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応援します！への第一歩
美・応援特集

P.20からの続き

　同店のハイパースキン脱毛なら人気の全身脱毛も1回60
～90分と、とってもスピーディー。痛くない、肌を傷めない、快
適！だから顔・ＶＩＯにも安心。子どもの肌にも施術できる。従
来とは異なる脱毛理論で日焼け肌もＯＫ。月1回のペースで
通えるので早く効果を実感して！

西宮市甲風園1-9-8  睦ビル3Ｆ
営／月～土10時半～20時　
　　日・祝10時半～19時
火曜・第3水曜定休 5/3～5休み

　　 脱毛専門店 Dione 
西宮北口店 〈ディオーネ〉

顔脱毛1回体験
20798-78-3978
http://www.dione-nishinomiya.com/ 

特典「シティライフを見た」で
● 顔orひじ下orひざ下から１回
　1カ所3,000円（子ども同一料金）
● 全身1回（ＶＩＯ込）・・・・15,000円
● VIOライン１回（全処理ではありません）5,000円
● 子ども用全身（小学４年生以下）9,000円
● 6万円以上のコース契約の方
　・・・・・・・・・・・顔脱毛1回（3,000円相当）
　チケットプレゼント

（5月末まで・要予約・上記は税別表示）
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阪急西宮北口駅

痛くない脱毛で敏感肌・子どももOK
母の日に「顔脱毛プレゼント」はいかが？

今月はコース契約で顔脱毛1回チケ
ットプレゼント！母の日や友達へのプレ
ゼントにもオススメ。

3,000円（税別）

　そう簡単に落とせない脂肪を徹底除去する新メニュー「リジュ・
スーパースリム」。たっぷり90分の施術で身体を芯から温め、修
復型ヒアルロン酸や高濃度配合のデトックス専用オイルを使い、
凹凸セルライトや老廃物を燃焼へ！某女性誌読者投票で6年連
続グランプリに輝いた実力店の技術の結晶、ぜひ体験して。

西宮市南越木岩町14-2  
パレドモネＢ１Ｆ  　
営／10時～21時

（土・日・祝～19時）　
（近隣にコインパーキング有）　
完全予約制

セラピエール 苦楽園店

癒されながら－5cmの体験を
「1回で結果」のたっぷり贅沢90分

20798-76-5508
http://www.celapierre.com/

特典「シティライフを見た」で
● リジュ・スーパースリム10回コース
　3ヶ月集中ダイエットプラン
・・・・・・・・・・・・・・通常189,000円→
　20%OFF　151,200円

（5月末まで・要予約・新規の方のみ）
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セラピエール　で検索

