
City Life HANSHIN・KOBE  2016.819

【診療時間】
一般診療［9：00～12：30／16：30～19：30］
予約診療［9：00～19：30まで受付中］
休診日：水曜午前・日曜・祝日・年末年始

西宮市羽衣町5-13ワジュール夙川ビル1・2・3F
阪急「夙川駅」南出口、西へ徒歩3分

20798-22-4466
http://www.koshoclinic.com/
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特 典（8月末まで）
阪急 夙川駅  徒歩三分 コウショウ クリニック

漢方内科・皮膚科・形成外科・美容外科・美容皮膚科

当医院は日本美容外科医師会により
認定された適正医療機関です。

両ワキ

Vライン

男性鼻下

ひざ下
（足の甲・足指含む）

両ひじ下
（手の甲・指含む）

初回お試し

2,800円

6,000円

9,000円

8,000円

5,000円

脱毛のベストシーズン到来
医療レーザー脱毛医療レーザー脱毛

しわ・たるみ・小顔しわ・たるみ・小顔

メスを使わずにワキガ・多汗症を治療する最新の治
療方法です。マイクロウエーブを照射して、ワキガ・
多汗症を引き起こすアポクリン腺とエクリン腺を集
中的に破壊します。破壊した汗腺は再生しないた
め、ほぼ永続的な効果を発揮することができます。

ミラドライセンター
70120-36-4466

ワキガ・多汗症ワキガ・多汗症 ミラドライ 当院人気部位
1位 ほうれい線
2位 目の下のくま
3位 あご
4位 隆鼻（鼻を高くする）

5位 眉間の深いしわ

日本内科学会正会員／日本プライマリ・ケア連合学会正会員
／日本抗加齢医学会正会員／日本東洋医学会正会員／日本
美容外科学会正会員／日本美容皮膚科学会正会員／日本美
容外科医師会会員
カウンセリングには十分な時間をかけ、安価な製品は用いず、安
全な施術・安心価格を心掛けております。また、一人ひとりのカラ
ダの状態を見極め、東洋医学と西洋医学を融合させて、双方向
からしっかりと治療を行っていきます。

院長 医学博士 木下 孝昭 きのした　こうしょう

●保険適用あり
●男性治療実績多数あり
●メスで切らない自由診療
※詳しくはお問合せください。

切ら
ない！

1回で効果を実感

リバウンドなし

安心・安全・副作用なし

傷跡
なし！

長期
効果！

すぐ
日常へ！

50,000円
キャッシュバック

もしくは
100,000ポイント

プレゼント
確実に、
安全に

やせる！

1ヵ月
集中コース

ドクターズ
ダイエット
ドクターズ
ダイエット

28,400円

● 1回の食事量が多い
● 早く痩せたい　
● 時 ド々カ食いを
  してしまう
● 間食してしまう

こんな方にオススメ

従来のヒアルロン酸より注入痛が少なくもちが良いた
め2～3年持続します。

ホウレイ線・・・37,140円
隆鼻・・・・・・・・・37,140円
目の下くま・・・37,140円

（初回限定）

KOSHOクリニック脱毛センター  
70120-26-4466

無理な食事制限もつらい運動もなし！

〈Topix〉
KOSHO TIMES（スタッフブログ）毎日更新中！
お得な情報もUPされるので、ブログチェック！
http://ameblo.jp/koshoclinic

