
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

～月１回の艶髪コースメニュー～ 
GILLIAに来ていただいている大切なお客様が10年後も艶髪を維持できるように。素材美（綺麗な髪の毛は頭皮から） 

という信念の元に作りました。続けていただきますと髪質が自分史上最高の艶髪に♪ 
※コースメニューは単品メニューよりお得になります。ご相談ください

A　ダブルエイジングエステ 
2時間（初回２、５時間） 

エイジング診断 
・エイジングスパ 
・造顔マッサージ 

・補修ツヤ髪トリートメント 
・オゾンフェイシャル 
・育毛トニック 

・低周波育毛ブラシ15分 
・ショルダーマッサージ 
・メンテナンスカット 
アフターカウンセリング 

￥２0000（次回予約で¥18000) 

B　エイジングエステ 
１、５時間（初回２時間） 

エイジング診断 
・エイジングスパ 
・造顔マッサージ 

・補修ツヤ髪トリートメント 
・育毛トニック 

・低周波育毛ブラシ１０分 
・ショルダーマッサージ 
・メンテナンスカット 
アフターカウンセリング 

￥１5000（次回予約で¥13500) 

C　メンテナンスエステ 
１時間（初回１、５時間） 

エイジング診断 
・メンテナンススパ 
・ツヤ髪トリートメント 
・育毛トニック 

・メンテナンスカット 
アフターカウンセリング 

￥10000（次回予約で¥9000） 

A カラー髪質改善エイジング 
３時間（初回３、５時間） 

エイジング診断 
・艶髪カラー毛先まで 
・ss結合強化OLAPREX 
・エイジングスパ 
・造顔マッサージ 

・補修ツヤ髪トリートメント 
・ショルダーマッサージ 
・カット＋ブロー 

アフターカウンセリング 

￥22000（次回予約で¥19800) 

B カラーエイジング 
2、５時間（初回３時間） 

エイジング診断 
・艶髪カラー毛先まで 
・メンテナンススパ 

・補修ツヤ髪トリートメント 
・ショルダーマッサージ 
・カット＋ブロー 

アフターカウンセリング 

￥17500（次回予約で¥15750) 

C カラーメンテナンス 
2時間（初回２、５時間） 

エイジング診断 
・リタッチカラー（２ヶ月以内） 

・メンテナンススパ 
・カット＋ブロー 

アフターカウンセリング 
（カラー毛先までは＋1000円） 
（＋￥2700でエイジングスパ） 

￥12500（次回予約で¥11250) 

単品メニュー 
（カット以外シャンプーブロー代別途+２０００頂戴いたします） 

カラー 

根元カラー(60日以内)ヘアカラー、マニキュア 7000 
ヘナカラー,オーガニックカラー根元リタッチ(60日以内) 
8500 
全体カラー(ヘアカラー、マニキュア) 8000 
全体カラー(ヘナ,オーガニック) 9500 
デザインカラー2MAKE(ブリーチOK) 14000 
デザインカラー3D(ハイライト&ローライト交互) 13000 
デザインカラーハイライト1MAKE 13000 
Tゾーンカラーリタッチ(15日以内)4000 
パーマ 
コールドパーマ 8000 
低温デジタルパーマ 11000 
ポイントパーマ5本以下 6000 
ロング肩下料金 +500 

ストレートパーマ 
縮毛矯正2ヶ月以内リタッチ 15000 
縮毛矯正2ヶ月以降リタッチ 18000 
縮毛矯正2ヶ月以内全体毛先まで 17000 
縮毛矯正2ヶ月以降毛先まで 20000 
縮毛矯正1部分(バング、襟足、顔まわり、はち周り等)※ロン
グ料金なし 7000 
ヘッドスパ 
悩み別選べるヘッドスパ35分 4800(1時間） 
極上エヴァーリーフエステ65分 9800(1.5時間） 
ダブルオゾンスパ(顔&頭) 9600(1.5時間） 

トリートメントメニュー 
TOKIO 5000 
生トリートメント 4000 
エヴァーリーフ 5000 
オラプレックス　1ML 1500 
ヘアセット 
ハーフアップ 4000(30分） 
フルアップ 5000(45分） 
メイク 
フルメイク 5000（45分） 
ポイントメイク1ポイント 500（５分） 

オゾンフェイシャル（極美洗顔） 
ラテフェイシャル 4800(30分） 
ラテフェイシャルオプションリナイトパック 500 
回数券ラテフェイシャル3回 11400 

