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今春、新静岡セノバそばにオープンした水素専門店
「Suiso Cosme Shop H ₂（水素コスメショップ）」。同店の
水素水を使ったフェイシャルエステが、今美容マニアの間
で注目を集めている。特に人気なのが「ハイドロジェン
コース」。カウンセリングをした後に、静岡市初（メーカー
調べ）の水素マシーンで、水素ピーリングと水素発生美容
液パックを使った、リフレッシュできるぜいたくな40分を
満喫して！ 初めての人には作りたての3.5ppmの水素水と
水素サプリメントの試飲サービスも。くすみや肌年齢が気
になり出したら、一度水素ケアを試してみて。

美容マニアの間で、今話題の「水素」
「ハイドロジェンコース」に注目！

Suiso Cosme Shop H ₂
静岡市葵区伝馬町1-3 サンタマーサビル1F
（新静岡セノバけやき通り口すぐ）
　 0120-74-3705　
月～土曜10：30～20：30
日曜10：30～18：30
火曜定休、26（月）は臨時休業
完全予約制

体験乗馬が今なら2,160円！ 
JR草薙駅からの無料送迎もあり

乗馬スクール 平沢ライディングガーデン
静岡市駿河区古宿７１７-１（平沢観音の奥）
　 054-262-5470　火曜定休（祝日の場合は営業）
9：00～17：00　要予約　  あり
tycoon@mail.wbs.ne.jp

スポーツシーズン到来！ この秋、運動をはじめ
たいと思ったら体もココロもリフレッシュできる
乗馬はいかが？ 乗馬スクール「平沢ライディン
グガーデン」では、通常価格5,400円の体験乗
馬が2,160円で楽しめるお得なキャンペーンを
実施中。インストラクターがマンツーマンで、そ
の人のレベルに合わせたレッスンをしてくれるの
で、まったくの初心者でも大丈夫。年齢も子供か
らシニアまでOK（小さな子供はポニーでの体験

もあり）。運動神経も問わな
いので気軽に参加OK。必
要な道具は一式そろってい
るので運動のできる服装と
スニーカーだけ準備して。ス
テップアップしたい人には
スクールもあり。まずは気軽
に問い合わせを。

全国最大規模のネットワークに加盟し、県内トップク
ラスの成婚数を誇るエンマレッジ。静岡を中心とし
た出会いから、医者・弁護士・経営者など全国のハイ
クラスな出会いまで、ニーズに合わせてコースを選
べるのが嬉しい。お見合いから成婚退会までの平均

、らかだい会出の士同人いたし婚結「。月カ6.3が間期
結論が早いのが特長。今が一番若いので、一日でも
早く始めることがおすすめです」と石上さん。いきな
りの入会に抵抗がある人は、婚活トライアルで気軽
に一歩を進めてみて。条件は、真剣に結婚を考えて
いる40代までの独身で初婚の男女。JR静岡駅より
徒歩3分。勧誘は一切ないから安心。仲人・石上さん
のブログや経験者による“成婚作文”も参考に。

結婚につながる出会いを求めるなら
2カ月9,800円の婚活トライアルを！

静岡の結婚相談所 エンマレッジ
静岡市駿河区南町19-10 サウスガーデン南町201
　 054-374-3229　不定休　11:00～20:00（予約制）
http://enmarriage.com/ エンマレッジ

フランスのトップブランド
「タルゴ」を静岡で
深海をイメージした非日常空間

併設されたリラクゼーションコーナーでは、リ
フレクソロジーが20分2,200円～。通常6,884
円の「フットリフレクソロジー40分+ハーブドリ
ンク１本（375ml）」が5,980円になるキャンペー
ンや、ホテル内の４つのレストランから選べる
特別ランチとエステがセットになったランチエ
ステプラン（Ⓐ 30分リフレクソロジー7,000円、
Ⓑ  40分ボディケア10,800円、Ⓒ 50分フェイ
シャルケア13,600円）
もあり、プレゼントや
頑張っている自分へ
のご褒美にぴったり。

