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□ 小顔カット.................. 5,400円 ※S別、2回目以降4,850円

　　　　　「シティライフを見た」で、
□ カット＋[TOKIO]インカラミトリートメント
...............................................................8,900円→7,900円
□ カット+白髪予防オーガニックカラー
..........................................................12,600円→11,500円
（2月末まで・要予約・新規の方のみ）

特 典

　同店のオーガニックカラーは、こだわりの素材
を独自に配合し、バツグンの低ダメージを実現。
「傷みが気になる」「明るめの白髪染めにしてほし
い」という人にもオススメだ。トップのボリューム
減やペタッとなる分け目などの悩みも、骨格や髪
質を考慮したオリジナルのカット技法で改善へ。

厳選のオーガニック素材とカットで
大人女性の髪の悩みを徹底改善

いつも自分で簡単に手入れできるように切ってくれ
るのでありがたいです。カラーはしみたりせず、ツン
とした臭いも無いので、そういうのが苦手な私でも
安心して通えます。 常連客　Sさん

仕上げまで1人のス
タイリストが担当。
施術中の待ち時間
にはハンドマッサー
ジのサービスも。

ラボラヘアー　で検索

神戸市東灘区住吉本町1-1-18 
ランドマーク住吉2F
営／10時～19時
(カラー・パーマは18時まで)
月曜・第2火曜定休 
※1月は月曜日のみ定休
12/31（日）～1/4（木）休み
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JR住吉駅より徒歩3分

　髪は一度傷んでしまうと再生しないもの。だか
らこそ同サロンでは「髪が傷む前にどうやって傷
ませないようにするか」にとことんこだわる。全て
の薬剤を使った施術に前処理・中間・後処理のト
リートメントを入念に浸透させるなど妥協は一切
なし！本当に美髪にこだわるなら、同サロンの施
術を体験するべき！

妥協は一切なし
徹底的に美髪に導く、すご技サロン

長年色々なサロンに行ってましたが、結局一番仕上
がりがキレイなのがこちらでした。こだわりがすごい
ので安定感抜群です！ 常連客　Yさん

特 典　　　　　シティライフ持参の方
新規から3回目までのご来店の方限定
（最大50％OFF）
□ 骨格矯正カット+カラー...................... 7,500円
□ 骨格矯正カット+パーマ...................... 7,500円
□ 骨格矯正カット+ヘアorマニキュア........................... 7,500円
□ 骨格矯正カット+やわらかデジタルパーマ .................... 9,000円
□ 骨格矯正カット+プラチナM3Dカラー+プレミアムM3DTR
.................................................................................10,000円
□ 新!プラチナ質感柔らか縮毛矯正+骨格矯正カット 14,500円
□ 最上級M3DTR or オージュアTR or オッジィオットTR  2,500円
※指名料別途
（新規から3回目までのご来店の方限定・1月末まで・価格は税別）
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芦屋市船戸町3-5-102 　
営／通常10時～19時
（詳細はWebにて）
月曜・第2、3火曜定休　
予約優先制　提携P有り

20797-32-3933
http://www.alegre-ashiya.jp/

alegre hair resort 〈アレグレ ヘアーリゾート〉
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西宮市下大市東町4-2-2F
（カットスタジオ カツダ内） 
受／10時～19時　
月曜・第2・3火曜定休
完全予約制　近隣Pあり
20798-20-1711 http://ameblo.jp/kelua/

hairsalon KELUA〈ケルア〉 　　　　　「シティライフを見た」で、
□ M3Dピコカラー＋カット＋ピコトリートメント
　.....................................12,960円→9,720円
□ M3Dエステストレート(縮毛矯正)＋カット
　.................................25,920円→17,280円
□ M3Dヘッドスパ＋カット...9,720円→6,480円
□ M3Dカラートリートメント 10,800円→8,640円
（1月末まで、要予約、新規の方のみ）

特 典

　同店の「M3D」では、髪本来の健康的な美しさ
を引き出し、指通りサラサラな美髪を実現する。さ
らにパサつき、白髪などの悩みにも効果的。やわら
かに仕上がる「M3Dエステストレート」は、ダメー
ジレスなのにしっかりボリュームダウン。モチも抜
群で「やっと出会えた」という喜びの声も多数！

話題の「M3D」にリピーター続出
サラツヤ美髪を手に入れよう

M3Dでいつもサラツヤに仕上がり、続けることで髪
質改善も実感しています。今回は雰囲気を変えた軽
い巻きスタイルで大満足。スタッフも皆さん明るく、
アットホームです！ 常連客　Mさん

