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痩せない！リバウンドを繰り返す！には理由があった！？

大人気！！ 今すぐお電話を

これが
3キロ
の脂肪!!

そんな悩みを抱えている女性必見のダイエット、
それが「アディポネクチンダイエット」です。
●40歳を超えた女性は脂肪がつきやすくなる

漢方の桜井薬品

〒658-0081 神戸市東灘区田中町1-14-23 JR摂津本山駅から徒歩1分
10時～19時　　日祝定休 http://www.sakuraiyakuhinn.com/

いま世界中で注目を浴びている「アディポネクチ
ン」という「痩せホルモン」をご存知でしょうか？
1995年阪大の研究グループにより発見され、この
ホルモンが少ないと脂肪が燃えにくくなり、肥満体
質になります。実は女性は40歳を超える頃からこ
のホルモンの分泌量が減り、太りやすくなったり、
お腹(特に下腹)が“ポコッ”と出だしたりします。
このような女性がカロリー制限などで無理やり痩
せようとしても、脂肪より筋肉や骨量が減りやすく、
健康被害を招く恐れがあります。
アディポネクチンダイエットとは、独自開発した漢
方サプリメントを使用し、アディポネクチンをより多
く永続的に出し、若い頃のように脂肪を燃焼しや
すくするダイエット法です。

若い頃は太ってもすぐに痩せる
ことが出来たのに・・・。

完全予約制 カウンセリングで
体質を確認 自宅でトライ

定期的なフォローでチェック 痩せ体質に変わり、リバウンドも防止

つらい運動 空腹を我慢

これまで実感していただいたほとんどの方が、短期
で体重減を実感されています。7日で3.8kg落とさ
れた女性もいらっしゃいました(体重60kgの方)。

しかも嬉しいことに「アディポネクチンダイエット」では、「つ
らい運動」や「空腹を我慢」する必要も一切ありません。

更年期以降の「高コレステロール」や「高血糖」に
も有効です。

アディポネクチンを永続的に出すことで、痩せ体
質を維持しリバウンドを防ぐことが出来ます。さら
にアディポネクチンには、糖尿病や動脈硬化など
を予防・改善する働きがあり、より健康的に痩せる
ことが出来ます。

短時間で体重減を実感(目指せ10日で－3kg！)
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-8.4kg
ウエスト
-10.7cm
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カウンセリング枠をご用意できます
完全予約制となっておりますのでお電話でご予約を！
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　3ヶ月目安で－10kg以上の減量に成功し
た方多数。40代以上～熟年層の人も始め
やすい、健康的でムリのないダイエットならイ
ンドエステがオススメ！インド医学理論「アーユ
ルヴェーダ」に基づいたオールハンドマッサー
ジで気になる脂肪を強力に分解し均整の取
れた美しい体型へ。身体に負担を掛けないこ
とにもこだわったプログラムは、リバウンド対
策も同時に実現。同店はインドエステと呼ば
れる技術の元祖でもあり、高い痩身力には定
評が。今なら技術の濃さでも話題の体験コー
スが30周年記念でさらにお得に利用できる。

感謝いっぱいの３０周年
「脚、お腹でお悩みの方は今が特にお得」
機械に頼らず、独自の手技をパーツや身体の
状態によって使い分け、脂肪深部からの燃焼を
促します。また、体質別に使用するオイルはハー
ブからベースまで全て手作りの
オーガニック仕様で安心です
よ。免疫力を高め、リンパの
流れを改善しながらムリなく
体型が変化してゆくのをぜ
ひ体感して下さい。
店長　奥村さん

