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松任エリアのキレイになれる
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新型コロナ感染対策を実施し、お待ちしております
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 1 

 特筆するような技術、サービスはありません。
予約制です。
尚御予約等は、従来から来店されているお客
様が優先されます。
御了承ください。 

 おかげさまで今年、開業100年を迎えました。 

   CUT&ESTHE まえだ 
 かっとあんどえすて まえだ 

 白山市八ッ矢町170 

TEL  076-275-0999 
  5台 　 MAP  P7 D-2 

 メニュー  カット   4,200円 
 パーマ   8,000円～ 
 カラー   7,300円～ 

 
 営業時間  予約制の為不定時 
 
 定休日  月曜、第1火曜、第3日曜 

     

 2 

 オープンして5年目のメンズサロンです。
仕事帰りのお客様が多く、日々の疲れを癒して
頂くヘッドスパが人気となっております。
スタッフもお客様も男性のみで、女性の多いお
店は苦手という方は安心してご来店頂けます。 

 働く男性をターゲットにしたメンズサロン 

   バーバージェントル 
 ばーばーじぇんとる 

 白山市相木町933-1 

TEL  076-205-4743 
  5台 　 MAP  P7 C-2 

 メニュー  ベーシックカット   4,000円 
 カット＆カラー  8,000円～ 
 カット＆パーマ  9,000円～ 
 ヘッドスパ   2,000円 

 （全て税別） 
 
 営業時間  平日10:00～20:00

土日祝9:00～19:00 
 
 定休日  月曜、第1火曜、第3日曜 

    HP QR 

 3 

 感染予防対策に心がけ営業しています。
半個室でのヘッドスパも人気です。
スタイリングしたことのない人も、ドライヤー熱だけで簡単
セットできるアイロンパーマ!?“コテパー”やってます^-^
電話予約可。 

 街の気楽な床屋さん^-^ 

   ヘアーサロン ゆうき 
 へあーさろん ゆうき 

 白山市石同町1-1 

TEL  076-275-0748 
  2台 　 MAP  P7 C-3 

 メニュー  カット（シェービング込）   3,700円 
 パーマ・カラー  3,600円～ 
 ヘッドスパ   3,000円 

 
 営業時間  平日9:00～19:30

土日祝8:30～19:00 
 
 定休日  月曜、第1火曜、第3日曜 

 LINE QR   HP QR 

 4 

 名前はでかいがカット台が2台ほどの小さな床屋さん
です。
当店では主に30代以降のミドル世代の男性に力を入れ
ておりますが、幅広い世代の方がご来店しております。
是非一度ご来店下さい。 

 30代以降のミドル世代に特化したメンズオンリーサロン 

   メンズカット スタジアム 
 めんずかっと すたじあむ 

 白山市相木町839-5 

TEL  076-276-1881 
  3台 　 MAP  P5 C-2 

 メニュー  カット（フルコース）   4,000円 
 白髪染め   ＋2,000円～ 
 パーマ   ＋3,500円～ 

 
 営業時間  平日9:00～19:00（土/～18:30）

日・祝8:30～18:00 
 
 定休日  月曜、第1月・火、第3日・月連休 

    HP QR 
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 5 

 くつろぎサロンへようこそ。
感染予防対策を徹底しています。 

 さわやかヘアでリフレッシュ！ 

   理容 クツ 
 りよう くつ 

 白山市四日市町24-2 

TEL  076-275-1035 
  7台 　 MAP  P7 C-3 

 メニュー  カット   4,000円 
 シェービング   2,300円 
 カラー   4,500円～ 

 
 営業時間  8:00～18:30 
 
 定休日  月曜、第1火曜、第3日曜 

     

 6 

 カット、シェービングといった一般調髪を始
め静かな音楽が流れるスペースで施術させて
頂くレディースシェービングやエステが人気
です。
結婚式、成人式の御予約もお待ちしています。 

 レディスシェービングとフェイシャルエステはおまかせ下さい！ 

   理容 しもさき 
 りよう しもさき 

 白山市西新町90 

TEL  076-275-2336 
  5台 　 MAP  P6 B-3 

 メニュー  一般調髪   4,000円 
 レディースシェーブ   3,300円 
 エステシェーブ   4,000円 
 ノンジアミンカラー   7,000円 

 （全て税込） 
 
 営業時間  8:30～18:30（予約優先） 
 
 定休日  月曜、第1月・火曜、第3日・月曜 

     

 7 

 街なかで非常に交通の便が良い場所に位置するお店です。
現在の店主の晃弘さんはお店の二代目です。
とっても気さくな人柄で、お年を召された方から、小さなお
子様まで幅広い地域のお客様に親しまれています。
是非一度、ご来店下さい！ 

 この地で開業して50年、地域に根ざした床屋です！ 

   理容 ニシノ 
 りよう にしの 

 白山市茶屋1-92 

TEL  076-275-2371 
  4台 　 MAP  P6 A-3 

 メニュー  カット   3,900円 
 シェービング   2,700円 
 白髪染   4,500円～ 

 
 営業時間  平日9:00～18:30

日・祝日9:00～18:00（予約優先） 
 
 定休日  月曜、第1火曜、第3日曜 
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 1 

 当店はあらゆる年代の男女のお客様がお越し
になられます。それはパーソナルを大切に考
えているからです。わがままかな？と思うこ
とでもぜひ言ってみて下さい。希望にそえる
よう最善をつくします。 

