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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.）を明記下さい。
顔写真と全身のお写真も合わせてお送りく
ださい。
※ご依頼する際は編集部から連絡致します。
※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。

　阪急西宮北口駅から徒歩 2 分の便利さと、
大人女性が満足できるラグジュアリー感が魅力
のサロン。ネイルは経験豊富な 1 級ネイリストが
担当して、各世代に合わせた提案力と高い技
術で美しく仕上げてくれる。デザインサンプルが
豊富なので、デザインに迷ってしまう人でも安
心して任せられる。アイラッシュにもこだわり、
美容室でしか取り扱えない「セーブルエクステ」
をはじめ、国の基準を満たした安全なグルーを
使用。ナチュラルからゴージャスまで、好みの
スタイルが叶うはず。

Alegria〈アレグリア〉
西宮市南昭和町2-34　3F
営／平日 9時半～18時半
　　土日祝 10時～19時
不定休
駐車場サービスあり

特典「シティライフを見た」で  
● シンプルコース ストーンアート2本付き・・・5,400円+他店オフ無料
● ハンドデザインコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,100円+他店オフ無料
● フットデザインコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円+他店オフ無料
● まつげエクステ上100本・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円+他店オフ無料
● まつげエクステ上130本・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円+他店オフ無料
● まつげエクステ上下150本・・・・・・・・・・・・・・・5,940円+他店オフ無料

（9月末まで、要予約、新規の方のみ）

ラグジュアリーな大人サロンで
世代に合った美しい仕上がりに

西宮北口

▲アイラッシュは白を基調とし
た清潔な個室で受けられる。

20798-61-2015
http://www.alegria-salon.com
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▲上品なカラーやアートで、指先のおしゃれを楽しんで。

アレグリア　西宮北口　で検索

※PG12：小学生には助言・指導が必要となっております。 ※R15+：15歳以上の方がご覧になれます。 ※R18+：18歳以上の方がご覧になれます。

CityLifeシネマ担当（デコジュン&nanako）が選んだおすすめ作品と、
近隣劇場の上映スケジュールをお届け。

■OSシネマズ ミント神戸（ペア5組）

■宝塚シネ・ピピア（ペア2組）

●はがきの場合：〒、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入し、
〒566-0001 大阪府摂津市千里丘1-13-23 CityLifeシネマ『OSミント神戸鑑賞招待券プレゼント
係』or『宝塚シネ・ピピア鑑賞招待券プレゼント係』まで。※ご希望の上映館名を記入願います。
●WEBからの場合：http://www.citylife-new.com　●締切： 9月25日（はがきは必着）
※個人情報は弊社にて厳重に管理し、鑑賞券発送以外には使用いたしません。
※当選結果は発送をもって代えさせて頂きます。

神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸9階 2078-291-5330
OSシネマズ ミント神戸 http://www.jollios.net/

＜上映中＞
●ジャングル・ブック　●ペット
●X-MEN：アポカリプス 
●劇場版アイカツスターズ！  
●傷物語Ⅱ　熱血篇　
●青空エール 
●ミュータント・ニンジャ・タートルズ影（シャドウズ）
●君の名は。　●後妻業の女

＜今後の上映＞
●ディアスポリス DIRTY YELLOW BOYS（9/3～）

●キング・オブ・エジプト（9/9～）
●スーサイド・スクワッド（9/10～）
●四月は君の嘘（9/10～）
●レッドタートル  ある島の物語（9/17～）
●怒り（9/17～）
●BFG ビッグ・フレンドリー・ジャイアント（9/17～）
●闇金ウシジマくん Part3（9/22～）
●ハドソン川の奇跡（9/24～）
●高慢と偏見とゾンビ（9/30～）

