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キレイ応援グッズをプレゼント

アンケートに答えて、この季節にピッタリな
キレイ応援グッズをゲットしよう。

ホームページの
応募フォームから
ご応募ください。
https://goo.gl/e3hP9U
※ご応募は11/26（土）から可能です。
※個人方法は弊社にて厳重に保管し、
　プレゼント商品の発送以外には使用いたしません。

応募方法

12/15（木）

締切

ナチュラルハウス

（500ml/3,564円）

　有機国産生姜絞り汁、黄金
生姜、金時生姜の3種の生姜を
使用。話題のコレウスフォルスコ
リエキスとケイヒエキスが配合さ
れ、体の芯までポカポカ温まる
冬にオススメの欲張りエキス。
合成ビタミン剤、着色料・香料、
保存料不使用。

生姜エキス プラス温

提供元 ▶ ナチュラルハウス 神戸店　http://www.naturalhouse.co.jp 

ナチュラルハウス

　潤い成分ヒマワリや
アルガンの美容オイル
を贅沢に配合した、ネ
ックケアにも使えるオ
ーガニックのハンドクリ
ーム。イランイランやサ
ンダルウッドの香りで、
リラックスしながら保湿しよう。就寝
時に合わせて使いたい、絹100%
のおやすみ用手袋とセットで。

リッチハンドクリーム 　　　　 &
ラサンテ シルク100%おやすみ手袋セット

（1,080円）

（50g/1,404円）

（直径22.6×高37.2cm　900W）

　浴槽に浮かべるだけで、湯沸
かし・追い焚き・自動保温に加え、
お湯の循環・浄化機能も搭載。
いつでも最適なお湯加減で入浴
できる。冷え切った体をバスタイム
でほっこりあたためて。
温浴ケース、クリーンフィルター、
特殊活性炭・取扱説明書

（諸証書付き）付。

バス保温クリーナー 湯メイク

提供元 ▶ 東急ハンズ 江坂店
https://esaka.tokyu-hands.co.jp

3名様 3名様

1名様

摂津市千里丘2-13-24 2F　営／9時～18時　無休
12/30（金）～1/3（火）まで休み
摂津市千里丘2-13-24 2F　営／9時～18時　無休
12/30（金）～1/3（火）まで休み

☎ 06-6330-0623☎ 06-6330-0623

カラー専門店 染め家（そめや）カラー専門店 染め家（そめや）

全体染め 2,500円

根元染め 2,000円
※根元5cm程度までの全頭染め

部分染め 1,000円
※顔周りや分け目の部分染め

※長さ別の料金はありません

●業界一流メーカーの24種のハーブが入った良質のカラー剤
●カウンセリングで色を決めていく
●プロの手で塗布＆丁寧にシャンプー
●セルフブローなど人件費を抑え低価格を実現

□ こまめに生え際を染めたいが
　 出費は抑えたい
□ ホームカラーは面倒だし、
　 ダメージが気になる

こういう人こんな時にオススメ

この記事持参で
トリートメント

1,000円→無料
2017年1月末まで

白髪染めからファッションカラーまで

メニュー

ココがポイント

カラーリングの流れ step1 券売機で券を購入
step2  カウンセリングで色を決める
step3 カラー剤塗布
step4 プロの手で丁寧にシャンプー
step5 セルフブロー

特典

※税別価格
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ここでM3Dをしたら本当にツヤ髪になりました
友達からも「キレイになったね」って言われて
これからの集まり事に参加するのが楽しみ

　人に会う機会が増える年末年始、パサパサぺたん
こ髪から脱却したい貴女注目！同店は髪質が変わる人
気のM3Dのメニューで、驚きのツヤ髪へ。さらに、カット
でその人に合わせたボリューム感を出す似合わせ術も
定評が。1ヶ月・3ヶ
月後を見越してス
タイルを作ってくれ
るのも嬉しい。

Ｍ3Ｄメニューを導入して8年、
実績多数で安心して施術が受
けられるサロン！スタッフさんも
気さくで子どもからシニアまで
幅広い層に支持されている。

編集部 よしみん

「12月はツヤ、輝きを手に入れたい」
スタイル決まる驚きのツヤ髪へ

美髪Kさん（40代後半・通い歴3年
半）のお抱えサロン

同 店で施 術した
M3Dトリートメント

Dianneの店内。とて
もキレイで清潔感があ
る。

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

206-6876-2716

吹田市五月ヶ丘北14-1
営/9時半～18時半  
月・第3火曜定休

206-6877-6963

JOYDUCE〈ジョイデュース〉

Dianne 
〈ディアンヌ〉
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Dianne

「シティライフを見た」で、新規の方のみ（12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

Ceres山田店
〈セレス〉 特　典

細かいカウンセリングが嬉しい。
ツヤ・ハリ・ボリュームが見事に甦る
天然ヘナは周りからの評判も良いです。

　根元からふわっと立ち上がるスタイル、
諦めていたボリュームが蘇る同サロン。ま
とまらないスタイルの原因は髪のダメージ
とカットが合っていないとのこと。自然素

材を用いたカラー剤、パーマ剤、ミズドリの羽毛からとったという
タンパク質を使ったトリートメントなど妥協を許さない姿勢。読
者限定でトリートメントorアロマスパが無料。ぜひ行ってみて！

カウンセリングでは地肌や毛
根の状態をスコープを使っ
てチェック。髪質も確認し最
終的に薬剤を決めてくれる。
通うごとに元気になるという
声にもナットク！

編集部 まっつー

髪悩みを持つ人の駆け込みサロン
素髪から美しく、健やか美ヘア

けいこさん（50代前半・通い歴6年
）のお抱えサロン

吹田市山田東2-24-9
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
P2台有りP番号17、18

206-6878-7040
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● カット ・・・・・・・・・3,820円　
● カット＋ナチュラルヘナカラー 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,060円～
● カット＋イオンカラー 7,060円～
● カット＋ウォーターストレート（矯
正縮毛）・・・・・・・10,300円～

● ヘッドスパ（40分）2,700円
●  jrスタイリストカット 3,240円
※12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

「シティライフを見た」で、※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orアロマスパ3,240円が無料に

白と木の風合いを基調にした
店内は、世代問わず落ち着け
る雰囲気。接客も親身で、髪
のことなら何でも気軽に相談
できる。また、ジュニアカットも
登場、親子で通えるサロンに。

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

ホテルグランヴィア大阪

ホテルニューオータニ大阪12/11●日

12/18●日

11時～
男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収300万円以上）
女性：25歳～39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35０万円以上の方）
女性：25歳～38歳位まで（高卒以上）

男性：55歳～72歳位まで
　　 （年収300万円以上）
女性：46歳～69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：37歳～52歳位まで（高卒以上）

14時～
男性：40歳～57歳位まで （四大卒or年収400万円以上）
女性：37歳～54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～【お人柄・価値観重視婚活】

17時～
男性：52歳～69歳位まで
　　 （年収700万円以上or弁護士・医者等）
女性：39歳～59歳位まで（高卒以上）

【ハイステータス婚活】

参加費は 男女とも10,000円 男女とも8,500円

参加費は 男女とも10,000円 男性10,000円  女性15,000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500円OFF

シティライフ読者限定
パーティ参加者500円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


