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salon de μ 〈ミュー〉茨木

　夏からほったらかしの開いた毛穴やむくみ、だるだるのお疲
れ顔は同店にお任せ！鍼灸師の資格を持つセラピストが顔や
体の歪みを調整し、完全オールハンドで筋肉をほぐしながら老
廃物やコリ・むくみを改善してくれる。施術後、その場で効果
が実感できるから満足度、リピート率も高い！

シルクde美骨顔筋マッサージを
受けた後、鏡を見たら目がパッチ
リ大きく、元気な顔に！目の下の
たるみがなくなって、顎のライン
がキュッと締まっているのが感動
でした！気持ちいいだけじゃなく効
果が自分でわかると嬉しいです。
（40代　美沙さん）

「初来店の1回で満足」と好評
老け顔、疲れ顔をツヤ肌＆小顔へ
「初来店の1回で満足」と好評
老け顔、疲れ顔をツヤ肌＆小顔へ

1.ゴリゴリと施術していくと老廃物がスーッと流れ出し、しわやほうれい線がピ
ーンと張る。左右の歪みも改善してぐんと小顔に近づく！
2.耳つぼを刺激すると血流が良くなり、顔のくすみが改善。
3.高濃度生ビタミンCとコラーゲン注入でぷるぷる肌に。さらに筋肉運動を
働きかけるEMSでたるんだ肌を引き上げる！

特　典　「シティライフを見た」で、（新規の方・10月末まで）
● シルクde美骨顔筋マッサージ（70分）
......................................................12,960円→4,900円
● 全身ミオセラピー（70分）............15,120円→5,400円
さらに上記メニュー、2回目以降は
1ヶ月以内の来店で通常価格から半額に！
● コラーゲンマシーン（30分）............ 3,240円→2,160円

茨木市竹橋町6-13
ハイツオーキタ竹橋ビル202 
営/平日10時～20時 土日10時～18時
火曜定休 Pあり

2072-624-8687
接客中は電話に出られない場合があります。 
http://www.salonde-myu.com/ 
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10月7日（金）公開  全国ロードショー

ジェイソン・ボーン

　記憶を失った暗殺者ジ
ェイソン・ボーンの孤独な
戦いを描いたスパイアク
ション最新作。次々と襲い
かかる敵との激闘により心
身共に傷つきながらも、失
われた記憶を探し求める
孤高のヒーロー。元同僚か
らCIAの最高機密を入手
し、新たな記憶の断片が脳
裏に蘇るのだが…。

監督： ポール・グリーングラス
出演：マット・デイモン、トミー・リー・ジョーンズ他

Universal Picturesc

※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。

10月1日（土）公開　テアトル梅田ほか

神様の思し召し

　家庭を顧みず、高慢で利
己的な無神論者の外科医
トンマーゾ。医学を学ぶ息
子に進路を神の道に変更し
たいと突然告げられる。慌
てて教会に潜入すると、出
会ったのは型破りなピエト
ロ神父。正反対な二人が巻
き起こす奇跡とは？イタリ
アの現在も交え、笑いが満
載だが、ラストに余韻が…。

監督：エドアルド・ファルコーネ
出演：マルコ・ジャリーニ、アレッサンドロ・ガスマン

Wildside 2015c

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。

推薦者 : デコジュン
推薦者 : nanako

＜上映中＞
●ペット　●シン･ゴジラ　
●傷物語Ⅱ　熱血篇　
●青空エール　●君の名は。　
●後妻業の女　●怒り　●聲の形
●グランド・イリュージョン  見破られたトリック
●キング・オブ・エジプト　●スーサイド・スクワッド
●にがくてあまい　●四月は君の嘘
●超高速！参勤交代 リターンズ
●レッドタートル ある島の物語
●真田十勇士　●ハドソン川の奇跡
●BFG:ビッグ・フレンドリー・ジャイアント
●メカニック

＜今後の上映＞
●アングリーバード（10/1～）
●CUTIE HONEY ‒TEARS-（10/1～）
●SCOOP!（10/1～）
●世界一キライなあなたに（10/1～）
●ジェイソン･ボーン（10/7～）
●淵に立つ（10/8～）
●HIGH&LOW RED RAIN（10/8～）
●グッドモーニングショー（10/8～）
●永い言い訳（10/14～）　●何者（10/15～）
●スタートレック BEYOND（10/21～）
●金メダル男（10/22～）  ●インフェルノ（10/28～）
●デスノート｠Light up the NEW world（10/29～）
●映画 魔法つかい プリキュア（10/29～）