ホテルアソシア静岡の地下１階、日常のストレス
を忘れさせてくれるリラクゼーション空間「タル
ゴスパ静岡」がオープンした。世界90カ国以上
で愛されるフランス生まれの化粧品ブランド
「タルゴ」を使用したサロンで、中部地方では初
となる専門店。天然の海水を利用するタラソテ
ラピーを元に、オールハンドのトリートメントに
よって心身のバランスを整え、美・健康・活力を
サポートする。深海をイメージした施設内はゆっ
たりと広く、友達や家族と同時予約も可能。エス
テのほか、リラクゼーションメニューもあり、男
性1人でも気軽に立ち寄れる。リフレッシュした
い、キレイになりたいあなたにおすすめ。

タルゴスパ 静岡
静岡市葵区黒金町56 ホテルアソシア静岡B1F
　054-254-5055
11:00～22:00（最終受付21:30）　年中無休
http://www.associa.com/sth/spa/thalgo/

利用しやすい価格設定。
アステンだけの特別メニューも！

秋こそじっくり算命学を
スタートするなら絶好期！
4000年の歴史がある算命学は、自然の法則と
運勢学で成り立つ学問。生まれ持って変えるこ
とのできない宿命と、それぞれの生きてきた環
境などを総合的に考慮し、より良い運勢を目指
していく。まずは自分の宿命と現状の違いを知
ることで、幸せへのプロセスが見えてくるかも。
「人生の岐路にぶつかった時こそ、大きく飛躍
する時」と先生。実際に鑑定を受けて算命学を
学びたい！ という人も多いそう。15周年の感
謝を込めて秋からの特別講座、生徒募集中。

活動的な季節こそ、正しい足裏バランスで全身バランスをサポート

初回予約来店時に簡易的な計測と質問を行い
（ここまでは無料）、その上で十分に納得できた
ら、後日予約で本格的な診断を行い、インソール
を製作。歩行姿勢指導も行われる。重心のかか
り方や歩行バランスなどを見た上で、県内に数台
しかない高性能の足型成形マシーンで足型を取
る。それをもとに踵、土踏まずなど細かなパーツ
ごとに張り合わせていく。価格は２万円前後。足
は大切な生涯のパートナー。楽しく自分の足で歩
き続けるために、足裏からケアをしてみては？

フィットラボは足の悩みに対応するインソールの専門店。
外反母趾、X脚、O脚、足の痛み、むくみ、肩こり、腰痛な
ど、これらの原因が身体のバランスの崩れによる場合も
ある。日々、全身を支えているのが足裏。自分の足に合っ

たインソールを履くことで全身のバランスと歩き方
が変わる。「足裏で全身を支えているので、そこのバ

ランスが崩れると、全身のバランスの崩
れや歪みにつながります。歯がすり減り
噛み合わせがおかしくなるのと同じよう
に、足も実は消耗し、変化するもの。歩きに

くい、歪みが出るなど何かおかしいと感じたら
なるべく早めに点検するつもりで相談に来てくださ
い」と榊原さん。実はオーナーの榊原さん自身が片
足を粉砕骨折し、坐骨神経痛、腰痛など一時は歩行
困難な時期があった経験から、本当に自分の足の
ためにいいものを追求し、現在のインソールに行き
着いたという。

FIT.LAB.
（フィットラボ）
静岡市清水区天神1-2-1　
　054-363-0008
10：00～20：00  　あり
水曜・第1木曜・第3日曜定休　
http://www.fit-lab.com

自分の足と悩みにピッタリ合ったフルオーダーインソール

●アステン読者限定で、通常
6,980円のハイドロジェンコー
スが2 , 50 0円に、水素リフト
ヘッドスパ通常11, 8 80円が
3 ,980円も！ それぞれ約40
分。初回限定どちらか1回に限
り10/31（土）まで。「アステンを
見た」の一言を添えて予約を。

11月末までアステンだけの特別優待プランが登場！
（予約は10月末まで。新規来店、初回のみ。先着30名）
「フェイシャルまたはボディコース 60分」
通常13,500円→8,400円
「ボディ＆フェイシャルコース 120分」
通常27,000円→15,120円
必ず「アステンを見た」と伝えて予約を
（価格はすべて税込）
ランチはイメージ画像です

●室内履きスリッパにもインソールが入れられる！
●

①

②

※

※

●第16回「天中殺の過ごし方」1日講座を開催!
　11/8（日）9:30～11:30
　会場:静岡県教育会館すんぷらーざ
※詳細はHP参照、または電話で問い合わせを

