入れがありいつかはスタッフ
と一緒に行きたいと思っていたのでやっと願いが叶いました。

オトナチュラル︒
それは私らしく生きるということ︒

ご存知の方も多いと思いますがうちのお店はヘアサロン、アイラッシュサロン、ネイルサロン全店バリ島を
モチーフとしたアジアンテイストな空間となっております、
だいぶん前のコラムにも書いた事があるのですが
オープン当時のお店はどちらかと言えばゴージャスな感じの雰囲気を意識して（そう見せかけている
だけで実際はペラペラ(^^;;）大理石風の床なんかにしておりました。
その次には白を基調としたサロンが流行った事があり白とティファニーブルーを意識したお店にした
事もあります、若かったです(^̲^)
今思えばお店の内装ひとつにも迷いがありましたが全ての事に迷っていた時期だったのだと思います。
これからどうして行きたいのか、
どんな会社になりたいのか…
そんな折に私が35歳の時に家族でバリ島に訪れたのでした。
私にとっては全てが新鮮で衝撃でした、バリテイストが醸し出す癒しの空間、自然と融けこむように
計算して建てられた建築物、何故かほっとするインテリア、すっかり虜になってしまいました。
そしてアジアンテイストを取り入れてオープンした第一号店が今の逆瀬川店でして、それ以降も少
しずつ趣向は変えつつもバリテイストをテーマとして店舗展開をする事が出来ました。
それまで10年間以上もスタッフを採用してもすぐに退職してしまい一向に店舗展開出来なかった
のに何故か次々と出店出来たのはお店の内装の事ではなくどんな会社にしていきたいかという事を
自分の中で決める事が出来たからだと今では思っております。
人間は迷っている時間は立ち止まっている時間、早く決断して行動する事が一番ですよね。
今回の旅行でスタッフに選んで貰ったアジアンな小物が各店にございます、是非ご覧ください。

紫外線が気になる季節に負けない肌作りをしよう！

美容と健康豆知識
〜シミ・シワ対策〜

紫外線が気になる季節です。特に女性の方はシミやシワなどの肌トラブルのお悩みが増える方が多いかと思われます。そもそも
シミの原因は、全ての代謝機能の低下と言われています。
しっかりとケアをしないとお肌を紫外線から守る力や紫外線によって
乾いてしまった細胞を潤わせてくれる力などが衰えてしまいます。体の内側からケアをする為に"ビタミンE"を採るのが効果的と
言われています。他にもビタミンC、
ビタミンAを採る事でより効果も上がります。お肌の代謝回転は28日前後と言われてい
ます。なので、もし日焼けをしてしまった後でも約1ヶ月間はビタミンを積極的に取り入れ、皮膚の構成に繋がるタンパク質も
合わせて摂取するようにする事で内側からのケアに繋がります。
Bioprogrammingシリーズ
のスキンケア商品です。
細胞を内側から活性化してくれる働きがある
『スキンタイムセス3Dplus』
詳しくは中面をcheck！

スマホ決済サービス開始！

お財布いらずで身軽な
キャッシュレスシステム!
サラジュでは新しくスマホ決済サービス、
PayPayを導入致しております。ご希望
の方は今すぐアプリをダウンロード。

どうしてもシミ、
シワなどのお悩みを化粧でカバーしようとすると厚塗り感が出てしまったり逆に他
の肌トラブルが起きてしまいます。そこでオススメなのがスキンタイムセス3Dplusです。細胞を
内側から活性化してくれる働きがあるのでお肌のハリ感やトーンを上げてくれるだけではなく、付
けている時間が長ければ長い分お肌に浸透してくれるのでどんどんお肌の調子も良くなるような
化粧品です。毎日使う物なので、
スキンケアしながらお肌を労わる事も大切です。
商品の詳細は、実際にお店で体験もできますので、店頭にてお気軽にお声かけ下さい。
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意 気 込 み を 一 言！

■Umeda

TEL: 0798-61-6573

使うほどに髪が潤う!感動のバイオプログラミング
新しい 仲 間 が 増 えました

■Umeda

sarasd@1cs.jp

■Nishinomiya
●Eyelash

■Kawanishi

sarank@1cs.jp

●Nail

Salon

TEL: 06-6372-3885

『お肌には優しく』
『 気になる臭いも防ぐ』UVスプレー

ウィッグでもエクステでもない?! ヘアループでお悩み解決！
www.saraju.com

2019年春夏はペールトーンがトレンド！
2019 春夏は毎年定番のパステルカラーよりさらに淡い“ ペールトーン ”
がトレンドになります。
オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー・ピンク
などを最大限に淡く変化しています。
ピンクやミント、アクアブルーが
トレンドカラーです。
爽やかなファッションを楽しみましょう。