 技術の確かなスタッフがあなたの気分に一番合うスタイルを提案します 

   A:SHU 
 あ：しゅ 

 白山市倉光7-116 

TEL  076-274-7172 
  5台 　 MAP  P5 C-3 

 メニュー  カット   4,400円 
 カラー   4,600円～ 
 パーマ（カット込）  8,500円～ 
 セット   5,600円～ 
 着付け   7,000円～ 

 
 営業時間  平日10:00～19:00

土日祝9:00～17:30 
 
 定休日  月曜、第1火曜、第3日曜 

     

 2 

 満足度No.1♪圧倒的技術力と抜群のセンスで
柔らかくて透明感のある『オトナ可愛い』を提案
してくれる！
同じような髪型に飽きてしまっている方や今の
ヘアスタイルに満足していない方にオススメ◎ 

 『やっと出会えた』大人女性に人気のプライベートサロン 

   アーケードヘア 
 あーけーどへあ 

 白山市村井町101-2 ファインクレストテナントB 

TEL  076-275-5592 
  3台 　 MAP  P6 A-5 

 メニュー  カット   4,200円 
 カラー   4,950円～ 
 パーマ   9,350円～ 
 縮毛矯正   13,200円 

 
 営業時間  9:30～19:00 
 
 定休日  月曜、第3日曜 

     

 3 

 サロン激戦区で毎月圧倒的集客力を誇る超人
気店【Agu】が松任に待望のオープン！
プロの目で厳選した薬剤を使用し、あなたの
一番の美を提供致します。 

 圧倒的口コミ人気☆【Agu】が松任にOpen 

   Agu hair fog 松任店 
 あぐ へあー ふぉぐ まっとうてん 

 白山市幸明町241-6-1F 

TEL  076-256-3818 
  7台 　 MAP  P5 C-3 

 メニュー  Cut   2,200円～ 
 Cut＋Color   4,900円～ 
 Cut＋perm   6,900円～ 
 縮毛矯正＋Cut  7,900円～ 

 
 営業時間  9:00～21:00 
 
 定休日  無（年末年始休み有） 

    HP QR 

 4 

 しっかりカウンセリングをして広い店内で
ゆっくりくつろぎながら施術を行います。
オーガニックカラーナチュラルストレートな
どのダメージレスメニューがオススメです。
カラーはお得なコースメニューもあります。 

 ダメージレス　髪質改善サロン 

   アタッチメントビューティー 
 あたっちめんとびゅーてぃー 

 白山市馬場2-32-1 

TEL  076-259-6533 
  6台 　 MAP  P6 B-5 

 メニュー  カット   4,200円 
 カラー   4,200円～ 
 パーマ   6,600円～ 
 ストレート   8,800円～ 
 ナチュラルストレート  10,000円～ 

 
 営業時間  平日9:30～19:00

土日9:00～18:00 
 
 定休日  月曜、第1火曜、第3日曜 
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5

頭皮環境に悩むオトナのための理美容室。
「ヘッドスパ」と「頭皮環境改善」に最も力を入
れ得意としています。
バリ式ヘッドスパのクリームバスで、頭皮を
ケアし、健やかで美しい艶髪へと導きます。

「オトナの頭皮環境改善」に特化したヘアケアサロン

Arona
あろーな

白山市みずほ5-1-9

TEL 076-220-6137
5台　MAP P5 D-5

メニュー 似合わせカット 4,400円
バリスパスタンダードプラン 8,250円
カラー（全体）4,950円～

 
営業時間 10:00～20:00
 
定休日 火曜、第1水曜

LINE QR HP QR

6

オープンして20年、時代の変化と共にお洒落を提案
してきた。
ハイトーンのオーダーも多く艶感を大切にしている。
感染予防対策として改装しマンツーマン体制でお寛
ぎ頂けます。

小さな空間でお似合いのスタイルを提案するプライベートサロン

Unico hair
うにこ へあー

白山市宮永市町472-12

TEL 076-277-6436
2台　MAP P5 C-2

メニュー シャンプ―カット 4,400円
ヘアカラー（オプション価格）3,850円～4,950円
パーマ 7,850円～
縮毛矯正 15,400円～
マツエクお問い合わせください

 
営業時間 9:00～18:00（受付）
 
定休日 月曜、第1・3日曜

7

くつろぎ・癒し・本物指向をコンセプトに造ら
れた店内は、吹き抜けの1F理容・2F美容の併
設サロンとなっています。ゆったりとした空
間で「Otoオリジナルメニュー」を体感してみ
てください。

髪・肌等の本質的な美しさを追い求め、提供するサロンです

Oto progress hair
おと・ぷろぐれす へあー

白山市中町55-2

TEL 076-275-0285
12台　MAP P6 B-3

メニュー ビューディアプログレス 8,800円～
頭皮エステ 4,400円～
推拿（スイナ）4,950円～
カット・シャンプー 4,400円
カラー 5,500円～

