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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
よい 　フーフ  に  なろう

帝国ホテル大阪
11時～
男性：27歳～40歳位まで
　　 （四大卒or年収30０万円以上の方）
女性：25歳～39歳位まで（高卒以上）

【30代メイン】

太閤園
5/15●日

5/29●日

11時～
男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収350万円以上）
女性：25歳～38歳位まで（高卒以上）

【30代メイン】 17時～
男性：55歳～72歳位まで
　　 （年収250万円以上）
女性：48歳～69歳位まで
　　 （高卒以上）

【趣味・価値観重視】

14時～

男性：42歳～57歳位まで（四大卒or年収400万円以上）
女性：38歳～54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～52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）

【ハイステ男子】

男女とも8,500円

参加費は　　　

男女とも10,000円
男性10,000円 女性15,000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。

※旅行・歴史好きの方

70120-4122-76

　授乳後の削げた胸や加齢による下垂でお
悩みの方必見！どんな悩みもその人に合う下着
を着ければシルエットがぐんと変わり、お洋服選
びも楽しくなる。また、気軽に買えるもので喜ん
でもらいたいというオーナーの気持ちから、どれ
も主婦が買いやすい価格ばかり。豊富な知識
と子育て経験もあり、体の悩みをしっかり聞いて
正しい方法をアドバイスしてくれるので、失敗し
ない下着選びができる。悩みを諦めずに、気さく
なオーナーに相談してみて。

背中すっきり＆バストカップサイズUP
正しい下着選びで若々しいスタイルに

キレイ応援セール開催   5月21日（土）まで
● お会計3,000円以上で 500円OFF
● お会計5,000円以上で 1,000円OFF
期間中は『編集部5月オススメ商品』を展示！

茨木市園田町1-7 FORUM'87 2F
営／11時～18時
水・日・祝定休（じっくり選びたい方は
定休日も対応可。電話にて相談を）
2072-646-9908

ランジェリーショップ  

Hikaru'16〈ヒカル ジュウロク〉

リーズナブル価格なのにすべて国内メーカー製品とこだわ
り、小胸サイズからグラマラスサイズまで取り揃えている。カ
ルテを作成し、購入後のアフターフォローもしっかり対応！

［左］ホールド力たっぷりのロン
グブラ＆ショーツセット3,500円
［中］可愛いデザインなのに
上下セット1,620円
［右］シェイパー2,484円、ガード
ル2,160円、中に着用の下着
上下セット3,132円はFカップま
で揃う人気商品

お子さま連れ歓迎！お店が2階です
がベビーカーはお手伝いしますので
お電話くださいね。フィッティングル
ームもお子さんと一緒にどうぞ。
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　創業38年の高技術は、しみ・しわの原因を突き
止めて改善、たるみを引き上げてハリ艶アップの美
肌になれるという。基本の洗顔および3種のディー
プクレンジングで毛穴奥の古い角質を除去。顔は
勿論、デコルテ～背中に至るまで自慢のリンパドレ
ナージュで老廃物を一掃。そして、エスコスの技術
が全て詰まっている「誕生日月限定ロワイヤルコー
ス」120分通常30,240円→8,640円（要証明書）
も大好評。

見た目年齢を変え
エイジレスな艶肌をキープ

エイジングケアでおなじみの同店。効果と満足度の高さにリ
ピーターが多く、中でも悩み別に肌トラブルを改善してくれる
メニューが人気。体の中からデトックスする、背中までのリン
パドレナージュが綺麗になれる鍵だとか。一度受けるとその
気持ち良さにヤミツキになるかも。頼ってみたいサロンだ！

お悩み別肌トラブル改善コース
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● しみ・しわ・たるみ改善！ お悩み別トラブル肌改善コース（90分）
クレンジング→角質除去パック→フェイシャルマッサージ→リンパマッサージ