●初期費用50,000円+月会費5,300円～。
　お見合いは何度でも無料！
●「婚活トライアルコース」2カ月9,800円は
　期間中なら何度でも
　お見合いできる。
　※価格は税別

●毎週木曜＆日曜はJR草薙駅からの
　無料送迎実施中（他の曜日は要相談）

ミューズ　静岡

静岡占いの館＜ミューズ＞
静岡市葵区鷹匠2-23-17
甲賀ビル
 　054-255-3320
　（全店共通）
11:00～19:30（最終受付）
静岡・藤枝・富士・
浜松・沼津あり

平沢ライディングガーデン

9/19（土）～23（水・祝）
Anniversary Fair開催

入会前に何度でもお見合いできる！
婚活トライアル2ヵ月9,800円

静岡の婚活事情が分かる仲人・石
上さんのブログや、同社の成婚者
が書く「成婚作文」も参考になる。

ココに
注目！

美術館前動物病院
http://www.animalhospital.jp/

犬の頃からクレート（キャリーケース）に

慣れておくと、通院・外出・来客時など

さまざまな場面で便利です。そこでクレートトレー

ニングを始めましょう。まずクレートは、犬が中でク

ルッと回ることができる位のサイズを選びます。

次に1日1回クレートの中で食事を与えます。日

頃からクレートをリビングに置き、その中でリラック

スできたらご褒美を与えても構いません。犬の教

室「パピークラス」を開催する「美術館前動物病

院」によれば、「クレートをご褒美や食事が出てく

る魔法の部屋と思わせることが大切です。無理

に押し込んではいけません。」とのこと。クレートを

有効に使い、楽しい愛犬生活を送りましょう。

子

南幹線沿いのマイウエディング中屋が創業52
年を記念して、9/19～23までAnniversary Fair
を開催。今回一番の注目は、圧倒的な女性支持
率を誇る写真家・映画監督の蜷川実花がディレ
クションするブランド「M　/　mika　ninagawa」のウ
エディングドレスの登場！ 鮮やかなグラフィックに
奏でられたドレスをぜひこの機会に。繊細なレー
スが美しい「ANTEPRIMA」やエレガントで美し
い「桂由美」などの新作もお楽しみに。盛りだくさ
んのイベントのため事前に予約を。

まった女性のために「全身痩せ！ 脂肪燃焼コー
ス」（通常5回60,000円）が登場！ スゴ腕スリミ
ングマッサージや、人気のよもぎ蒸し、筋肉運動
マシン、リンパケアなどの豊富なメニューの中か
ら、一人ひとりの体質や希望に合わせて、あな
た専用のシェイプアッププランを作成。自分に
必要なコースをたっぷり5回も体験できて
9,000円というプチプライスも魅力的！ 効率重
視なら「パーツ痩せキャビテーションコース」
3,000円（通常22,000円）をどうぞ。各コース
とも要予約、初回限定、20歳以上、コース併用
不可、アステン読者限定、9/30（水）まで。

13周年を迎える「セティボン?」が、お楽しみに
あふれたスペシャルイベントを開催。9/12（土）
～23（水）の期間中、すべてのケーキがいつも
よりさらに華やかにデコレートされて登場。18
（金）から復活するシュークリームや、焼き菓子
類はうれしい割引に。クリスマスチケット入りの
お楽しみ袋もお得に販売。また1,500円以上
お買い上げで、もれなく特典が当たる抽選会の
チャンスも！ デコレーションケーキ＆レストランチ
ケットがセットになった1万円相当の１等から、
500円チケットの6等まで、ハズレはなし。人気
商品も当たるかも!?　つい笑顔がこぼれる豪華
なサプライズの数々、１年に１度の記念イベント
をあなたも一緒に楽しんで。

せっかく木製家具を選ぶなら、木目の美しさにこ
だわってみたい。とはいえ、どの家具にどのくらい
の予算をかけるのかは悩ましいところ。選ぶポイ
ントとしては使用頻度。最も使うダイニングテー
ブルこそ「これぞ!」というものを探してみてはどう
だろう。起立木工では、一枚板のほか、まるで一
枚板のような接ぎ合わせの天板を豊富に取り
揃えている。写真の天板は「日立」のCMでおな
じみの木、モンキーポッド。長さ185cmの天板
は、6人掛けでゆっ
たりの使用感。丈
夫なだけでなく、天
然の木目が空間
のアクセントに
なってくれる。ほか
にもさまざまな材
質やサイズが揃
い、一つとして同
じ模様がないの
が魅力。質感が
生かされるオイル
仕上げであれば、
コップの輪ジミや
日常のメンテも自
分で簡単にでき
るのがうれしい。