（全て税込）
 
営業時間 9:00～18:30
 
定休日 月曜、第3日曜、第1月曜の次の火曜

HP QR

8

“カラーコーディネート”からお肌に合わせたカ
ラーリングパーマスタイルをご提案いたしま
す。8号線沿いにある“アピタ松任内”に位置し、
利便性も高く、駐車場も広く設けてあります。老
若男女、幅広い世代からご来店されております。

貴女のお肌に似合わせた“キレイ”をご提案します

KAMIO APITA 店
かみお あぴた てん

白山市幸明270 アピタ松任内

TEL 0120-74-6744
有　MAP P5 C-3

メニュー カット 4,100円
カラー 5,600円～
パーマ 9,100円～
トリートメント2,100円～
眉カット 1,600円

 
営業時間 平日・土10:00～19:00（日・祝/～18:00）

金曜11:00～20:00
 
定休日 水曜

LINE QR HP QR
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 9 

 髪をダメージさせないをテーマに、マンツー
マンで丁寧な施術を心掛け、髪の悩みやケア・
スタイリング方法など何でも相談出来るあな
ただけのパーソナルヘアサロン。 

 徹底的にこだわったダメージレスな施術で今までで1番綺麗な髪へ 

   gumi HAIR 
 ぐみ へあー 

 白山市幸明町12-1 

TEL  076-220-7505 
  3台 　 MAP  P5 C-4 

 メニュー  カット   4,500円 
 カラー   6,000円～ 
 トリートメント  2,000円～4,000円 
 縮毛矯正   12,000円～ 
 ヘッドスパ   3,000円～ 

 
 営業時間  10:00～19:00 
 
 定休日  月曜、第1・3火曜 

    HP QR 

 10 

 プライベートな空間とパーソナルなサービス
を提供するヘアギャラリーです。
お客様の日々の想いと理想のヘアデザインを
カタチにし、洗練された空間で特別な時間を
提供いたします。 

 スタイリストがカウンセリングから仕上げまでマンツーマンで担当 

   DOUBLE_gallery 
 だぶるぎゃらりー 

 白山市新成3-208 

TEL  076-276-8006 
  4台 　 MAP  P5 C-2 

 メニュー  カット   4,500円（＋Tax） 
 カラー   4,500円～（＋Tax） 
 トリートメント  3,500円～（＋Tax） 
 縮毛矯正（カット込）  15,000円（＋Tax） 

 
 営業時間  10:00～19:00 
 
 定休日  月曜、第1火曜、第3日曜 

     

 11 

 母の代から40年、周りの方々のお陰で今日があ
ります。
髪と地肌を大切にする方にヘナカラーをお勧め
させていただいています。
成人式等のお着付けも喜んでいただいています。 

 ヘアーの事は気さくにご相談ください 

   トータルビューティ 愛 美容室 
 とーたるびゅーてぃー あい びようしつ 

 白山市横町101-2 

TEL  076-276-1152 
  6台 　 MAP  P6 B-3 

 メニュー  カット（シャンプー抜）   3,300円 
 カット&パーマ  7,700円～ 
 カット＆カラー  7,700円～ 
 カット＆ヘナカラー   9,900円 
 着付   7,700円～ 

 
 営業時間  9:00～18:00 
 
 定休日  月曜、第3日曜 

     

 12 

 特別な日、時には違う自分になりたい…当店
では、マンツーマンにて、ゆっくり過ごす時間
を大切にお相手させて頂きます。 

 安心、そして、満足を叶えるサロン 

   パリジャン 美容室 
 ぱりじゃん びようしつ 

 白山市安田町47-1 2F 

TEL  076-276-9199 
  3台 　 MAP  P6 B-3 

 メニュー  カット（ブロー込）   3,500円 
 パーマ（カット別）   5,000円 
 カラー   5,000円 
 ハーブカラー   6,000円 
 縮毛矯正（カット込）  13,000円 
 アップヘアー着付けも承ります。 

 （全て税別） 
 
 営業時間  9:00～18:00 
 
 定休日  月曜、第3日曜 
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13

カットは自分でスタイリングしやすいドライカッ
トで！提案。パーマや染めは、化学薬品を最小限
に、Be-1水で！パーマやカラーを楽しめます。
大切なお客様の健康を考えたサロンづくりをし
ております。

美と健康を提案し安全・安心に美と癒しの空間サロンです

美容室 OASIS.
びようしつ おあしす

白山市笠間町567

TEL 076-204-6428
3台　MAP P4 B-4

メニュー シャンプ―カット 4,400円
ヘナカラー 5,000円～
Be-1カラー 7,000円～
Be-1パーマ 9,000円～
ヘッド・スパ20分 2,500円～

 
営業時間 9:00～19:00
 
定休日 月曜、第1火曜、第3日曜

14

女性スタッフのみなのでアットホームな雰囲
気。
カラーやパーマのダメージを最小限に抑える
オリジナルトリートメントをサービスしてい
るので、遠方から通うお客様も多い。

