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　この季節、パサつきがちな髪も同サロンのフレン
チドライカットならしっとりツヤやか、手触りまでや
わらかに。くせ毛やダメージヘアが上品にまとまる
ナチュラルストレートもさすがのスキル。乾燥対策
は、毛髪が生える前の毛根の時点でのケアが効果
的だそう。「ロレアル」のヘッドスパは保湿成分たっ
ぷりで、乾燥によるかゆみやフケも防げてオススメ！

フレンチドライカット専門店で
乾燥知らずのなめらかツヤ髪へ

Addict ion 1138 
〈アディクションイチイチサンハチ〉

カットだけで手触りツヤツヤ！伸
びてもおさまりやすく、毎朝のスタイリ
ングもラクになりました。お店の雰囲気
もステキです。

常連客　ヒトミさん

（右）開放感たっぷりの
空間に際立つシャンデ
リアもオシャレ。

　　　　　「シティライフを見た」で、
□ ロレアル　ケラスターゼ・カラーコース......9,070円
（ドライカット+カラー+ケラスターゼトリートメントorクイックスパ）
□ メンズドライカット（眉カット+クイックヘッドスパ付）
..................................................................3,510円
□ その他全メニュー30％OFF
（1月末まで・新規の方のみ）

特 典

10,200円

12,360円～
（1月末まで・新規の方のみ）

シティライフ福袋特典

豊中市寺内1-11-11-101
営／平日10時～19時（木曜のみ20時まで）
日祝9時～18時　
月曜・第2第3火曜定休　Pあり

206-6862-7388 http://www.addiction1138.jp/index
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「シティライフ福袋特典を見た」で
「四宮ユージン」さん指名特典
①スペシャルストレートコース
（ドライカット+縮毛矯正+トリートメント）

②スペシャルストレートリタッチカラー
コース（①+リタッチカラー）

（シャンプー・ブロー付）初回・40日以内のご来店の方限定

（シャンプー・ブロー付）
※全て税別価格

パ ー マ

根元カラー 1,900 YEN
3,000 YEN～

予約不要 行きたいときにすぐ行ける
女性スタッフ限定
経験豊富なベテランスタッフが丁寧に対応

一流品のカラー＆パーマ剤
一流ブランドの薬剤使用

予 約 不
要 で

す ぐ 行 け る

吹田市元町7-13  JR「吹田駅」より徒歩4分
［営業時間］ 9：00～17：00
［受付時間］ カット16時半まで、カラー15時半まで、
 パーマ/カット+カラー 15時まで
 ※混雑状況により、変更になる場合があります。
［定休日］ 日曜日・祝日　12/31～1/3 休み

吹田元町店 TEL.06-6382-0234
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 （最終入店）

自分に合っているかわからないけどなんとなく通っている、
またはいつも違うヘアサロンに通っているという人も少なくないはず。

「ここならずっと任せたい」と頼れるヘアサロンを今年こそ見つけてみませんか。

年末年始のドタバタを終え1
月の中旬頃になると正月モード
も一段落します。ゆっくりと日常
が戻っていく中で、落ち着ける
カフェで自分の時間も大事に
してみてはいかがでしょう。カ
フェ特集（P24・P25）では
様々なタイプのカフェが載って
います。ぜひ参考に。（くろ）

2017年を振り返ろうと手帳を
繰ってみました。仕事の記録は
残っていますが、休日や家族と過
ごした些細なことは書かないた
め、ほとんど思い出せませんでし
た。皆さんの手帳はどうでしょう
か。私は明日から日記代わりにメ
モを残し、もっと豊かな思い出を
繰っていきます！（編集後記のネタ
探しで気づかされました。コサオ）

今冬はホントに寒いですね。
寒いけど出かけたい…そんなと
きは近くのカフェでゆっくりした
時間を過ごすのもおすすめ。
あったかい店内でおいしい料
理やスイーツを堪能すると、心
も体もほっこりすること間違い
なし！カフェ特集（P.24･25参
照）をぜひご参考に！（きの）

今月号では私の大好きな日
本酒を取り上げています！各酒
造から新酒が出て、おせちや
お鍋と合わせて家族や親戚と
楽しみたいですね！ もちろん私
も御年賀で日本酒を購入。お
気に入りの酒器で冷や燗と、
いろいろ味わってみたいと思
います。（呑兵衛よしみん）

編 集 後 記

吹田市山田南30-18
ディアコートミキ2F
営/9時半～19時
月曜定休　予約優先制
1/1～1/4は休み
206-6318-6100

BEBOOLE
〈ビブール〉

□ リタッチカラー（シャンプー・ブロー込）.......................................3,240円
□ フルカラー（シャンプー・ブロー込）............................................3,780円
□ パーマ（シャンプー・ブロー込）..................................................3,780円
□ 縮毛矯正...........10,800円（ロング料金+1,000円 ※縮毛矯正のみ）

