
Coupon1
Check!

Coupon2
Check!

Coupon3
Check!

革新的システムトリートメント「Le Lumiss」（レルミス）。
女性のステージやライフスタイルを考えて、ヘアデザインの価値を高め、
素材美を創るために研究された新しい概念のヘアケアです。

［レルミス ヘアケアシステム］

●MICK-TACK 角谷 知恵子 H29.11月
●M.valance 國松 和代 H30.２月
●MACHIKO 杉浦 みなみ H30.２月

育休スタッフ
復帰のおしらせ

店舗に来ることが難しい方は御相談ください。

施設やご自宅に訪問しカットさせて頂きます。

問い合わせはHMG 各店まで。

自然な質感のストレート。
手触りが違います。

普通のパーマがかかりにくい方にもオススメ！

コテやアイロンで巻いたような
カールが特徴のデジタルパーマ。

福祉美容はじめました！

Coupon1 すべてのお客様

カット&
デジタルパーマ
¥2,000 OFF

福祉美容
「スカっと」
福祉美容師認定

他クーポンとの併用可・割引の重複は不可　有効期限H29.12.17（日）

（※税別）

他クーポンとの併用可・割引の重複は不可　有効期限H29.12.17（日）

（※税別）

他クーポンとの併用可・割引の重複は不可　有効期限H29.12.17（日）

（※税別）

他の割引と併用不可　　　有効期限H29.12.17（日） 他の割引と併用不可　　　有効期限H29.12.17（日）

¥14,000 ➡ ¥12,000
¥15,000 ➡ ¥13,000
¥16,000 ➡ ¥14,000

S

M

L

Coupon2 すべてのお客様

HMG 裏メニューストレート
ワンランク上のツヤ感
カット＋シルクストレート

¥2,000 OFF

¥17,000 ➡ ¥15,000
¥19,000 ➡ ¥17,000
¥22,000 ➡ ¥20,000

S

M

L

Coupon3 すべてのお客様

ヘアデザインの価値を高める
トリートメント
レルミス

¥2,000 OFF

¥5,500 ➡ ¥3,500
¥6,000 ➡ ¥4,000
¥6,500 ➡ ¥4,500

S

M

L
セット・着付け以外のすべてのメニューで使えます！ セット・着付け以外のすべてのメニューで使えます！

Coupon4 すべてのお客様

平日アフタヌーン割
平日PM2:00 以降ご予約の方

Coupon5 HMGに初めてご来店のお客様

平 日 20%OFF
土日祝 10%OFF

New!

10%OFF

¥5,500S ¥6,000M ¥6,500L

ワンランク上のツヤ感
シルクストレート。

〒447-0851 愛知県碧南市羽根町2-2

☎0566-41-2965

碧南本店
［ マ チ コ ］

〒447-0807 愛知県碧南市伏見町3-29-2

☎0566-48-2280

碧南伏見店
［ エム・バランス ］

ケーズ
デンキ

TSUTAYA

〒444-0316 愛知県西尾市羽塚町寅山28-1

☎0563-58-1539

西尾店
［ ミックタック ］

〒444-1322 愛知県高浜市二池町3-2-4

☎0566-53-5511

高浜店
［ ランヂィコーン ］
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MENUMENU

美容室HMGグループ

［採用職種］

［雇用形態］

［勤 務 地］

［給　　与］

［昇　　給］

［賞　　与］

［交 通 費］

［福利厚生］

　

［試用期間］

［営業時間］

［休　　日］

［休　　暇］

［研修制度］

［応募資格］

［応募方法］

スタッフ大募集

イイネ！

イイ髪！

イイ笑顔！

スタイリスト ／ アシスタント

正社員・パート・アルバイト（気軽にご相談下さい）
正社員•新卒　　　2018年３月卒業の美容専門学校生
　　　•新卒　　　2018年３月卒業の高校生（美容専門学校通信入学希望者）
　　　•中途転職　アシスタント・スタイリスト

•HMG各店（勤務地は本人の希望を考慮いたします）
•Machiko 碧南本店 （碧南市羽根町） •Mick-Tack 西尾羽塚店 （西尾市羽塚町）
•M-Valance 碧南伏見店 （碧南市伏見町） •Longicorn 高浜店 （高浜市二池町）