初めてのお客様も緊張しない雰囲気のサロン

美容室 びび
びようしつ びび

白山市若宮3-34-1

TEL 076-277-6648
6台　MAP P7 D-4

メニュー カット 4,400円～
パーマ（カット込）8,500円～
カラー 6,500円～
カラーカット 8,500円～

 
営業時間 10:00～19:00

日祝9:00～18:00
 
定休日 月曜、第1・3・5日曜

15

JR松任駅から徒歩5分。白い外観が特徴の美容室です。
気さくな店主があなたの髪質に似合ったヘアスタイルを
提案致します。
カット、パーマ、カラーのことは何でもお気軽におたずね下
さい。電話で予約してからのご来店をおすすめ致します！

あなたに似合うヘアスタイルを提案します！

美容室 ミルキー
びようしつ みるきー

白山市横町95

TEL 076-275-6601
3台　MAP P6 B-3

メニュー カット 4,000円
パーマ 8,500円
シャンプー・ブロー 3,600円
カラー 8,500円

 
営業時間 9:00～18:00
 
定休日 第1・3日曜

16

完全予約制で1人のスタイリストがシャン
プーから仕上げまで担当。丁寧なシャンプー
が貴女に至福のひとときを与えてくれます。
アップスタイルや着付も好評です。休日や時
間外の相談も承ります。

ヘア＆キュア藤はいつもきれいでいたい貴女を応援します

hair & cure 藤
へあ あんど きゅあ ふじ

白山市茶屋2-63

TEL 076-275-3208
5台　MAP P6 A-4

メニュー パーマ（カット込）8,580円～
カット（シャンプー込） 4,400円
カラー（カット込） 8,250円
全て税込、早期来店割引有

 
営業時間 9:00～18:00
 
定休日 月曜、第1・3・5日曜

18 19



 17 

 お客様の髪質に合わせて、なりたいイメージを
実現し、コミュニケーションを通じて悩みを解
消させていただく。信頼を得られるサロンです。
あなたの魅力、どこまでも、じぶんらしく開花さ
せませんか。 

 どこまでも、じぶんらしく、なりたいイメージを実現 

   hair & make apricot 
 へあーあんどめいく あぷりこっと 

 白山市橋爪新町307-1 

TEL  076-207-4346 
  4台 　 MAP  P5 D-4 

 メニュー  カット   4,400円 
 カラー   5,500円～ 
 パーマ   9,900円～ 
 縮毛矯正   11,000円～ 

 
 営業時間  9:00～18:00 
 
 定休日  月曜 

     

 18 

 “美と健康、地球環境浄化”をテーマにより安心・安全な施術
を実感して頂け居心地いいストレスフリーなサロンです。
カラー・パーマ・ストレートによる髪のダメージがありませ
ん。
またヘッドスパが人気です。 

 髪と頭皮にやさしいサロンです 

   ヘア＆リラクゼーション Nature 
 へああんどりらくぜーしょん なちゅーる 

 白山市徳丸町379 ラ・カーザ杉本1F 

TEL  076-276-3631 
  5台 　 MAP  P5 C-3 

 メニュー  カット   4,950円 
 ドライカット   5,500円 
 ヘアカラー   6,600円～ 
 パーマ   11,000円～ 
 縮毛矯正   19,800円～ 
 ヘッドスパ   3,300円～ 

 
 営業時間  9:30～18:00 
 
 定休日  月曜、火曜、第3日曜 

     

 19 

 独自の薬剤を使い髪や肌のトラブルを改善し
ニューヨークドライカットで再現性の高いス
タイルをつくり骨格補正によりあなたにぴっ
たりのスタイルに仕上げます。 

 髪や肌の夢をかなえるドクターサロン 

   ヘアーエステ・タチバナ 
 へあーえすて・たちばな 

 白山市末広1-91 

TEL  076-275-0602 
  有 　 MAP  P7 C-4 

 メニュー  カット   4,600円 
 カラー   6,800円～ 
 ヘッドスパ   3,500円～ 
 エステパーマ  11,900円～ 

 
 営業時間  9:00～17:00 
 
 定休日  月曜、第1・3日曜 

     

 20 

 経験豊富なスタイリストが、あなたの『なりた
い』＋あなたに『似合う』を形にします。
感染対策にもしっかりと取り組んでいますの
で、安心してご来店ください。 

 あなたらしさを引き出しながら、なりたいスタイルを形にします。 

   Haircutstudio Couleur. 
 へあかっとすたじお くるーる 

 白山市松本町876-1-2 

TEL  076-274-6966 
  3台 　 MAP  P4 A-4 

 メニュー  カット   3,890円 
 パーマ（カット込）  8,300円～ 
 カラー（カット込）  7,450円～ 
 酸性縮毛矯正（カット込）   13,500円～ 
 酸熱トリートメント  5,000円～ 