　　　　　「シティライフを見た」で、（3月末まで、他券併用不可、新規のみ）
□ カット（ブロー込）..................................................2,700円→2,400円
□ カット＋カラー＋トリートメント.................................8,100円→5,670円
□ カット＋パーマ＋トリートメント................................8,100円→5,670円

特 典

　経験豊富なトップスタイリストが周囲の視線
を集める“褒められ美髪”へ。ハイレベルなのに、
価格がリーズナブルなのも人気の理由。新年に
気分を変えるなら、似合わせにこだわる大人の
艶パーマでスタイルチェンジを。丁寧で細やか
なカット力にも定評あり。カウンセリングにも力
を入れているので、髪や頭皮の悩みも相談して。

良心価格の隠れ家サロン
高水準スキルで“褒められ美髪”

1人のスタイリストが最初から最後まで仕上げてく
れるのが嬉しい！毎日のお手入れが楽なスタイルを
提案してくれて気に入っています。常連客　Yさん

シティライフ福袋特典
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（各日2名限定、要予約、新規のみ）

1/5（金）～14（日）限定
カット＋カラー

5,000円
カット＋パーマ

5,000円

　年に一度の特別特典。一人ひとりの個性
をくみ取ったデザイン、ダメージを配慮した
大人の艶パーマ、カットと連動させたオシャ
レカラーやグレイカラーを
試すチャンス！

大阪府吹田市江の木町1-39 セーレ江坂7F　※東急ハンズ向かい
関西ブライダル 江坂 検索

↑

（PC）

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

関西ブライダル江坂店［エテルナ］結婚
相談

営／10時～20時　休／火曜日
よい 　フーフ  に  なろう

ホテルニューオオタニ大阪1/28●●日

14時～
男性：40歳～57歳位まで
女性：37歳～52歳位まで　

【40代・50代メイン】

11時～
男性：28歳～42歳位まで
女性：25歳～38歳位まで

【30代メイン】 17時～
男性：55歳～69歳位まで
　　 （年収500万円以上or弁護士・医者等）
女性：45歳～63歳位まで
　　　（結婚に前向きな方）

【魅力的職業の男性】

参加費は お試し価格！男性4,800円　女性3,800円 男女とも8,000円

太閤園（京橋）1/21●日

男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収35０万円以上の方）
女性：25歳～38歳位まで（高卒以上）

旅行・神社仏閣好きパーティ
男性：56歳～72歳位まで
　　　　（旅行・神社仏閣好きの方）
女性：46歳～69歳位まで
　　　　（旅行・神社仏閣好きの方）

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）

11時～【30代メイン】

14時～【40・50代メイン】

17時～【中高年メイン】
参加費は 男女とも8,000円 男性8,000円　女性6,000円

①婚活パーティスタート
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
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。
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。
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。

婚活パーティーの流れ

他のパーティ情報は
ホームページをご覧ください。

婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？
婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？

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

※お試し価格の場合は併用不可

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

※お試し価格の場合は併用不可

参加者
1万人突破！
参加者
1万人突破！

豊中市本町9-1-2
営／9時半～18時半
（パーマ･カラー～17時半）
月曜、第2･3火曜定休
予約がベター　Ｐ4台あり

206-6855-5222 
http://salon-moda.co.jp/

Salon Moda〈サロン モーダ〉 　　　　　「シティライフを見た」で、
□ 前髪縮毛矯正＋カット＋
　ミストトリートメント..........6,000円
□ コスメカール＋カット＋
　ミストトリートメント..........8,000円
□ グロスカラー＋カット.......8,000円
□ ヘッドスパ... 3,000円→1,500円
※全て税抜 
　（2月末・要予約・新規の方）

特 典

　安易にスタイルチェンジするのではなく、根本
の悩みに向き合う姿勢で常連多数。トップがペタ
ンとなる悩みは「ポイントハリコシカール」でつむ
じ周りを起こし、ボリュームアップ。1:1の施術を
基本に納得の仕上がりへ、アフターケアまでプロ
として対応してくれるのが大きな魅力！

黄金比スタイルで美しさ360度
ふんわり量感高めるテクも好評

伸びてもまとまるカット技術はもちろん、40代に
なって気になるボリュームもハリコシカールでバッ
チリ。髪を大切にしてくれて安心！

常連客　けいこさん

白が基調の
洗練された
雰囲気。髪
質改善「チュ
ーニング」も
試して。

グルメシティ

三井住友BK
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阪急豊中

Ｐ

6,000円

シティライフ福袋特典

（2月末まで・要予約・新規のみ）

「シティライフ
福袋特典見た」で、
ハリコシカール＋カット


