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　昨年40周年を迎えた東豊中店。広々とした店内には

食品から衣料品まで幅広く揃います。2階の衣料品コー

ナーでは、品ぞろえはもちろん、商品説明や提案などス

タッフの対応が評判を呼んでいます。CDや洋服、文具な

どを扱う催事コーナーも不定期で展開しています。

歴史と信頼のある東豊中店
日用品フロアが人気

暮らし上手な皆さんにはおなじみのコープこうべ。各店のこだわりや魅力をお届けしていきます。

コープ東豊中
豊中市東豊中町4-3-13
206-6848-2561
営／1階 9時～21時 　2階 9時半～20時
　　無休（元旦を除く）

大阪府内の店舗一覧　

玉ねぎてん（4枚入・200g） 204円
国産の玉ねぎ入りでしゃきしゃきとし
た食感。お弁当にも便利。

オススメ商品

〈豊 中〉
●コープ東豊中
　豊中市東豊中町4-3-13
●コープ蛍池
　豊中市蛍池中町3-2-1
●コープ桜塚
　豊中市南桜塚2-1-10
●コープミニ桜の町
　豊中市桜の町2-1-6
●コープミニ泉丘　
　豊中市東泉丘2-14-20
●コープミニ城山
　豊中市城山町2-5-12
●コープミニ西緑丘
　豊中市西緑丘1-1-38

〈箕面市〉
●コープ箕面
　箕面市桜ヶ丘5-6-6
●コープ箕面中央
　箕面市坊島1-1-15
●コープミニルミナス箕面
　箕面市如意谷4-6-19

〈池田市〉
●コープミニ伏尾台
　池田市伏尾台3-4-1

●コープミニ井口堂
　池田市井口堂2-7-18
●コープミニ上池田
　池田市上池田2-4-6-101

〈吹田市〉
●コープ吹田
　吹田市五月が丘西1-1
●コープミニ山田
　吹田市山田東4-17-12-101

〈茨木市〉
●コープ茨木藤の里
　茨木市藤の里1-10-2
●コープ茨木白川
　茨木市白川2-2-10

〈高槻市〉
●コープミニ氷室
　高槻市氷室町4-2-5

〈豊能町〉
●コープ新光風台
　豊能郡豊能町新光風台2-18-5

〈島本町〉
●コープ島本
　三島郡島本町青葉1-2-10

コープこうべ くらしの情報センター
20120-44-3100（無料・年中無休）
火～金 ： 8時半～19時半　土～月 ： 8時半～18時
※12/31～1/3は8時半～18時

困り事も
相談してもらえる
頼れる店舗で
ありたいです。

三陸産茎わかめ
（徳用）
（110g） 440円

オススメ商品

ほんのり酸っぱい味とコ
リコリ食感がやみつきに。
個包装で食べやすい。

スキンローションＢ
（さっぱり）
（150ml） 766円

オススメ商品

べたつかないのにしっと
り。シンプルな成分でベ
ーシックケアができる。

店長  
濵谷 太郎さん

摂津市千里丘2-13-24 2F　営／9時～18時　無休摂津市千里丘2-13-24 2F　営／9時～18時　無休

☎ 06-6330-0623☎ 06-6330-0623

カラー専門店 染め家（そめや）カラー専門店 染め家（そめや）

全体染め 2,500円
根元染め 2,000円
※根元5cm程度までの全頭染め

部分染め 1,000円
※顔周りや分け目の部分染め

※長さ別の料金はありません

●業界一流メーカーの24種のハーブが入った良質のカラー剤
●カウンセリングで色を決めていく
●プロの手で塗布＆丁寧にシャンプー
●セルフブローなど人件費を抑え低価格を実現

□ こまめに生え際を染めたいが
　 出費は抑えたい
□ ホームカラーは面倒だし、
　 ダメージが気になる

こういう人こんな時にオススメ

この記事持参で
トリートメント

1,000円→無料
2017年9月末まで

白髪染めからファッションカラーまで

メニュー

ココがポイント

カラーリングの流れ step1 券売機で券を購入
step2  カウンセリングで色を決める
step3 カラー剤塗布
step4 プロの手で丁寧にシャンプー
step5 セルフブロー

