ファイル名 081801A63z05共FSH&TAYAご褒美プラン
制作：鈴木
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※PDFファイルの二次利用はご遠慮ください。
※色、画質は出力環境により変わります。

元気とキレイを手に入れ、
一足先に
“秋美人”
サンケイリビング新聞社では、「主婦休みの日」に向けてミ
セスが内・外側からキレイになれる特別な「リビングご褒美
プラン」を企画しました。

サンケイリビング新聞 ア料理「イル・テアトロ」、 ッシェルデルヴァン※Ｇ

社では、ミセスの元気と 日本料理「みゆき」、椿山 Ｒ Ａ Ｎ Ｄ Ｔ Ａ Ｙ Ａ、 Ｓ

美しさをサポートするた 荘のフランス料理「カメ ｈａｍｐｏｏサロンは対

め「リビングご褒美プラ リア」、石焼会席処「木春 象外）では、カット＋モ

ン」を企画。リビング読 堂」、料亭れすとらん「花 イスチャーフィックスト

者にはおなじみのフォー 車」の５店で、“キレイ＆ リートメント通常７００

東京、椿山荘と、魅力的 料理”をテーマにオリジ ルプライスの５０００円

シーズンズホテル椿山荘 元気になれるおいしい肉 ０円～１万円がスペシャ

良質のたんぱく質を含

なヘアスタイルを提案し ナリティーあふれるメニ で受けられます。

てくれるＴＡＹＡ美容室 ューを味わえます。いず

の コ ー ス が ４ ９ ８ ０ 円 を味わい、一人ひとりの

が賛同し、特別プランを れも通常７０００円相当 んだバランスのいい食事

※「リビングご褒美プラ

和食などから好みのレス 先に“秋美人”を目指して

78

トランをチョイスできま みませんか。

また、一都三県 店舗 ン」は、ランチ、カット

す。

のＴＡＹＡグループのヘ ＋トリートメントのどち

カットだけではなく、髪の状
態を整えることで、より美し
いスタイルに仕上がります。6
つの要素で作るスペシャルな
トリートメントシステムがカ
ットにプラスされるので、こ
の機会にぜひ体験して！

アサロン（ＴＡＹＡ、Ｔ らかの利用でもＯＫ。い

秋に向けて、ヘアスタイルを変えてイメージチェンジ
※他の割引との併用不可 ※担当者の指名不可 ※要予約
※来店の際リビング新聞を持参してください

フォーシーズンズホテ （サ料別）と、かなりお得。 魅力を引き出すカット＋

5000円

用意し ま し た 。

1月25日、5月
25日、9月25日
を「主婦休みの
日」として、リ
ビ ング 新 聞 が
提唱。2009年4
月に日本 記 念
日協会に登録

ル 椿 山 荘 東 京 の イ タ リ フ レ ン チ、 イ タ リ ア ン、 トリートメントで、一足

通常7000円～１万円相当➡

ＡＹＡ＆ＣＯ 、
. ク レ ー ずれも要予約。１人でも
ジュ、カペリプント、ミ 利用できます

※リビング新聞の記事は、弊社および関連のｗｅｂサ
イト上に掲載されることがあります。著作権、著作者
人格権、肖像権その他の第三者の権利を侵害する恐れ
がある場合は、事前に許諾を得る必要があります。

カット＋モイスチャーフィックス
2 トリートメント

５つのレストランから選べる料理と
カット＋トリートメントのケアでキレイ＆若々しく

企画／サンケイリビング新聞社
協力／フォーシーズンズホテル椿山荘 東京、椿山荘、TAYA美容室

オリジナルトリートメント
「モイスチャーフィックスシステム」
でさらに美しく

※予約は直接店舗へ

❖TAYA&CO.GINZA 銀座本店 ☎03（3575）9121
❖TAYA 麹町店 ☎03（5215）5068
❖TAYA 広尾店 ☎03（5449）3345
❖TAYA INTERNATIONAL原宿店 ☎03（5474）4510
❖TAYA 町田店 ☎042（725）0520

「リビングご褒美プラン」を体験した人の中から抽選でホテル
宿泊券、シャンプー＆トリートメントなどをプレゼント！

【問い合わせ】株式会社田谷
「リビングご褒美プラン」が受けられるTAYAグループのサロン
を案内してくれます
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8/2

オリジナルランチ、カット＋トリートメントで美しくなる「リビングご褒美プラン」

キレイP
U

※実施店舗の一例

11：00

フランス料理「カメリア」のランチ

サイズ
W250
×
Ｈ000

営業：

～

編集：飛田

7/20

10120（188）420 月～土曜の9:30 ～ 17:30 ※日曜、祝日休み
上記のほか、東京・神奈川・千葉・埼玉、合計78のサロンで実施

応募はWebから
http://r.living.jp/mrs/0818aki/

フォーシーズンズホテル椿山荘 東京、椿山荘のランチ、TAYA美
応募締め切りは、2012年10月12日
（金）23：59
容室のカット＋トリートメントのいずれかまたは両方の
「リビングご褒
美プラン」
を体験し、Webからアンケート
（A4・2枚程度）
に回答する
★
「リビングご褒美プラン」
の詳細も上記からチ
と、抽選でフォーシーズンズホテル椿山荘 東京の宿泊券（3組6人）
、
ェックできます
TAYAオリジナル
「エコロトレバンス」
シャンプー＆トリートメント10人
などのプレゼントが当たります。早速チェックしてみて！

1

キレイP
U

こだわりの肉料理がメインのランチ
通常7000円相当➡

4980円（サ料別）

＊フォーシーズンズホテル椿山荘 東京
▶イタリア料理「イル・テアトロ」
贅沢！肉尽くし～満足ランチ～ イベリコ豚をメイ
ンに、デザートワゴンも付いたうれしいコース
▶日本料理「みゆき」
佐賀県産牛サーロインのステーキ重セット やわら
かいサーロインステーキ重にさっぱりとした小鉢を
添えて
＊椿山荘
▶フランス料理「カメリア」
黒毛和牛のラグジュアリーランチ 自家製のパテや
牛フィレ肉の網焼きステーキなどの豪華コース
▶料亭れすとらん「花車」
お肉の食べ比べ！からだ喜ぶ美的御膳 女性にうれ
しい食材と贅沢なお肉の食べ比べを料亭の技で用意
▶石焼会席処「木春堂」
フィレ＆サーロイン 富士山の溶岩石で焼くヘルシ
ー会席 フィレもサーロインも魚介も野菜も八穀米
もヘルシーに欲張って
【予約・問い合わせ】レストラン予約センター

☎03（3943）5489

9:00 ～ 21:00
※電話番号の掛け間違いに注意してください
※予約時に「リビングご褒美プラン」と「レストラン名」
を伝えてください
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