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頭皮をクリーンな状態に整え、バランスを維持し、保護す
るために開発された、アヴェダの新しいスカルプケア「プ
ラマサナ」。古代インドの智慧にインスパイアされた頭皮
用クレンザー、トリートメント、ブラシの3製品が登場。こ
の３ステップをデイリーの洗髪に投入することで、頭皮の
水分、オイルバランスを整え、毛穴すっきりで根元から髪
が立ち上がり、湿気の時期でも心地よい仕上がりへ導
く。先ずはサロンで体験を。
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簡単に着付け
ができちゃう！

チャイハネ

206-4860-6197
ららぽーとEXPOCITY 3F

左から
［メンズ］浴衣（7,344円/フリーサイズ）、帯（3,132円）
［レディス］浴衣（7,128円/フリーサイズ）、帯（2,592円）
［キッズ］浴衣（4,320円/フリーサイズ）　
インド綿100％の世界各地のモチーフの柄が楽しめる、
個性を楽しみたいオシャレさんに人気の浴衣。レディスは
上下にセパレートになっていて、巻きスカートのように簡
単に着られる。絞り染め帯は前で結ぶのがオススメ！

アプレレクール

206-6310-1772
ららぽーとEXPOCITY 3F

三愛水着楽園 ［8/27（日）まで］

ららぽーとEXPOCITY 2F JACKROSE前

（左）Natural UP Bra（15,120円） 9M　
オリジナルのパッドを開発。中央に胸をホー
ルドし、サイドをすっきり見せてくれる。
（右）台付クロスショルダー（14,040円） 9M　
安定感のある台付きクロスビキニ。
gradation leafパレオと合せて、おすすめの
夏リゾートスタイル！

QUIKSILVER／ROXY
SWIM WEAR POP UP STORE

 〈クイックシルバー／ロキシー〉
［8/27（日）まで］

ららぽーとEXPOCITY 3F INGNI前

［メンズ］
QUIK SILVER サーフTシャ
ツ（5,724円／S～L）、ボード
ショーツ（9,504円／S～L）、
ビーチサンダル（3,456円／
26～28cm）
シンプルなデザインで着回しで
きるサーフTシャツは速乾性が
あり、ラッシュガードとしても使
える。波状のボコボコとしたソ
ールが気持ちよく、クッション
性があり疲れにくいビーチサン
ダルは、水の中でも滑りにくい
優れモノ。

［レディス］
ROXY ビキニセット（14,040円／S～
L）、ボードショーツ（6,480円／S～L）、
ビーチサンダル（2,700円／23～25cm）　
ZITA HWANG X ROXY のコラボレー
ションビキニセットは、胸元をしっかりカ
バーしながら、可愛らしさも取り入れた
今年注目の水着。華奢なストラップのビ
ーチサンダルは、女性らしさを演出し、普
段履きにもOK。鼻緒部分がソフトで足
が痛くならないのも嬉しい。

和ごころ りんず

206-4864-8310
ららぽーとEXPOCITY 3F
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水着

夏ビューティー

Cosme Kitchen 〈コスメキッチン〉

ららぽーとEXPOCITY 2F　206-4860-6465

（左）バイオ・ノーマライザー　青パパイヤ酵素（パウダータイプ
3g×30包／タブレットタイプ0.5g×6粒×30包　各6,804円）　
“酵素の王様”と言われる青パパイヤ酵素は、便秘改善や
消化を助けてくれ代謝を高めてくれる。「翌朝、寝起きが
スッキリ」と、リピートする人も多い。

（右）シナジーカンパニー ベリーベリープレミアム（パウダー
タイプ120g8,424円、カプセルタイプ120粒6,372円）　
カムカム、アセロラ、ビルベリー、ザクロをはじめとする
17種類のオーガニック果実を皮ごとギュッと凝縮した、
ビューティーホールフード。メラニンの生成を抑制すると
いわれるビタミンCが豊富で、紫外線対策にオススメ。

NERGY 〈ナージー〉

ららぽーとEXPOCITY 2F　206-4860-6563

クレンズアイス（Single378円／Double432円）
左から、ココナッツクレンズ、グリーンクレンズ、ココナッツ
ミルク ローズチャイ（6/30～限定販売）、レッドクレンズ、
シトラスクレンズ　
NERGYが開発した完全オリジナルのビューティースウィ
ーツで、カラダに優しい豆乳ベースの低カロリーアイス。
栄養価の高いスーパーフードや野菜、果物を使用。6/30
から「REVIVE KITCHEN THREE」×「NERGY」の期間
限定フレーバーも登場。

この記事持参でクレンズアイスorドリンク（スムージ
ーを含む）を100円OFF ※7/31（月）まで

press特典

フットセラピー

ららぽーとEXPOCITY 3F　206-6875-0030

足極上コース (漢方足湯付)50分　（6,040円）　　
台湾伝統の足の裏から身体を健康にする“足つぼ健康法”
は、足の裏を強い刺激で押すのが特徴で、痛い箇所が身
体の不調のサインであることも有名。身体の不調を発見
したい人にもおすすめ。極上コースではふくらはぎを蒸し
て温める発汗療法も含み、むくみがスッキリしたり夏バテ
予防にも！あなたの痛いところはどのツボか！？そのツボ
がどこの不調を指すのか、スタッフが丁寧に応えてくれる。