（カウンセリング＆ボディチェック・遠赤外線トル
マリンドームサウナ・リジュスリムマッサージ・ス
ターバック・EMS(中周波)orヒートバンテージ）

リジュ・スーパースリム（体験120分）

通常18,900円→
（5月末まで・要予約・新規の方のみ・先着10名限定）

高度なマッサージや可動式ローラ
ー、EMS（中周波）の刺激などの
最新技術で脂肪を分解・除去。デ
トックス効果で、心も体もスッキリ！

5,400円

設置店の詳細は
右記QRコードから
チェックできます

設置店（抜粋）

■ TSUTAYA 阪神甲子園店 西宮市甲子園六番町16-13  
 甲子園グリーンビル旧館
■なの花薬局 西宮室川店 西宮市室川町10-28
■アオバ薬局 今津店 西宮市津門大塚町3-20
■淡路島カレー＆Café ストロベリーフィールド 
 西宮市鳴尾町1-3-21 H2O 鳴尾ビル204
■ライフ 浜甲子園店 西宮市甲子園九番町11-62
■マックスバリュ西宮上田店 西宮市上田東町10-27
■KOHYO甲子園 西宮市甲子園三番町10-41
■トライアル武庫川店 西宮市池開町2-28
■山陽マルナカ 西宮店 西宮市浜松原町21-1
■えびすの湯 一休 西宮市今津出在家町7-40
■マックスバリュ西宮浜町店 西宮市浜町3-10
■ポートウェーブ西宮 西宮市建石町1-6
■マルゼン今津店 西宮市津門呉羽町-45
■富士スーパー 西宮市笠屋町21-3
■A-プライス 今津店 西宮市津門住江町12-9
■食品館アプロ 西宮今津店 西宮市津門稲荷町14-5
■東鶴マーケットスクエア 西宮市浜町10-11
■古本市場 西宮店 西宮市門前町5-18
■グローバル コミュニイティ 西宮市甲風園1-1-13
■くる美化粧品店 西宮市川東町4-2
■餃子の王将 阪神西宮店 西宮市戸田町6-26
■Quadrifoglio（クアドリフォーリオ） 西宮市戸田町1-12

■西宮協立脳神経外科病院 西宮市今津山中町11-1
■ハイ写真屋さん 甲子園店 西宮市今津巽町4-31
■ＫａｕＫａｕ 西宮市上甲東園3-9-8
■Kobe Gokigen Kitchen 手作り弁当
 西宮市西宮浜4-14-2
■千種書房 苦楽園店 西宮市南越木岩町10-7
■Bif Rost（ビフロスト） 西宮市甲子園口2-16-1 甲子園口チャンスビル 1F
■エコリング リシャイン 苦楽園店 西宮市南越木岩町5-19 サンビオーズ苦楽園Ⅱ 1F
■KOSHOクリニック 西宮市羽衣町5-13 ワジュール夙川ビル1F・2F 
■kirari西宮店 西宮市田中町5-10 NSビル3F
■アルバータ アルバータ アクタ西宮
 西宮市北口町1-1 アクタ西宮 西館1Ｆ
■小松整体療術院 西宮市門戸荘15-3
■SOLEIL（ソレイユ） 西宮市鳴尾町4-14-20第２南ビル102
■焼肉BAMBINO芦屋店 芦屋市楠町10-19 
■ライフォート打出店 芦屋市南宮町11-1
■エコリング芦屋店 芦屋市南宮町2-20
■うちこち 製造・販売所 芦屋市打出小槌町13-15
■芦屋ナチュラリズム 芦屋市東山町6-6 ハッピーコート1Ｆ
■大利昭文堂 芦屋市月若町8-1
■エコリング ラポルテ芦屋店 芦屋市大原町9-2-127 ラポルテ東館1Ｆ
■スーパーストア おだ本店 芦屋市浜芦屋町1-3
■トータルボディケア芦屋 芦屋市精道町4-14
■ライフォート 芦屋浜店 芦屋市高浜町6-1グルメシティ芦屋浜店 2Ｆ
■岩園薬局 芦屋市岩園町23-3
■ダンスオブハーツ 芦屋市松ノ内町1-10
■ワインガーデン・リブゴージュ 芦屋市公光町4-18
■博多ラーメンげんこつ 芦屋店 芦屋市清水町4-3
■ぼて 岡本店 神戸市東灘区岡本1-4-17 オギタビル1F
■ホテルプラザ神戸 神戸市東灘区向洋町中2-9-1
■サンシャインワ－フ神戸 神戸市東灘区青木1-2-34
■ダイエーグルメシティ住吉店 神戸市東灘区住吉宮町3-5-11
■阪急オアシス本山南店 神戸市東灘区本山南町3-2-1
■グルメシティ本山店 神戸市東灘区岡本1-9-6
■トーホーストア 魚崎南店 神戸市東灘区魚崎南町4-2-18
■KOBE GROCERS（コウベグロサーズ） 
  神戸市東灘区向洋町中5-15 RIVER MALL マーケットシーン1F
■ほっかほっか亭 深江大橋店 神戸市東灘区深江南町4-13-20
■ダイエー 甲南店 神戸市東灘区本山南町8-7-18　
■エコリング住吉駅前店 
  神戸市東灘区住吉宮町4-3-13 ドエルアルス住吉駅前103
■ライフォート阪神御影駅南店（旧神薬堂薬局御影店） 
 神戸市東灘区御影本町4-10-1
■エコリング 東灘店 神戸市東灘区森南町1-6-11
■生鮮クラブ 深江店 神戸市東灘区深江南町1-12-16