2.ベッドでの施術前には個室
サウナでデトックスマッサージ！
大量の汗とともに「これなら痩
せる！」をいきなり実感。

3.インドエステの本場スリランカで
も定期研修を行う高技術スタッフ
が誠実に対応。ご自宅でのケア
アドバイスも含めて、目標まで全
面バックアップ。

4.４１歳のＳさん。昨年末に全身体験をきっか
けに本コースをスタートし、3ヵ月で体重－
13kg、太もも－8.1cmのサイズダウンに成功。

1.会員の約50%が40代以上。若い方だけでなく、加齢によって気になる
ぽっこりお腹や、健康維持を兼ねたダイエットで通う熟年層の方も多数。

神戸市中央区琴ノ緒町5-4-23
サンデンビル２F
営／10時～20時（受付19時）
日・月定休　※女性専用、完全予約制

70120-62-8780
http://www.kabul-sannomiya.com

Kabul 三宮店 〈カブール〉

Menu　１年間アフターサポートキャンペーン開催！
① 【オールハンド】脚orお腹集中60分コース
............................................................16,200円
②【オールハンド】上半身ｏｒ下半身90分コース
............................................................19,4４0円
③【オールハンド】全身120分フルコース
............................................................32,400円
特　典　「シティライフを見た」で、
①30周年記念【脚orお腹】60分パーツ集中スリム
...............................................................4,900円
②【上ｏｒ下半身】90分集中コース...........8,640円
③キャビテーション付！全身120分フルコース
............................................................ 16,200円
｠(11月末まで・新規の方のみ・要予約)

三ノ宮

元祖インドエステで健康痩せ
30周年記念・脚orお腹スリム
体験コースが今なら4,900円

元祖インドエステで健康痩せ
30周年記念・脚orお腹スリム
体験コースが今なら4,900円
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【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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阪急夙川駅

特 典（10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。

しわ・たるみ・小顔しわ・たるみ・小顔

大人気医療アートメイク！大人気医療アートメイク！

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

※詳しくはお問合せください。

1ヵ月集中コース 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。

『医療アートメイク』について当院院長が、情報テレビ番組に出演

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）

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。

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
プチ小顔

20,000円
眉間のしわ

10,000円
※初回のみ（麻酔代金全て込み）　※アラガン社製ボトックス取扱いあり

※厚生労働省認可　高品質ヒアルロン酸55,000円～取り扱いしてます。

ボトックス注入

ヒアルロン酸

眉1回 30,000円 アイライン上1回 31,000円

芸能人御用達

新導入！新導入！

（税別）

美白点滴 
2,800円 → 980円

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。

が ん 　 け ん 　 か    す い  しょう

Autumn Campaign！ 夏にできたシミ撃退！シミの種類はさまざまです。当院であなたのシミに合った治療を！

20,000円→

7,400円
（初回のみ）

ルートロトーニング

4,000円→

2,000円（初回のみ）

期間中何度でも可！

他の施術と同時施術可！
脂肪温熱→熱融解→脂肪分解

ヒーライトBodyヒーライトBody

4スタンプ（下腹部40cm×40cm）
60,000円→

38,000円（初回のみ）

45度3分間で
効率よく脂肪除去！

トゥルースカルプトゥルースカルプ

肝斑治療

レーザー
トーニング
レーザー
トーニング

今が治療の
ベストシーズン！

Qスイッチ
レーザー
Qスイッチ
レーザー

17,900円→

8,900円
（初回のみ）

1台でシミ・くすみ・ハリの悩みに
対応はじめての人におすすめ！

オーロラ（emax）オーロラ（emax）リピーター続出！
フォトフェイシャル

ソラリソラリ

27,500円→

9,300円
（初回のみ）

消しゴムで消すよう
にシミが消えていき
ます。ダウンタイムな
くあらゆるお肌の悩
みに対応できます。

シミ、赤ら顔、小じ
わ、ニキビなど幅
広くお悩みに対
応できます。

定番のシミ、ホクロ、アザの
治療。今なら1個料金でプ
ラス1個！施術可能

5,240円

●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

アメリカの最大手レ
ーザー機器製造会
社「キュテラ」による
最新医療痩身機器

当院人気
№.1！

直径
5mmまで

確実に、
安全に

やせる！

好評につき
11月末まで




