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神戸市東灘区岡本2-13-18 3F
受/10時～20時　日曜定休
2078-806-8779

特　典　
「シティライフを見た」で、
● 「春の肌荒れ、花粉による体調
　不良に」ホットストーンアロマ
　マッサージボディコース50分
  （足背面・背中・デコルテ・首・肩）
　 ................................... 3,500円
● 「春の肌荒れ、乾燥予防に」ホット
　ストーンアロママッサージ
　ボディ&フェイシャルコース80分
　（足背面・背中・デコルテ・首・肩・顔）
　 ....................................5,000円
● 「食いしばり改善」美zen筋骨
　フェイシャルトリートメント60分
　 ....................................3,000円

　春は体調や肌の不調、花粉トラ
ブルに悩む方も。春トラブル予防コ
ースではアロマとホットストーン
で、足・背中・肩まで温めながらほ
ぐし、デコルテ・首のリンパをしっ
かり流す！肌のバリア機能を活性
化し高保湿、肌トラブル正常化へ！

花粉・紫外線・気温の差に
負けない春トラブル予防コース

人気の理由

花粉による体調不良、
肌の乾燥で悩む方へ

重症化の予防として、また、今後
の予防・季節の変わり目の体のト
ラブルの改善・むくみ・こり・肌荒
れ・乾燥・冷えにも効果的。

気温差で疲れやすい
春の疲労回復にも

春は「肝」の季節。冬に溜まった
老廃物を排出することにより疲
れやすくなりがち。同店のボデ
イ、フェイシャルコースともにホッ
トストーン使用のマッサージで癒
される。

食いしばり改善も
実績多数

ストレスによる食いしばりや顔
のこわばりには同店の人気メニ
ュー「美zen筋骨トリートメン
ト」がオススメ。筋肉・骨格を元
に戻し、小顔効果も！

　　　 小顔・温活サロン
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1.ホットストーンでのケアは温もりが広がり、全身がぽ
かぽかする、との声も。新生活準備の疲れもしっかり
癒してくれる。

2.花粉や黄砂な
どで乾燥しやす
い春の乾燥予
防にはフェイシ
ャル付コースが
オススメ。

　フェイシャルからボディまでトータルに美
をサポートし、徹底して結果にこだわる同サ
ロン。今年こそスリムボディを目指すならセ
ルライトや皮下脂肪に効果絶大のエンダモ
ロジー。たるんだ二の腕やぽっこりお腹、大
きなヒップ、下半身の悩みを解決！

特　典　
「シティライフを見た」で、
● エンダモロジー
...16,200円 → 3,240円
● 長持ちまつ毛カール
......5,400円 → 2,160円
（3月末まで・要予約・
 新規の方のみ）

春到来、今から始めるダイエット
薄着の季節までに理想ボディへ

1.長年人気No.1のエンダモロ
ジーは1回でマラソン10km
分の燃焼力！
2.完全個室も完備。明るい癒し
の空間でくつろぎながらキレ
イ磨きを。
3.まつ毛カールもリピーター多
数。トリートメント付きで気
になる傷みにも安心！

落としにくい凹凸セルライトも
徹底除去
アメリカの食品医薬品局（FDA）が世界で唯一認
めたボディトリートメント「エンダモロジー」。安
心安全に成果を出し、「痛いのが苦手」「結果が出
るのか不安」な人にもオススメ。

15年以上の確かな実績
数々の受賞歴を誇るキャリア豊富な実力派スタ
ッフが多数在籍！一人ひとりの悩みに真摯に向
き合い、ゲスト目線でアドバイスしてくれて信頼
が厚い。安心して任せてみて。

駅近で立地も良く
会社帰りにも便利
駅から徒歩3分以内の好アクセスだから、忙しい
女性も通いやすくとっても便利。ドライヤー、メイ
クアイテム、シャワールームなども完備して、手ぶ
らで立ち寄れるのも魅力！

人気の理由

元町
神戸市中央区三宮町3-9-20
南泰ビル4F
（元町駅東口より徒歩3分）
営／平日11時～20時
　　（金曜21時まで） 
　　土曜10時～19時
美容師免許有・美容所登録済
2078-331-1739
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アンシャンテ　で検索http://www.purenoa.com

芦屋 アンシャンテ 
芦屋店

芦屋市船戸町3-25　
ラインビルド芦屋船戸502
営/11時～20時
（金曜のみ21時）
20797-25-0607
※全店定休日　第1・3月曜、
第2・4日曜、毎月5日

P.20からの続き

西宮市南越木岩町14-2  
パレドモネＢ１Ｆ 
営／10時～21時
（土・日・祝～19時）　
（近隣にコインパーキング有）　
完全予約制　
20798-76-5508
http://www.celapierre.com/