■イオンシネマ茨木

　鑑賞券を
　プレゼント

■応募方法

ペア
5 組
ペア
5 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『イオンシネマ茨木鑑賞招待券プレゼント係』まで
●WEBからの場合：http://www.citylife-new.com
●締切10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。

茨木市松ケ本町8-30-2　イオンモール茨木4F
上映時間案内 2072-621-0807

イオンシネマ茨木
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1.リーズナブルな施術で、お肌やダ
イエットといった女性の悩みを親身
にサポートしてくれる評判のお店
2.ダイヤモンドピールで赤ちゃんの
様なツルツルお肌に。
3.エレクトロポレーション美肌成分
の浸透させる新しい導入法。
4.リフティングでは、表情筋に働きか
け見違える引き締まりに！

　たった1回の施術で、驚きの若返りを実感できるお得なコ
ース。クレンジング、洗顔、ダイヤモンドピールで角質除去、
濃縮コラーゲン&プラセンタ導入（Eポレーション）、マッサー
ジ（デコルテ含む）、リフティング、水素パック、お仕上げ。充
実の全8工程を、お試しキャンペーンで今なら50%OFF！
納得の効果を実感できるチャンス！！

「ー7歳肌」の実感美顔コース
お得なキャンペーン実施中
「ー7歳肌」の実感美顔コース
お得なキャンペーン実施中

高槻市栄町1-18-1
営／10時～20時　
土・日・祝／10時～18時
不定休　　P有り 　
（女性専用　完全予約制）

2072-655-8853
http://lucia.main.jp

特　典　
「シティライフを見た」と予約で
● ダイヤモンドピールAコース（90分、全8工程）
................................................12,000円→初回限定6,000円
● ダイヤモンドピールAコースお得な4回分まとめてチケット
.............................................................48,000円→36,000円
※価格は全て税別（10月末まで）

エステサロン
FACE & BODY LUCIA 
〈ルシア〉

高槻

自分でも分かるほど、1回目の
施術から肌にハリが出て色も白
くなった。フェイスラインもスッキ
リして、目元がパッチリになれた
のもうれしい。回を追うごとにど
んどん若返っていくのがとても
たのしみ　　　　　　（40代）
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shock高槻店shock高槻店
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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
関西ブライダル 江坂 検索

↑

（PC）

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店［エテルナ］結婚
相談

営／10時～20時　休／火曜日
よい 　フーフ  に  なろう

リッツカールトン大阪

ホテルグランヴィア大阪10/16●日

11/6●日

11時～
男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収350万円以上）
女性：25歳～38歳位まで（高卒以上）

【30代メイン】

男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収30０万円以上の方）
女性：24歳～38歳位まで（高卒以上）

男性：55歳～70歳位まで
　　 （年収70０万円以上or弁護士・医者 等）
女性：40歳～65歳位まで（高卒以上）

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）

14時～
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）

【40代・50代メイン】

11時～【30代メイン】

14時～【40・50代メイン】

17時～【ハイステータス婚活】

17時～
男性：57歳～74歳位まで
　　 （年収300万円以上）
女性：55歳～72歳位まで（高卒以上）

【パートナーと旅行に行きたい】

参加費は 男女とも10,000円 男性10,000円/女性15,000円

参加費は 男女とも10,000円 男女とも8,500円

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。
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。

婚活パーティーの流れ

婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？
婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？

シティライフ読者限定
パーティ参加者20％OFF
シティライフ読者限定

パーティ参加者20％OFF
参加者
1万人突破！
参加者
1万人突破！

他のパーティ情報は
ホームページをご覧ください。

70120-4122-76

■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　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

■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

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

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
（10月末まで・要予約・初回限定）

高槻
茨木

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」

　昨年のダイエット大会優勝など、数々のコンテストで受賞実績を上
げているファニービー。最新の施術と親しみやすい接客で地域の人
に愛されている。関西初導入の「キャビリポスリム」は、短時間で効果
的に痩せると口コミでも評判。ラジオ波・キャビテーション・LEDを3つ
同時に施術可能。1回で5～6回分の痩身効果があるという。「高血
圧が気になる」「体質を改善したい」という人にもおすすめのメニュー。

創業34年を誇る本格派サロン　
ダイエット大会優勝の確かな技術力
創業34年を誇る本格派サロン　
ダイエット大会優勝の確かな技術力
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今まで何をやっても痩せなかっ
たのに、「キャビリポスリム」の痩
身メニューで3ヶ月という短期間
にも関わらず、無理なく10㎏の
ダイエットに成功しました。痩せ
ただけでなく、コラーゲン増の美
肌効果で肌もキレイになり、体
調も改善しました。
（52歳　Mさん）

※喫茶ぶいえいと上3Ｆ
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