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髪悩みを改善

シニア必見「60才以上特典」あり
補正下着が驚きの価格

似合わせカットで
くせを活かしたスタイルに

昔から補正下着をつけていたという女性も、使ったこと
ないけど興味ある、
という人も必見！加齢による体形崩れや
授乳後の削げた胸でお悩みなら同店へ。オーナーが一人
でくれるので、
シルエットがぐんと変わり着やせ効果大！
しか
も商品は国内メーカーなのに価格は驚くほどリーズナブル！

頭の形や輪郭を見極めて一番似合うスタイルを作れ

下着でどれだけ変化できるかぜひ実感してみて。

る同店は、
似合わせを叶えながら髪の悩みも解決。
また

オーナー佐藤さんはこんな方

Hikaru'16〈ヒカル ジュウロク〉

2072-646-9908

話しやすいスタッフばかりで、
希望やイメージを伝えや

（上）
ボディスーツA75M〜B903L
…… 1,780円〜2,980円→980円
（下）
綿混ショーツM〜４L
………… 1,180円〜1,380円
ブラジャー〜D95
……………………… 1,280円

子育て経験があるから悩みをわか
ってくれて、
こんなのが欲しかったっ
ていう商品が揃っています。母親が
一緒に選んでくれているような、身
近な存在で頼れるオーナーです。
常連ゲスト Nさん

茨木市園田町1-7 FORUM'87 2F
営／11時〜17時
（土曜は〜18時）
日、
月、第1・3・5の木曜不定休
9/9は臨時休業
（時間の合わない方は定休日も対応可。
電話にて相談を）

すいので嬉しい。
自然な会話の中でホー
ムケアのアドバイスや、乾かし方で生え

グセをカバーする技まで教えてくれる。

g ha i r 摂津富田店

特典 「シティライフを見た」
で

イオン新茨木店

P

至梅田

5,000円以上のお買い上げで1,000円OFF
3,000円以上のお買い上げで500円OFF
（ボディスーツは値下げのため対象外）
※年齢確認ができるものを提示ください
さらに同伴者（年齢制限なし）
も同じ特典！
（9月末まで）
●

サンマルク

サイゼリア

2F P

参加費は

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
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。

日
9/24●
参加費は

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。
結婚
相談

10コースあるトリートメント
メニューでおさまりツヤ髪へ

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

営／10時〜20時

7

「シティライフを見た」
と予約で

（10月末まで・新規の方のみ）

Oggi otto など 10種類のトリート
メントコースから、 お客様の悩みに
合わせて選んでいきます！ おさまり
も良くなるので 忙しいオシャレさん
にお勧めです。
オーナー

Nobさん

オやテラスがあったりなど
【ここにし

かない】
がたくさんあるサロン！子ど

もが喜ぶアイテムもあり、一緒に通

えてオシャレを楽しめる。撮影企画
も人気なのでチェックしてみて！

photo studio & hair make

nico merci 〈ニコメルシー〉

茨木神社

茨木市大手町8-13 日本医科薬品ビル5F
10時〜19時 ※早朝対応可
水曜定休

検索（PC）

139

Ｊ
Ｒ
茨
木

2072-624‐7510

休／火曜日

よい

典

優れた感性でゲストの魅力を最大限に引きだしてく

11時〜【30代メイン】
17時〜【ハイステータス婚活】
男性：28歳〜42歳位まで
男性：55歳〜69歳位まで
（四大卒or年収300万円以上）
（年収500万円以上or弁護士・医者等）
女性：25歳〜38歳位まで
（高卒以上） 女性：45歳〜63歳位まで
（結婚に前向きな方）
14時〜 【40代・50代メイン】
他のパーティ情報は
男性：40歳〜57歳位まで
（四大卒or年収400万円以上）
ホームページをご覧ください。
女性：37歳〜54歳位まで（高卒以上）

関西ブライダル 江坂

特

30％OFF

れるnico merci。
開放感のあるフロアに、 撮影スタジ

男女とも8,000円

※東急ハンズ向かい

阪急京都線 至
京
都

おしゃれなプライベート空間で
子どもも一緒に楽しめる

男性8,000円 女性6,000円

ホテル阪急インターナショナル

関西ブライダル江坂店［エテルナ］

大阪府吹田市江の木町1-39 セーレ江坂7F

至
京
都

摂津富田
JR京都線

g hair
阪急富田店

ダメージヘアでまとまらない髪は

↑

婚活パーティーの流れ

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。

至
梅
田

11時〜 【30代メイン】
17時〜 【中高年メイン】
男性：28歳〜42歳位まで
温泉・旅行好き大集合
（四大卒or年収35０万円以上の方） 男性：56歳〜72歳位まで
女性：25歳〜38歳位まで
（高卒以上）
（温泉・旅行好きの方）
女性：46歳〜69歳位まで
14時〜 【40・50代メイン】
（温泉・旅行好きの方）
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）

