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　30代を過ぎて急激に崩れ始める肌には、同
サロンのプロのスキンケアを試してみて。スタン
ダードコースでは丁寧なカウ
ンセリングとスキンチェックを

おこない、メナードで蓄積された数百万件のデータを活かし、1人ひとりの肌
に潜む、変化やトラブルの兆しを逃さない。その上でフェイシャル＋デコルテマ
ッサージを行うから、短期間で肌の潤いとハリを満たし透明感UPした肌に。
今なら夏の美白ケアにオススメのパック付き！

実年齢より若々しく、美白も
充実のフェイシャルケアの50分

芦屋市船戸町7-22　アルト芦屋106
営／9時～19時　日祝定休

20797-62-6024（担当　東谷）

メナードフェイシャルサロン
芦屋駅前店

芦屋市

スタンダードコース＋美白パック…2,160円

急激に崩れ始めたフェイスライン…シミ、シワも気になる
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特　典　「シティライフを見た」で、（7月末まで・要予約）
● 気ままな肌と心を癒やすエステティックセラピー
　スキンケアチェック→カルテ作成→クレンジング→ウォーミング→
　マッサージ→バイブレーション→キッシング→ローションパック→
　スプレー→クーリング→ローション・ミルク
　スタンダードコース（50分）.... 6480円→2160円
　さらに透明感UPに導く
　美白パック1,080円相当→無料

　冷房や冷たいものの摂りすぎでむくみがちになるこ
の季節。むくんだ顔や小顔への近道は創業38年の
同サロンにおまかせ。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
物を一掃してくれる。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。

西宮北口店
塚口店
梅田本店

たるんだ顔や毛穴の開きが自己ケアではどうにもならない

実績ある小顔＆毛穴改善
ケアでエイジレス肌に
お悩み別トラブル肌改善コース（90分）
…………………12,960円～→3,780円

塚口店
206-6421-5600
阪急塚口駅南改札口
徒歩スグ

西宮北口店
20798-67-8744
阪急西宮北口駅北改札
西出口徒歩2分
カサマドンナビル4F

梅田本店
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 他、心斎橋店・なんば店・高槻店・江坂店・豊中店・奈良橿原店・学園前店

至三宮
阪急西宮北口
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■西宮北口店 ■塚口店

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

素肌のクリニック ESCOS 〈エスコス〉

● 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
● 究極のエイジング！心美体バランスドレナージュ（全身）
.......... 1回60分通常19,440円→体験6,480円/体験2回8,640円

痩身、深層筋と筋膜のアプローチ、リンパマッサージ、美容整体、ストレッチを取り入れた融合テクニック。
● 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
※新規様及び、半年経過している方　※特典の併用不可

特　典　「シティライフを見た」で、　（7月末まで・要予約・全て新規の方のみ）

解剖生理学に基づいた究
極のエイジングケアコースが
新登場。

即効でたるみを改善したい
人は筋膜小顔美骨術を

患者様専用

7 0120-706-902  
         tel.0798-22-9012

アーティスクリニック

http://www.artis-clinic.com
アーティスクリニック 検索

※費用は税別となります。　※学生割引きあり（20％OFF）　取材：AR企画　0798-61-2356

アーティスクリニック院長

濱田 英之輔
神戸大学医学部卒業後、麻酔科
にて麻酔学を学ぶ。大手美容専門
クリニックで経験を積み、2002年
アーティスクリニックを開設。

Total Beauty Clinic　目はあなたの印象を変える力を持っています。当院ではカウンセリン
グを重視し、独自の二重まぶた術「LS法」であなたに似合う二重をデザ
インしていきます。術後の腫れも少なく、週末を利用して手術される方も
いらっしゃいます。麻酔は5段階麻酔を採用し、ほとんど痛みは感じませ
ん。術後のフォローアップも万全に行います。「目元の印象を変えたい」

「他院で二重にしたけど・・・満足していない」「セカンドオピニオンとして
相談だけでも・・・」と思っている方は気軽に当院までお越しください。

アーティスクリニック

独自の「LS法」

〈スタンダードプラン/ロングプラン〉

一般的な埋没法とは違い、腫れが少ないのが特徴。ま
ぶたを持ち上げる筋肉に糸をかけることで、持続性に優
れ、自然でキレイなラインをつくることが可能です。5段階
麻酔を採用しているので痛みもほとんど感じません。

施術後3日目の写
真。腫れが少なく、
週末を利用した手
術も可能です。

・ライト・・・・・・・・・・・100,000円/120,000円
・シングル・・・・・140,000円/180,000円
・ダブル・・・・・・・・・180,000円/240,000円
・トリプル・・・・・・・240,000円/300,000円

目の上の脂肪が気になるが切りたくない、という場合は
マイクロカット脱脂を行います。正確
には2mm程度切開しますが、傷はほ
とんど残りません。LS法との組み合わ
せで理想的な二重を実現します。

マイクロカット脱脂 180,000円～

目の下にたるみやふくらみがある
と、老けて見えたり、疲れているよう
な印象に。目の下にたぶついてい
る皮膚や、目を包んでいる脂肪を
切除することで、若 し々くスッキリと
した目元になります。

・目の下皮膚切除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円
・目の下脂肪取り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250,000円
・目の下皮膚+脂肪切除・・・・・・・・・・・・・・450,000円