 （全て税別） 
 
 営業時間  9:00～18:00 
 
 定休日  月曜 

 LINE QR   HP QR 
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 21 

 コロナ対策を実施し完全予約とさせて頂いて
おります。
施術を伴いながら、ゆったりしたお時間を過
ごして頂けたらと思っております。
モロッカン正規取り扱い店です。 

 1:1の時間を大切にさせて頂き、笑顔でお帰りになられます様に 

   Hair shape ゆーりあ 
 へあしぇーぷ ゆーりあ 

 白山市八ッ矢町265-1 

TEL  076-274-7199 
  3台 　 MAP  P7 D-2 

 メニュー  カット   3,000円 
 パーマ   7,000円～ 
 縮毛矯正   12,000円～ 
 カラー   5,000円～ 
 アップ・着付け承ります（ご相談下さいませ） 

 
 営業時間  9:00～18:00 
 
 定休日  月曜、第1・3日曜 

     

 22 

 明るくコンパクトな空間。リラックスした雰
囲気は小規模店ならではの魅力です。
スタイリストとの自然体のコミュニケーショ
ンで、ゲストの魅力を最大限に引き出してく
れる。 

 癒しの雰囲気が魅力のプチサロンです！ 

     
 へあーすたじお いーぼっくす 

 白山市末広2-75 

TEL  076-274-4343 
  3台 　 MAP  P7 C-4 

 メニュー  カット   3,850円 
 カラーカット  8,800円～ 
 パーマ   8,800円～ 
 ヘッドスパ（ブロー別）   2,750円 

 
 営業時間  9:30～19:00 
 
 定休日  月曜、第3日曜 

     

 23 

 自然なもので皆様をキレイにしたくてアーユル
ヴェーダー（ヘナ、オーガニックハーブ）を生かしたメ
ニューでおひとり様に合わせた施術をしています。
またオンラインでヘナ講座なども開催しております。 

 ヘナカラーハーブオーガニックのことならおまかせ下さい！ 

   ヘアースタジオ ビリーヴ 
 へあーすたじお びりーう  ゙

 白山市相木町698-1 

TEL  090-9449-3710 
  4台 　 MAP  P5 C-2 

 メニュー  カット   3,300円 
 カラー（ヘナ）  4,700円～ 
 着付け   5,500円～ 
 ヘッドケア   3,000円～ 

 
 営業時間  9:00～18:00 
 
 定休日  月曜 

 LINE QR   HP QR 

 24 

 1対1でさせていただいてるのでその方に合
わせたスタイルや手入れの方法をお伝えいた
します。楽にすてきにスタイリングできるよ
うに、しっかりカウンセリングをとって提案
させていただきます。 

 全ての世代の方にくつろいでいただける優しい空間でお待ちしております 

   HAIR NATALY 
 へあー なたりー 

 白山市青葉台1-33-1 

TEL  076-256-3360 
  3台 　 MAP  P5 D-3 

 メニュー  カット   4,000円 
 カラー   4,200円～ 
 パーマ   4,500円～ 
 ポイントパーマ、ストレート   3,000円 
 ストレートパーマ（カット込）   12,000円～ 

 
 営業時間  9:00～18:00 
 
 定休日  月曜、第1火曜、第3日曜 
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 25 

 当店一押しは東洋医学に基づき無数のツボを刺激す
るヘッドスパ（若返り）は男女問わず人気です。また、
健康志向が高いゲストにはヘナカラーもオススメ。
納得できるヘアスタイルは素材からをモットーに。
まずはお気軽にご来店下さい！ 

 髪と頭皮のお悩み改善。落ち着いた空間でリラックスしませんか？ 

   ヘアメイク apego 
 へあめいく あぺーご 

 白山市美里町17 メゾネット美里A号 

TEL  076-255-7176 
  2台 　 MAP  P5 D-3 

 メニュー  カット   4,000円 
 カラー   5,500円～ 
 ウェーブ   5,500円～ 
 ヘッドスパ   ＋2,200円 
 他訪問美容あり（要予約） 

 
 営業時間  9:00～19:00 
 
 定休日  月曜、第3日曜 

 LINE QR   HP QR 

 26 

 小さなお子様からご年配の方まで、お客様が
いつでも気軽におしゃれを楽しんでいただけ
るお店づくりを目指しています。
「お客様の喜びが、私達の感動！」を合言葉に、
皆様のご来店を心よりお待ちしております。 

 家族ぐるみでご利用いただけるアットホームなファミリーサロン 

   べっぴんさん 松任店 
 べっぴんさん まっとうてん 

 白山市平松町87-1 

TEL  076-276-2367 
  10台 　 MAP  P5 C-4 

 メニュー  カット   3,800円 
 カラー   6,000円～ 
 パーマ   6,000円～ 
 ヘッドスパ   3,000円～ 
 着付   6,000円～ 

 （全て税別） 
 
 営業時間  9:00～18:00 
 
 定休日  月曜、第3日曜 

 LINE QR   HP QR 

 27 

 「子どもにも、子育てママにもやさしい」をコンセプ
トに、忙しい日常を忘れ思いっきりおしゃれを楽し
んでいただけるよう、保育士常駐の託児室を完備。
親子でステキになって、楽しく過ごせるお店づくり
を心がけています。 

