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千里丘にNew Open

全体染め 2,500円
根元染め 2,000円
※根元5cm程度までの全頭染め

部分染め 1,000円
※顔周りや分け目の部分染め

※長さ別の料金はありません

●業界一流メーカーの24種のハーブが入った良質のカラー剤
●カウンセリングで色を決めていく
●プロの手で塗布＆丁寧にシャンプー
●セルフブローなど人件費を抑え低価格を実現

□ こまめに生え際を染めたいが出費は抑えたい
□ ホームカラーは面倒だし、ダメージが気になる

こういう人こんな時にオススメ

この記事持参で
トリートメント無料
3月末まで

白髪染めからファッションカラーまで

メニュー

ココがポイント

カラーリングの流れ step1 券売機で券を購入
step2  カウンセリングで色を決める
step3 カラー剤塗布
step4 プロの手で丁寧にシャンプー
step5 セルフブロー

特　典

口コミ・紹介で高支持率
憧れのスタイルを
似合う方法で実現

　Placeのスタッフは技術が高いから、輪郭や
骨格、髪質に合わせたカットだけでなく一人ひと
りのクセを見極め、その人の顔にベストなスタイ
ルを作ってくれる。朝のスタイリングが簡単にで
きるようにと細かい微調整や、クセ・うねりをカバ
ーする方法なども丁寧に教えてくれるので、「今
までの美容室と違う！」と感じるゲストもいるそう。
憧れのスタイルも諦めずに相談してみよう。

親しみやすく相談しやすいスタッフばかり。また、Placeはス
タッフも店内ディスプレイもお洒落で、通うのが楽しくなる！

● カット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円　
● パーマ+カット（S・B込）・・・・・・・・・・・9,720円～
● ダメージレスアクアハーブカラー （C・S・B込）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円～
● 縮毛矯正コース（C・S・B・T込） 17,280円　

特典 「シティライフを見た」と予約で　（2月末まで・新規の方のみ）
● 読者限定！部分ストレート特別割引
　前髪のみ・・・・・・・・＋1,080円
● カットを除く左記メニューを20%OFF！

前髪＆顔周り・・・・・・・＋2,160円

2072-682-4371
https://ja-jp.facebook.com/PlaceHairdesign/
 http://place-og.blogspot.com

高槻市高槻町13-8 2F
営／10時～19時（日祝18時まで） 
予約優先制  　月曜・第3火曜定休

Place HAIR DESIGN
〈プレイス〉
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パチンコモナコ
高槻センター街

前髪パックリや気になるクセは、顔周
りだけストレートを当てて後ろはクセを
活かすのがお勧め！短時間でできて、
料金も抑えられるので取り
入れる人が多いですよ。

スタイリスト　愛さん

前髪がきまらない、うねりが気になる人は
顔周りの部分ストレートですっきり改善
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※カット・パーマ・カラー・ストレートいずれかされた方
　トリートメント3,240円が無料に
● カット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,820円　
● カット＋ミネラルツヤカラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,060円～
● カット＋ナチュラルヘナカラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,060円～
● カット＋イオンカラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,060円～
● カット＋ウォーターストレート（矯正縮毛）・・・・・・・・10,300円～
● ヘッドスパ（40分）・・・・・・・・2,700円
※2月末まで、要予約、新規のみ 
※単品の場合S・B1,080円別途必要、
ロング料金別途 Ｍ540円Ｌ1，080円

特典 「シティライフを見た」で

「来さえすれば大丈夫」
全幅の信頼の声多し
貴女が生まれ変わる極上サロン
　「こうなりたいと思った貴女になれていますか？」少
しでも今のスタイル、髪悩みがあるのなら一度同サロ
ンへ。ここでしか扱わない自然なカラー剤や立体感を
持たせるカットなど徹底的にこだわるから多くの大人
女性に支持を集める。「トップのボリュームが出にく
い」「ハリコシツヤが無くなってきた…」そんな悩みに
答えることもお得意だ。今っ
ぽく洗練されたスタイルもア
ドバイスもしてくれ、顔周りも
カットだけで華やかに！ここに
安心して任せてみて。

店長　大西さん

頭皮の状態をチェックした上で何種類もある
カラー剤から合ったものを選びます。栄養剤
も加わった特別カラー剤などもあり、手触りは
抜群です！今月特典のトリートメントでさらにツ
ヤ感アップも狙えます。
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Ceres
〈セレス〉

山田店

吹
田・豊
中

カラーによる手触りが気になる人は
ミネラルツヤカラーがオススメ

吹田市山田東2丁目24-9　
シャルム88 1Ｆ
阪急バス山田市民体育館前
下車すぐ
P2台有りP番号17、18
営／9時～19時
月、第3月・火定休

206-6878-7040

Ceres山田店。気さくなスタッフ
が勢揃い。

大阪府内の店舗一覧

力を寄せ合い「くらしの安心づくり」をすすめます。

「安全で安心できる食べものがほしい」という組合員の
願いからスタートした取り組み『フードプラン』。トレーサビ
リティがしっかりした、食べる人にもつくる人にも安全で、
環境に配慮して生産された食品をお届けしています。

