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脱・傷んだパサパサうねり髪
驚くほどリッチな潤いのスタイルに

ふわっとしたスタイルがお得意
貴女に理想な立体的カットに

カットで
ふんわり を
み
自然な丸

根元からふわっと立ち上がるスタイル、諦めていた

「若返った！」
と口コミで広がる同店。経験豊富なスタイ

ボリュームが蘇る同サロン。
「ここで切るようになってか

リストが、
絶妙なカット技術で若返り万能へアに仕上げて

ら褒められることが断然多くなった」
と評判。自然素材

くれる。おすすめのM3Dシステムは、加齢や紫外線で傷

を用いたカラー剤、パーマ剤、
ミズドリの羽毛からとった

んだパサパサ髪がツヤ髪に。秋のイメチェンはリニューア

というタンパク質を使ったトリートメントなど妥協を許さ

ル後ますますお洒落な雰囲気になったJOYDUCEで！

ない姿勢。そして毛先のラインを小刻みにカットしてい
くことでこなれ感
を演出。
「ここで

髪質チェックで似合うスタイルが分かります。表面だけ
でなく、見えないところまで作りこむことで再現性を大
奥へ栄養を届け、超ツヤ髪になるのでおススメです。
スタイリスト 角藤さん
吹田

JOYDUCE Dianne

吹田市長野東17-5KMマンション1Ｆ
営/9時半～18時半 月・第3火曜定休

吹田市五月ヶ丘北14-1
営/9時半～18時半 月・第3火曜定休

紫金山
公園

特 典
「シティライフを見た」
で、新規の方のみ （9月末まで）
◆ 似合わせカッ
ト
（S込）......................... 4,200円→2,900円
◆ 得々
！ ジューシーパーマ＋トリートメント... 10,500円→5,500円
◆ 得々
！ ツヤカラー＋カット＋トリートメント.. 11,000円→5,500円
◆ 得々
！ クリニック縮毛矯正............ 20,000円→10,000円
◆ おすすめ
！ M3D縮毛矯正 ........... 25,000円→18,000円
◆ おすすめ
！M3Dパーマ....................................... 11,000円
◆ M3Dカラー
トリートメント.............. 8,400円～→7,200円～
※パーマと縮毛矯正はすべてS・Ｃ込み、価格は全て税別

C e r e s 山田店

吹田・
豊中 〈セレス〉

吹田市山田東2丁目24-9
シャルム88 1Ｆ
阪急バス山田市民体育館前下車すぐ
営／9時～19時 月、第3月・火定休
（土日祝の受付時間は10時～19時）
P2台有りP番号17、18

206-6878-7040

「とにかくカットが上手い」
と絶賛
紫外線によるお疲れヘアには水パーマ

猛暑で傷んだ髪や痩せ細った髪、白髪が気になり

優れた技術力でゲストの個性を愛らしい魅力にチェンジ！
しかも再
現性が高く、
「まとまりやすい」
「毎朝、
カンタンにキマる！」
という声が
多数。
この夏、
紫外線をめいっぱい浴びてしまったダメージヘアに
は
「水パーマ」
がオススメ。保湿効果が高く、
髪1本1本が潤い、
手
触りもしなやかなツヤ髪へ。髪質改善まで叶えてくれると評判！

ってくれる！初回特典でカット込7,020円とお得だから

阪急宝塚線

「お手入れ簡単で、印象が若返る髪型にしたい！」。そんな願いを
叶えてくれるのがここ！髪質を見極める、似合わせスタイル提案が評

※オーガニックの場合はプラス540円
◆ 縮毛矯正+カッ
ト.................15,120円→8,640円

豊中駅

至蛍池

http://www.univer-logos.jp/

国道176号

至梅田
エトレとよなか

「シティライフを見た」
で、
◆ 水パーマ＋カッ
ト ....................................... 6,480円～
◆ カラー＋カッ
ト............................................ 6,480円～
◆ カッ
ト.........................................................2,590円
◆ カッ
ト+シャンプー+頭皮のクレンジング ......4,320円
◆ アマ
トラヘッドスパ
（セットブロー込）...........4,320円
◆ カッ
ト＋アマトラヘッドスパ..........................5,290円
ロング料金あり
（9月末まで・要予約・新規の方のみ）

似合わせ・若返りカットが好評
平日限定プライスでお得にイメチェン

「シティライフを見た」
で、
◆ カッ
ト..................................... 3,780円→3,024円
◆ カッ
トパーマ........................... 9,720円→6,480円
◆ カッ
トカラー ........................... 9,720円→6,480円