 子育てファミリーを応援する美容室 

   Baby & mama 
 べびー あんど まま 

 白山市田中町119 

TEL  076-274-4448 
  10台 　 MAP  P5 D-2 

 メニュー  カット   3,500円 
 ※平日は親子ペアご利用で、 
 3才未満のお子様カット無料 
 カラー   5,000円～ 
 パーマ   6,000円～ 

 （全て税別） 
 
 営業時間  9:00～18:00 
 
 定休日  月曜、第3日曜 

 LINE QR   HP QR 

 28 

 ここはとある駅の北口。松任に住んでる方か
らは｢駅裏｣と呼ばれるアンダーグラウンド。
そこにポツンとでもない美容院があります。
めでたし、めでたし。求人もしてるよ！ 

 髪を切るのに全集ちゅ…なんて言わないよ絶対ぃ～ 

   MEGURU, 
 めぐる 

 白山市相木1-3-11 ノールラガール1F MEGURU, 

TEL  090-8092-5977 
  4台 　 MAP  P7 C-1 

 メニュー  いい大人のカット   5,000円 
 染めて切られて  9,500円～ 
 巻かれて切られ  9,500円～ 
 お悩み相談   0円 
 とびっきりのスマイル   550円 

 
 営業時間  10:00～20:00（19:00L.O.） 
 
 定休日  月曜、第1火曜、第3日曜 

 LINE QR   HP QR 
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 1 

 アルソア化粧品は、心、体、肌を製品を通して、
健康に導くお手伝いをさせて頂いておりま
す。
あなたのお肌、健康について、気になることが
あればお気軽にサロンへお越し下さい。 

 お肌、健康について、気になることを気軽に相談できるコスメティックサロン 

   アルソア たなか 
 あるそあ たなか 

 白山市三幸町88 

TEL  076-274-9611 
  5台 　 MAP  P5 C-4 

 メニュー  リンパマッサージ   1,800円 
 フェイシャルエステ   3,300円 

 
 営業時間  10:00～18:30 
 
 定休日  日曜・祝日 

 LINE QR   HP QR 

 2 

 ご自分の本来持っている力を活かしキレイと
健康の力を高めていきます。
どんな事でも小さな事でも安心してご相談頂
きその方に合わせたやり方をカウンセリン
グ、アドバイスさせて頂きます。 

 更にキレイに健康に人生を大切に生きたい方へ 

   アルソア VIVID 
 あるそあ びびっど 

 白山市平松町88-2 あさがおハイツⅢ101 

TEL  090-8266-4440 
  3台 　 MAP  P5 C-4 

 メニュー  美容・健康カウンセリング 
 スキンケアチェック＆アドバイス 
 メイクアドバイス 
 ご自分に似合うトータルコーディネート分析 
 ファスティング 

 
 営業時間  10:00～18:00 
 
 定休日  日曜・祝日 

     

 3 

 ミキモトコスメティックス正規取扱店ならではの、真珠
特許成分と、専用エステ機器、そして独自のハンド手技
で毛穴レスの透き通るようなツヤ肌に！
サロンに来てからの相談も承ります。
定期的なエステで真からの美肌づくりをご提案します。 

 深刻な肌荒れに悩んでいる人の為の肌トラブル改善専門サロン 

   プライベートフェイシャルサロン ピュアリ 
 ぷらいべーとふぇいしゃるさろん ぴゅあり 

 白山市藤波2-3-4 

TEL  090-2090-6417 
  2台 　 MAP  P5 C-5 

 メニュー  リンパフェイシャル   5,500円 
 毛穴洗浄フェイシャル   8,000円 
 小顔リンパフェイシャル  11,000円 

 
 営業時間  10:30～22:00 
 
 定休日  不定休 

 LINE QR    
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 1 

 国産の安心安全マシンで痛くない！2週間に
1度の施術で最短半年で脱毛完了を実現。
他、オリジナルの組み合せで肌トラブルに
合った治療が行なえるフォトフェイシャルも
人気です。 

 最新の機器と丁寧な施術で「お客様のキレイになりたい」を実現します 

   Esthetique ilya 
 えすててぃっく いりや 

 白山市北安田西1-208 

TEL  090-4119-1868 
  3台 　 MAP  P4 B-3 

 メニュー  脱毛全身体験   9,800円 
 Sパーツ体験   1,000円 
 Lパーツ体験   3,000円 
 フォトフェイシャル体験   5,900円 
 ラッシュアディクトプロ体験   3,980円 

 （全て税別） 
 
 営業時間  9:00～21:00 
 
 定休日  日曜・祝日 

 LINE QR   HP QR 

 2 

 創業66年。地元はもちろん金沢や小松方面か
らもご来店頂いております。
お客様一人一人のお肌の悩みをしっかりと理
解し、美のサポートをさせて頂きます。
お気軽にお電話下さい。 

 何歳になってもキレイになれます。まずはお試しエステから。 

   化粧品とエステの店 フォーレン 
 けしょうひんとえすてのみせ ふぉーれん 

 白山市中町29 

TEL  076-275-5200 
  3台 　 MAP  P7 C-3 

 メニュー  お試しエステ   1,100円 
 （お一人様1回のみ） 
 レギュラーコースの他水素マ 
 スクなどのオプションも好評！ 
 まつげパーマ初回   2,750円 

