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■応募方法
●はがきの場合：〒、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入し、
〒566-0001　大阪府摂津市千里丘1-13-23
CityLifeシネマ『宝塚シネ・ピピア鑑賞招待券プレゼント係』まで
●WEBからの場合：http://www.citylife-new.com
●締切：3月25日（はがきは必着）※個人情報は弊社にて厳重に管理し、鑑賞券発
送以外には使用いたしません。※当選結果は発送をもって代えさせて頂きます。

宝塚シネ・ピピア　http://cinepipia.com/
阪急売布神社駅前　ピピアめふ5F　　20797-87-3565

＜上映中＞
●はなちゃんのみそ汁（～2/26）
●クロスロード（～2/26）
●犬に名前をつける日（～3/4）
●人生の約束（～3/11）
●ブリッジ・オブ・スパイ（～3/11）
<今後の上映>

●【2015年秀作映画特集】2/27～3/18
（2/27～）海街diary/くちびるに歌を/はじまりのうた
/この国の空　（3/5～）恋人たち/サイの季節/グ
ローリー明日への行進/フォックスキャッチャー
（3/12～）ラスト・ナイツ/アメリカン・ドリーマー理想　
の代償/きみはいい子/白い沈黙/
●家族はつらいよ（3/12～ロードショー）

今月の
オススメ

ブリッジ・オブ・スパイ

2015 DREAMWORKS II DISTRIBUTION CO., LLC 
and TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION.

c

犬に名前をつける日

スモールホープベイプロダクションc

■宝塚シネ・ピピア

　鑑賞券を
　プレゼント

ペア
2組
ペア
2組

※PG12・・・小学生には助言・指導が必要となっております。　※R15+・・・・15歳以上の方がご覧になれます。　※R18+・・・・18歳以上の方がご覧になれます。

CityLifeシネマ担当が選んだおすすめ作品と、近隣劇場の上映スケジュールをお届け。

3月12日（土）公開　ＴＯＨＯシネマズ梅田他全国ロードショー

アーロと少年

　もしも隕石が地球に衝
突せず、進化を続けた恐
竜たちが文明と言葉を持
つ世界で人間と共存して
いたとしたら…。家族から
はぐれた恐がりで弱虫な
恐竜アーロと小さいけれ
ど恐いもの知らずの勇敢
な少年スポットが織り成す
感動のアドベンチャー・フ
ァンタジー。

監督：ピーター・ソーン
日本語吹替えキャスト：安田成美、松重豊、
　　　　　　　　　八嶋智人、片桐はいり

2016 Disney/Pixar. All Rights Reserved.c

3月18日（金）公開　ＴＯＨＯシネマズ梅田他全国ロードショー

リリーのすべて

　ともに画家である夫婦
に運命が激変する出来事
が…。夫の内側に潜んで
いた女性の存在。心と身
体が一致せず困惑と苦悩
を深めていく夫を支えた
のは妻だった。世界で初め
て性別適合手術受けたデ
ンマーク人、リリー・エルベ
の実話に基づく勇気と真
実の愛の物語。

監督：トム・フーパー
出演：エディ・レッドメイン、アリシア・ヴィキャンデル

2015 Universal Studios. All Rights Reserved.c

※R15+

〈ディズニー/ピクサー最新作〉

ゲームは昔のフ
ァミコンから最
新機種まで、壊
れた本体や箱・
説明書のない
昔のソフトでも。

　使わなくなった子ども用教材やおもちゃ、ゲ
ームなどが自宅に眠っているなら、無料で出
張買取をしてくれる「トレジャー」に相談してみ
よう。年間10万点以上の買取実績を誇り、
使用済みや欠品のある教材でも査定OK。
30年以上前のゲーム機やソフト、コレクター
品のフィギュア・エアガンなど買取対象は様々
で、高額査定なのも嬉しいポイント。送料無料
の郵送買取もして
くれるので、不要な
ものを賢く処分し
たいという人は問
合せしてみよう！

ディズニー英語システム・
七田式・中央出版など買
取例は多数。資格取得教
材（フォーサイト・TAC）、有
名塾の教材や通信教育
教材・知育玩具なども。

使用済みや欠品があっても大丈夫
無料出張でまとめて買い取ってもらおう買い取り

特典「シティライフを見た」で、
買取額20％UP！（4月末まで）

● 仮面ライダー系変身グッズや戦隊ロボ・レゴ・フィギュアなど
● 子供服：メゾ・ラルフ他多数 スポーツブランドも
● 絵本・木製玩具・知育玩具・知育CD・ＤＶＤなども

　　教材・絵本・玩具・ゲーム・フィギュア・エアガン買取
買い取り専門店 トレジャー 
関西買取センター
受/9時～20時　年中無休
古物許可No．大阪府公安委員会
第622010123619号

70120-977-719  https://t-reasure.jp/

「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）

　「その子らしい笑顔をその子のペースで撮影したい」
という想いからスタートした同店。お洒落なプライベート
空間を心ゆくまでたっぷり使って家族の最高の思い出
になる機会を作ってくれる。衣装は世界中から取り寄
せたもので、ヘアアレンジ
やメイクはブライダルも手
掛けるプロが担当。どんど
ん可愛いくなっていく様子
に家族から思わず歓声が
上がることも多いという。

プライベート空間、周りを気にせず家族で
撮影が楽しめる。

せっかく思い出に残すなら
心から良かったと思える写真撮影を

206-6292-5091
http://www.coffret-p.jp/

大阪市北区茶屋町10-12 
Nu chayamachi 7F
阪急線梅田駅
（茶屋町口より徒歩5分）
営／11時～21時

　　

子ども写真スタジオ

入園・入学、卒園・卒業、1/2成人式、十三参りキャンペーン
通常115,560円→48,600円
※1/2成人式、十三参りの振袖での撮影はプラス5,400円　
アルバム25カット入り、全カットデータ、ヘアメイク、衣装２着付
さらに「シティライフ見た」でフレーム、撮影料無料
期間：4月30日まで

ひな祭り、子どもの日キャンペーン
参加費：1,000円　1カットデータ付
その他　お得なパック有　期間：5月10日まで

お宮参りキャンペーン
撮影料：無料　※商品代別途
初着レンタル割引有　期間：4月30日まで

　　 コフレフォトグラフィ梅田茶屋町

お宮参りの撮影随時受付中
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