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　創業35年、全国ダイエット大会で優勝するなどの
実績もある地域の愛されサロン。お医者さんに「痩せ
ないとダメ！」と言われたり、何をやっても痩せない人
の駆け込み寺として評判も高い。人気の「キャビリポ
スリム」は無理なく痩せ、食事制限では痩せにくいお
腹まわりや太もももスリムになるという、画期的なも
の。有資格者による施術で、ラジオ波、キャビテーシ
ョン、LEDと1つずつでも効果の高い施術を同時に受
けることができ、相乗効果も高い。「短時間で効果を
出したい」「体質を改善したい」「高血圧が気になる」
と言う方にもオススメしたい、万能痩身メニューだ。

代謝が悪く痩せにくい人には
キャビリポスリムで20代の代謝に

特典

　ダイエットの全国大会3位の
実力者で、キャリア19年の痩身
のスペシャリスト。無理なく健康
的にキレイに痩せられるように導
いてくれる！気さくな人柄で何で
も相談しやすいのも人気だ。

ファニービー
高槻店 店長　村上 幸子さん

ファニービーそれぞれ3店舗に全
国大会受賞者のスタッフがいま
す。有資格者が揃う同店の痩身
メニューは、「ダイエットしても痩
せない」という方でも、成功に導
いています！まずは気軽にご相談
ください。

痩せにくい部分もスッキリ

［吹田
茨木
高槻］

医療機関提携サロン ファニービー
驚きのビフォー・アフター写真はHPに掲載！ 今スグチェック
http://www.funny-bee.jp/

before：
ダイエット前の写真
after：
2か月間キャビリポス
リムを受けた後。
－11kgに成功した！

before after

温熱効果により血
流改善。
「脂肪を燃やして
排出する」

ラジオ波＋LED
〈燃やす〉

特殊な超音波で
「脂肪とセルライトを
溶かす」

キャビテーション
〈溶かす〉

身体を芯から温め、
大量発汗を促す。
「老廃物を排出さ
せ、代謝を上げる」

毒だしゲルマベッド
マッサージ〈排泄〉

手技によって余分
な脂肪をさらに排
出。「しっかり解し、
血流、リンパ液の
流れを正常に」

デトックスマッサージ

「シティライフを見た」で
● キャビリポスリム（150分）
  通常35,640円 → 5,000円
● まつ毛パーマ
   通常2,160円 → 1,620円
● 自まつ毛育毛コース
　通常7,560円 → 5,400円
（11月末まで・要予約・初回限定）
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国道171号線交番

阪急京都線 タクシー
のりば3F

高槻市城北町2-2-1 小路ビル3Ｆ
阪急高槻市駅から徒歩1分
※城北通り入ってすぐ3Ｆ
営／月曜～金曜11時～20時 
　　土曜・祝日10時～18時
日曜定休　完全予約制

■高槻店
2072-672-5520

キャビリポスリムの流れ

　食欲の秋は、脂肪の秋！「食べたムク
ミが脂肪に変わる前に、今ならまだ間に
合います！」と森さん。20年の実績を持
つ「サムサラ」は、技術の高いマッサージ
でお客様を満足させている。リンパと血
流を整えて、リバウンドしない体に体質
改善。岩盤浴で、体の芯から代謝を高め
る。「くびれ＆美脚」になって、肩コリ・冷
え性・便秘・生理痛も改善しよう。20～
70代が通う完全個室の大人サロンで、
冬までにガッツリ脂肪を落とそう！

アーユルヴェーダ痩身サロン 
 SAMSARA 〈サムサラ〉

［茨木市］

結果重視のアーユルヴェーダ
熟練技術でガッツリ脂肪を落とす

　森さんの信条は、「結果にこだ
わる事！」キャリア22年の実力
で、50代の方が2週間で4㎏減
の成功例も！毎回結果を実感し
て頂けるようなお手入れを心が
けられている。

アーユルヴェーダ痩身サロン　
SAMSARA（サムサラ）
店長 森 智秋さん

サムサラの熟練技術は、スタッフ
の殆どが10年以上のキャリアだ
からこそ！この経験を活かした技
術やアドバイスが、結果にこだわ
る施術を生み出します！

痩身マシン「ウルトラ
4」は、代謝アップの
ラジオ波、脂肪細胞
減少のキャビ、中性
脂肪溶解のLD、引き
締めのLEDを一気に
施術！

熟練エステティシャン2人のパワフ
ルな施術で「痩せる！」を実感。背中
や二の腕は、コリを解して老廃物を
流すと後ろ姿もキレイに！首・肩のコ
リも頭まで解すのでスッキリ！