ミスター
ドーナツ

P

http://bamboo.citylife-new.com/

特 典

〈ユニバー ロゴス〉

P
千里山病院

UNIVER logos

206-6386-0607

公園
交差点

薬局

スタイリスト 松本さん

親子3代で通える
「ホッ」
と落ち着く
プライベートサロン。親しみやすいス
タッフばかりだから気軽に通える。

特 典

P

池田銀行

セットも楽になりますよ。

阪急オアシス
緑地公園駅

ニックパーマがおすすめです。傷んだ髪もナチュ
ラルにふんわりとボリュームアップするので朝の

B a m -B oo

〈ヘアスタジオ バンブー〉

豊中市東寺内町12-1
緑地公園ロイヤルマンション1階
営/9時～19時
（受付はパーマ・カラー～18時
カット～18時半）
月曜・第3月・火曜定休 予約優先制

夏のダメージをケアしつつ質感ＵＰさせるオーガ

MIOR

h a i r st u d i o

緑地公園

至千里中央 新御堂筋 至梅田

ぜひ試して！

206-6848-2202

千里
高校

特 典

「シティライフを見た」
で
中国自動車道
※カット・パーマ・カラー・ストレートいずれかされた方トリートメント3,240円が無料に
大阪モノレール
万博公園
◆ カッ
Dew
ト ... 3,820円 ◆ カット＋ナチュラルヘナカラー... 7,060円～
いかり
阪急
スーパー
◆ カッ
ト＋イオンカラー ..................................................... 7,060円～
山田
名神下
◆ カッ
ト＋ウォーターストレート
（矯正縮毛）
..................... 10,300円～
P
山田市民
◆ ヘッ
ドスパ
（40分）.......................................................2,700円
体育館 キリン堂
※9月末まで、要予約、新規のみ
※単品の場合S・B1,080円別途必要、
ロング料金別途 Ｍ540円Ｌ1，
080円

傷んだ髪やファースト白髪にも
驚きのオーガニックメニュー

ウンセリングと定評あるカット技術で理想の髪形を作

ホテルアイボリー
近畿大阪銀行

山田

文

＆オーガニックハーブカラーが断然おススメ！丁寧なカ

豊中市本町3-1-2
営／9時～19時月曜・第2火曜定休
予約優先制、当日予約ＯＫ
阪急豊中駅徒歩3分

（9月末まで、
ロング料金なし、新規のみ）

判。スタイリストは化粧品

特 典 「シティライフを見た」
で、

メーカーのインストラクタ

平日のみカット＋カラーまたはパーマ...10,000円→5,500円
※土日祝は6,500円
◆ 平日のみカッ
ト＋髪質再生トリートメント7,500円→4,000円
※土日祝は5,500円
◆ カラー
（リタッチ）
※Ｓ・Ｂ込 .............. 7,000円→4,000円
※土日祝は5,000円
◆ カッ
ト.............................................. 4,500円→3,500円
◆ 平日のみ縮毛矯正＋カッ
ト＋ブロー 17,000円→9,800円
※土日祝は11，
000円
・ポイント矯正※詳細は予約時確認 ............. 2,000円～
◆ スキャルプクリーニングスパ
Aコース
（10分）.............................. 2,000円→1,000円
Bコース
（20分）3,000円→1,500円
※価格は全て税抜き表示
（9月末まで、要予約、新規・1年以上来店のない人）

ーやカット講 師をする実

編集後記
オリンピックが終わってちょっ
と気の抜けている私です。
なんせ暑い。でもお店に行く
と秋服が並んですっかり秋です
ね。今回P.10で紹介している
お店はいずれもニューフェイス
ばかり！おしゃれな服に、遊び場
スポットなどなど… 少し涼しく
なったらお店巡りも楽しいかもし
れませんね。
（もち）

色についてカラーリストの菊
地希先生に話を聞いてきまし
た。
（ P.12に掲載）
自分に合う
色、
できれば避けたほうがいい
色など、色が与える影響のこと
がわかり、楽しかったです。スタ
イリストでもある菊地先生に、読
者のために秋ファッション講座
を作ってもらったので秋のお洒
落を楽しみましょう
！
（よしみん）

力派。今の自分にぴった
りのスタイルを見つけて。
豊中

CENNA

大阪モノレール
中央環状線

〈セナ〉

豊中市上野西1-8-17 2F
営／10時～18 毎週月曜・第3火曜定休

206-6840-6477

梅花

少路駅

豊中保健センター
看護専門学校

P2台あり
シャトレーゼ

至千里中央

行楽の秋、味覚の秋、芸術
の秋・
・
・暑さも落ち着き、過ご
しやすい季節が始まります。今
月のGood Season（ P.30）
では箕 面 川 床やノルディック
ウォーキングなど大人の過ごし
方 情 報を紹 介しています。素
敵な時間を過ごして人と繋が
る時 間を大 切 にしたいです
ね。
（ちゃん）

豊中亀岡線

日本のカレー発祥の地とも
いえる大阪はカレーブームが長
く、
そして全国一ともいえるレベ
ルの高さ。そんな大阪の万博
公園で実施するカレーEXPO
は、日本一のカレーイベントと
いっても過言ではないっ！
・
・
・と
思っているのは私だけでしょう
か？是 非っ！お 越しください 。
（P.36参照！コサオ）