コープこうべ くらしの情報センター  0120-443-100
●火～金／8:30～19:30　●土～月／8:30～18:00
※12/31～1/3は8:30～18:00 コープこうべ 検索

コープこうべキャラクター
「コーピー」

豊中市
コープ東豊中
豊中市東豊中町4-3-13
06-6848-2561
営/1F 9時～21時、
2F 9時半～20時
コープ蛍池
豊中市蛍池中町3-2-1
06-6842-3711
営/10時～22時
コープ桜塚
豊中市南桜塚2-1-10
06-6854-6111
営/9時～20時50分
コープミニ桜の町
豊中市桜の町2-1-6
06-6857-2001
営/9時～22時
コープミニ泉丘
豊中市東泉丘2-14-20

06-6840-0661
営/9時～22時
コープミニ城山
豊中市城山町2-5-12
06-6864-6711
営/9時～22時
コープミニ西緑丘
豊中市西緑丘1-1-38
06-6858-0855
営/9時～22時

箕面市
コープ箕面
箕面市桜ヶ丘5-6-6
072-721-2025
営/10時～21時
コープ箕面中央
箕面市坊島1-1-15
072-720-3021
営/10時～20時50分

コープミニルミナス箕面
箕面市如意谷4-6-19
072-724-8761
営/9時～22時

池田市
コープミニ伏尾台
池田市伏尾台3-4-1
072-753-7631
営/9時～22時
コープミニ井口堂
池田市井口堂2-7-18
072-762-9141
営9時～22時
コープミニ上池田
池田市上池田2-4-6-101
072-754-6551
営/9時～22時

吹田市
コープ吹田
吹田市五月が丘西1-1
06-6337-3651
営/10時～21時
コープミニ山田
吹田市山田東
4-17-12-101
06-6875-6181
営/9時～22時

茨木市
コープ茨木藤の里
茨木市藤の里1-10-2
072-643-3461
営/10時～20時
コープ茨木白川
茨木市白川2-2-10
072-630-0110
営9時半～20時50分

高槻市
コープミニ氷室
高槻市氷室町4-2-5
072-690-3501
営/9時～22時

豊能町
コープ新光風台
豊能郡豊能町新光風台
2-18-5
072-738-5901
営/10時～20時

島本町
コープ島本
三島郡島本町青葉1-2-10
075-962-3501
営/1F 10時～20時50分、
2F 10時～20時

お買い物は、生協にご加入のうえ近くのお店へ

年中無休

無料

大阪府吹田市江の木町1-39 セーレ江坂7F　※東急ハンズ向かい
関西ブライダル 江坂 検索

↑

（PC）

ホームページ http://www.bridal-eterna.com
関西ブライダルはCMSマークを取得しました。結婚相手紹介サービス業マル適マーク

関西ブライダル江坂店［エテルナ］結婚
相談

営／10時～20時　休／火曜日

ホテルグランヴィア大阪
11時～
男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収35０万円以上の方）
女性：25歳～38歳位まで（高卒以上）

【30代メイン】

リッツカールトン大阪
2/11●木

2/21●日

11時～
男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収300万円以上）
女性：25歳～39歳位まで（高卒以上）

【30代メイン】

17時～
男性：55歳～72歳位まで
　　 （旅行好きで年収300万円以上）
女性：48歳～70歳位まで
　　 （旅行好きの方）

【旅行が趣味の中高年】

14時～
男性：42歳～57歳位まで
　　 （四大卒or年収400万円以上）
女性：37歳～52歳位まで（高卒以上）

【40代・50代メイン】

14時～
男性：42歳～57歳位まで
　　 （四大卒or年収400万円以上）
女性：37歳～54歳位まで（高卒以上）

【40代・50代メイン】

17時～
男性：52歳～69歳位まで
　　 （年収700万円以上）
女性：39歳～59歳位まで（高卒以上）

【エグゼクティブ婚活】
男性10,000円 女性16,000円

参加費は　　　

男女とも10,000円
男女とも8,500円

参加費は　　　

①婚活パーティスタート
着席し1対1で3～5分お話いただき、
第一印象をチェック。
②食事付きフリータイム
食事時間は20分～30分。なるべく多く
の方と話をしましょう。
③アプローチタイム
10分～15分のアプローチタイム。お
気に入りの方にアピール。
④司会者による参加者紹介タイム
最終チェックに向けてお気に入りの
方、気になった方の名前をチェック。
 ⑤最終チェック
マッチング表にまた会いたい人の番
号を記入。

婚活パーティーの流れ

婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？
婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？

シティライフ読者限定
パーティ参加者20％OFF
シティライフ読者限定

パーティ参加者20％OFF

男女とも10,000円

他のパーティ情報は
ホームページをご覧ください。