2人掛かりで脂肪まるごと撃退
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茨木市宮元町1-1  ハイムフロイデ２F （1Fセブンイレブン）
阪急茨木市駅徒歩2分
営／10時～21時（受付18時半）　
休／日曜・祝日 完全予約制　女性専用

2072-631-3630　（HP予約可） http://www.ayurveda-samsara.com/

特典
● 20周年記念　
全てのお客様に通常コースを
40％OFFで!
（H.29年11月末まで）

● アヴィヤンガ（全身）120分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・体験7,000円
● 痩身マシン+アヴィヤンガ
（全身）150分・・体験8,000円
● 痩身マシン＋アヴィヤンガ
（全身）＋フェイシャル 150分
 　・・・・・・・・・・・体験11,000円
　　　　　　　　　(全て税別)
※初回はカウンセリング60分有。
時間に余裕を持ってお越し下さい。
（初来店の方限定。
H.29年11月末まで） 4大効果で劇的痩身

岩盤浴

ポッコリお腹をムギュッ 脚の集中ケアは足裏まで

太腿のセルライトをグイ
グイ揉み込み押し上げ
ると、ピップアップ＆美
脚効果がスゴイ！むくみ
もスッキリ改善。

マルマ（つぼ）を刺激して
細胞を活性化するとゴボ
ゴボと音が！100％ハーブ
を擦り込み、お腹を揉み込
み、絞り込む。

セルフケアでは手がいき届かない
最高の美を手に入れるために、
頼れる“美の匠”の技で輝かせてもらいましょう。

P.7まで続くP.7まで続く

国産じゃがいもを使用し、プラズマ乳
酸菌1,000億個を配合した女性向け
ポテトチップス「ぽいっと！」シリーズか
ら新商品が誕生。女性の口幅に配慮
した、“ぽいっと”ひとくちで食べられる
サイズ。

ぽいっと！ 発酵バター味
内容量：１袋あたり40g

【 カルビー株式会社 】

「ダイエット＆キレイ」を提案するお酢
飲料「食べる前のうるる酢ビューティ
ー」の新フレーバー。不足しがちな鉄
分を2.8mg配合し、お酢特有の香りを
抑え手軽に美味しく摂れる。また、1本
に4,700mgの植物繊維も含まれる。

食べる前のうるる酢
ビューティー
ラズベリー×プルーン味

内容量：
1本あたり
125ml

【 養命酒製造株式会社 】

夜寝ている間にカラダのケアが期待
できる機能性成分を配合した新商品
ドリンク。様々な機能性表示食品にも
使用されている注目素材テアニンをは
じめ、各商品ごとにクエン酸、ヒアルロ
ン酸、ビタミンC、Eを配合。

よるケア 
クエン酸 レモン／ヒアルロン酸 グレープ／
一日分のビタミンC,E グリーンアップル
内容量：1本あたり200ml
※いずれか1つプレゼント。
※種類はお選びいただけません。 ※いずれか1つプレゼント。

※種類はお選びいただけません。

※いずれか1つプレゼント。
※種類はお選びいただけません。

【 森永乳業株式会社 】

有職女性の健康と美容をお菓子でサ
ポートをコンセプトにした「ROYAL 
BEAUTY」シリーズの新商品。果汁
をジューシーなゼリーにとじこめ、カカオ
80％のチョコレートで包みました。

ROYAL BEAUTY
カカオ80％チョコレート
アサイー＆ブルーベリー／ザクロ＆クランベリー
内容量：1袋あたり35g

【 三菱食品株式会社 】

茨木にある漢方を美味しく楽しめるカフ
ェ「巡りごはんいろは」のオーナー鍋谷
さんが、巡りの作用のある薬膳をブレン
ドしたお茶。優しい香りが広がり心も体
もリセットできる時間に。忙しい大人の
女性のための薬膳ブレンドティー。

薬膳ブレンドティー
蓮～REN～/凛～RIN～
内容量：1袋あたり蓮5.0g、凛4.8g

【 巡りごはんいろは 】

右ページ掲載のイベント「大人キレイ女子」
のブースいずれかに、ご参加された方（午
前・午後の各部、予約先着50名様）に右記
をセットでプレゼント
※お1人様1セットまで

予約来場者プレゼント