フォトストリーム 2019

透明感のあるヌーディーな
ツヤメイクとナチュラルな
外ハネヘアで旬顔へ︒

扱いや
年代 すいミディ
問わ
ず大 アムヘア
は︑
人気
！
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Bioprogramming 〜使うほどに髪が潤う！感動のバイオプログラミング〜
特定の振動と波長の組み合わせで物質が「エネルギーと情報の"場"」をもつようにプログラミングする、
最先端の独自技術です。
このような新技術の開発により、
従来の常識では未体験の世界をご体感いただける製品の開発が可能となりました。
さらにこの理論を幅広い分野に技術応用するプログラミングの研究を進めています。
ぜひ1
度
ご覧
くださ
い

バイオプログラミングという技術はご存知でしょうか？
リュミエリーナが開発したバイオプログラミングは、髪や肌の細胞を構成している分子そのものを活性化させる
技術です。そのバイオプログラミング効果が搭載されたドライヤーへコテを使う事で、
乾かすだけで、
髪に艶が出
て、
しっとりまとまる。そんな魔法のような仕上がりがかなう、
バイオプログラミング技術を搭載した美髪器がレプ
ロナイザー3D、4Dドライヤーです。

レプロナイザーには、バイオプログラミングされた特殊セラミックスが搭載されています。風を当てると、その
バイオプライミング技術動画
特殊セラミックスが発する遠赤外線が髪の内側へダイレクトにアプローチします。肌や髪の主成分であるタンパク
https://www.youtube.com/chann
質を取り囲む水分子へ直接働きかけることで、髪質（肌質）そのものが改善されていくのです。
el/UCZ5VEJlHl9atz7RVzROC-aw

サラジュスタッフ全員で
一人 一つ の作 品作りを
その中で優秀な作品
し、
に選 ばれたスタイ ル
写真です。
これ からも 技術 に磨 き
をかけて頑張ります！

主な効果

● 髪にダメージを与えることなく、乾かすことが出来る
● 風を当てれば当てるほど髪の潤いや水分量が増える
● 頭皮にハリが出てキュッと引き締まる。それにより髪の根元が立ち上がりやすくなります。

分子を直接活性化させる技術「バイオプログラミング 」
を心掛け、
丁寧な接客
る
愛し愛され
ります。
美容師にな
いたします。
よろしくお願い

赤木葵

小西一輝

手が大きいので包み込むような
気持ちいいシャンプーとマッサ
ージを日々研究していきます！

夏メ

蓮井愛

高野裕加

、
届け
間を
の時 容師に
し
癒
美
れる
愛さ ります！
な

梅本一司

UVスプレーで夏のビューティーケア
皆さま、陽が照る季節がやって来ましたが紫外線対策どの
ようにお考えでしょうか?
「面倒くさい、
やっても無駄、肌に
悪い」
という考えの方、多いのではないでしょうか？
分かります！しかし、
このUVスプレーは一味違います！
しっかり紫外線を防ぐと同時に、
ハーブとフルーツの力で
肌に優しく、夏の気になるニオイも防いでくれます。
この夏は、海でも山でもちょっとしだお出かけでも、
これ
一本で敵なしです！期間限定品ですぜひお試しください。

『お肌には優しく』
『気になる臭いを防ぐ』最強UV！
！
SPF50
PA+++
ハレマオ UVカットスプレー

80g ￥1,200（税抜）

梅本一司

斎藤海
(ピタマハ)

ヘアループで髪のお悩み解決しませんか？
ヘアループは、形状記憶してくれる特殊な人工毛を地毛１本
に４〜６本丁寧に結びつけ、
ボリュームアップと同時にカール
アイロンの熱により形状記憶し、毛流れや分け目を自在に
コントロールします。

ドライヤーの内部にあるセラミックから活性化情報を伝える

宮脇成美

レプロナイザー４D Plus

(ドライヤー型美容機器)