特典

※税別価格
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ご応募はメールか郵送にてお送りください。応募の動機、郵便番号、住所、氏名、年
齢、職業、ＴＥＬを記載いただき、上半身と全身のお写真をお送りください（随時受付）。
〒566-0001 摂津市千里丘1-13-23　シティライフ読者モデル係
メール info@citylife-new.com
※ご応募いただいた方は登録をさせていただき、ご依頼する際は編集部からご連絡させていただきます。

CityLife 読者モデル募集中
グルメ・スポーツ・美容・レジャーなど、読者モデルとして実際に体験をしていただけ
る方を募集しています。親子でのご応募も歓迎です。ご応募をお待ちしております！

応募
方法 

JR
高槻

阪急
高槻
市

みずほ銀行ミスター
ドーナツ松坂屋松坂屋

女性専用サロン
高槻市高槻町7-6-102
営／9時半～18時　
月曜・第1火曜・
第３日曜定休
店前P2台あり

2072-668-7779

特　典　　「シティライフを見た」と新規の方、
● ハーブカラー............................ 8,000円→7,200円
● ハーブカラー+電子トリートメント
　 ............................................. 11,500円→10,350円
● カット+ハーブカラー+電子トリートメント
　 .............................................14,000円→12,600円
さらに、キレイになった髪を維持するための
総額3,240円相当のホームケアアイテムをプレゼント！
※上記メニューは全てブロー込　※価格は全て税別
（8月末まで）

繰り返しの白髪染
めで痛みが気にな
っていた髪に電子ト
リートメントとハー
ブカラーをしてもら
いましたが、頭皮の
ピリピリもなく、一
回目から髪がツヤ
ツヤになりました。

常連客　木村さん

　大人女性の髪質改善にとことんこだわ
った施術をしてくれる評判のサロン。「髪が
傷んでツヤがない・・・」など、髪にハリ・コシ・
ツヤを取り戻したい方におすすめなのが全
国の美容室の1%の限定サロンでしか体
感できない「電子トリートメント」。アミノ酸よ
りもさらに小さい電子レベルで作用し、
傷んだ髪の内部に天然ミネラルと水分
をたっぷり補給してやわらかいツヤ髪に！

1

40代からの髪の傷みが
気になる方のための女性専用サロン

Toi et Moi 〈トワ エ モワ〉

2

1.香草・ハーブ・漢方からできた
ナチュナルハーブカラーや天然ヘ
ナ100％のHQヘナなど髪に優し
いカラーメニューも人気。
2.髪だけでなく、肌にも使える安
心安全な電子トリートメント。

茨木市下穂積1-3-1-1  清水ビル２階
営／9時～19時　　
月曜・第3火曜定休

2072-621-6671
http://www.furicake.com/

HAIR fur icake
〈ヘアー  フリカケ〉

Menu

特　典　　「シティライフを見た」と
新規ご予約で
記載メニュー500円引き
（9月末まで）

　「スタイリングが楽で夕方になってもつ
むじ部分がふわっとしている」と紹介が
多い同店。カラーやパーマには髪を守
る”栄養補給トリートメント”をプラスしてく
れるから、ダメージヘアも手触りのよい艶
髪に！さらに新しくヘナカラーも導入。純
度の高いヘナで染まりが良く、ハリコシ
が生まれる体験をぜひ。

1

薬剤は徹底的にこだわる
髪と地肌に優しい美容室

2

furicake　で検索
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● シャンプー+カット　........................ 3,900円
● オーガニックカラー（シャンプー・カット込）
.........................................................8,300円
● オーガニックカラー（シャンプー・カット込）
.........................................................8,300円
● 純度100%ヘナ（シャンプー・カット込）
.........................................................9,000円

1.ふんわりスタイルが人気、家で
のお手入れ方法も教えてくれる。
2.イオン茨木の斜め向かい。ビル
入り口の階段を上がってドアを開
けると、 自然光の明るい店内。

しっかり希望を聞
いてくれて、オーナ
ーさんがマンツー
マンで丁寧にカッ
トしてくれます。個
人サロンならでは
のゆったりとした
雰囲気が好きです。

常連客　まさこさん


