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　遠赤外線で身体を芯から
温め、オールハンドで全身に
溜まった老廃物を崩し流し
ていく「温熱リンパマッサー
ジ」。一回で二の腕や腰回り
がすっきりし、冷え、肩こり、
むくみ、慢性疲労も改善。小
顔効果まで期待できる。料
金価値以上の結果でリピー
ト率9割以上が本物の証。

埋もれた鎖骨・肩甲骨・くびれに再会  タカラジェンヌも通う駆け込みサロン

　「オーナーは今でもウエストにく
びれがあり、お肌もツヤツヤで驚き
ます！」というスタッフさんのコメント
通り、若 し々さをキープしているそ
う。健康で美しくなるなら同店へ！

ボディラボプラス
オーナー
田中 朋秋（ほうしゅう）さん

還暦になる今でもリンパマッサ
ージのおかげで元気です。私自
身も洋服サイズ13号から9号
へ大幅ダウン！リンパの効果を
ぜひ感じてください。

脚のケアは鼠径部
（そけいぶ）で止まら
ず、腰上まで一気に
流すため、美脚効果
抜群！施術終わりにデ
ニムのサイズが変わっ
て驚く方も多いそう。

遠赤外線のホットストーンで深部にコリ
かたまった老廃物を緩めていく。「気持
ちいい！」と好評だそう。

温熱オイルリンパマッサージ専門サロン
ボディラボプラス 
〈Body Labo＋〉

［西宮北口］

ボディラボプラス　で検索 阪急西宮北口駅
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西宮市甲風園1-6-11-3F  西宮北口駅北西出口より徒歩1分 
営／9時半～18時半  不定休　完全予約制  
〔全室個室・女性専用〕　※初回はクレジットカード不可　

20798-63-7667

特典「シティライフを見た」で〈読者限定〉
絶対痩せたい女性を応援！秋の限定キャンペーン
● 毒素デトックス温熱オイルリンパマッサージ＋
　リンパフェイシャル（42,900円/約180分）
　通常初回お試し19,800円→（1,500円ＯＦＦ）
　………………………18,300円
　（11月末まで・要予約・新規の方のみ）

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.14まで続くP.14まで続く

　今年、芦屋にオープンし関西エリア
以外からもゲストが駆けつけている
「Monroe NY」。ボツボツ毛穴、ニキビ、
いちご鼻をリフレッシュ！もう、厚化粧で
隠さなくても大丈夫。ニューヨークの美
容学校を卒業し、身につけた特殊な技
術の手技「エクストラクション（アメリカ
流毛穴洗浄）」で毛穴の根元から皮
脂・角栓を徹底掃除。一目で効果を実
感！この機会に長年悩んできた毛穴ト
ラブルを解決しよう。

Monroe NY
〈モンローニューヨーク〉

［芦屋］

いちご鼻・ニキビ・毛穴のトラブル
アメリカ流毛穴洗浄法導入サロン

特典
「シティライフを見た」で
【読者限定価格】
● いちご鼻リフレッシュフェイシャル
……… 14,040円 → 4,980円

● ダイヤモンドピーリングフェイシャル
……… 12,960円 → 4,980円

● ニキビ肌レスキューフェイシャル
……… 17,280円 → 8,000円

● ディープクレンジングフェイシャル
　（顔全体）
……… 20,520円 → 8,000円

（11月末まで・初めての方のみ・
 要予約）

　すっと伸びた背筋が印象的な
三谷オーナー。ご自身のお肌も一
切毛穴が目立たない陶器肌。関
西でも希少性の高い「エクストラ
クション」を受けられる同サロン。
一度でかなりの毛穴汚れがしっ
かり取れるので、次の来店まで数
ヶ月開く方も珍しくないそう。

Monroe NY
オーナーエステティシャン
三谷 友栄さん

ニューヨークで学んだ「エクスト
ラクション」は、実際に毛穴の汚
れを深部からごっそり取り除くケ
ア方法です。「今まで何をやって
も改善しなかった毛穴のトラブル
ならぜひ当店にご相談ください」