こんなお悩みの方へ
ぱっくり割れてしまう前髪
トップのボリューム
つむじの割れ目

選んだ地毛にヘア
ループ先端の輪を
通します。

地毛の根本にヘア
ループをしっかりと
結毛をします。

注意点をご確認ください
一度つけたら取り外しができない。
自然脱毛で無くなるのですぐに取れ
る可能性があります。
毛がない部分には増やせない。
結び目がつく。

ヘアビューロン４D Plus
カール

た！
麗になっ
かなり綺

ストレート

乾かす、る
とにかく
、風あて
熱あてる
ドライヤ
ながら活ーで乾かし
伝えます 性化情報を

Sタイプ 26.5mm
Lタイプ 34.0mm

ヘアビューロン４D Plus

¥45,000（税抜）→ ¥42,750（税抜）

レプロナイザー、
ヘアビューロンとの併用で、
更に美しい艶髪へと導く
「ヘアタイムセス3D Plusシリーズ」

ヘアループの 装 着で
地毛を3~7倍にボリュ
ームアップできます。

後は地毛の長さに髪を切ってコテを巻いて自然に馴染ませて完成です。
それぞれ100本〜300本装着することで
、割れ目を補正し、自然なボリュームアップ
を実現できます。

5%OFF

お電話に
ご予約承 て
り中

コテやストレートを使って仕上げて更に美しく

レプロナイザーを使って検証してみました！

が
パサつき すね
目立ちま

レプロナイザー４D Plus (ドライヤー型美容機器) ¥52,000（税抜）→ ¥49,400（税抜）
※数に限りがありますのでお電話にてご予約して頂いた方が確実にご購入頂けます。
ボリュームアップし
たい箇所の地毛を
選びます。

冷風ブローと手櫛
26日目の毛髪
(ブラッシングなし)

美容の世界でもついに細胞活性化が出来るようになりました。光技術（波動と振動）
を使った特殊な技術で、
ライフスタイルの中だとリモコンが
該当します。情報を伝え動かすという事が目に見えない光を使った技術、特殊セラミックや植物エキスがリモコン機能の役割になり、細胞を
活性化という情報を髪の内部のタンパク質細胞に伝える事によって細胞が活性化して髪が美しくなります。

笑顔で
一生懸
命
頑張りま
す。

西川萌衣

冷風ブローと手櫛
14日目の毛髪
(ブラッシングなし)

常識では考えられないバイオプライミング技術搭載商品がサラジュで取り扱い開始！

丁寧なカウン
セリン
施術を心がけ グと
ます！

山本寛絵

笑顔いっぱいで
ます！
精一杯頑張り
ます。
くお願いいたし
よろし

西川春奈

カラー後2ヶ月が経過し退色が目立つ毛髪を、1日10分間ブラッシングをしない
で手櫛と冷風のみでブローを行い、14日目の髪質と26日目の髪質のキューティ
クルの変化を走査型電子顕微鏡で観察しました。

お客様が納得できる
ネイルを施せる
ネイリストになります！

市田琴音
(ピタマハ)

毎日スマイル
で
頑張ります。

2019年度新人紹介

全体に下地を塗ったあと、
ファンデーションをお顔の中央
に少し多めにのせていきます。あとは全体にぼかすだけ
です！お顔の中心部分はよく動かす部分で、毛穴も多い
場所なので崩れやすいのです。その部分をしっかりカバ
ー出来れば夕方まで綺麗にキープできます。ファンデー
ションも、今までのツヤぽいものではなく、あえてマット
系のものを選ぶと崩れにくいのでオススメですよ！

３種の香りから選べる！
● キウイ＆スペアミントの香り
● ライム＆ペパーミントの香り
● カシス＆ローズマリーの香り

笑顔で一生懸命
頑張ります！

今年も新しい仲間が増えました！

イ ク

夏の汗にも崩れにくい
ファンデーションの塗り方。

ヘアビューザーの冷風ブローによるプログレス効果を退色し傷んだカラー毛で実験

笑顔で接客を
心掛けます。

笑顔で
感謝を忘れず
頑張ります。

簡単ボリュ
ームUP出
来る
『ヘアルー
プ』は
ウイッグより
お手軽、
エクステよ
り自然

継続割引
もありま
す！
1～2ヶ月
での付け足
しがオスス
メです
100本 \
3,400(税
抜)→\2
200本 \
,7
2
0
(税抜)
6,800(税
抜)→

\5,440(税

抜)

シャンプー300ml

¥4,300（税抜）→¥4,085（税抜）

コンディショナー220g

¥4,300（税抜）→¥4,085（税抜）

ヘアミスト200ml

¥4,300（税抜）→¥4,085（税抜）

スカルプエッセンス180ml

¥7,300（税抜）→¥6,935（税抜）