（頭～背中まで）→美容機器、肌別に応じて美容液2種）、鎮静パック、フットド
レナージュ、仕上げ。・・・・・・・・通常1回 12,960円～→3,780円
● 筋膜セラピー 100分（全身）通常43,200円→12,960円
癒着した筋肉を緩め骨や筋肉を正しい位置に戻すことで燃焼できる体に。
● たるみ改善！筋膜小顔美骨術60分・通常19,440円→9,720円
● 脂肪燃焼 ラジオ波コース（気になる部位1部位） 60分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円
※ご新規様1回限り、1コースのみ　※特典の併用不可
（5月末まで・要予約・全て新規の方のみ）

特典
「シティライフを見た」で

素肌のクリニック ESCOS 〈エスコス〉

高槻店 梅田本店 心斎橋店

10時半～21時（店舗・曜日により異なる）完全予約制 http://www.escos.co.jp

206-6316-1500
HEPナビオ前のビル
大阪市北区小松原町3-3
OSビル14F

2072-685-1500
JR高槻駅南出口
徒歩2分
寺本ビル3F

206-6243-1500
御堂筋線心斎橋駅
⑥番出口
徒歩1分ラ・シーンビル4F 他、なんば店・江坂店・豊中店・西宮北口店・塚口店・奈良橿原店・学園前店

■高槻店 ■梅田本店
JR高槻駅

三菱東京
UFJ銀行

郵便局

高槻センター街

松坂屋

寺本ビル3F

JR大阪駅

阪急
梅田駅

大丸
東通り商店街

阪神　
百貨店

阪急
百貨店

曽根崎
警察署

OSビル
14F

国道2号線

ロハスな暮らしかたが実践できる一冊！ ロハスフェスタ大使に選ばれた10人のロ
ハスびとの暮らしは、地球にやさしく、家族
にやさしいものでした。そんな暮らしかたを
一冊にギュッとまとめたものが『ロハスブッ
クvol.3』です。考え方やHow to、体験レ
ポートまで、これを読んであなたもロハスライ
フを始めてみませんか?

その一例をご紹介

「食」は私たちが生きていく上で欠かせない営み。
大地に感謝して、大切にいただく。季節を感じられ
る献立を楽しんでみる。自分で発酵食品づくりにチ
ャレンジしてみる…etc。ロハスびとが実際に取り組ん
でいる方法をわかりやすくご紹介しています。

みそづくり

地球にやさしいナチュラルクリーニングの方法や使
えなくなったものを新たなものに生まれ変わらせるリメ
イク術、生ごみもそのまま捨てない『ダンボールコンポ
スト』の作り方や、四季の愉しみかたまで、丁寧な家
仕事のHow toをご紹介しています。

ダンボールコンポストロハスなお掃除

おむつなし育児いちからつくることで学ぶ

etc

etc

etc

ごはんづくりからそうじ、洗濯まで、日々の暮らしに役立つHow toが満載

子育て中のママやこれからママになる方たちに、ぜひ読
んでいただきたい子育てのページ。おむつも使うけれど、
新生児から行える「おむつなし育児」など、持って生まれ
た力を大切にする子育てHow toがここにあります。

他にも「心と体を整える」「ソーシャルな暮らし」「つくること、表現すること」など、ロハスライフのヒントがいっぱい

web購入
特典

「良品探訪」ページからご購入された方に

ロハスフェスタペア入場券をプレゼント！！
良品探訪webで「ロハスブックvol.3」をお買い上げの皆様に各地で行われるロハスフェスタの入場券
（大人350円）をペアでプレゼントします。
※開催情報はロハスフェスタ公式ホームページでご確認ください。※「ロハスフェスタ万博」は万博公園
入園料（大人250円、小人70円）が別途必要となります。

http://www.citylife-shop.com/

［発売元］交通タイムス社　 ［発行元］シティライフNEW

ロハスフェスタから生まれた本

書店・webで好評発売中
1,500円（税別） 180ページ


