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■OSシネマズ ミント神戸

　鑑賞券を
　プレゼント

■応募方法

ペア
5 組
ペア
5 組

●はがきの場合：〒、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入し、
〒566-0001　大阪府摂津市千里丘1-13-23
CityLifeシネマ『OSシネマズ ミント神戸鑑賞招待券プレゼント係』まで
●WEBからの場合：http://present.citylife-new.com/
●締切：10月25日（はがきは必着）※個人情報は弊社にて厳重に管理し、鑑賞券
発送以外には使用いたしません。※当選結果は発送をもって代えさせて頂きます。

今月の
オススメ

ミックス。

2017「ミックス。」製作委員会c

神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸9階 2078-291-5330
OSシネマズ ミント神戸 http://www.jollios.net/

＜上映中＞
●トリガール！　●三度目の殺人
●ダンケルク　●エイリアン  コヴェナント
●奥田民生になりたいボーイと出会う男すべ
　て狂わせるガール
●スクランブル　●あさひなぐ
●ナミヤ雑貨店の奇跡
●僕のワンダフルライフ　●亜人
＜今後の上映＞
●ナラタージュ（10/7 ～）
●アウトレイジ 最終章（10/7 ～）
●猿の惑星:聖戦記(グレート･ウォー)（10/13～） 
●ミックス。（10/21～）
●斉木楠雄のΨ難（10/21～）

●バリー･シール アメリカをはめた男（10/21～） 
●ブレードランナー2049（10/27～）
●先生！、、、好きになってもいいですか？
　（10/28～）9月29日（金）公開　TOHOシネマズ梅田　他全国ロードショー

ドリーム

　1960年代初頭、初の
有人宇宙飛行の成功に尽
力し、NASAの頭脳として
重要な役割を担った３人
の黒人女性数学者。人種
差別が横行していた時
代、知性・努力・不屈の精神
で困難をを乗り越え、自分
の仕事にプライドをもち、
夢を形にした史実が描か
れた感動作。

監督：セオドア・メルフィ
出演：タラジ・P・ヘンソン、オクタヴィア・スペンサー、
　　　ジャネール・モネイ、ケビン・コスナー

2016 Twentieth Century Fox Film Corporationc

※PG12・・・小学生には助言・指導が必要となっております。　※R15+・・・・15歳以上の方がご覧になれます。　※R18+・・・・18歳以上の方がご覧になれます。

9月23日（土）公開　梅田ブルク７ほか
ジュリーと恋と靴工場

　求職中、シングル…の
25歳ジュリーが辿り着い
た個性的な女性たちが働く
高級靴工場では、閉鎖の危
機に抗議運動が起きてい
た。真っ赤な「戦う女」と名
付けられた靴を象徴に、パ
ワフルに型にはまらず生き
ていくことをダンスや映像
で表現。音楽が素敵なフレ
ンチコメディミュージカル。

脚本・監督：ポール・カロリ、コスティア・テスチュ
出演：ポーリーヌ・エチエンヌ、オリヴィエ・シャントロー

2016 LOIN DERRIÈRE L’OURAL ‒ FRANCE 3 CINÉMA ‒ RHÔNE-ALPES CINÉMAc

CityLifeシネマ担当（デコジュン&nanako）が選んだおすすめ作品と、
近隣劇場の上映スケジュールをお届け。

推薦者 : デコジュン
推薦者 : nanako

　芦屋美容クリニック併設のエステティック
サロン。医療機関監修による施術なので、安
心して任せられる。くすみやむくみが気にな
る人にはテノール。熱の力で脂肪層深くまで
温める。血流を活性化させ、リンパの流れが
良くなることで自らの力でハリを取り戻してい
く。リフトアップ、ハリ感アップ、二の腕やお腹
のたるみ除去などにも効果が期待できる。

「くすみ」「むくみ」「たるみ」には
驚異の美容機器「テノール」

1.テノールと手技のダブルでリンパ
をしっかり流す。施術直後にお肌
のもちもちを実感
2.ボディもしっかりひきしまるので、
痩せながら美肌効果も期待でき
る。たるんだお腹を引き締め、セル
ライトや産後ケアにもおすすめ
3.二の腕のたるみの引き締めは　
1回でも効果を実感

芦屋

特典（10月末まで）
「シティライフを見た」で
● フェイシャル2,000円OFF
● お腹10回72,00０円のコース
　契約でプラス1回プレゼント

● 42℃メソッドフェイシャル
……… 1回14,000円

● 42℃メソッドお腹
………… 1回８,000円
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3 ディープクレンジング　　泡洗顔
テノールで顔全体と首を施術
フェイシャルリンパマッサージをして仕上げ

