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　劇的な髪質改善を叶える「M3D」の講師サ
ロン。髪本来の健康的な美しさとツヤ感を最大
限に引き出し、指通りサラサラな手触りに。クセ
毛やまとまりにくさ、パサつき、抜け毛や白髪も改
善へ。リピーターの多さがその満足感の証だ！

驚くほどのサラツヤ美髪を実現する
「M3D」にハマるゲストが続出中

施術例を多数掲載してい
るブログも要チェック！

特　典

西宮市下大市東町4-2-2F
（カットスタジオ カツダ内） 
受/10時～19時
月曜・第2・3火曜定休 12/31～1/4休み
完全予約制　近隣Pあり
20798-20-1711
http://ameblo.jp/kelua/

［西宮］ hairsalonKELUA
〈ケルア〉
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● M3Dピコカラー＋カット＋ピコトリートメント
　………………………12,960円→9,720円
● M3Dエステストレート(縮毛矯正)＋カット
　……………………25,920円→17,280円
● M3Dヘッドスパ＋カット…9,720円→6,480円
● M3Dカラートリートメント…10,800円→8,640円
（1月末まで、要予約、新規の方のみ）

「シティライフを見た」で

※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。

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。

©2017『破門  ふたりのヤクビョーガミ』製作委員会

推薦者 ： デコジュン2017年1月28日公開
全国ロードショー破門　ふたりのヤクビョーガミ

　イケイケやくざの桑原と、ヘタレで貧乏な建設コンサルタントの二
宮。凸凹コンビが儲け話にダマされた。キレた桑原のハチャメチャな追
走劇は、更なるトラブルへと発展。大阪を舞台に怒涛のアクションと関
西弁の掛け合い満載で贈る大追跡エンタテインメント！

監督：小林聖太郎　原作：黒川博行　「破門」（角川文庫刊）
出演：佐々木蔵之介、横山裕、北川景子、濱田崇裕（ジャニーズWEST）、矢本悠馬

推薦者 ： nanako12月24日（土）公開
テアトル梅田ほかこころに剣士を

　ナチスにスターリンに翻弄され続けたエストニア。独立前、人々は強制連行
に怯える日々を送っていた。伝説の名手エンデルも身を隠すため小さな町に
降り立つ。そこで子ども達にフェンシングを教えることに。美しい町の子ども達
のきらきらした真っ直ぐな未来への眼差しと侵略者の醜さの対比が見事だ。

監督：クラウス・ハロ
出演：マルト・アヴァンディ、ウルスラ・ラタセップ
©2015 MAKING MOVIES/KICK FILM GmbH/ALLFILM

■OSシネマズ ミント神戸（ペア5組）
■宝塚シネ・ピピア（ペア2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『OSミント神戸鑑賞招待券プレゼント
係』or『宝塚シネ・ピピア鑑賞招待券プレゼント係』まで。※ご希望の上映館名を記入願います。
●WEBからの場合：http://www.citylife-new.com　●締切： 1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。

神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸9階 2078-291-5330
OSシネマズ ミント神戸 http://www.jollios.net/

＜上映中＞
●海賊とよばれた男
●ローグ・ワン  スター・ウォーズ・ストーリー
●映画　妖怪ウォッチ　空飛ぶクジラとダブ
　ル世界の大冒険だニャン！
●ぼくは明日、昨日のきみとデートする
●土竜の唄　香港狂騒曲
●バイオハザード　ザ・ファイナル

＜今後の上映＞
●傷物語Ⅲ　冷血篇（1/6～）

●僕らのごはんは明日で待ってる（1/7～）
●本能寺ホテル（1/14～）
●新宿スワンⅡ（1/21～）
●沈黙　サイレンス（1/21～）
●ザ・コンサルタント（1/21～）
●マグニフィセント・セブン（1/27～）
●スノーデン（1/27～）
●ドクター・ストレンジ（1/27～）
●恋妻家宮本（1/28～）

今月の
オススメ

僕らのごはんは
明日で待ってる
1月7日（土）公開

阪急売布神社駅前　ピピアめふ5F 20797-87-3565
宝塚シネ・ピピア http://cinepipia.com/

●永い言い訳<PG12＞（上映中～12/30）
●われらが背きし者（上映中～12/30）
●ソング・オブ・ザ・シー　海のうた
　＜日本語吹替版＞（上映中～1/6）
●インフェルノ（上映中～1/13）
●マダム・フローレンス！ 夢見るふたり
　（上映中～1/13）
●ペット＜日本語吹替版＞（1/2～13）
●シン・ゴジラ（1/2～20）
●この世界の片隅に（1/7～27）

