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高槻教室

2072-685-2203
高槻市芥川町1-2-A105
JR高槻駅前/アルプラザ西隣 1F
http://www.daiichi-gakki.co.jp/

茨木教室

2072-625-7247
茨木市大手町１-27
阪急茨木市駅西すぐ/
東本願寺別院斜め前

茨木南教室

2072-685-2203
茨木市玉櫛２-28-14
スーパー平和堂真砂店西/
南中学西交差点 西入る

【茨 木 教 室】 3/15（火）・3/16（水）
【茨木南教室】 3/16（水）
【高 槻 教 室】 3/17（木）・3/18（金）
受付/10時～19時  ※各教室へ要予約

リトミック1日無料体験会

　ピアノの生演奏と歌に合わせて楽しく体を動かしなが
ら、子ども達の成長に必要な力を養っていくリトミック。音感
やリズム感はもちろん、創造力や協調性などが育まれると
いう。第一楽器の先生はリトミック研究センター認定の有

資格者。1980年に関西
で初めて開講した、伝統
ある本格リトミックをこの
機会に体験してみよう！

読者特典で3月末まで
「入会金が無料」

　　

本格的リトミック

　　 第一楽器高槻・茨木

【2016年春季　生徒募集対象生年月日】
ステップ1
ステップ2
ステップ3
ステップ4

平成26年4/2～平成27年4/1生
平成25年4/2～平成26年4/1生
平成24年4/2～平成25年4/1生
平成23年4/2～平成24年4/1生

　「忙しくて買いそびれた」「まだ買えていな
い」という人注目！同店には今、コイズミ・イトー
キなどの有名メーカーの過剰在庫や展示品
が続々入荷中。2016年最新モデルが、イス・
デスクマットカーペット（イス変更は差額で可）
がついて通常価格より大幅に安い驚き価格
に！広い店内に150
台以上がズラリと並
び、じっくりと比較検
討できるのも嬉しい。
家族みんなでゆっくり
訪れて。

入学直前、お得に新型デスクを
クチコミで広がるデスク専門店学習机専門

デスクランド曽根

70120-49-1780
豊中市原田中1-9-1　
営／10時～19時　Pあり

コイズミ、イトーキーなどの有名メーカーものをお得に！

中央環状線
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206-6852-1780
キッズスペースもあるので、お子さ
ん連れもゆっくり選べて嬉しい。

阪
急
茨
木
市
駅

三輪ビル
モスバーガー

マ
ン
シ
ョ
ン舟木町

公園

三輪ビル
モスバーガー

別院南
交差点

茨木市舟木町2-1 
シャトー黒田211
ビジョンメガネさん2F
営／14時～22時

2072-646-5298
http://www.mejuku.com

自分で勉強できるように指導する学習塾 
め塾

　現在、中学2年より年下の生徒たちが大
学受験する時には、英検取得で英語の試
験が免除される大学がとても多くなってい
る。2020年実施の大学入試では、現時点
でも筑波大学や金沢大学、長崎大学、秋
田大学などの国立大学、私立大学でも早
稲田大学や関西学院大学、立命館大学、
立教大学などが英検を取得していれば英語
の試験が免除になる。つまり、英検を取得し
ていれば、英語以外の科目だけ勉強すれば
いいということ。他の科目に集中する為に
も、小学生の時から英検対策をしておこう。

小学生で英検3級は珍しくない
合格できなければ、次の英検まで月謝半額

学習塾
英検対策

英検対策コースを新規開設!
5級対策火曜16:30～、4級対策火曜17:30～、３級対策水曜17:30～
7000円（月謝制、税別）
準2級対策水曜18:45～　２級対策水曜20:25～　
10000円（月謝制、税別）
※定員になり次第募集は締め切り

　　
茨木

当塾では、小学2年生でも5級を合格していま
す。まずはお電話を下さい!きっちり面倒見ます。

め塾 長島先生

　とびきりの瞬間をイキイキと！笑顔を引き出すのが得
意な同店。多ポーズ撮影、その場で写真選びができて
満足度120％！全コースCDデータ付きで驚きの低価格
で、入園入学と七五三を同時撮影できるお得なセットも
新登場。6切2面台紙とＬ判10枚付で12,000円（税
別）など、キャンペーン価格なのでぜひ問い合わせを。

※価格はすべて税別

入園入学・卒園卒業キャンペーン
七五三、お宮参りなど記念が目白押し

茨木市稲葉町5-12　Pあり
営／9時半～18時半　
定休日／火曜日

写真スタジオ

スタジオ すばる
茨木

入園入学（卒園卒業）キャンペーン （5月末まで）
● Aコース（3ポーズ）3データ付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000円
　6切1面台紙＋デザインフレーム（3ポーズ）
● Bコース（4ポーズ）4データ付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000円
　6切2面台紙＋キャビネ2面台紙＋フォトカードＬ
　又は、6切1面台紙＋スイートアルバム（4ポーズ）＋フォトカードＬ
● Cコース（6ポーズ）6データ付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,000円
　6切3面台紙＋キャビネ3面台紙＋フォトカードＬ
● Dコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,500円
　ファインアート2面＋キャビネ3面台紙＋フォトカードＬ＋全カットデータ
全コース　ママ 訪問着スタジオレンタル無料、持ち込みもOK！
　（着付け3,000円　※式当日は除く）