2～3mm切開して
脂肪を切除

目の下のたるみ取り

目の下のクマ（ヒアルロン酸注入）100,000円～
目の下のクマは、皮膚のたるみや脂肪などのふくらみで影が
できたり、皮膚に色が付いていることが原因である場合が多
く、ヒアルロン酸を注射することでクマが目立たなくなります。

目頭切開法 200,000円～
日本人の多くは「蒙古ヒダ」と呼ばれる皮膚が目頭の部分を覆っていま
す。目頭切開法で蒙古ヒダを処理し、目頭部分が見えるようにすると、目が
大きくパッチリした印象になります。蒙古ヒダが原因で平行型にならない
ようなケースでも、目頭切開法であれば「平行型」にすることが可能です。

腫れぼったいまぶたは、切開法で皮膚の下
や眼球の周りにある脂肪、皮膚のたるみを
切除することで、もともとの二重のような自
然で違和感のない美しいラインになります。

切開法 350,000円～

蒙古ヒダを切開

二重のライン上を
切開して脂肪・皮膚
・筋肉などを切除

西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル6F　
JR西宮徒歩2分／阪神西宮駅徒歩10分
阪急今津線阪神国道駅徒歩10分　■P有　
■診察時間：11時～20時　
■カウンセリング無料　
■完全予約制　
■各種カード取扱　
■各種クレジット受付　
■秘密厳守　
■駐車場あり　
※お電話での予約受付
は19時までとなります。

JR神戸線
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下まつげの2mm下を
切開して、余分な脂
肪・皮膚などを切除

目元を理想どおりのデザインに!!

アーティスクリニックが
あなたの「美の想い」を叶えます

スッキリ・若 し々くなりたい
スッキリした目元になりたい

クマが気になる方には

大きくパッチリした印象になりたい 切るのが怖い…なら
新しくスタンダード
プランが登場！

※スタンダードプランはコストを抑えた短期保証のプラン
です。これまでの長期保証が付いたプランはロングプラン
として生まれ変わりました。詳しくはお問合せください。

もう怯えない！！夏を楽しむために

解 決
P.20からの続き

　たるんだお腹や背中のはみ肉、二の腕の贅肉がこわ
くて体重計にのれない…そんな体重・体脂肪を無理なく
落としたいなら、耳つぼダイエットがおすすめ！耳の6つの
ツボを刺激し、東洋医学と栄養学に基づいた知識で的
確にアドバイス。痩せにくくなった体質を年齢のせいとあ
きらめないで、今すぐ無料カウンセリングを受けてみて！

お腹すっきり3ヵ月で-10kgを目指す
今年の夏こそ耳つぼで本気ダイエット

神戸市灘区岩屋北町1-1-11　
クリエイトビル２Ｆ（１Ｆえあこん村）
営/10時～20時　不定休 P1台有

70120-541-335 
2078-802-7060
http://aquamarine.royal878.jp/

耳つぼサロン  あくあまりん
〈ＡＱＵＡ　ＭＡＲＩＮＥ〉

灘

耳つぼカウンセリング………無料

何をやってもなかなか痩せられない

あくあまりん　西灘　で検索
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特　典　「シティライフを見た」で
● 絶対痩せたい女性のためのダイエットカウンセリング .....無料
● 健康管理士による食事管理ダイエットコース

..........................................................2,000円→1,000円
● リフトアップエステキャンペーン90分...5,400円→2,700円
● リンパドレナージュ90分（足浴付き）....7,800円→3,980円

（7月末まで・要予約・新規の方のみ）

▲針不使用の痛くない施術なの
で安心。3食摂ってOKだから空腹
感やストレスもなく、「もっと早く来
ればよかった」の声多数。

▶健康管理士でもある左藤先生
自身－10kg以上の減量に成功。
体験者だからこその頼もしいアド
バイスも評判！

　4,50代女性に好評の大人かわいいネイルが得意
な同店は、阪神深江駅徒歩2分の「uli  u l i」内に6月
OPEN！経験豊富なネイリストが丁寧に施術するので

おまかせでOK!カウンセリングで好みのデザ
イン、爪のクセや悩みをしっかり相談できるの
でネイルが初めての人も安心。プライベート
ルームでの施術なので落ち着いて過ごせる。

阪神深江駅徒歩2分にOPEN
シンプルかわいい大人のネイル

Menu
● クリアベースフレンチ・ワンカラー
 ............................ 5,000円
● アート2本付シンプルネイル
 ............................ 6,000円
● 選べるデザインアート10本
............................. 8,000円

その他持込デザインも応相談
※全てのメニューにドライケア付
き、爪を傷めないパラジェル使用

特　典　
「シティライフを見た」で、
● 他店オフ.........無料
● 【限定20名】
　ハンドパック
　1回分をプレゼント

（なくなり次第終了・
 前日までの完全予約制）

神戸市深江本町3-4-25　3F
営／11時～ 21時（最終受付19時）
完全予約制(前日までに電話予約)

2078-779-6230
（予約はuli uliにて受付。施術中は留守電に
  氏名・電話番号・希望日時を入れてください）

Meria nail salon
〈メリア　ネイルサロン〉

深江

アート2本付シンプルネイル………6,000円

落ちついた大人の手先を楽しみたい・・・

TSUTAYA3階

交番

〒深江
郵便局
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▲カラーも豊富。ベテランネイリストに相談して。
完全予約制のため、前日までに必ず予約を！

▶シンプルか
ら、こだわりの
デ ザインまで
大人かわいい
が叶うサロン。