いちご鼻リフレッシュではケミカル
ピーリングと違い、ピーリングはマ
シンを使用するため、肌が赤く腫
れる心配もないそう。

明るく上品なサロンで美の
メンテナンスを楽しんで。

実は見落としがちなアゴの毛穴。
ディープクレンジングコースでは顔
全体のケアになるため、より徹底
ケアできる。

特殊な手技で硬くなった皮
脂や角栓を緩め、根こそぎ取
り去る。ボツボツと目立って
いた毛穴の汚れを一掃！ざら
ざら小鼻が憧れのツルンとし
た肌に！

芦屋市宮塚町3－4　
エーアイ宮川ビル3階
営／10時～20時　不定休　
完全予約制　近隣にコインPあり　
現金のみ
20797-38-1308
http://monroe-ny.com/

アメリカ流毛穴洗浄
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毛穴リフレッシュピーリング

神戸市中央区琴ノ緒町5-4-23 
サンデンビル２F
営／10時～20時（受付19時）
日・月定休　
※女性専用、完全予約制
70120-62-8780
http://www.kabul-sannomiya.com
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地下鉄
（（西神・山手線）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　30年の痩身経験を持つスゴ腕
セラピストさん。様々に異なる体
質に応じて使い分ける、繊細で力
強い手技は単に脂肪を揉みほぐ
すだけでなく、骨格、筋肉、経絡を
リンパの流れに沿ってケア。血液、
リンパ液などの体液循環を円滑
にしながら脂肪を分解し老廃物
を大量排出するので、ダイエット
効果が深く、そしてスピーディ。

インドエステサロン　カブール三宮店
店長 奥村 友季子さん

会員様の約70％が40代以上
で、主に体型からの若返りと健
康増進を目的にご利用頂いて
ます。痩せると気分もリフレッシ
ュ！安心して私にお身体をお預
け下さい。 　より深く身体に向き合い施術をする為、

受付は１日３名限定。インドエステ技術の
元祖でもある同店は、一時的な減量になり
がちな忍耐系ダイエットは推奨せず、パーツ
に応じた多彩な手技と、ハーブのブレンド
からベースオイルまで手作りのオーガニック
オイルで体質改善による体重減とリバウン
ドしない身体作りを並行しながらプロポー
ションを美しく！-５kg～10kgの目標体重
なら、年齢に関わらず平均期間は約３ヵ月。

Kabul  三宮店
〈カブール〉

［三宮］

3000人以上の実績を誇る
痩身エキスパートの手技で美しい体型へ

硬い脂肪を指が入るまで柔らかく
なるようケア。また、身体の中心部
であるお腹の老廃物を流し出すこ
とで全身のプロポーションも整う。

ベッドでの施術前に個室サウナで
ケア。大量の汗と共に、血行を促
進しながらしっかりデトックス。痩せ
やすい身体作りの準備に最適。

脚ツインマッサージ

お腹マッサージ サウナマッサージ

１年間アフターサポート
キャンペーン開催！
● 【オールハンド】
　脚orお腹集中60分コース
………………16,200円

● 【オールハンド】上半身ｏｒ
　下半身90分コース
………………19,4４0円

● 【オールハンド】
　全身120分フルコース
………………32,400円

サポートスタッフと２人でリズミカルに脚の細部まで揉みほぐし。セルライトを潰し、リン
パの流れを整えながらむくみをすっきり解消。ヒップUP効果も期待できる優れもの。

特典
「シティライフを見た」で
● 超音波キャビテーション付
　インド式全身オールハンドスリム
……… 120分10,800円
             ※1日限定3名
● 上半身ｏｒ下半身／
　インド式オールハンドスリム
………… 90分 8,640円

● 大好評！1回体験後の利用も可
　むくみ解消・美脚パーフェクトコース
……………… 90分×３回
　   58,320円→39,800円
● お腹・背中・二の腕に・
　上半身ラインすっきりコース
 90分×３回
　  58,320円→39,800円
（11月末まで・要予約・新規の方のみ）