経験・能力により優遇いたします。

あり／随時

あり／年２回（夏・冬）※パート・アルバイトは勤務条件によります。

あり／１ヶ月7,000円まで

条件により各種保険加入／社会保険、労災保険、雇用保険、退職金共済、育児休暇

☆育児休暇実積あり、多くのママさん美容師が活躍中！

あり／３ヶ月

am9：00～pm7：00

毎週月・火曜日（週休２日制）※ただし、第５火曜日は午後２時まで営業。

有給休暇、夏期・冬季休暇

あり／店内・社外研修

18歳以上、高卒以上「HMGをこよなく愛してくれる人」

マチコへTELにて連絡後、写真付履歴書持参で面接

週 2日以上、土日どちらか勤務できる方。
勤務時間、日数等御相談ください。

子育て&お仕事の両立をがんばる
ワーキングママさんを応援します。

働きながら、通信教育で学べます。
技術面では、当サロンで国家試験を
合格できるようサポートします。

美容師になりたい方

細やかに、つまみ流す。
輝くような表情美は、
細部で解き放たれる。

［リファ エスカラット］
ReFa S CARAT

［リファコラーゲンエンリッチ］

ReFa COLLAGEN ENRICH

頭皮を連続的につまみ上げる。
頭皮から、髪・肌・表情の
美しさを呼び起こす。

［リファグレイス ヘッドスパ］
ReFa GRACE HEAD SPA

¥8,800（税別）¥29,800（税別）

¥14,500（税別）

＊祝日の月・火も営業しています!!

パーマ・カラー受付

16:30まで

カット受付

17:30まで

祝日・月・火 受付時間

Cut
●カット
●カット学生
●カットジュニア
●前髪カット

￥4,400（税別）
￥3,300（税別）
￥2,700（税別）

トップスタイリスト

￥4,200（税別）
￥3,150（税別）
￥2,600（税別）

スタイリスト

￥4,000（税別）
￥3,000（税別）
￥2,500（税別）
￥500（税別）

ジュニアスタイリスト

Color
●カラー
●ハーフグレーカラー
●Wカラー
●ウィービングカラー
●リタッチ（グレーカラーのみ60日以内）

S ￥6,500（税別）
S ￥6,300（税別）
S ￥10,500（税別）
S ￥7,500~（税別）
S ￥5,500（税別）

M ￥7,000（税別）
M ￥6,800（税別）
M ￥12,000（税別）
M ￥8,500~（税別）
M ￥6,000（税別）

L ￥7,500（税別）
L ￥7,300（税別）
L ￥13,500（税別）
L ￥9,500~（税別）
L ￥6,500（税別）

LL ￥8,000（税別）
LL ￥7,800（税別）
LL ￥15,000（税別）
LL ￥10,500~（税別）
LL ￥7,000（税別）

●パーマ
●リカール
●デジタルパーマ
●縮毛矯正（アイロン処理）
●Cカール矯正縮毛（Rアイロン）
●ストレートパーマ（パーマ戻し）
●前髪縮毛矯正
●顔まわり縮毛矯正

S ￥7,000（税別）
S ￥8,000（税別）
S ￥12,500（税別）
S ￥12,500（税別）
S ￥13,500（税別）
S ￥7,500（税別）
　￥7,000（税別）
　￥8,000（税別）

M ￥7,500（税別）
M ￥8,500（税別）
M ￥13,500（税別）
M ￥14,500（税別）
M ￥15,500（税別）
M ￥8,500（税別）

L ￥8,000（税別）
L ￥9,000（税別）
L ￥14,500（税別）
L ￥17,500（税別）
L ￥18,500（税別）
L ￥9,500（税別）

LL ￥8,500（税別）
LL ￥9,500（税別）
LL ￥15,500（税別）
LL ￥18,500（税別）
LL ￥19,500（税別）
LL ￥10,500（税別）

Parm

●ハイクラス
●ベーシック
●ライト
●ヘッドスパ

S ￥3,500~（税別）
S ￥2,500~（税別）
S ￥1,500~（税別）
　￥2,000（税別）

M ￥4,000~（税別）
M ￥3,000~（税別）
M ￥2,000~（税別）

L ￥4,500~（税別）
L ￥3,500~（税別）
L ￥2,500~（税別）

LL ￥5,000~（税別）
LL ￥4,000~（税別）
LL ￥3,000~（税別）

Treatment

●カット+カラー
●カット+ハーフグレーカラー
●カット+Wカラー
●カット+ウィービングカラー
●カット+リタッチ

S ￥8,000（税別）
S ￥7,800（（税別）
S ￥12,000（税別）
S ￥9,000~（税別）
S ￥7,000（税別）

M ￥8,500（税別）
M ￥8,300（税別）
M ￥13,500（税別）
M ￥10,000~（税別）
M ￥7,500（税別）

L ￥9,000（税別）
L ￥8,800（税別）
L ￥15,000（税別）
L ￥11,000~（税別）
L ￥8,000（税別）

LL ￥9,500（税別）
LL ￥9,300（税別）
LL ￥16,500（税別）
LL ￥12,000~（税別）
LL ￥8,500（税別）

Cut+Color

●カット+パーマ
●カット+リカール
●カット+デジタルパーマ
●カット+縮毛矯正（アイロン処理）
●カット+Cカール矯正縮毛（Rアイロン）
●カット+ストレートパーマ（パーマ戻し）
●カット+前髪縮毛矯正
●カット+顔まわり縮毛矯正