①婚活パーティスタート

とんかつ
にしき
富田

2072-694-0006

ホテルグランヴィア大阪
男女とも8,000円

至
大
阪

g ha i r 阪急富田店

参加者
婚活の第一 歩！
1万人突破！
お見合いパーティに参 加しません か？
日
9/17●

池田泉州銀行 g hair
摂津富田店

2072-693-7717

シティライフ読者限定
パーティ参加者下記料金より
500円OFF

カット........................................... 3,780円
カラー.......................................... 4,320円〜
□ ヘッドスパ
（シャンプー別）....... 1,080円〜
□ カット+パーマ
（シャンプー込）.8,640円〜
※メニューによってロング料金あり
□
□

高槻市大畑町3-5
営／平日9時半〜19時、土日9時〜18時
月・第2、3火曜定休 予約優先

●

キッズルーム完備。

Menu

◀予約はコチラから
空メールを送信

〈グラム ヘア〉

60才以上の方限定

阪
急
茨
木
市

スタイリスト 松田さん

似合わせカットで悩みカバー
持ちの良さもバツグン

ひとりカルテを作り、
ピッタリ合う正しい下着をじっくり選ん

ランジェリーショップ

厄介なくせ毛はカット次第で自然
なスタイルに。髪がハネやすい人
は内巻きになるように微調整でき
ます。ひと工夫で似合う髪型を見
つけられますよ。

まとまらないくせ毛には

フーフ に なろう

インスタ ＠nicomerci̲bongroovy

0120-4122-76

南中
グ央
ラ公 市・消防本部前
ン園
ド
茨木市役所

阪
急
茨
木
市

茨木高校

特

典 「シティライフを見た」
で、

3,700円
7,700円
□ キッズカット.................................. 3,000円
□ カット.........................4,700円→
□ カット+カラー........11,000円→

モデル体験ちょこっとフォトデータプレゼント
（9月末まで・新規予約のみ）

商工会議所は地域企業の振興や地域の活性化に日夜努力しています。
でも具体的にどんな活動をしているのか知らないという人も少なくないのでは？
そんな商工会議所の活動を今月も紹介します！

茨木商工会

議所

親子でも、大人だけでもワクワク

秋の夜 長のガンバる市！開催

14:00〜
ガンバ大阪キッズチアオープニング、各種ワークショップ
（石のキャンドルランタン、ざぶとん、灯篭など）（有料）、
茨木童子カステラ等の茨木童子グッズの販売、
14:30〜
クイズ を 解 いて 備 蓄 品 を 集 め ろ！商 店 街 防 災 ゲ ー ム！
（50 組 限 定）、等 々、おもしろ企 画 満 載。てづくり市、
音楽イベント、茨木にちなんだお酒のご紹介等。

高槻商工会

たかつき酒塾

【参 加 費】無料 ※定員、有料のものもあります。
【主

催】茨木商工会議所 茨木市商業団体連合会

【後

援】茨木市

【問

合】茨木商工会議所 072-622-6631

〔場を開く社会実験〕 茨木市観光協会
詳細は、茨木商工会議所フェイスブックページをご確認下さい。

集！
受講参加者募

昨年、好評いただきました「たかつき酒塾」を今年も開催！

能登杜氏初の女性杜氏でもある藤田氏の話を聴いたり、日本

酒に関する知識を習得する講義など全 6 回開催いたします。詳

しい内容は高槻商工会議所のホームページをご覧ください。

工会

無料託児あり
約
9/19まで要予

女性のチャレンジを応援
お客様が集まる♪リピートしてくれる♪
小さなお店のための

「わたしブランディング」セミナー

各 14：00〜16：00

⑤2月16日（金）13：00〜15：00

日 時

9月28日（木）

②10月11日（水）、③11月7日（火）
④平成 30 年 1月29 日（月）9：00〜18：00（予定）

【会

摂津市商

お金をかけずに効 率よくリピート客やファンをつく
ることができる「わたしブランディング」ワーク体 験
や、「手作り市を盛り上げるコツ」をはじめ成功例や
苦労話など、出店経験者との座談会も開催。

【日 時】 ①平成 29 年

【開催日時】平成 29 年 9 月 16 日（土） 14:00〜19:00
【開催場所】JR 茨木駅東口駅前広場 2 階（いばらきスカイパレット）

議所

⑥3月2日（金）14：00〜16：00

場】 高槻商工会議所、他 【締

切】9月14 日（木）必着

【定 員】 30 名（定員を超えた場合は抽選）

※高槻市民、高槻市内にお勤めの方、飲食業に従事している方など

【受講料】 5,000 円（税込、全 6 回分）
＜初日にご持参下さい＞
【申込み】当所のホームページから、ネットでお申込みください。
【主催・問合せ】 高槻商工会議所

TEL：072−675−0484

http://www.takatsukicci.or.jp

場

所

講

師

参加費

9 月 22 日（金）10：00 〜 12：00
摂津市産業支援ルーム

摂津市南千里丘 4−35
前川あゆ氏
無料

3階

㈱ Shuka Berry 代表取締役

■申込 摂津市商工会
06-6318-2800 http://settsu-sci.jp/

