
KACHITTＯ／月曜～木曜 7時30分～9時
ViViD TOKACHＩ／金曜 7時30分～12時

じゃらら／月曜～木曜 9時～12時
JGS～J-Girls Studio～／金曜 12時～15時

春の訪れにワクワク
するような、ポップでかわいらしいデ
ザインに仕上げてもらいました。ふと
した瞬間に指先を眺めるとにやけて
しまいます！ ちょっとした雑談から、好
みのデザインを鋭く当ててくれるのは
さすが。魔法使いのよう！！

帯広市昭和町基線127-9
☎080・1882・1127（予約制）
営：10時～18時（ネイル～17時）
休：日曜、祝日

お客さまの希望を丁寧に形に
します。白を基調とした女性ら
しい雰囲気の中、大人の時間
をゆったりと過ごしてください

定額ネイル6,500円。※好みのパーツ追加は別料金。オフある方はオフ代無料

頭と体すっきりコース（120分）通常12,500円（4月末まではキャンペーン価格9,000円） 全身コース（110分）6,500円、半身コース（80分）4,500円 ※初回料1,000円

代表 嶋崎枝実さん

デスクワークと運動不
足で全身ガチガチでしたが、可動域が
広がり、体の連動性の回復を実感。高
橋先生が整体師を志したのは、自身の
腰痛を治した療術との出合いがきっか
けとのこと。より高いパフォーマンスを
発揮したいという方、相談してみては？

帯広市西15条南31丁目2-11
☎080・3232・8253（完全予約制）
営：9時～23時（電話受け付け8時
30分～21時）  休：不定

頑張っている子どもたちを応
援しています。スポーツをして
いて、体で気になることがあれ
ば気軽にご相談下さい

代表 高橋良次さん

十勝魂778 × aｕ／月曜～木曜 16時30分～19時
SPACE SHOWER RADIＯ／土曜 15時30分～16時

CROSSOVER TOKACHＩ／月曜～木曜 12時～14時
ViViD TOKACHＩ／金曜 9時～12時

体を動かすのが好きな
ので、体や骨のゆがみや姿勢は気に
なっていました。療術はとても丁寧で、コ
ミュニケーションも十分にとってくれるの
で、安心です。翌朝、ジョギングをする
と、すごくスムーズに体、特に腰が動き
ました! 金子先生、ありがとうございます!

☎0155・94・3456（予約制）
帯広市西23条南2丁目7-18
営：9時～20時
休：不定

左右のバランスを調整しまし
た。カイロで分からないことが
あれば、気軽にお問い合わせ
ください

代表 金子陽介さん

首・肩がつらかったので
すが、まず“心が柔らかく”なりました! もて
なしの気持ちが随所に表れ、療術前の

「ようこそ」の手書きメッセージにも感動！ 
南国バリの雰囲気とアロマの香り、セラ
ピストの手技ですっかりバカンス気分
に。夜は心も体もほぐれ、快眠でした。

帯広市西18条南5丁目43
☎090・5078・0202（予約優先）
営：10時～19時
休：不定

インドネシア発祥のバリエステ
を帯広で。マッサージやオイルト
リートメントで癒やします。今回
は体と頭皮の両方を整えました

代表セラピスト 飯山順絵さん

Switch!／月曜～木曜 14時～16時30分
金曜しんや倶楽部／金曜 15時～18時

生活スタイルやパーソ
ナルカラー診断。「こうしたい！」に加え、

「これだけは嫌！」という部分もしっかり
聞いてくれた上で髪形を決めるのは、
何が似合うか分からない私にとって安
心感がありました。今までにない髪形と
髪色に挑戦でき、うれしさも倍増です☆

帯広市大通南13丁目5（ぜんりん
ビル1階）  ☎0155・28・3555（予約
制）  営：10時～18時30分（土・日
曜、祝日は9時～18時）  休：火曜

ヘアスタイルが変わる楽しみ
を感じてもらいたいと思い提案
しました。丁寧なカウンセリング
で一人ひとりと向き合います

代表 高橋大輔さん

カット＋カラー＋ヤバヤバトリートメント 15,120円～

じゃらら／月曜～木曜 9時～12時
Bravo Funky Voice／土曜 10時～14時

巻き爪なんです。以
前に比べたらかなり楽にはなったん
ですがね。で、ケアしてもらいました。
ケアは優しくて痛みはなく、むしろ気
持ちいいですよ。これならまた来た
いと思いました。マジで本格的に通
うかな？

☎080･1877･4295（完全予約制）
帯広市東2条南23丁目6
営：9時30分～17時30分（土・日曜、
祝日10時～17時）  休：不定

巻き爪になりにくい爪の切り
方やケアも予防には大切で
す。手の爪のケア、角質ケア
もご相談ください

オーナー 下野恭子さん

000円）

巻き爪予防ケア3,500円～、巻き爪補正2,500円～

初回5,800円、2回目以降4,800円
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Radio 5／土曜 14時～15時30分
JGS～J-Girls Studio～／金曜 12時～15時