■アフラックサービスショップ 日本調剤 六甲アイランド店 
 神戸市東灘区向洋町中２-１３ シェラトンスクエア２Ｆ
■扇文堂書店 神戸市東灘区青木6-6-16-105
■TSUTAYA阪神深江駅前店 神戸市東灘区深江本町3-4-25
■コナミスポーツクラブ本山南 神戸市東灘区北青木2-10-5
■畑の恵み ラシーヌ 神戸市灘区桜口町2-2-10
■グルメシティ六甲道店 神戸市灘区深田町4-1-39
■サザンモール六甲 神戸市灘区新在家南町1-2-1
■めぐみの郷 六甲店 神戸市灘区桜口町3-1-1
■マルキーズキムラヤ 神戸市灘区水道筋3-4-1 
■本家かまどや新庄家店 神戸市灘区浜田町3-5-12
■エコリング 六甲道店 
   神戸市灘区深田町3-1-15 ライオンズマンション六甲道第31階
■エコリング 神戸店 神戸市灘区水道筋6-5-2 稗田ハイム1F
■食の工房 みやまえ 神戸市灘区森後町3-3-7-101
■サツマ薬局 ＨＡＴ神戸店 神戸市灘区摩耶海岸通2-3-3-104
■ライフサロン六甲店 神戸市灘区深田町3-1-15
■ライフ 春日野道店 神戸市中央区北本町通1-23
■ボディリラックス ゆみん 神戸市中央区元町通4-6-6
■KOBEBEEF ＲＥＤ ＯＮＥ（レッドワン）
 神戸市中央区元町通1-10-4 原田ビル2Ｆ
■神戸ハーバーランド スペースシアター 
■神戸ハーバーランドハーバーセンター
  神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル 地下1階
■神戸ハーバーランド MOSAIC 神戸市中央区東川崎町1-6-1　2F
■神戸ハーバーランド 温泉万葉倶楽部 神戸市中央区東川崎町1-8-1
■カルメニ 神戸市中央区東川崎町1-5-7 
■神戸ハーバーランド 総合インフォメーション
 神戸市中央区東川崎町1-2-3 地下1階
■ＯＳシネマズ ミント神戸 神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸9Ｆ
■クラシックサロン・アマデウス 神戸市中央区元町通5-4-8 三木ビル地下
■LeLien Wine&Flower 神戸市中央区加納町4-7-11 パレ･ド･北野坂1F
■じゃがいも神戸元町店 神戸市中央区元町通3-11-18
■エコリング 元町駅前店 神戸市中央区北長狭通3-6-4 ＳＫビル1Ｆ
■サンマルクカフェ 神戸さんちか店 神戸市中央区三宮町1-10-1 さんちか三番街
■本家かまどや 下山手店 神戸市中央区下山手通7-10-6
■中村薬局 神戸市中央区元町通5-7-26
■北野工房のまち 神戸市中央区中山手通3-17-1
■本家かまどや ポートアイランド店 神戸市中央区港島中町3丁目1-2
■神戸ポートタワーホテル 神戸市中央区波止場町6-1
■神戸ポートタワー 神戸市中央区波止場町5-5
■好きやｄｅ西播磨（にしはりま） 神戸市中央区北野町3-1-8 北野町ライトヒルズ1Ｆ
■ほっかほっか亭 ポートアイランド店 神戸市中央区港島6-6-1
■神戸海洋博物館 カワサキワールド 神戸市中央区波止場町2-2
■The House MUSICA 神戸店 神戸市中央区三宮町3-9-2