 （全て税込） 
 
 営業時間  9:30～19:30 
 
 定休日  水曜 

 LINE QR   HP QR 

 3 

 大人のあらゆる疲れや悩みを海洋・植物・温熱を用いて根本改善を目指
すサロンです。温めてほぐす事で、辛い肩コリや首、腰痛を改善へと導く
ホットストーンや、白山市初導入のエイジング肌を改善していく肌再生
美容「REV1次世代ハーブピーリング」が人気です！一度の施術から効果
実感できるエステを提供しております。お家サロン開業スクール併設。 

 疲れに悩む女性の為のプライベートサロン 

   Smile ring 
 すまいるりんぐ 

 白山市相川町970-3 

TEL  080-6359-1280 
  有 　 MAP  P4 B-2 

 メニュー  ホットストーンBODY（60分）   9,000円 
 陶器トリートメント（ハーブピーリング）（50分）   11,000円 
 ハーブ蒸し（45分）   4,000円 
 小顔矯正＋ゆがみチェック（60分）   4,000円 
 ドライヘッドスパ（45分）   5,500円 

 （全て初回、税別） 
 
 営業時間  10:00～23:00 
 
 定休日  完全予約制 

 LINE QR   HP QR 

 4 

 「お肌がキレイだと心も豊かになる」をモットーに心
を込めてお手入れさせて頂きます。また、エステス
クールも開校しております。憧れていた職業を仕事
にしてお客様に喜ばれ、やりがいのある日々を送りま
せんか。（スクールはオンラインレッスンも可能です） 

 お肌がキレイだと心も豊かになる 

   Serendipity 
 せれんでぃぴてぃ 

 白山市八田町993-2 

TEL  076-256-2286 
  4台 　 MAP  P5 C-1 

 メニュー  ぴかぴかフェイスup   3,300円 
 アミノビタミンフェイスup   3,300円 
 他各種オプションメニューあります 

 
 営業時間  10:00～18:00 
 
 定休日  日曜・祝日 

 LINE QR   HP QR 
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 5 

 看護師×カウンセラー×最新鋭高速脱毛機による、お
肌の状態に合わせた丁寧な施術をお約束致します。
お客様にとって心からリラックスできる場所として、
ムダ毛のお悩みはもちろん、日々のストレスまで解消
できるサロンを目指しています。 

 現役看護師があなたのお肌に合わせて丁寧に施術します 

   男性専用脱毛サロン 裸王 
 だんせいせんようだつもうさろん らおう 

 白山市馬場2-35-1 ファミーユ桜通103号室 

TEL  076-256-3675 
  4台 　 MAP  P6 B-5 

 メニュー  ヒゲ脱毛（口周り）   9,800円 
 全身脱毛（VIO有）  39,800円 
 全身脱毛（VIO無）  29,800円 

 
 営業時間  12:00～20:00 
 
 定休日  日曜・祝日 

    HP QR 

 6 

 子育てに忙しいママをケアするおうちサロンです。
こんなお悩みありませんか？
・乾燥がひどい　・顔が疲れてみえる
・メイクが浮く　・たるみが気になる
当サロンにお任せ下さい。（ライン登録で初回割引あり） 

 ［脱！乾燥肌］未来のお肌はあなた次第 

   パールフェイスエステティック Lumiere 
 ぱーるふぇいすえすててぃっく りゅみえーる 

 白山市村井町2281-3 

TEL  090-3171-6912 
  3台 　 MAP  P5 C-4 

 メニュー  基本コース（デコルテ込）   5,000円 
 毛穴のお掃除コース   7,300円 
 たるみケアコース   7,000円 
 古い角質ケアコース   6,500円 

 （全て税込） 
 
 営業時間  10:30～16:30（完全予約制） 
 
 定休日  日曜、その他不定休 

 LINE QR   HP QR 

 7 

 暖かみのある照明に、木の香りを感じられます。
エステもさることながらリラクゼーションにこ
だわった内装で、窓から暖かい陽の光が差しこみ
自然を感じながらエステを体感して頂けます。
〈一緒に働くスタッフ募集中〉 

 プロの手技とポーラ最先端のテクノロジーで、豊かでいきいきとした表情を 

   ポーラ化粧品 Loveショップ 
 ぽーらけしょうひん らぶしょっぷ 

 白山市中柏野町8-8 

TEL  076-277-6588 
  6台 　 MAP  P4 B-4 

 メニュー  コースメニュー（エステ） 
 美肌トリートメントコース 
 プレミアム   9,350円～ 
 スペシャル   6,050円～ 
 ベーシック   4,070円～ 

 
 営業時間  9:30～19:00 
 
 定休日  日曜、祝日（要相談） 

 LINE QR    

 8 

 白山市役所前ショッピングモールラスパ白山店内にあるお店です。
ご家族、お友達同士でお買い物帰りやショッピングで、お気軽にお
立ち寄り頂けるエステサロンです。
初めてのお客様にはトライアルエステをご用意しております。
ご来店心よりお待ちしております。 