芦屋市東芦屋町1-20　
セラヴィ芦屋ビル2F　Ｐ有
営／10時～19時
祝日定休
20797-25-7679
http://ashiya-biyou.com/

芦屋美容クリニックプロデュース 
Salon de ABC+
〈サロンドエービーシープラス〉

芦屋川

JR芦屋

甲陽幼稚園

ラポルテ

45
セブンイレブン

いかり
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みなと銀行
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阪急神戸線

西宮市田代町18-4 シャトル西宮北口101
営／平日10時～19時（最終受付18時）
　　土・日10時～17時（最終受付16時）
毎週 月・火定休　祝日不定休　
近隣コインPあり

70120-37-6633
20798-64-6633
http://www.kogao2014.com 

実際の手技や、
利用者の声を
動画で紹介中

西宮北口
阪急神戸線

アクタ西宮

阪急西宮
ガーデンズ

日和佐
医院
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山手幹線山手幹線

西宮北口駅徒歩6分 
西宮ガーデンズすぐ

　施術後の若返りぶりを見た周りが続々来店
する“顔コミ”で評判。すべて手技の美顔術で
たるみ、くすみ、小じわ、ほうれい線などを根本
から改善する。顎のラインがシャープに、肌質も
モチモチになるので「昔より若くなっているんじ
ゃない！？」と言われるゲストも。1回でも効果を実
感できるので、キレイのためにまずは行動を！

オールハンドの美顔施術
1回お試しでも若返りを実感

1.しつこい勧誘は一切なし。楽し
みながら無理なく通って、キレイ
をキープしているゲストが多数。
2.セットのヘッドマッサージで、つ
らい頭痛や目の疲れまでケア。肩
こりもすっきり、化粧のりも変わる！

Best Face〈ベストフェイス〉
西宮北口店 
（旧・ソレイユ鍼灸整骨院）

西宮北口

特典
「シティライフを見た」で
● 小顔リフトUPコース
…… 2,000円 →500円

（10月末まで・要予約・新規の方のみ）

顔の筋肉を活性化
すべて手技の施術で顔や頭のコリをほぐす。

たるみを引き締め
パウダーを使い、下が
った顔をリフトアップ
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パックとの相乗効果でハ
リツヤのある素肌へ！

美容パックを塗布

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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山手幹線
ワジュール
夙川ビル

阪急夙川駅

特 典（10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。

ミルクピール
～生コラーゲンパック付～
ミルクピール
～生コラーゲンパック付～

二重まぶた二重まぶた

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／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
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

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

● 治療直後から効果を実感
● ダウンタイムなし
● 麻酔不要
● 長期間効果継続

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！）

医療の力で
目指せ１ヵ月－５㎏！

笑顔力UP！誰にも内緒でシークレットリフト。

従来の顔面表皮からのアプロー
チとは異なるコンセプトで開発さ
れた新時代のフェイシャルリフト。
口腔内にレーザーを直接照射す
ることで、ほうれい線・ゴルゴライ
ン等 頬のたるみを自然な形でリ
フトアップが可能！

雪肌点滴 「タチオン」2A
通常価格 3,000円 → 1,980円（初回のみ）

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 し々い顔立ちに。

が ん 　けん 　 か    す い  しょう

スマイルリフトスマイルリフト

●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

こんな
方に
オススメ

　　通常価格 120,000円→

　　　　　　　お試し価格  19,800円（初回のみ）

　　　　　　通常価格 15,500円→

　　　　　初回限定価格  9,000円（初回のみ）

■ライト（1点止め）
　通常価格 61,900円

→23,800円
■プレミアム（2点止め）
　通常価格 76,190円

　→37,140円

スタッフが一人ひとり丁寧な
カウンセリングを行うので安心。
理想の二重を実現しましょう。

口の中から直接たるみへ
アプロ－チ！

「生コラーゲンパック」とは…

※学生割引あり

※詳しくはお問合せください。（ほうれい線1周照射）

強力美白&デトックス

　3種類のピーリング剤が絶
妙なバランスで配合されてい
る次世代型ピーリング！くすみ、
ニキビ、毛穴、ザラツキを取り
除き透明感のあるツヤ肌へ！
化粧ノリも良くなるので、夏の
疲れたお肌にもオススメです。

　今注目の保水成分「サクラン」を使用したエイジン
グケア！サクランはヒアルロン酸の約10倍の保湿力
があり、生コラーゲン＆セラミドでしっかりケア。

たった
数分で
ハリツヤを
ゲット！

兵庫県
初導入!


