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史上最高の若返り美肌に本格エイジングケア
　春の紫外線、乾燥・しみ・しわ・たるみなど、
40・50代の肌トラブルは尽きないもの。でも
どんな肌の悩みも創業39年、エスコスの熟練
技で一挙解決！基本の洗顔および3種のディ
ープクレンジングで毛穴奥の古い角質を除
去！顔は勿論、デコルテ～背中に至るまで自

慢のリンパドレナージュで老廃物を一掃して
くれる。美肌のスペシャリストが揃う同店の熟
練技をぜひ体験して。「誕生日月限定ロワイ
ヤルコース」120分通常30,240円→8,640円
（要証明書）
も大好評。 お悩み別トラブル

肌改善コースの流れ

カウンセリング後、まずは丁寧にク
レンジング。顔だけでなく肩からデコ
ルテ・胸元まで汚れをオフ

天然のクレイパックで毛穴の奥の汚
れや肥厚した老化角質を徹底的に
除去していく

筋肉や神経をほぐし、血行を促すフェイ
シャルマッサージで美肌ホルモンをよ
びおこし疲れた肌やくすみをリセット。

リンパドレナージュは、頭～背中まで
マッサージ。内々の老廃物の排出を促
進。仕上げは美肌効果の高いパックで
肌をクールダウン。フットドレナージュ
で足のむくみもスッキリ！

「シティライフを見た」で ―　
しみ・しわ・たるみ改善！お悩み別トラブル肌改善コース（90分）
クレンジング→角質除去パック→フェイシャルマッサージ→リンパマッサージ（頭～背中
まで）→美容機器、肌別に応じて美容液2種、鎮静パック、フットドレナージュ、仕上げ。
…通常1回 12,960円～→3,780円
究極のエイジング！心美体バランスドレナージュ（全身）
1回60分通常19,440円→体験6,480円/体験2回8,640円
たるみ改善！筋膜小顔美骨術60分…通常19,440円→9,720円
※新規様及び、半年経過している方 　※特典の併用不可　（2017年5月31日まで）
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■豊中店

梅田本店
206-6316-1500

江坂店
206-6369-1880
御堂筋線江坂駅
⑥出口スグ 第2梓ビル6F

豊中店
206-6858-5511

他、心斎橋店・なんば店・高槻店・
塚口店・西宮北口店・奈良橿原店・
学園前店

10時半～21時（店舗・曜日により異なる）　完全予約制　
http://www.escos.co.jp 素肌のクリニック ESCOS 〈エスコス〉

HEPナビオ前のビル
大阪市北区小松原町3-3OSビル14F

阪急豊中駅南出口
徒歩1分 チェリオビル4F

１：毛穴の汚れや古
い角質を除去して
極上美肌へ！

２：即効でたるみを
改善したい人は筋
膜小顔美骨術を

３：解剖生理学に基
づいた究極のエイ
ジングケアコース
が新登場。
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■茨木本店
JR茨木駅から徒歩1分 
2072-645-1107
■高 槻 店　
阪急高槻市駅から徒歩1分
※城北通り入ってすぐ3Ｆ 
2072-672-5520
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吹田市片山町1-6-23　
グランロゼビル２Ｆ　
JR吹田駅東出口から徒歩1分
営／月曜～金曜11時～20時  
　　土曜・祝日10時～18時　
日曜定休

驚きのビフォー・アフター写真はHPに掲載！ 今スグチェック
http://www.funny-bee.jp/
■吹田店 206-6386-0013
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こんな方にオススメ！
□ボリュームのある胸に憧れる　
□左右のバランスが違う
□ハリがなくなってきている
□加齢とともにたるい、
　垂れ下がりが気になる
□出産・授乳によりバストが
　垂れてきた
□ブラジャーがパカパカする

しぼんで垂れたバストが美しいバストに
　産後や加齢でしぼんだバストを「仕方が
ない」とあきらめていない？同店のメニュー
は日米特許取得済みマシーンで乳房内部
を活性させ、驚くほどふっくらとハリがでる
と評判だ。美容整形で避けられないリスク
や副作用も、ファニービーのバストメニュー

なら安心。体にメスや異物を入れることなく
、ふっくらとしたバストが手に入るという。ト
ップを出さない施術法なので恥ずかしくな
いのもうれしい。実際に試したスタッフも太
鼓判のメニューだ

医療機関提携サロン ファニービー

下垂バスト
豊胸コースの流れ

1まずはカウンセリング。メニュ
　ーや特徴、施術の流れも説明。

2　細胞の活性化を高める「ナノ
　カレント」でバストを刺激。脂
　肪を本来あるべき位置に戻し
　記憶させる。またコラーゲンを
　増加させ血流をよくする。

3　有資格者のオールハンドの
　バストマッサージ。女性ホルモ
　ンとリンパの流れを活性化。

左バストのみの施
術後。「たった15
分」でこの効果！ア
フターフォローも
バッチリ！

「シティライフを見た」で ―　
●下垂れバスト豊胸コース
　…………通常162,00円→3,000円
　（5月末まで・要予約・初回限定）
●店内にて35周年キャンペーン実施中！

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

ホテルニューオータニ5/28●日

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～
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】 17時～
男性：55歳～69歳位まで
　　 （年収500万円以上or弁護士・医者等）
女性：45歳～63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8,000円

スイスホテル南海大阪5/14●日

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）

お出かけ好きの方大集合！
男性：56歳～72歳位まで
　　 （年収250万円以上）
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）

11時～【30代メイン】

14時～【40・50代メイン】

17時～【50歳からの婚活パーティー】
参加費は 男女とも8,000円 男性8,000円　女性6,000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