兵庫県トップの「M3D
」認定講師サロン。ブ
ログで多数紹介の施
術例も参考にして。

芦屋市茶屋之町11-7テラーサ芦屋1F
営／10時半～19時半　
月曜定休　予約優先
P1台　近隣にコインPあり
20797-61-7783　http://www.marica-hes.com
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□  基礎トリートメント.......................... 5,400円～9,720円
□ デトックストリートメント................................... 10,800円
□ 髪質改善トリートメント.............. 12,000円～18,000円

（上）細かなミスト
状のトリートメント
で良質な成分をよ
り浸透しやすく。回
数を重ねるごとに
髪が元気に！

（左）店長榊原さん
は髪の病院技術
認定者。今の髪の
状態にあったトリー
トメントやケア方法
を提案してくれる。

　パーマやカラーで傷んだ髪、薄毛、なんとかした
い！と思うならココ。髪のクセや傷み、加齢による
頭皮の悩みにアプローチ。まずは繰り返したカラ
ー剤や残留アルカリ除去するデトックスコースが
おすすめ！

阪神間で唯一の「髪の病院」認定
薄毛・クセ毛・傷みケア専門サロン

産後の抜け毛がひどく、前髪やトップのボリューム
がかなりダウン。これはまずいと髪の病院に駆け込
み、頭皮環境を改善中です。親身に悩みに寄り添っ
てもらえ、満足です。 常連客　Yさん

(1月末まで・要予約・新規の方のみ)

シティライフ福袋特典
デトックストリートメント+頭皮スパ+メンテナンスカット

通常 16,200円 8,888円

商工会・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・商工会議所の活動を
今月も紹介します！

経営トップセミナー
新生スカイマークと企業再生

●開催日時：平成30年1月26日（金）16時～17時半
●開催場所：神戸商工会議所3階会議室

（神戸市中央区港島中町6-1）
●対象者：経営者・経営幹部
●参加費：無料　　●定員：150名（先着順）
●講師：スカイマーク株式会社代表取締役会長　

佐山　展生　氏
●申込方法：下記電話にご連絡ください。

（専用の申込書をお送りさせていただきます）

●開催日時：1回目　平成30年1月22日（月）15時～17時
2回目　平成30年1月23日（火）15時～17時

●開催場所：芦屋市商工会館（芦屋市公光町4-28）
●対象者：小規模事業者　　●参加費：無料
●定員：30名（※定員になり次第、受付を締め切らせていただきます）
●講師：中小企業診断士　藤尾政明 氏
●持ち物：パソコン（“Word”が利用できるもの）
●申込方法：下記のホームページから

Webエントリーまたは、FAXにて受付。

ホームページアドレス
https://www.ashiya-net.or.jp/
mailform.php?id=4%E3%80%91
FAX番号　0797-32-4177

［ お問合せ ］神戸商工会議所　中小企業振興部　
TEL. 078-303-5810

神戸商工会議所

事業計画は、経営の羅針盤。方向が定まらないと目的
地に着きません。でも、なかなか考えを文章にまとめるの
は大変です。今回のセミナーでは、他の事例を踏まえな
がら、“役に立つ事業計画”を作ります。融資等の資金
調達や各種補助金の申請、また、事業の見直しや更な
る発展のための事業計画を一緒に創りませんか。

事業計画策定セミナー　開催

［ お問合せ ］芦屋市商工会　TEL.0797-23-2071

●開催日時：平成30年1月30日（火）15時～
●開催場所：西宮商工会館　新館2F 

会議室（西宮市櫨塚町2-20）
●参加費：無料
●定員：40名（先着順）
●講師：（株）ビズパワーズ代表取締役　

柳瀬 智雄　氏
●申込方法：下記電話にご連絡ください。

（専用の申込書をお送りさせて
いただきます）

社員のモチベーションを
アップさせる

組織活性化セミナー　開催

［ お問合せ ］西宮商工会議所　TEL.0798-33-1257（担当：大西）

芦屋市商工会 西宮商工会議所

スカイマーク㈱は航空業界の規制緩和後新
規参入第1号として注目を浴びるも競争激化
から経営難に陥りました。事業再生のスペシャ
リストでもある佐山氏が2015年に会長に着
任され、16年3月期は営業黒字に転換。現在
再生の道を着実に歩んでいます。今回のセミ
ナーでは、“新生スカイマークと企業再生”をテ
ーマに再生への熱い想いと戦略についてご講
演いただきます。ぜひご参加下さい。

「社員一人ひとりがやる気をもってチャレンジし、
個々人が成長を感じる職場にしたい」など経営者
が頭を抱えるテーマです。今回のセミナーはそう
いった経営者をはじめ自社組織を元気にしたいと
思いを描く方々向けセミナーを開催いたします。