S ￥8,500（税別）
S ￥9,500（税別）
S ￥14,000（税別）
S ￥14,000（税別）
S ￥15,000（税別）
S ￥9,000（税別）
　￥8,500（税別）
　￥9,500（税別）

M ￥9,000（税別）
M ￥10,000（税別）
M ￥15,000（税別）
M ￥16,000（税別）
M ￥17,000（税別）
M ￥10,000（税別）

L ￥9,500（税別）
L ￥10,500（税別）
L ￥16,000（税別）
L ￥19,000（税別）
L ￥20,000（税別）
L ￥11,000（税別）

LL ￥10,000（税別）
LL ￥11,000（税別）
LL ￥17,000（税別）
LL ￥20,000（税別）
LL ￥21,000（税別）
LL ￥12,000（税別）

Cut+Parm

●アップスタイル
●シャンプーブロー
●エクステ（チューブチップ1束）
●眉毛カット
●まつ毛パーマ
●メイク

￥5,000（税別）
￥2,500（税別）
￥400（税別）
￥500（税別）
￥3,000（税別）
￥4,000（税別）

Other

●浴衣
●留袖
●振袖
●袴
●成人式
　・セット
　・着付け
　・メイク
●七五三
　・セット
　・着付け
　・メイク

￥3,500（税別）
￥5,000（税別）
￥7,000（税別）
￥4,500（税別）

￥7,500（税別）
￥8,500（税別）
￥4,000（税別）

￥2,500~￥3,000（税別）
￥3,000~￥5,500（税別）

￥2,000（税別）

※要予約Dress ing

●カット+パーマ+カラー（リタッチ）
●カット+リカール+カラー
●カット+ストレート+Wカラー
●カット+パーマ+Wカラー

S ￥13,500~（税別）
S ￥15,500~（税別）
S ￥24,000~（税別）
S ￥18,500~（税別）

M ￥14,500~（税別）
M ￥16,500~（税別）
M ￥27,500~（税別）
M ￥20,500~（税別）

L ￥15,500~（税別）
L ￥17,500~（税別）
L ￥32,000~（税別）
L ￥22,500~（税別）

LL ￥16,500~（税別）
LL ￥18,500~（税別）
LL ￥34,500~（税別）
LL ￥24,500~（税別）

Cut+Color+Parm

▼Machiko・M.Valance・MICK-TACK 3店共通営業時間

＊定休日：毎週月曜、火曜（尚、第5火曜日は営業）
＊祝日は、曜日にかかわらず営業いたします。

営業時間 火曜（第5）
9:00～
12:00まで
13:00まで

水木土日祝
9:00～
17:00まで
18:00まで

金
9:00～
18:00まで
19:00まで

OPEN
パーマ・カラー受付
カット受付

＊定休日/毎週月曜・火曜（尚、第５火曜は14時まで営業）
＊祝日は、曜日にかかわらず営業致します。

▼Longicorn 営業時間
営業時間 水木金土日祝

9:00～
17:00まで
18:00まで

OPEN
パーマ・カラー受付
カット受付

▼追加料金

●トップスタイリスト
●スタイリスト
●ジュニアスタイリスト

￥1,000
￥2,000
￥500

●休日料金
●お正月料金
●早朝料金（30分）

￥400
￥200
￥0

▼長さの目安

S：首のラインまで
M：首～肩まで

S M L LL

L：肩～ひじまで
LL：ひじ下

他にも組み合わせがあります。スタッフまでお気軽にお尋ねください。（スタイリストのカット料金でお値段が変わります。）

SET MENUSET MENU

いつでもこの価格!いつでもこの価格!

カット+カラーorパーマ
同時に施術で

ダブルセットメニュー

カット+カラー+パーマ
同時に施術で

トリプルセットメニュー

高濃度・高純度・
低分子コラーゲン
160,000mg 配合

※コラーゲン 1,000mg 配合の場合

コラーゲン
ドリンク
160本分※

濃度がわかる、
特徴的なとろみ

（単品価格合計の　　　　  引き！）¥2,500¥2,500

いつでもこの価格!いつでもこの価格!
（単品価格合計の　　　　  引き！）¥3,000¥3,000