お宮参り/百日祝いキャンペーン  5大特典！
※6切2ポーズ以上のプラン対象
特典①  L判2面アルバムor手足のフレームプレゼント
特典②  購入分のデータCDプレゼント
特典③  1年間有効の撮影料無料券プレゼント
特典④  増やせるアルバムプレゼント（3ポーズ以上）
特典⑤  お祝い着のレンタル無料（撮影と別日もOK）

雛祭り誕生日企画
・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,945円
6切２面台紙+デザインフレーム+
Ｌ判6枚+2データ
※雛祭りは3月21日まで

70120-927-753
http://www.eonet.ne.jp/~studio-subaru/

フーズマーケット
サタケ

舟木町

みずほ銀行

茨木
市阪急

大池一丁目

「Kids&Mom（キッズアンドマ

ム）」は、子育て中のママたち

が気になるテーマを毎月ピック

アップして、専門家の方にお話

を伺う子育て応援特集です。

睡眠のために、毎日使う布団。しかし汗をかいたりして汚れると、ダニが棲みつき、健康に
悪影響を及ぼします。いつもキレイな布団で眠りたいけど、洗うのは面倒だという人も少
なくないのでは? 今回は、子育てママにぜひとも知っておいてほしい寝具のお話です。

家で手軽に洗うことができる
いつもふかふかの清潔な布団

クラボウ　繊維事業部
ライフスタイル部　リビング製品課　

大西 省代さん

P r o fi l e

　アカやホコリ、ダニの死がいやフンなどは、体内に入
るとアレルギー症状やぜんそく等を引き起こす原因にな
る。お子さんがこれらの症状でお悩みの方もいらっしゃ
るのでは? しかも布団の汚れは私たちが思っている以
上に中にまで入り込んで、蓄積しているという。「中の汚
れは、干したり、クリーナーだけでは取りきれないもの。洗
濯がいちばん効果的ですが、布団を洗うのはとても面
倒ですよね」と話すのはクラボウの大西さん。そこで同
社が開発したのが、洗える掛け布団〝ランドリーム〟だ。
　「中わたの量や素材によって、洗うと重くなったり、洗
濯機に入らなかったりしますが、独自の技術を応用する
ことで、軽く、洗いやすい仕様にしています」。また乾きに
くいというのも洗うことをためらう要因のひとつ。この点
においても、ランドリームの乾燥時間は温度23℃、湿度
27%の室内環境で平均3時間という速さを誇る。
　なにより、温かく軽いというのがもうひとつの大きなメ
リット。ランドリームは布団が体に沿うように工夫されて
いるので、熱が逃げにくく、高級品として知られる羽毛布
団と同等の保温力があるという。なぜ、この軽さと温かさ
が実現できたのだろうか?その秘密はクラボウが独自に
開発したAir Flake（エアーフレイク）という素材にある。

［取材協力］ クラボウ（倉敷紡績株式会社）　大阪市中央区久太郎町2-4-31
　　　　　　問合せ : 7 0120-988-977
　　　　　　「楽天市場　ランドリーム」で検索　http://item.rakuten.co.jp/kurabo/00001/　

2歳のお子さんが居る主婦Kさんが実際に体験!

専用の洗濯ネットにくるくる丸めて入れてしまえ
ば、コンパクトに収納も可能。

※平成24年度特
許登録。写真の左
がエアーフレイク。
右が通常のポリエ
ステル綿。

【汚染度比較】
（A）比較用 : 洗浄水（水道水）
（B）ランドリーム試作品2年以上使用、内2回洗濯
（C）一般品2年以上使用、未洗濯
（試験方法）7cm×7cmに切り出した試料（掛
け布団）をステンレス鋼球30個と共に洗浄水
に入れ、10分間撹拌した後の洗浄水の状態。

2歳の娘さんも「ふかふかで気持
ちイイ～」とうれしそう。一緒に寝
たKさんも「とても温かくて、朝ま
でぐっすり眠れました」と笑顔。

千里中央のライフサイエンスセンターで行われるマムフェスタでランドリームブー
スが登場。実際に商品に触れて質感も体験できるのでお子さんとぜひ!
詳細は、http://mamfes.citylife-new.com/

クラボウが独自に開発した繊維素材
Air Flake※（エアーフレイク）で実現
　エアーフレイクは、軽量、高い保温性、復元力に優れ
る、限りなく無臭に近い、という多くの機能を持つ次世
代素材。ランドリームはこのエアーフレイクを中わたに採
用。軽く、かさ高性があり、同じ重さのレギュラーポリエス
テル綿と比較すると2倍近くの体積があるので、乾きや
すく、ふかふかで温かいという効果を生み出すのだ。

専用洗濯ネットで6kg以上の洗濯機
に。「軽いので、干す場所まで運ぶの
もラクでした」。※ドラム式ではネットを
使わず巻いた布団をそのまま洗います

Kさんがいちばん気になっていた
のが乾き具合。「思った以上に早
く乾いて、しかも再現性が高いの
でふかふかに。これは気持ちイイ!」

（A） （B） （C）