天然の木目を生かした天板で
世界に一つのダイニングテーブルを

起立木工

静岡市駿河区津島町16-20
南幹線沿い 
オートバックス西側　
TEL: 054-287-0500　
10:00～18:00　水曜定休

起立木工 オランダ館

エンマレッジ

静岡の結婚相談所　エンマレッジ
静岡市駿河区南町19-10 サウスガーデン南町201　
TEL:054-374-3229　不定休　
11:00～20:00（予約制）
http://enmarriage.com/

好評につきキャンペーン延長！！
「ヴォーシエルアプリ」をダウンロー
ドすると「秋の女子会ディナー」が
通常価格より200円割引に！

ココに
注目！

敬老の日（＝年輪乃日）に感謝を込
めて、9月末まで「百年乃樹」が通常
価格より10％OFFに。ふんわりと優
しい口溶けは、贈り物にぴったり。

ココに
注目！

ドレスコーディネーターが、あなたの
スタイルや雰囲気にぴったり合った
衣装を提案してくれるので、なりたい
イメージを遠慮なく相談してみて。

ココに
注目！

至福を味わう
「磯自慢ディナー」予約開始！

●磯自慢ディナー　23,000円（税・サ込み）
●秋の女子会ディナー　5,000円（税・サ込み）
　月～木曜限定　※4名より

10/16（金）、年に1度のスペシャル企画「磯自
慢ディナー」を開催。今年で3回目となるディ
ナーの目玉はなんといっても、あの洞爺湖サミッ
トで使われた幻のお酒「磯自慢 中取り純米大
吟醸35」の登場！ さらに、3種類の磯自慢ライ
ンナップと赤ワインもいただけるという豪華版。
ロマンチックにきらめく夜景を眺めながら、通常
ではなかなか手に入れることができない磯自慢
酒造最高峰のお酒と、シェフが腕によりをかけ
たフレンチのマリアージュを楽しんで。売切必至
なので予約は早
めがおすすめ。4
名からのお得な
プラン「秋の女
子会ディナー」も
好評受付中。

信頼のあるネットワークを持った、県内トップクラ
スの成婚数を誇るエンマレッジ。静岡を中心とし
た出会いから、医者・弁護士・経営者など全国
のハイクラスの出会いを求めている人まで、ニー
ズに合わせてコースを選べるのが嬉しい。入会
に必要な初期費用は50,000円、月額5,300
円で、お見合い料は無料！ 何度お見合いしても
追加料金は発生しないので、いろいろな人と積
極的に会うことができる。いきなり入会するのは
抵抗があるという人には、入会前にお試しでき
る「婚活トライアルコース」も。2ヵ月9,800円
で、期間中なら何度でもお見合い可能。婚活ト
ライアルの条件は、真剣に結婚を考えている、
独身で初婚の40代までの男
女。勧誘が一切ないのも安
心！　今ならフランス・パリで有
名な幸福のメダイ（写真小）を
9月中入会者全員にプレゼン
ト。JR静岡駅より徒歩3分。
※価格は税別

夏太りを一気にスッキリしたい人へ
「全身痩せ！ 脂肪燃焼コース」
たっぷり5回通って9,000円！

【全身痩せ！ 脂肪燃焼コース】スリム
ボディを目指したい人におすすめ。
通常5回60,000円→5回9,000円。

ココに
注目！

笑顔をつなぐ13周年感謝祭
おいしい感動が盛りだくさん

セティボン？

セティボン？ Shizuoka
静岡市葵区川合2-4-40　TEL:054-267-7236
10:00～20:00　http://www.cetait-bon.com

ハートアンドビューティ 静岡店
静岡市葵区御幸町6-11 一瀬ビル3F 　
フリーコール:0800-111-3436
平日13:00～21:00
土曜11:00～20:00
祝日10:00～18:00
日曜、他定休
http://h-and-b.jp/
ハートアンドビューティ

