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1.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」

4.デトックスマッサージ
手技によって余分な脂肪をさらに排出。「しっかり解し、血流、リンパ液の流れを正常に」

2.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」

3.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」

健康的にキレイに早く痩せたい人には 「キャビリボスリム」「キャビリボスリム」

　　昨年の全国ダイエット大会で優勝するなど数々のコン
テスト受賞実績のあるファニービー。創業34年の今も、最
新の施術と親しみやすい接客で地域に愛されるエステサ
ロンだ。関西初導入の「キャビリポスリム」は、短時間でも
効果的に痩せると口コミでも人気がある。その理由はラジ
オ波・キャビテーション・LEDの３つを同時に施術が可能となり、1回で5～6回分の痩身効果があ
るという。さらにコラーゲン増など美肌効果もあるのもうれしい。「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」という人に、ぜひおすすめしたい。

無理なく健康に痩せる
創業 3 4年の全国優勝サロン
無理なく健康に痩せる
創業 3 4年の全国優勝サロン

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→5,000円
● まつ毛パーマ ....................................2,160円→1,620円

（9月末まで・要予約・初回限定）
医療機関提携サロン ファニービー
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
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■茨木本店 
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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　Pあり
営／月曜～金曜11時～20時  
　　土曜・祝日10時～18時　日曜定休

■吹田店 206-6386-0013
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■高 槻 店 
2072-672-5520
高槻市城北町2-2-1 小路ビル3Ｆ
阪急高槻市駅から徒歩1分
※城北通り入ってすぐ3Ｆ
営／月曜～金曜11時～20時 
　　土曜・祝日10時～18時
日曜定休　完全予約制
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1.3種ものディープクレンジング
　でくすみオフ

2.極上フェイシャルマッサージ＆
　背中までのリンパドレナージュ

3.肌の悩み・トラブルに応じ
　てマシン＆美容液浸透

4.フットドレナージュで全身
　スッキリ＆仕上げ

お悩み別トラブル肌改善コースお悩み別トラブル肌改善コース

　受けてしまった夏のダメージを早めにケアするなら創業38年の
実績ある、またエイジングケアに定評のあるエスコスで決まり。40
代～50代の方に圧倒的な支持を受ける同サロンは、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。

定評あるエイジングケアで
見た目年齢を変えよう
定評あるエイジングケアで
見た目年齢を変えよう

特　典　「シティライフを見た」で、　（9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

即効でたるみを改善したい人は
筋膜小顔美骨術を

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。

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〉高槻店
梅田本店
心斎橋店

高槻店 梅田本店 心斎橋店
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

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
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ジオ阪急高槻ジオ阪急高槻

三菱UFJ銀行三菱UFJ銀行

美顔・脱毛・痩身・バストケア REZON〈レゾン〉高槻店

♦高槻店
　高槻市京口町８-１４
　ＵＭＥＤＡ.ＢＬＤ3階
　営/11時～21時　不定休

2072-675-5550

♦豊中店
　豊中市本町1-10-5
　植山ビル2階
　営/11時～21時　不定休

206-6850-7058

♦京橋店
　大阪市都島区東野田町2-9-23
　晃進ビル6階
　営/11時～21時　不定休

206-6357-2055

私たちトータルビューティーサロン「ＲＥＺＯＮ」の10周年を祝して、
フェイシャルキャンペーン実施します。肌老化の原因の80％と言われている、紫外線による
“光老化”のために開発された「ＥＮＶＩＲＯＮ」。この機会にぜひ美顔を手に入れてください。

私たちトータルビューティーサロン「ＲＥＺＯＮ」の10周年を祝して、
フェイシャルキャンペーン実施します。肌老化の原因の80％と言われている、紫外線による
“光老化”のために開発された「ＥＮＶＩＲＯＮ」。この機会にぜひ美顔を手に入れてください。

おひとり様
1回限り

先着
15名様

エンビロンフェイシャル トリートメントコース

世界70ヵ国、国内1,300ヵ所で導入されているエンビロン。紫外
線によるダメージを防ぎ、肌が本来持っているビタミン類の働きを
高めて美しく補修するスキンケア化粧品です。そのエンビロンによ
るフェイシャルトリートメントは、お肌の健康に欠かせないビタミンＡ・
Ｃを効率よく補給。セルフケアでは難しい、しみ・クマ・そばかす・くす
み・しわなどのダメージを短期間で補修して健康な肌へと導きます。

通常1回15,000円→ 2回 4,900円（税別）

しみ・しわ・たるみ・ニキビ・ニキビ跡に

高槻店

◆ Polishing Treatment

ビタミンＡ・Ｃを皮膚に補給乳酸を皮膚に補給皮膚表面や毛穴の汚れを
オフ

皮膚のほてりを沈静しビタ
ミンＡ・Ｃの補給を促す

ポリッシング
トリートメント

◆ Lac Treatment
ラック
トリートメント

◆ Sono-lon Treatment
ソノイオン
トリートメント

◆ Cool Vitamin Treatment
クールビタミン
トリートメント

キャンペーンコ
ースの施術はポ
リッシングトリート
メントとクールビ
タミントリートメン
トになります。

R EZON.

とは
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)

白マスには1～9の数字が入ります。
色が付いたマスの数字は、下もしくは右の方
向のマスに入る数字の合計です。
例えば、破線で囲った3つのマスの左上にあ
る「7」は、この部分の合計が「7」になるとい
う意味です。
また合計する数字の列には同じ数字は入り
ません。例の3マスの場合2、2、3や3、3、1
の組み合わせは不可で、異なる3つの数字
の組み合わせで合計が7になるのは1、2、4
の組み合わせしかありません。
まずは例のように一通りだけの組み合わせ
になる部分に注目して他の部分に広げてい
ってください。

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

●8月号の答え　夏目漱石

【解き方】