※価格は全て税抜き表記となります。

ＢＮＬＳⅡ
小顔脂肪溶解注射

眼瞼下垂症 眼瞼下垂症 

厚生労働省が正式に認可した
国内唯一の食欲を抑える薬
　　　　　　　　　　　 （28日分処方）

＋ 脂肪の吸収を抑える治療薬
　　　　　　　　　　 　（28日分処方）
＋ 脂肪燃焼点滴 1回10分×4回
　　　　　　　　　  （基礎代謝をUP！）

目指せ１ヵ月－５㎏！医療の力で

額のしわ

10,000円
（税別）

プチ小顔

20,000円
（税別）

眉間のしわ

10,000円
（税別）※初回のみ

　（麻酔代金全て込み）

ボトックス注入 ※アラガン社製ボトックス取扱いあり

シミ、くすみ、毛穴、
小じわ、たるみ、
多種多様な
お悩みに対応
フォトRF（オーロラ）＋
ビタミンCイオン導入

フォトRF（オーロラ）
美白スペシャル
フォトRF（オーロラ）
美白スペシャル

【顔全体】
１回20,900円→9,800円 （初回のみ）

肌質・毛質に合わせて
数種類の最新医療レーザー

機器あり！

7,700円 （初回のみ）1cc 18,000円→ 
通常価格

引締め効果もある
小顔脂肪溶解注射が登場！

（腫れない小顔輪郭注射）

小顔になりたい！

芸能人御用達

脂肪
分解力
アップ！

モニター料金あり！
詳しくは右記ミラドライセンターまでお問合せ下さい。

（税別）

疲労回復点滴 
2,800円 → 980円

　　　 285,000円
         （別途消耗品代・クリーム代）47,000円

両ワキ1回

症例数
300件
以上

視野が広がると、
　　　 人生も広がる！
眼精疲労、肩こりの軽減に。
たるみの無い目もとで
若々しい顔立ちに。

HIFU熱エネルギー
により脂肪細胞を
即時破壊します。

ウルトラフォーマー
HIFU
ウルトラフォーマー
HIFU

痩身・部分痩せ・引き締め

ウルトラフォーマー
BODY〈1部位〉

通常部位 50,000円→

29,800円 （初回のみ）

が ん 　 け ん 　 か   す い 　 しょう

お子さまにも安心！

応募方法／はがきもしくはFAXに
解答と〒・住所･氏名･年令･職業･電
話番号を明記の上、編集部までお
送りください｡抽選で5名様に記念
品をプレゼント。(毎月25日〆切)

応募先／FAX　06-6368-3505
〒566-0001  摂津市千里丘1-13-23　
シティライフ「クロスワード」係

●7月号の答え　アイスクリーム

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
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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〉

　長年のしみとしわが蓄積し、自己ケ
アではどうにもならなかったけどエスコ
スに通い始めて半年。目立っていたし
みもくっきりしたしわも柔らかく、見た目
年齢も若返りました！ （45歳 主婦）

創業38年の実績ある高技術で
見た目年齢を改善
　夏の紫外線でしみが増加するこの季節。エイジングケア
に定評のある創業38年の同サロンにその悩みはおまかせ。
しみ・しわの原因を突きとめて改善、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」1 2 0 分 通 常 3 0 , 2 4 0 円 →
8,640円（要証明書）も大好評。

特　典「シティライフを見た」で、
（8月末まで・要予約・全て新規の方のみ）　

● 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
※新規様及び、半年経過している方　※特典の併用不可

1 2

西宮北口店
塚口店
梅田本店

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
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グルメシティ 住吉店 神戸市東灘区住吉宮町3 -5 - 11
（JR住吉駅より徒歩3分・阪神住吉駅より徒歩5分）1078-811-0341

アルバイト
未経験・学生・フリーター・パート大歓迎

♦時間給♦800～850円　♦時間♦7：00～22：00の間で要相談
♦募集担当業務♦レジ・惣菜・生鮮担当・商品補充
♦待遇♦交通費支給（月1万円まで）・ロッカー完備・制服貸与・
　　　　 従業員割引制度・年次有給休暇
　気軽にTEL後、履歴書を持参下さい。担当：上別府

急募急募

グルメシティ 本山店 神 戸 市 東 灘 区 岡 本 1 - 9 - 6
（JR摂津本山駅・阪急岡本駅より徒歩3分）1078-451-1501

アルバイト
フリーター・主婦の方大歓迎

♦基本時間給♦ミート・デリカ：900円、早朝補充：950円
♦募集担当業務♦ミート、デリカ、早朝補充
♦時間♦ミート・デリカ ： 8:00～12:00、13:00～17:00　
　　　   早朝補充 ： 7:00～11:00
♦待遇♦交通費月額20,000円まで支給、制服貸与、従業員購入制度、年次有給休暇
　問合せなどは、下記電話番号、担当：衣笠・福田までご連絡ください。

急募急募

ビューティーサロン体験
読者モデル募集
シティライフビューティー特集にて、フェイシャルやボディのエステ体験をしてく
れる読者モデルを募集しています。美容に興味がある方、ぜひご応募ください！

■応募方法■
ご応募はメールにて。住所・氏名・年齢・職業・連絡がとれやすい電話番号・美容
について現在の悩み（例：シワやたるみをが気になる、ぽっこりお腹をなんとかし
たいetc.）を明記いただき、顔写真と全身のお写真をお送りください。
※ご応募いただいた方は登録をさせていただき、ご依頼する際は編集部からご
連絡致します。※撮影は基本平日になります。

■応募先■
シティライフ読者モデル係　メール　info@citylife-new.com
※件名に「ビューティー体験モデル」と入力ください。