Terrace AVEDA 〈テラスアヴェダ〉

ららぽーとEXPOCITY 2F　206-6170-9996

予 約 時 に
「EXPOCITY
pressを見た」で
プラマサナヘッ
ド ス パ 通 常
6,480円（シャ
ンプーブロー込）
が4,480円に
※7/31（月）まで

press特典

ロクシタン

ららぽーとEXPOCITY 2F　206-4860-6190

（左）【数量限定】ヴァーベナ　シャーベットボディクリーム
（150ｍl 4,644円）　
シャーベットのようなテクスチャーのボディクリーム。肌
にのせた瞬間、ひんやりとした感触でとけるようになじみ
肌をなめらかに整え、しっとりサラサラのボディへ。
（右）ヴァーベナ　オードトワレ（100ｍl 6,048円）
プロヴァンスを代表するハーブのひとつ「ヴァーベナ」。レ
モンに似た柑橘系の爽やかな香りで、男女問わず愛され
るオードトワレ。この夏だけの限定パッケージも登場。
※限定パッケージは数量限定

ビューティジーンプロフェッショナル

ららぽーとEXPOCITY 3F　206-4864-8420

美まつ毛エクステンション80本（12,960円）
汗にも強く、マスカラのにじみやカール落ちも全
く気にならない、海水浴やプールの強い味方！夏
らしいカラーエクステのポイント使いや、ナチュラ
ルなブラウンカラーも大人気。

予約時に「EXPOCITYpressを見た」で
初回限定 美まつ毛エクステンション30％OFF
他店オフも無料！　　　
●80本　12,960円→9,072円
●100本 15,120円→10,584円
※8/31（木）まで

press特典

浴衣を着て歩く時、少し内股気味で歩幅を小さく
すると、着崩れを防ぐだけでなく、おしとやかに見
えます。また、右記記載のキッズの浴衣130cm（ち
ょうど活発に動く時期のサイズ）の背面には紐が付
いていて、着崩れしにくい工夫がされています。

浴衣の着崩れを防ぐ
ちょっとしたポイント

2017年 北摂の夏まつり＆花火大会日程情報

ビューティジーンプロフェッショナルでは、9/30（土）までの
期間中、三井ショッピングパークカード《セゾン》会員様は、
ご優待価格でおトクに施術を受けられます。未入会の人も
新規入会で、最大3,000円相当のお買物券がもらえるキャ
ンペーンを7/9（日）まで実施中！入会キャンペーンについて
は、下記QRコードをチェック！上手に活用して、“夏美人”に
なりませんか？

vol.3

［GIRLS］
フラワーモチーフワンピース
水着、袖フリルラッシュガー
ド（共に各3,132円／80～
140cm） ※2色展開　
水着の前後がわかりやすい
ように、ポイントのお花がつ
いているので子どもが着る時
に迷わないよう工夫がされて
いる。UVカット加工。

［BOYS］BOY3色バイカラート
ランクス水着（2,484円／80～
140cm） ※3色展開　
カラフルなデザインが人気の水
着。UVカット加工がされている
ので紫外線から守ってくれる。

実は知らない？

左から
［メンズ］浴衣 （6,264円～）、帯（1,620円～）、下駄（1,080円～）
［キッズ］LOVELY浴衣 （6,264円～/110～150cm）、
帯（1,620円）～、下駄（1,080円～）
［レディス］La Lumiere浴衣（19,440円/150～165cm）、
帯（1,620円～）、帯締め（2,700円～）下駄（1,080円～）

ともに7/12（水）限定発売
※7/11（火）まで予約受付中

ららぽーとEXPOCITYの「こんなおトクな利用法があったんだ！」と
いう情報をご紹介します。今回は右でも紹介している「ビューティジー
ンプロフェッショナル」です。上手く活用して暮らし上手になろう！

カランコロン。こだわりの浴衣を着て、お祭りや花火大会にでかけよう。

夏の紫外線、冷房による冷え、夏バテ…
あらゆるダメージも何のその！
おでかけ前＆後にしっかりケアをして、
ビューティーに磨きをかけよう！

体のラインを上手くカバーしてくれるデザインや、UVカット加工の水着で、
悩みを気にせず楽しく水と戯れよう！

第48回吹田まつり
第45回茨木フェスティバル
第32回箕面まつり

第48回市民フェスタ高槻まつり
豊中まつり2017
第42回摂津まつり 茨木辯天花火大会

日々のセルフケアはもちろん、
たまにはプロのチカラに頼る
ことも大事！おでかけする機
会も多くなるから、しっかり
ケアしちゃおう！

7/29（土）・30（日）

7/29（土）・30（日）

7/29（土）・30（日）
　　　　　　　　※関連イベントは7/15（土）～8/31（木）
8/5（土）・6（日）

8/5（土）・6（日）

8/5（土）・6（日）

今年のトレンドは帯締め！
帯から小物まで、
オリジナルコーデを
楽しんじゃおう！

浴衣はもちろんのこと小物類も充実し、呉服店ならではの
品揃え。また、試着も可能でスタッフがきちんと着付けを
してくれるので安心。浴衣は綿100％で体に馴染みやすく
汗も吸ってくれる。お家で洗濯が可能なので扱いやすい。

第29回なにわ淀川花火大会
（大阪市）

第62回茨木辯天花火大会
（茨木市）

第69回猪名川花火大会
（池田市・川西市）

8/5（土） 19:40～20:40

8/8（火） 19:30～20:30

8/19（土） 19:20～20:20　　　　　

花火
大会夏

まつり

●新規ご利用のお客様施術初回30％OFF
（物販除く。眉・まつ毛両施術ご利用の方のみ
35％OFF。ほかキャンペーンとの併用不可）
●2回目以降の利用の場合、20％OFF
（物販除く。前回ご利用から1ヶ月以内の場合の
み可。ほかキャンペーンとの併用不可）

ご優待内容

店長
中山さん

メイクの悩みを吹き
飛ばし、より女性らし
い目元で夏を思いっ
きり楽しみましょう！

※水着以外はイメージです