は貴女も。

スタイリスト 井上さん

始めたなどデリケートな髪質にはオーガニックパーマ

hai r-m ake

のスタイル 。次

名
神
高
速
道
路

P

ック
オーガニ
マ
パー

豊中

た 」という理 想

山田

ミルフィーユ
本店

名神高
速道路

コカ
コーラ

Dianne

ＪＲ京都線

山田市場

摂津水都信金

スギ薬局

イズミヤ

日産
山田下 プリンス
大阪
まねき屋

大吉

ライオンズ
マンション

至南千里駅

中央
病院

206-6877-6963

千里丘

JOYDUCE

産業道路

206-6876-2716

ぱり気になるダメージ…同サロンで多くの方に満足していただい
ているヘナカラーはする度に髪が元気になると評判です。合わせ
て読者限定トリートメントでさらに艶色が！ぜひ試してみてください！

〈ディアンヌ〉

〈ジョイデュース〉

や っと 出 会 え

年齢を重ねるとどうしてもカラーはしないとダメですよね。
でもやっ

切に。M3Dシリーズはピコ粒子まで成分を縮小し髪の

◆

結 婚 へ の 第 一 歩 を 踏 みだし ません か？
お 見 合 い パ ーティーに 参 加しよう！
日
9/11●
参加費は

太 閤園
男女とも10,000円

男女とも8,500円

シティライフ
読 者 特 典

日
9 /18●
参加費は

20％OFF

帝国ホテル大阪
男女とも10,000円

11時～ 【30代メイン】
穏やかで優しい方限定！

17時～ 【ハイステータス婚活】

男性：28歳～42歳位まで
男性：52歳～69歳位まで
（四大卒or年収30０万円以上の方）
（年収70０万円以上or弁護士・医者 等）
女性：24歳～38歳位まで
（高卒以上）
女性：39歳～59歳位まで
（高卒以上）
14時～ 【穏やかで優しい方限定】
男性：42歳～57歳位まで
（四大卒or年収40０万円以上）
女性：36歳～52歳位まで
（高卒以上）

他のパーティ情報は
ホームページをご覧ください。

9 万 5 千人から

あなたに合ったお相手探し
お客 様 の 声
2015年グループ実績

389組
お見合い数：14,818件

婚活パーティーの流れ

成婚数：

①婚活パーティスタート

着席し1対1で3～5分お話いただき、第
一印象をチェック。

②食事付きフリータイム

食事時間は20分～30分。なるべく多くの
方と話をしましょう。

男性10,000円/女性15,000円

会員

年齢趣味等の条件から、お見合い相手を探します。
まずはご相談ください。

パーティ参加費

11時～【30代メイン】
17時～【趣味・価値観重視！】
男性：28歳～42歳位まで
男性：55歳～72歳位まで
（四大卒or年収350万円以上）
（年収250万円以上）
女性：25歳～38歳位まで
（高卒以上）
女性：48歳～69歳位まで
（高卒以上）
14時～ 【40代・50代メイン】
男性：42歳～57歳位まで（四大卒or年収400万円以上）
女性：37歳～52歳位まで
（高卒以上）

パーティが
苦手な方

③アプローチタイム

10分～15分のアプローチタイム。お気に
入りの方にアピール。

④司会者による参加者紹介タイム

最終チェックに向けてお気に入りの方、
気になった方の名前をチェック。

⑤最終チェック

マッチング表にまた会いたい人の番号
を記入。
※企画により変更する場合があります。
事前にお問い合わせください。

自信のなかった私にとって、美的センスアップ
セミナーやメイクの講座等のセミナーは本当
に自信に繋がりました。お見合いを繰り返し
ているうちについに◯◯さんと出会うことが
出来ました。今、最高に幸せです。
（29歳 女性）

2015年江坂店実績

入会して2ヶ月ほどで出会い、3ヶ月目でプロ
ポーズをして頂けることとなり、今までで一番
幸せな年になりました。担当の寺坂さん、東川
さんにはお世話になり感謝しております。本当
にありがとうございました！
（50歳代 女性）

成婚数：

お見合い数：

53組
2,479件

無料お試し紹介がインターネットで簡単にできます。詳しくは下記のURLより。
結婚
相談

関西ブライダル江坂店［エテルナ］

大阪府吹田市江の木町1-39 セーレ江坂7F ※東急ハンズ向かい

ホームページ http://www.bridal-eterna.com

関西ブライダルはCMSマークを取得しました。結婚相手紹介サービス業マル適マーク

関西ブライダル 江坂
営／10時～20時

7

検索（PC）

休／火曜日

↑

関西ブライダル主催の婚活パーティは、
事前に独身
を確認した方ばかりの参加で安心です。
マッチング
率の高い婚活パーティにお気軽にご参加ください。

よい

フーフ に なろう

0120-4122-76