今月の
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キング・オブ・エジプト
9月9日（金）公開

阪急売布神社駅前　ピピアめふ5F 20797-87-3565
宝塚シネ・ピピア http://cinepipia.com/

●フラワーショウ！（上映中～9/2）
●ロイヤルナイト 英国王女の秘密の外出
　〈PG12〉（上映中～9/9）
●アリス・イン・ワンダーランド／時間の旅
　（8/27～9/9）
●ブルックリン（8/27～9/9）
●嫌な女（9/3～16）
●永遠のヨギー ヨガをめぐる奇跡の旅
　（9/3～16）
●トランボ　ハリウッドに最も嫌われた男
　（9/10～9/23）

●ニュースの真相（9/10～9/23）
●シング・ストリート　未来へのうた
　〈PG12〉（9/10～23）
●すれ違いのダイアリーズ（9/17～23）
●ザ・ビートルズ～ EIGHT DAYS A 　
　WEEK ‐ The Touring Years（9/22～）

文芸映画特集②　（9/17～）
※35mmフィルム上映
●秋日和
●猟銃　ほか

鑑賞券をプレゼント
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2015 Summit Entertainment,LLC. All Rights Reserved. 
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ブルックリン
（8/27～9/9）

2015 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.
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©「超高速！参勤交代 リターンズ」製作委員会

推薦者 ： デコジュン9月10日（土）公開
全国ロードショー超高速！参勤交代　リターンズ

　老中の策略で 5 日以内の「参勤」を命ぜられた東北の弱小貧乏藩
が、知恵を絞り成し遂げた『超高速！参勤交代』の続編。復讐に燃え
る老中が仕掛けた謀略により、帰りの「交代」はさらなる大ピンチ。
金なし！人なし！時間なし！今度は帰る城もなし！？痛快歴史超大作。

監督：本木克英
出演：佐々木蔵之介、深田恭子、伊原剛志 他

推薦者 ： nanako8月27日（土）公開
シネ・リーブル梅田ほかソング・オブ・ザ・シー　海のうた

　美しい絵本を開いているような映像の中で、妖精の伝説と親子の物語
が絡み合う。アイルランドの神話を軸に、陸に上がると人間の女性になる
アザラシの妖精セルキーと、人間の間に産まれた兄妹が、いろいろな葛
藤や冒険を経て成長していく姿を、美しい映像と音楽とともに綴っていく。

監督：トム・ムーア　脚本：ウィル・コリンズ　
音楽：ブリュノ・クレ、KILA
©Cartoon Saloon, Melusine Productions, The Big Farm, Superprod, Nørlum

西宮市羽衣町5-13　ワジュール夙川ビル6F
（KOSHOクリニック上）
営業時間9：00～19：30　
定休日：日曜、祝日、年末年始、お盆

阪急線 夙川駅
より徒歩3分
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阪急夙川駅

美容の専門医が監修する最先端のクリニカルエステ。完全個室で極上のひと時をご堪能いただけます。

スイスの最高級ブランド
「ポールシェリー」
リラックス＆老廃物排出コース
脂肪厚がわかる超音波BFI測定付

15,000円相当→5,000円（税抜）
施術内容：BFI→リラクシングマッサージ→ドレーニン
グマッサージ→バンテージ→温熱、マット

健康・美肌・心身を癒す

極上のトリートメント

クリニカルエステ ケーラボ

ボディ フェイ
シャル

5,000円（税抜）たっぷり100分

モデルさん
ご用達！

・１級ネイリスト在籍
・使う器具は
  医療消毒済みで安心。

・個室でゆっくり。

4,900円均一（税抜）

ハンドジェルネイル
選べる定額制

ネイルキャンペーン（9月末まで）

極限まで美白効果を追求した
フェイシャルトリートメント
エンビロンフェイシャルトリートメント（100分）
 医療用肌診断で肌年齢、隠れたシミを見ることができます。

14,000円相当→5,000円（税抜）
施術内容: 肌診断→トリプル毛穴クレンジング→高濃度
ビタミン導入→お仕上げ

℡0798-33-2400
完全予約制

h t t p : / / k l a b o . i n f o /

お客様満足度
98％！！　　　　※当店調べ

キャンペーン期間 9/30まで