 お客様1人1人により沿ったパーソナルケアをご提案してます。お客様の「なりたい肌」を一緒に考えご提案 

   POLA THE BEAUTY ラスパ白山店 
 ぽーらざびゅーてぃー らすぱはくさんてん 

 白山市倉光5-14 ラスパ白山 

TEL  076-276-8945 
  有 　 MAP  P5 C-3 

 メニュー  エイジングケア50分   4,070円 
 スペシャルケア75分   6,050円 
 パーソナルケア90分  6,050円～ 
 プレミアムケア70分   9,350円 
 肌プランニング30分   無料 

 
 営業時間  9:00～19:00 
 
 定休日  年中無休 
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 10 

 デコルテからフェイシャルまでリンパを流しな
がら、施術をします。
お顔はスッキリ、お肌はプリプリになりますョ！
美容と健康を気軽に相談できるサロンです。
セラピストさんも募集中です。 

 メナード化粧品のフェイシャルサロンです。 

  メナードフェイシャルサロン    ラシェット 
 めなーどふぇいしゃるさろん らしぇっと 

 白山市博労1-74 

TEL  090-8099-3332 
  3台 　 MAP  P6 B-4 

 メニュー  トライアル   2,200円 
 会員施術料   2,200円 
 ビジター施術料  4,400～8,800円 

 
 営業時間  10:00～18:00 
 
 定休日  不定休 

     

 11 

 年齢を重ねるとともに本物の美しさを呼び起こす
こと、女性の「美」の価値を引き出していきたい。年
齢にとらわれない生き方を応援する、新しいスタイ
ルのリラクゼーションサロンです。女性が「美」を通
して心豊かに楽しい日常にをお手伝いします。 

 女性が幸せになる「美」の提案 

   リラクゼーションサロン EN 
 りらくぜーしょんさろん えん 

 白山市馬場2-33 Mグローリー2F 

TEL  076-274-5015 
  5台 　 MAP  P6 B-5 

 メニュー  小顔筋モイスチャマッサージ   8,000円 
 ボディアロマリンパトリートメント   8,000円 
 エイジングケアEN  10,000円 
 ENセルライトスリム   7,000円 
 プレミアムスキンEN   7,000円 
 （全てトライアル初回） 

 
 営業時間  平日11:00～20:00

土日祝9:00～18:00 
 
 定休日  不定休 

 LINE QR   HP QR 

 9 

 日頃の疲れを忘れられる癒しの空間です。個室2部屋あり。
他のお客様を気にすることなく相談しやすい空間です。
お肌の悩みに応じた丁寧なアドバイス施術が得意です。
「お肌にハリが出た！小顔になった！」のお声を多く頂いて
おります。 

 肌のコンディションに合った、自分専用のアドバイス、技術を提案 

   POLA La.saras 
 ぽーら ら.さらす 

 白山市木津町256-6 

TEL  076-276-9755 
  8台 　 MAP  P5 D-4 

 メニュー  プレミアムエイジングケア（70分） 
  ハリor美白   9,350円 
 スペシャル（60分） 
  ハリor美白   6,050円 
 ベーシック（50分）   4,070円 
 （全てトライアル、税込） 

 
 営業時間  9:30～18:00受付 
 
 定休日  日曜、祝日※事前ご予約は可 

 LINE QR    

 12 

 令和2年11月10日にアピタ松任店内にオープンしました★場所はミスタードーナツさんから
入っていただくと20m左手にございます。幅広い年代のスタッフがお客様一人一人の悩みに寄
り添った接客をいたしますので無理な勧誘は一切ございません！また全身脱毛・部分脱毛など
自分にあったメニューを来店ごとのお支払方法ができますので無理なく通うことができます。
まだルミライズの脱毛を体験したことがない人は初回のクーポンで体験してみてください★ 

 痛みの少ない最新脱毛で、気軽に脱毛デビュー！ 

   LUMIRISE 
 るみらいず 

 白山市幸明町270 アピタ松任店1Fティオゾーン 

TEL  076-208-3118 
  有 　 MAP  P5 C-3 

 メニュー  全身＋VIO＋顔  10,500円 
 全身＋VIO   8,500円 
 全身（VIO別）   7,000円 
 V I O・2回   7,000円 
 人気部位・2回  4,500円（ワキ・ひじ下・ひざ下） 

 （全て税別） 
 
 営業時間  10:00～19:00 
 
 定休日  火曜 

    HP QR 

32 33



 1 

 デザインを楽しむことはもちろん！
爪を育て強くするフィルイン専門サロンとし
て、自慢したくなる爪を一緒に作ります♡
ご予約は、電話・LINE・Instagramより承って
います。 

 ネイルとセルフホワイトニングの同時施術ができるサロン♡ 

   nail salon emulink. 
 ねいるさろん えむりんく 

 白山市福留町2080 

TEL  090-3299-0617 
  1～2台 　 MAP  P4 A-5 

 メニュー  クリア  5,000円 
 ワンカラー  6,000円 
 グラデーション  ＋1,000円 
 アート  50円～ 
 セルフホワイトニング（初回）  3,500円 

 （全て税別） 
 
 営業時間  10:00～19:00 
 
 定休日  不定休 

 LINE QR  HP QR 
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