R1 松坂屋

伝馬町通り

JR静岡駅

丸井
109

り
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幸
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マイウエディング中屋

マイウエディング中屋
静岡市駿河区
小黒2-6-1
TEL:054-287-1122
月～金 10：00～19：00
土日祝 10：00～20：00
水曜定休　予約制
駐車場あり　
http://my-nakaya.co.jp/
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JR静岡駅
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静岡

静岡市葵区紺屋町17-1　葵タワー25F
TEL:054-273-5250　要予約（2名より）
11:30～14:30（LO14:00）、17:30～21:00（LO20:30）
無休　提携駐車場あり　http://www.grandair.jp

グランディエール　ヴォーシエル
セントケア静岡
静岡市駿河区南町6-16　パレ・ルネッサンス304号
フリーダイヤル：0120-957-818
http://www.saint-care.com

９/12（土）、26（土）の8:00～
11:00、敷地内で朝市開催。参加
者にはたい焼きのプレゼントもあり！

ココに
注目！

多機能介護施設がついにオープン
評判の朝市も引き続き開催

●セントケア八坂東　静岡市清水区八坂東2-7-1　
　TEL: 054-371-5960（受付9:00～18:00）

「セントケア八坂東」が9/1、ついにオープンし
た。小規模多機能型の居宅介護施設として、
最大の特徴は「通い」「宿泊」「訪問」の３つの
支援を必要に合わせて受けられる柔軟性。「ゴ
ミ出しを手伝って」という、ちょっとした要望にま
で臨機応変に対応してもらえる。また、介護サ
ポートにとどまらない地域に開放されたサービス
にも注目！　館内には交流スペースがあり、誰も
がミーティングやくつろぎの場に利用できる。ま
たオープン前から既に賑わっていた「朝市」は、
今月も9/12、26の2日間、開催。新鮮野菜や
果物が驚きのお買い得価格で登場する。家族
で散策を楽しめる秋葉山公園のすぐ近く、ここ
は地元での暮らし
を続けていける安
心と喜びを実感で
きる交流の場。見
学・相談は随時受
付中。気軽に問
い合わせを。

すき屋

県立清水
特別支援
学　　校八坂幼稚園

コメダ珈琲店

桑原ストアー

牛庵 栗林電器

清水I.C西
静清バイパス

が
リニューアルしました !

で
女性の知的好奇心を刺激！

新レイアウト

多彩なジャンルのSBS学苑講師が、
専門分野にまつわるクイズを出題。
トリビア的な知識を提供します！

広告スペースが
見やすくなりました！
「おでかけグルメ」「こだわりセレクション」の
両ブロック広告が縦長から横長エリアに変わり、
すっきりとしたデザインになりました。

新コン
テンツ

「静岡をもっと楽しみたい女性」を応援する情報紙・アステンは、2015 年 10 月号で創刊 10周年。10月からは
デザインを一新、コンテンツを新設しました。詳細は、弊社営業担当までお問い合わせください。

発行日／毎月第一土曜日発行
発行形態／タブロイド版・カラー16～20頁
発行部数／約28万部（静岡新聞朝刊 別刷特集号）
発行エリア／中部版
（静岡、焼津、藤枝、島田、牧之原の各市と吉田町、川根本町）

※県内のショップ、カフェ等にも別途設置

ファッション情報を
毎号掲載！
ファッション情報を
毎号掲載！
単に流行を追うのではなく、
アステン流の着こなし、
アイテム選びを提案します。

単に流行を追うのではなく、
アステン流の着こなし、
アイテム選びを提案します。

巻頭特集は見開き全ページに！
暮らしを豊かにするヒントをちりばめた巻頭特集。
写真・デザインにこだわった紙面がより印象的に。

女性や親子を対象にした
セミナーやツアーを開催するなど、
立体的なPRにも有効です。
告知からリポートまで
厚く展開しています。

女性や親子を対象にした
セミナーやツアーを開催するなど、
立体的なPRにも有効です。
告知からリポートまで
厚く展開しています。

アステン
DATA

2015年 8月号掲載
「親子で学ぼう　自然とエネルギー教室」
SBSラジオの人気番組「らぶらじ」
と㈱中部電力のコラボ企画を
アステン紙面に掲載しました。