設置しています！！

その他の設置店はwebにてご確認ください。

ココに

▲骨を本来の位置に戻すだけ
の痛くない施術。フェイシャルオ
イルマッサージや漢方美白パッ
クもしてくれ、肌のツヤが蘇り若
返りを実感。

　手頃な料金と盛り沢山な内容が人気の「小
顔整顔」。鍼灸師によるオールハンドの圧でリ
ンパ・老廃物を押し流し、くすみを取り除いて美
肌へ！さらに首・肩・顔の筋肉疲労もほぐれ、むく
みがとれてフェイスラインがシャープに。シワやた
るみ、ほうれい線、左右差、二重アゴなどにも効
果大。

神戸市灘区森後町2丁目1-10　2Ｆ
営／11時～18時 日・祝定休　完全予約制

ココはこんなサロン

2078-842-1189
※施術中は留守番電話にて用件を受付ます。
http://rebon-kobe.com

Ｒｅｂｏｎ ｋｏｂｅ 〈レボン コウベ〉六甲
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Rebon kobe　で検索

● 小顔整顔（頭蓋骨・顔骨矯正）
漢方美白パック付約50分
・・・・・・・・3,900円→2,500円

● 美容鍼灸（初回約120分、2回目以降約90分）
13,500円→（半額）6,750円

● アロマリンパドレナージュ
　（背面全体＋デコルテ＋ヘッド）
　・・・・・・・60分初回5,500円

特典「シティライフを見た」で　（5月末まで・要予約・新規の方のみ）
　　　JR六甲道駅からすぐでアクセス抜群。
施術者が国家資格取得の鍼灸師なので安心
でき、初回で効果を実感できる確かな技術と、
気分もリラックスできる丁寧な対応が評判。エ
ステ初心者にもおすすめ！

小顔整顔

お顔の悩みには「小顔整顔」
プチ整形級の変化を体験して

2,500円

　体質や体型に合わせた個別プログラムと13機種の
痩身マシーンによる施術で、生活習慣に合わせた「あな
ただけ」の痩身法を指導。体型の崩れ、ぽっちゃり体
質、大幅減量～部分痩身まで、スリムボディへと導いて
くれる。無理な運動、食事制限、追加費用は一切ナシ。
メンバーは1回120分のケアを予約ナシで受けられるの
で「いつでも気軽に通える」と好評だ。

● 60日間20回（約90～120分）・・・・・・・・・・・・・・・・・39,000円（税別）
● フルセット60日間20回（約120～130分）・・・・・51,000円（税別）
※購入品や追加費用は一切なし

ココはこんなサロン

7日間3回体験コース
初回体験通常6,000円→

（先着20名まで・各回約90分）

特典「シティライフを見た」で
● 体験コース体験後に入会で入会金6,000円→無料

（5月末まで・要予約・新規の方のみ）

神戸市中央区三宮町３-9-18　三陽ビル3F　
営／月～金9時半～21時半（水は17時半）
　　土9時～15時半 日祝定休 5/2～5休み

70120-15-3936
（2078-332-7333）
http://www14.plala.or.jp/jsc1968/

 　　　痩身マシーン専門教室 

JSC痩身倶楽部
三宮

JSC痩身　神戸 　で検索
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新生銀行

R&Bホテル

新生銀行サンクスサンクス

みずほ証券みずほ証券

ムリな運動、食事制限は
ナシ。脂肪に直接熱の風
を与えて燃焼！

体重減よりも「体脂肪減」を目指す同教室。
30～60代に支持され38年。有酸素運動とリラッ
クスのW効果を実感できるお得さが魅力。

　神戸で38年の実績・歴48年のオーナー
による痩身専門教室。各線元町駅より3分
で通いやすい。あなた自身合わせたプランを
提案してくれ、効率的に痩せられる！

神戸元町で38年の痩身実績
体験7日間3回で1,000円

1,000円（税別）