電気バリブラシ（むくみ、たるみ解消、育毛） 
10min 2500 
20min 5000 
（ヘッドスパ、フェイシャルとご一緒にどうぞ） 

カット 
5000～７５００（スタイリストランクで異なります） 
　　 

【限定オプション価格】 
エステ&育毛コース 

カラー 
根元カラー(60日以内)ヘアカラー、マニキュア 6000(40分） 
根元リタッチ(60日以内) ヘナ,オーガニックカラー 6500(40
分） 
全体カラー(ヘアカラー、マニキュア) 7000(40分） 
全体カラー(ヘナ,オーガニック) 8500(40分） 
鎖骨下ロング料金 500 
デザインカラー2MAKE(ブリーチOK) 13000(2時間） 
デザインカラーハイライト1MAKE 12000(1時間） 
デザインカラー3D(ハイライト&ローライト交互) 12000(1
時間） 
パーマ 
パーマ(コールド) 7000(1時間） 
パーマ(デジタルパーマ) 10000(1時間） 
パーマ肩下ロング 500 
ストレートパーマ(2ヶ月以内) 14000(2時間） 
ストレートパーマ(2ヶ月以降) 17000(2時間） 
ストレートパーマ全体 +2000 
その他 
オラプレックス1G 1000 
ヘアセット ハーフアップ 2000(30分） 
ヘアセットフルアップ 4000(4５分） 

【限定オプション価格】 
カラー&クイックコースメニュー 
カラー 
カラー全体(メンテナンスの方)肩上レングス +1000 
カラー全体(メンテナンスの方)肩下レングス +1500 
オーガニックカラーに変更+1000 
ヘナカラーに変更+500 
デザインカラーハイライト1MAKE +5000(15分） 
デザインカラー2MAKE(ブリーチOK) +6000(１時間） 
デザインカラー3D(ハイライト&ローライト交互)+6000(15
分 
パーマ 
コールドパーマ７000(1時間） 
低温デジタルパーマ10000(1時間） 

その他 
オラプレックス1G 1000 
電気バリブラシ10MIN 2000 
電気バリブラシ20MIN 4500 
ヘアセット ハーフアップ 2000(30分） 
ヘアセットフルアップ 4000(4５分） 

A　ダブルエイジング育毛 
2時間（初回２、５時間） 

エイジング診断 
・エイジングスパ 
・造顔マッサージ 
・オゾンフェイシャル 
・育毛トニック 

・低周波育毛ブラシ１０分 
・ショルダーマッサージ 
・メンテナンスカット 
アフターカウンセリング 

￥15000（次回予約で¥13500) 

B　エイジング育毛 
1,5時間（初回2時間） 
エイジング診断 
・エイジングスパ 
・造顔マッサージ 
・育毛トニック 

・低周波育毛ブラシ１０分 
・ショルダーマッサージ 
・メンテナンスカット 
アフターカウンセリング 

¥12000（次回予約で¥10800) 

C　メンテナンス頭皮 
1時間（初回1、５時間） 

エイジング診断 
・メンテナンススパ 
・ショートマッサージ 
・育毛トニック 

・メンテナンスカット 
アフターカウンセリング 

¥8000（次回予約で¥7200) 

全て税抜きとなります



次回おすすえ 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

GILLIA beauty 
ギリアは”5年、10年後も綺麗な艶髪でいたい”方のエイジングケアサロンです。 

専属のスタイリストがあなたの髪を毎回じっくりとカウンセリング、診断し 
毎日気持ちよくお過ごしいただけるようお手伝いさせていただきます。 

★美しさを保っていただくためには１ヶ月（最低２ヶ月）に１度のメンテナンスを 
オススメしております。 

アプリ会員様限定 
★その場で次回予約（２ヶ月以内）をしていただきますと10%offとなります 

※ご変更は１回目限りで３日前までにお願いいたします。 
※２回目以降や当日のご変更、遅刻は割引適応外となります。 
※無断キャンセルは次回以降割引適応外となります。 
※お子様、学生、着付け、メイク、セットは割引対象外 
次回艶髪ご提案メニュー
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
次回予約日（　　　　　年　　　月　　　日）アプリでもご連絡がメールで届きます★ 
当店は専属のスタイリストが担当させて頂くため、当日キャンセル、無断キャンセルはお断りさ
せていただいております。ご理解とご協力をお願いいたします。 
◆１週間以内お直し無料 
◆コースメニューをされた方はバングカット、刈り上げメンテ、巻き髪いずれの１つのメニューが無料（２ヶ
月以内）→ご予約をその場でお取りください。ご本人のみ適応 

（定休日） 
1F cafe   毎週火、水曜日 
２、３F　beauty   不定休（月２回ほどお休みあり）　アプリでご確認ください。 
完全予約制　TEL03-5799-4784 
ご予約はアプリからしていただきますとポイントがたまります。 
下のQRコードを読み取り（サロンカード）のアプリをダウンロード後 
【初めての方はこちら】を選択、店舗コード欄に【1980】を入力で登録完了 

i phone android 

GILLIAcafeが世田谷 
ライフに掲載されました!
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