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三ノ宮

地下鉄
（（西神・山手線）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　OPEN30年を超え、インドエステ（アーユルヴェー
ダ）技術の元祖でもある同店。美容と健康増進を並行
させる体質改善式のダイエットにこだわり、多彩なオ
ールハンドマッサージと、ハーブからベースオイルまで
手作りのオーガニックスリムオイルで各パーツのむく
みを解消し、リンパをすっきり流しながらムダな脂肪
を分解。一時的な減量になりがちな、力任せな強揉み
や過度な食事制限を行う忍耐系ではないので、熟年
層の方でもムリなく計画的に目標体重へ。また、技術
オンリーではない、食事、入浴法などを含めた、手厚い
サポート体制も魅力。

インド医学に基づいたリンパ手技で
体調を整え、健康的に美しい体型へ

神戸市中央区
琴ノ緒町5-4-23 
サンデンビル２F
営／10時～20時
（受付19時）
日・月定休　
※女性専用、
完全予約制
70120-62-8780
http://www.kabul-sannomiya.com

１年間アフターサポート
キャンペーン開催！
● 【オールハンド】
　脚orお腹集中60分コース
………………… 16,200円

● 【オールハンド】
　上半身ｏｒ下半身90分コース
………………… 19,4４0円

● 【オールハンド】
　全身120分フルコース
………………… 32,400円

「シティライフを見た」で、
①「脚ｏｒお腹」オールハンドスリム
　（首・肩リフレッシュマッサージ付）
　コース70分 ...............5,400円
②全身オールハンド120分フルコース
　 .................................10,800円
③〔月額制〕小顔マッサージ付上or
　下半身120分本コース1回
　 19,440円 ※全10回のコース
※③は初回体験後の利用も可能
（6月末まで・要予約・初めての方のみ）

結果を追求した、内容充
実度の高い体験コース
は初めての方のエステ選
びにも。全身フルコース
を体験した56歳の方
が 、1 回でウエスト
-5.6cm。お腹が大きく引
っ込み、全身シルエット
の印象も変化＆アップ。

ベッドでの施術前
に個室サウナでデ
トックスマッサー
ジ。大量発汗と共
に脂肪を柔らかく
し、痩せやすい身
体に変える準備
を行う。

4本の手で、両脚を同時に、同じ強さ、スピー
ド、動きで揉みほぐし。セルライトを潰し、リ
ンパ流れを整えながら、むくみを解消。

50代の店長を始めとしたスタッフ達は、本場スリラ
ンカでも定期研修を重ねるスゴ腕揃い。アットホー
ムな雰囲気も好評で、会員の半数以上が40代～60
代で、80代の方もホームドクター感覚で定期的に来
店。

Menu 特　典　　　　 Kabul〈カブール〉 
三宮店 
三ノ宮

　夏の紫外線、乾燥・しみ・しわ・たるみなどどんな肌
の悩みも創業39年の熟練技で一挙解決！40・50代
の肌トラブルは「エスコス」にまかせよう！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。

40代・50代から絶大な支持
本格エイジングケアで若返り美肌に
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西宮北口店
20798-67-8744
阪急西宮北口駅北改札
西出口徒歩2分 
カサマドンナビル4F

（左）毛穴の汚れや古
い角質を除去して極
上美肌へ！

（上）即効でたるみを
改善したい人は筋膜
小顔美骨術を

（右）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。

「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→5,400円
※新規様及び、半年経過している方 　
※特典の併用不可　（2017年6月30日まで）

特　典　

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〉

【応募方法】 ご応募はメールにて。住所・氏名・年齢・職業・電話番号・美容について現在の悩み
  （例：シワやたるみをが気になるetc.）を明記のうえ、顔写真と全身の写真をお送りください。
  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。※謝礼 3,000円～
シティライフ読者モデル係　メール info@citylife-new.com※件名に「ビューティ体験モデル」と入力ください。

ビューティサロン体験読者モデル募集
フェイシャルやボディ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。

From
CityLife

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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ワジュール
夙川ビル

阪急夙川駅

特 典（6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

（税別）

※初回のみ
美白点滴 2,800円 → 980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

体質に合わせたメニュー構成であなたの痩身をしっかりサポート

リポラブリポラブ インディバor
エンダモロジー
インディバor
エンダモロジー

ウルトラ
アクセント
ウルトラ
アクセント

ＡＣボディＡＣボディ

●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

最新機器導入！

最新型脂肪溶解注射

ラセムドトリートメントラセムドトリートメントこんな
方に
オススメ

20,000円→

7,400円
（初回のみ）

ルートロトーニング

肝斑治療

レーザートーニングレーザートーニング

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。

韓国発！日本ではまだ10台の
ナノ化された高次元最先端
美容液導入技術。

当院人気
№.1！

美肌ハリ・美白ツヤ

作り立て
美容液
プレゼント！

35,000円→

19,800円
（初回のみ）

30分 8,400円→

4,000円
（初回のみ）

40,000円→

10,000円
（初回のみ）

むくみ改善・血行促進・
セルライト除去

お腹 1本 68,000円→

29,000円（初回のみ） 30分 6,700円→

4,000円（初回のみ）

医療用筋刺激装置
ボディの引締めに効果的！

痛みなし、リバ
ウンドなしの理
想の部分痩せ
が可能に！

1エリア

最新型医療用
痩身機器


