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特  典　「シティライフを見た」で、
● 冬のほっこり温活マッサージコース45分
　（オイルマッサージ→ホットストーン）
...................................7,500円→3,000円
※各コース利用初めての方対象・完全予約制
（1月末まで）

神戸市東灘区岡本2-13-18 3F
受/10時～20時　日曜定休

2078-806-8779
阪急岡本駅より徒歩3分

JR摂津本山
至三宮

本山
中学校 至芦屋

ダイエー
グルメシティ
ダイエー
グルメシティ

三菱
東京
UFJ

岡本 本山駅北

山手幹線
ローソン

阪急岡本阪急神戸線

小顔・温活サロン　
TOURNESOL
〈トルネソル〉

岡本

1.筋肉・骨格を正常な位置に戻し、小顔へ導く。
2.顔だけでなく、首・肩までのマッサージで全身がぽかぽかする、
という声も。冬の寒さによる疲れをリフレッシュするボディのリ
ラックスコースも大人気！

　東京で話題！エステグランプリで1位に輝いた、美
zen筋骨トリートメントが神戸に上陸。むくみを取る小
顔ではすぐに戻るだけ。本当に改善すべきは実はストレ
スによる“食いしばり”“顔のこわばり”。顔、顎の筋肉、デ
コルテ、肩から背中の筋肉をオールハンドでほぐし、老
廃物を排出。ニキビや顔のトラブルなどお悩みも解決。

「食いしばり」の改善が小顔の鍵
グランプリ1位の小顔技術が神戸上陸

1

2

ハンドマッサージ10分

自宅で温泉気分が味わえてお肌もツルツルになる
バスソルトプレゼント

無料

（1月末まで　施術を受けた方のみ　新規の方）

シティライフ福袋特典

or

「シティライフを見た」で、
美zen筋骨フェイシャルトリートメント60分
16,800円→初回限定3,000円

1.健康管理士一般指導員、基礎医学士の資格を持つ粟戸純子さんが全力でサポート。「ダイ
エットの成功はゴールではありません。笑顔で過ごせる輝く人生のスタートです！」と頼もしい。

「ダイエットがとても楽しかった」「先生に出会えてよ
かった」というゲストによる紹介が続々。

2.「友達や夫、子どもが気づいてほめてくれるからうれし
い」「20代の頃のベスト体重に近づけた」「血液検
査の結果を先生にほめられた」「諦めていたサイズ
が余裕で入る」と驚きの変化に喜びの声が多数。事
例を掲載したブログも要チェック。

20798-66-4334
[ブログ]http://ameblo.jp/hasino53/

西宮市瓦林町23-1
受／8時半～12時、16時～20時
予約優先制　日祝休み
専用P2台あり
年末年始休み：12/30～1/4 JR甲子園口

西宮北口サークルKサークルK

阪急神戸
線

阪急神戸
線

セブン
イレブン
セブン
イレブン

万代万代

山手幹線山手幹線

橋野整骨院甲子園口・
西宮北口

　「何を試しても痩せられなかった」「変わり
たい！でもどうすればいいわからない」「昔の
ように体重が落ちなくなった」「痩せないと健
康面が気になる」そんな人は必見！同院では、
個々の悩みに合わせたオーダーメイド痩身プ
ランを提案してくれる。様々な手法を組み合
わせ、3ヵ月間で5～10kg減を目指す。お腹
から痩せはじめ、顔、背中、腕にも変化があ
り、嫌いだった鏡を見るのが楽しみに。見た目
だけでなく体内年齢も若返り、身体がラクに
なるそう。さらに維持するための方法も指南
してくれる。さあ勇気を出して変わろう！

40歳から美と健康を手に入れ輝く
自分だけのプランで理想のカラダに
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やせるって楽しい　で検索

7,900円+2,000円(初診料) 1,500円
「シティライフを見た」で、
スタイルを良くする院長の美姿勢矯正

（1月末まで、要予約、新規の方のみ）

シティライフ福袋特典

Me n u
● ダイエット相談 …………………………… 無料
※無理な勧誘は一切なし。相談だけでもOK！
特  典　「シティライフを見た」で、
● 初回お試しダイエット実感体験(カウンセリング+骨盤矯正+
キャビテーション+EMS）........... 12,500円→2,980円
（1月末まで、先着8名、要予約、新規の方のみ）

■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。

■謝礼■  商品券 3,000円～■応募方法■
ご応募はメールにて。 ①住所 ②氏名 ③年齢 ④職業 ⑤連絡がとれやすい電話番号 
⑥美容について現在の悩み（例：シワやたるみが気になる、ぽっこりお腹をなんとかしたいetc.）を
明記いただき、顔写真と全身（スタイルがわかるもの）のお写真をお送りください。

随時募集中！
随時募集中！

シティライフビューティー特集やビューティーサイト「CityLife Beauty」にて、
フェイシャルやボディなど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！

ビューティーサロン体験読者モデル募集ビューティーサロン体験読者モデル募集

※ご応募いただいた方は登録をさせていただき、ご依頼する際は編集部からご連絡致します。
※撮影は基本平日になります。

記入もれや写真の添付もれに
ご注意ください。

ドクターズダイエットドクターズダイエット

【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（1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

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） ※厚生労働省認可ボトックスあり 

※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）
※初回のみ

美白治療の救世主！！
雪肌点滴（デトックス点滴）10,000円 → 5,900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

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）

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。

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

こんな
方に
オススメ

好評につき
1月末まで