お腹・二の腕・お尻・ハミ肉を撃退
「1回で結果」のたっぷり贅沢90分

熟練セラピストの高度な手
技やEMSなど最新スキルが
満載！もう遅い、と諦めない
で春の美ボディを叶えよう。
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● リジュ・スーパースリム（体験120分）
 （カウンセリング＆ボディチェック・遠赤外線トルマリンド
ームサウナ・リジュスリムマッサージ・スターバック・
EMS〈中周波〉orヒートバンテージ）
……………………………通常18,900円→5,400円

● リジュ・スーパースリム10回コース
　3ヶ月集中ダイエットプラン
.......................通常189,000円→
　　　 20%OFF 151,200円
（3月末まで・要予約・新規の方のみ）

特　典　　「シティライフを見た」で

　簡単に落ちない脂肪にアプローチする「リジ
ュ・スーパースリム」。たっぷり90分の施術で身体
を温め、修復型ヒアルロン酸や高濃度配合のデ
トックス専用オイルを使い、凹凸セルライトや老
廃物を燃焼へ！某女性誌読者投票で6年連続グ
ランプリに輝いた実力店の技術をぜひ体験して。

神戸市灘区岩屋北町1-1-11　
クリエイトビル２Ｆ（１Ｆえあこん村）
営/10時～20時　不定休 P1台有

70120-541-335 
2078-802-7060
http://aquamarine.royal878.jp/　「食欲を抑えられない」「好きな服

が入らない」そんなあなたに試してほ
しい耳つぼダイエット。耳の6つのツボ
を刺激し、東洋医学と栄養学に基づ
いた知識で的確にアドバイス。まずは
無料カウンセリングを受けてみて！

昔のズボンが着れないあなたへ
お腹から痩せる耳つぼダイエット

ストレスなしで
無理なく減量

3食摂ってOKだから、空腹
感やストレスを感じることな
く楽しくサイズダウン。普段
の食生活を見直しながら、健
康的に理想の体型へ。

親身なサポートが
続けられる秘訣

自身も-10kgの減量に成功
した健康管理士の左藤先生
が精神面でもサポートしてく
れるので、「一人では続かな
い」という人でも大丈夫。

大型ダイエットの
実績も多数

体重も体脂肪も無理なく落
とせ、お腹周りからすっきり！
20kg以上の大型ダイエット
の実績も多く、「もっと早く来
ればよかった」の声も。

1.針不使用の痛くない施術なので、初めての人でも安心。気
さくな左藤先生が話を聞いてくれるので気軽に相談して
みよう。頼もしいアドバイスも大好評！
2.「私も以前は13号サイズでダボっとしたチュニック・ウエス
トはゴムの服で体のラインを隠してたんです」と左藤先生。
自身も10kgの減量に成功したそう。

人気の理由

　　　 耳つぼサロン 
あくあまりん
〈ＡＱＵＡＭＡＲＩＮＥ〉

灘

特　典
「シティライフを見た」で
● 絶対痩せたい女性のための
　ダイエットカウンセリング.................無料
● リンパドレナージュ90分（足浴付き）
................................... 7,800円 →3,980円

● リフトアップエステキャンペーン90分
..................5,400円 → 2,700円
● フットマッサージ30分（足浴付き）
..................3,240円 → 1,620円
（3月末まで・新規の方のみ・要予約）

あくあまりん　西灘　で検索
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実際の手技や、
利用者の声を
動画で紹介中
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70120-37-6633
20798-64-6633　
http://www.kogao2014.com 

特　典「シティライフを見た」で、
● 小顔リフトUPコース
　 ................... 2,000円 → 500円
（3月末まで、要予約、新規の方のみ）

　“いつの間にか”進行した老け顔も
諦めないで。同店の美顔術では、顔や
頭のコリ、骨格、肌の深部に働きかけ、
くすみ、たるみ、ほうれい線、小じわな
どを改善。ハリのあるモチモチ素肌
に。入学・卒業シーズンに向け、まずは
行動を！新しい自分を発見しよう。

オールハンド施術で老け顔撃退
油断したツケを取り戻そう

すべてオール
ハンドの施術

鍼灸整骨院で培われた技術
は確か。「最短で結果を出し
ます」と頼れるスタッフが二
人三脚で若返りを叶えてくれ
る。化粧のりもバツグンに。

“顔コミ”で
広がる人気

施術後の変身ぶりに驚かれ、
口コミならぬ“顔コミ”による
家族や友達への紹介が多
い。その効果を裏付けるエピ
ソードだ。

はじめての人でも
安心

ワンコインで受けられるの
で、はじめての人も気軽に受
けられる。しつこい勧誘も一
切ないから安心して。

1.「こっそり美しくなりたい」「同年代に差をつけたい」という
人は注目！心地よいヘッドマッサージとパックもセット。

人気の理由

　　　 
Best Face〈ベストフェイス〉
西宮北口店  （旧・ソレイユ鍼灸整骨院）

西宮北口

西宮市田代町18-4 
シャトル西宮北口101
営／平日10時～19時
　　（最終受付18時）
　　土・日10時～17時
　　（最終受付16時）
毎週 月・火定休　祝日不定休　
近隣コインPあり


