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❶カウンセリング 40～60歳代のお客が多く、悩みに合わ
せてじっくりカウンセリングしてくれる。

❷キャビテーション〈溶かす〉 特殊な超音波で「脂肪とセル
ライトを溶かす」

❸ラジオ波＋ＬＥＤ〈燃やす〉 温熱効果により血流改善。
「脂肪を燃やして排出する」

❹毒だしゲルマベッドマッサージ〈排泄〉 身体を芯から温
め、大量発汗を促す。「老廃物を排出させ、代謝を上げる」

http://www.funny-bee.jp/　
驚きのビフォー・アフター写真はHPに掲載！ 今スグチェック

医療機関提携サロン ファニービー

■吹田店 206-6386-0013
吹田市片山町1-6-23　
グランロゼビル２Ｆ　
JR吹田駅東出口から徒歩1分
営／月曜～金曜11時～20時  
　　土曜・祝日10時～18時　
日曜定休
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■茨木本店
　2072-645-1107
茨木市西中条町1-1 ハタセVIビル3F
JR茨木駅から徒歩1分 
営／月曜～金曜11時～20時  
　　土曜・祝日10時～18時　
　　日曜定休　Pあり

■高槻店 2072-672-5520 阪急高槻市駅から徒歩１分
※喫茶ぶいえいと上3Ｆ
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　全国ダイエットコンテストでグランプリを受賞したファニ
ービー。受賞した52歳のMさんは「何をやっても痩せなか
ったのに無理なく3ヶ月で10㎏減に成功しました」。さら
に肌もキレイに体調も良くなったという。実はこの痩身メ
ニューは「キャビリポスリム」という画期的なもの。有資格
者による施術で、ラジオ波、キャビテーション、LEDと１つ
ずつでも効果が高い施術が、イイトコどりで全て同時に
受けることができ、1回で5～6回分の痩身結果がでる優
れもの。「短時間で効果を出したい」「体質を改善した
い」「高血圧が気になる」と言う方にもオススメしたい、万
能痩身メニューだ。

吹田

お腹や太ももがなかなか細くならない

無理なく健康に痩せる
創業34年の全国優勝サロン
キャビリポスリム（150分）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・通常35,640円→3,400円

特　典　34周年特別価格「シティライフを見た」で
● キャビリポスリム（150分）....通常35,640円→3,400円
　（各店舗先着10名。今月限り）
● まつ毛パーマ.................................2,160円→1,620円

（7月末まで・要予約・初回限定）

豊中店
206-6858-5511
阪急豊中駅南出口
徒歩1分
チェリオビル4F

江坂店
206-6369-1880
御堂筋線江坂駅
⑥出口スグ
第2梓ビル6F 他、心斎橋店・なんば店・高槻店・塚口店・西宮北口店・奈良橿原店・学園前店

■江坂店 ■豊中店
東京三菱UFJ
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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

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〉江坂店
豊中店
梅田本店

　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。

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

● 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

　国家資格取得者による確かな施術力で、「鼻
を高くしたい」「ほうれい線を薄くしたい」という要望も叶える

“小顔隆鼻矯正”。「全ての健康と美容は美しい骨格から」と
話す片岡先生のもとにはモデルもお忍びで通っている。加齢
による悩みが改善され、ぐっと若返る喜びを味わってみて。

1回で実感の「小顔隆鼻矯正」
口コミで好評価の確かな技術

豊中市岡上の町2-6-8　
丹羽ビル１Ｆ
営／10時～20時 

（木は15時まで）　日・祝定休

206-6855-3170

美容整体サロン 
Style Make Labo

〈スタイル メイク ラボ〉（若葉整骨院内） 
豊中
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若葉整骨院　豊中　で検索

特　典　「シティライフを見た」で、　（7月末まで・新規の方のみ）
● 小顔隆鼻矯正コース（75分）............................8,640円→4,980円
● 美スタイルコース（75分）..................................8,640円→4,980円

【骨盤矯正でバストアップ、くびれ、小尻に】
● 骨盤美脚矯正コース（75分）............................8,640円→4,980円

【O脚やX脚を骨盤矯正で美脚に】
● 美容鍼（60分）.................................................4,320円→2,980円
● 美容鍼+小顔隆鼻矯正（120分）.................. 11,880円→7,960円

国家資格取得者による安心かつ的確な施術。

　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。今月限定で夏の美白ケアに最適なパック付き。

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

豊中市緑丘1-28-8　Pあり
営／9時～19時　
日曜・祝日定休

206-6854-8638
（担当　中島）

メナードフェイシャルサロン
ELLE 〈エル〉

豊中

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

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）..6,480円→2,160円
　さらに透明感UPに導く
　美白パック1,080円相当→無料
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もう怯えない！！夏を楽しむために

解 決
P.12からの続き

2016年2月にオープンした新しいクリニックです。
貴女にとっての最良のプライベートクリニックになるよう努めてまいります。
美をお手伝いさせていただくため通いやすい価格で設定しています。
クリニックが初めてという方もぜひお気軽にお越しください。

シンデレラダイエットコース 医療レーザー脱毛
冷却脂肪ダウン＋キャビテーション＋レイペックス＋ダイエット点滴
＋ＮＥＷメソセラピー1Ａ＋脂肪液状化レーザー

 ● 全身脱毛（VIO込） 1回 49,800円
 ● VIO脱毛 3回コース      29,800円16,300円

シティライフ読者様にも通いやすい距離です。

心斎橋駅から徒歩30秒！

受付／10：00～19：00　休診日／不定休　
大阪市中央区南船場3-12-3　
近隣P最大平日1,100円・土日祝1,500円

医療法人 一山十会

クリニーク大阪心斎橋
70120 -948 -270

月払い※36回払いの場合

サーマクールＣＰＴ

75,000円

ウルセラリフト

100,000円

ウルセラとの
併用でさらに
効果的に！

三宮から
約30分！

西宮から
約25分！

千里中央から
約20分！

その他オススメ治療

最強たるみ治療器登場!安心のドクター施術!! 痛くない！切らないフェイスリフトもこの価格で！

大阪・心斎橋の美容外科・美容皮膚科

美容皮膚科・美容外科をより親しみやすく!
低価格・安心・結果を叶えます

20回コース

米国でリフトアップ治療のスタンダードになっている
最強のしわ･たるみ治療器のウルセラリフト｡そのウ
ルセラリフトのしわ･たるみ改善効果をまずは体験し
ていただきたい｡そんな思いで､今回特別価格でご
提供致します｡もちろん施術は経験豊富な医師に
よる安心の施術です｡当院はあなたの新しい一歩
を応援いたします｡

人気のサーマクールがこの価格で実現！ 切ら
ずにシワ・タルミ治療従来のサーマクールを大
幅改善、痛くない！ 大きな若返り効果！

タイタンＸＬ

25,000円

気軽にすぐに効果！肌若返り！

瑞 し々さを保ち柔軟性をサポートするIII型コ
ラーゲンを長期的に増やすので、たるみの改善
だけでなく、肌の根本的な若返りが可能に。

両頬

110,000円フェイスライン

+ジェネシス+イオン導入

※一例