●続・深夜食堂（1/7～20）
●PK（1/14～）
●92歳のパリジェンヌ（1/14～）
●ティファニー ニューヨーク五番街の秘密（1/21～）
●オケ老人（1/21～）
【年末・年始の上映のお知らせ】
12/30（金）の最終回は休映、
12/31（土）と1/1（祝）は休館。
1/2（月）は新春映画サービスデー
（1,100円均一）

鑑賞券をプレゼント
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2017『僕らのごはんは明日で待ってる』製作委員会　 c

今月の
オススメ

この世界の片隅に　
1月7日～27日

こうの史代・双葉社／「この世界の片隅に」製作委員会 　　 c

　5年、10年後を見据えたケアが評判のEDEN。全メニューセッ
トの「頭皮スパ（頭皮ケア＆ヘアケアストレッチ）」で、冬の頭皮の
乾燥や薄毛・抜け毛予防、発毛促進、薬剤の残留アルカリ除去
に効果抜群！健康でふんわりと立ち上がりの良い髪質を甦らせる。
骨格に合ったカット技術も40～70代から高支持。

無理のないエイジレスが好評
健康な髪と頭皮に導く「頭皮スパ」

特　典
西宮市戸田町4-20
受／平日9時半～19時・
　　土日祝日9時～18時
　　（パーマ・カラーは最終
　　受付の30分前まで）
月曜・第3月、火曜定休
予約優先・提携Pあり

20798-20-8500
eden-hair.net
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［阪神西宮］ EDEN〈エデン〉

「シティライフを見た」で、全メニュー20％OFF！
● カット（頭皮スパ・S・B込）.........................4,000円→3,200円
● カット＋パーマ（頭皮スパ・S・B込）...........9,000円→7,200円
● カット＋カラー（頭皮スパ・S・B込）............8,500円→6,800円
● カット＋縮毛矯正（頭皮スパ・S・B込） 15,000円→12,000円
（1月末まで・要予約・新規の方のみ・税別）

今年こそは見つけたい

神戸市東灘区
魚崎中町4丁目5-10
営/9時半～20時　
月・第２火曜定休　
12/31～1/4まで休み
近隣にコインPあり
2078-767-1684
http://h1684.petit.cc/
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阪神本線

阪神高速

阪神魚崎駅徒歩 1分

女性スタイリストも在籍！地域に密着
し、地元の方に通い続けてもらえるよ
うに、日々技術を磨いています。

［神戸］ Hair salon Sakura
〈ヘアーサロン サクラ〉

　ハイキャリアの実力派スタイリストが揃う
同店。理想のスタイルを叶えるための丁寧な
カウンセリングはもちろん、無理な若作りでは
なく自然なスタイルを提案。特にカットで印象
を変えるのが得意。自宅でのケアやスタイリ
ングのアドバイスも細かく、朝ラクなスタイル
が好評！カラーは美容師への講師経験もあ
るオーナーをはじめ大手で経験を積んだスタ
ッフばかり、発色・色もちも抜群！

卓越したカット技術が人気
実力派スタイリスト揃いのサロン

ちょっとしたアレンジで何通
りものおしゃれが楽しめるス
タイル。

ボブ、ショートなど普段着で
おしゃれを楽しめるスタイル
の実績が多数。

特　典

● カット（SB込み）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円
● カット+カラーorパーマ
  （SB込み）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,250円
● 縮毛矯正（SB込み）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,450円
● トリートメント・・・1,150円～

上田さん
話題のドラマ「逃げ恥」に
ハマってます。最終回後、
逃げ恥ロスになりそう・・・。

「シティライフを見た」で
お試し使いきり
シャンプー＆トリートメント
プレゼント
（1月末まで）

北摂・阪神地域の身近な情報を
発信していただける記者を募集しています！
地元が好きな人やライター業に興味のある方、ブログ・
SNSをよく利用している方も歓迎します。ときにはシティ
ライフ紙面の取材をお願いすることもあります。皆様か
らのご応募お待ちしております。

City Life NEWSとは？
北摂・阪神の地域情報紙「City Life」の読者（市民記者）
が発信する地域に根ざすニュースサイトです。子育て、求
人、話題の観光スポットや面白情報など地域のニッチで
タイムリーな情報をいつでも見ることが出来ます。

「City Life NEWS」の市民記者募集中！
地元の情報が満載のWEBサイト

TOPページ1番下「市民ライター募集」
よりエントリーして下さい。応募方法 地域の情報が分かるCity Life NEWSは

http://citylife-new.com で検索
City Life NEWS