KACHITO／
月～金曜 7時30分～9時

自分の腰や足など左
右対称じゃないことがわかってビック
リ。骨盤がずれると、おなかが出てき
たり、しびれが出たりする場合もある
そうです。体だけじゃなく、気持ちもほ
ぐれました。小室さんは気さくで、きっ
と初めての方でも安心です。

帯広市西9条南14丁目9（十勝カイ
ロプラクティック分院）  ☎0155・
67・6544（予約優先）  女性専用ダ
イヤル☎080･1884･3261  営：10時
～19時（受け付け）  休：不定

体のバランス調整だけではな
く、リラックスして、元気になって
いただけるよう心掛けています。
気軽にお問い合わせください

フルメークアップ 3,240円。今回はヒト幹細胞培養液配合のベースメーク品を使用

美容カイロプラクター 小室絵梨さん

老廃物があると痛み
を感じるそうで、“イタ気持ち良い”感
覚がクセになります。体験後に鏡で
顔を見てみると、フェイスラインが引
き締まったみたい。頬のコリが取れて
滑舌も良くなりました。まさにゴッドハ
ンドです! 

帯広市西19条南5丁目12
☎080・3265・3434
営：10時～21時
休：不定

手で肌の状態を確認し、ツボ
を刺激します。むくみの解消、
肌のトーンアップなどが期待で
きますよ

店長 川﨑美香さん

Bravo Funky Voice／土曜 10時～14時

Audi Fine Cruisin'／金曜 18時～20時

優しい尚美さんと店
内の雰囲気がマッチ! 隠れ家的な
一軒家サロンでマンツーマンの療術
が受けられます。丁寧なマッサージの
最後には、頑固な冷え性の足がポ
カポカしてきました。仕事帰りの遅い
時間も予約できるのが◎。

帯 広 市 西16条 南5丁目26-13  ☎
070・4374・1861（完全予約制 ※当
日予約可）  営：11時30分～翌24
時30分（電話＆LINE応答時間：10
時～20時）  休：日曜、祝日  

植物オイルを使ったオールハ
ンドのマッサージで代謝を促
し、リラックスしていただきます

オーナー 長田尚美さん

メークアップ前に施し
てもらった経絡マッサージで、一瞬で
驚きのはり肌に。敏感肌で普段は
ノーメークですが、使ったメーク品は
ストレスフリーで、お肌も気持ちも春
らしく軽やかになれました。なんという
ゴッドハンド! 10歳の若返り成功？

帯広市東2条南20丁目13（西仲通）
☎0155・66・9304
営：10時～19時（最終受け付け）
休：月曜

チャーミングさを生かし、若 し々
くいきいきと仕上げました。手持
ちの化粧道具で活用できる時
短メークをご提案しています

メークアップアーティスト 木村朱里さん

VOLKSWAGEN WINDY ROAD／
土曜 16時～18時
スキップ♪／日曜 10時～13時

良い香りのブレンドオ
イルや炭酸水のシャワーで心地よい
刺激を感じながら、リラックス♪ 眠っ
てしまいそうになりました。髪の毛を
乾かすと、トップの部分がふんわりし
て地肌もスッキリ！ 地肌のケアは大
切ですね。

音更町すずらん台南町1丁目5
☎080・3293・5843
営：9時～18時（完全予約制）
休：不定

地肌に優しく、リラックスできる
自然派の素材を使用。髪本来
の美しさを引き出します

店長 太田美穂さん

かちまいヘッドラインニュース／
月曜～金曜 12時55分～13時

猫背のせいでずれて
いた骨盤の位置を整え、眼精疲労を
和らげるマッサージを受けました。も
むというより、優しく筋肉を揺らすよう
な感覚にうっとり。頭部や下半身の
ダルさが抜けて、全身がスッキリしま
した!

帯広市西10条南28丁目40
☎0155・66・7010、☎090・9430・
8848（完全予約制）  営：9時30分
～19時30分  休：不定

痛みや刺激が少ない整体な
ので、初めての人も安心。小
さな不調も気軽に相談してく
ださい

代表 伊藤一祥さん

頭皮洗浄（ヘッドスパ）3,780円～、カット2,700円

小顔マッサージ（フェイシャルエステ＋オイルマッサージ）初回4,104円～

全身リラックスコース（筋・筋膜リリース・70分～）6,300円（税別）

ショートコース3,500円（60分）～

全身リンパマッサージ女性5,400円（60分）～ ※男性6,000円（60分）～

～

～
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頭皮洗浄（ヘッドスパ）3,780円～、カット2,700円

小顔マッサージ（フェイシャルエステ＋オイルマッサージ）初回4,104円～

全身リラックスコース（筋・筋膜リリース・70分～）6,300円（税別）

ショートコース3,500円（60分）～

全身リンパマッサージ女性5,400円（60分）～ ※男性6,000円（60分）～

～

～
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