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春の撮影キャンペーン実施中
大切な思い出はキレイに残そうこども写真館　

フォトスタジオ・アミュ
吹田 こども写真館

吹田市山田西1-1-11　火曜定休　
営／平日10時～18時　土日祝日9時～18時　Ｐ有
20120-753-039
HP：http://www.studioamu.com　ブログ：http://studioamu.citylife-new.com/

　プロの手で“今”を大切な思い出にしたいならアミュへ。今なら春
の撮影キャペーンを実施中。「成人の写真をやっぱり撮りたい」「も
う一度撮り直したい」という人向けの、
着付け、ヘアメイクと撮影用振袖の
無料利用が含まれた嬉しいプラン。
お得な七五三記念キャンペーンや就
活パックも好評だ。詳細はWEBで。
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春の撮影キャンペーン3/31まで
●成人記念 8,640円
（着付け、ヘアメイク、振袖レンタル付き）
●七五三記念　撮影料金平日0円
※成人記念と七五三記念は写真代金別
●就職活動用証明写真
就活パック 4,800円（データCD付）

クラス 入会金 月4回

リトルキッズクラス（3～6歳）

キッズクラス（小学生）

一般クラス（中学生以上）

チケット会員（購入日より4ヶ月間有効）

5,200円
6,200円
7,200円
7,200円

1レッスン 2,100円
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箕面坊島校
箕面校

栗生新家校＜新規店＞
西小路校＜新規店＞

mail@zigus-studio.jp

ジグス スタジオ

　「ダンスを通じて表現力を磨き、子どもの成長を全力で応援」をモットー
に、キッズ指導に定評のある同校。また、3月から元ガンバチアダンサー
のキッズチア体験会もスタートする。他にも結婚式場でフラッシュモブを
行ったり、子どもの集中力を向上させるプログラムなどを多数あるのも人
気の秘密だ。クラスは5～7名の少人数レッスン。初心者も安心して参
加できる。

学校の先生も通うダンススタジオ
キッズチアダンスもスタートダンススタジオ

特典 「シティライフを見た」で
オープンキャンペーンにつき
初回体験無料＆3ヶ月月会費半額
※全校共通　※3月末まで

　　

箕面 新スタジオオープン

ジグススタジオ　で検索

箕面市粟生新家3-7-10 ＴＡＭビル102
箕面市西小路２-６-１０-３Ｆ
箕面市坊島４丁目１０－２ ローソン坊島店２階
箕面市船場東2-4-1

http://www.zigus-minoh.info

　最新機種を導入した充実のレッスン環境
で知られる三木楽器。アットホームな雰囲気
の中、幼児から大人まで、またビギナーから資
格取得を目指す本格志向の人まで、目的に
合った内容で丁寧に指導。子どものコースが
年齢に応じて設定されているのも魅力。明る
く優しい講師陣、スタッフが上達への道をサ
ポート、音楽の魅力を存分に伝えてくれる。ま
ずは1日無料体験レッスンへ！

豊かな感受性を育てる人気教室
音楽でココロと暮らしを豊かに音楽教室

春の新規入会受付中！
入会の方に
レッスンバック＆
ぷっぷる＆Hoppyの
ジャンボクリップ
プレゼント！

ヤマハ音楽教室吹田・豊中

自宅近く、職場近くとライフ
スタイルに合わせて通いや
すく、オシャレで洗練された
空間で音楽を楽しめる。

吹田市竹見台3-6-1
アベニュースクエア4F
受/10時～19時

206-6155-0730

三木楽器桃山台センター

共用駐車場34台あり

1日無料体験
レッスン実施中

三木楽器緑地公園センター
豊中市寺内2-13-1
緑地ステーションビル2F
受/10時～19時

206-6867-6464

三木楽器吹田山手センター
吹田市山手町1-7-1　
パストラル山手102
受/10時～19時

206-6337-1291

三木楽器庄内センター
豊中市庄内西町3-1-5 
サンパティオ3Ｆ
受/10時～19時

206-6336-2444

　笑顔溢れるバレエ教室。春
から始める新規生徒を募集スタ
ート！バレエの基礎を学びなが
ら、正しい姿勢を身につけて、綺
麗に動けるようレッスン！未経験
でも始めやすいクラスとなって
いる。まずは気軽な気持ちで見
学、体験レッスンへ行ってみて！

オープンして1年の人気バレエ教室
3歳から大人まで生徒募集バレエ教室

阪急千里山駅から徒歩3分

千里山病院
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千世バレエスタジオ
吹田

吹田市千里山西5-9-29　
千里山Ｓ1ビル2階
（阪急千里山駅噴水前）

2050-3634-0800
chiyo.ballet@gmail.com　
http://chiyo-ballet.com

特典「シティライフ見た」で
お試しレッスン500円
Tシャツ・短パン・くつ下でOK!（3月末まで）

MENU
● 幼児・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
● 小学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000円
● 中学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,000円
● 高校生～大人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000円
※いずれも月4回※個別レッスン1回5,000円

3歳～5歳のkidsクラス
小学生から大学生のJr.クラス
大人クラス

春の新規生徒募集スタート！

「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）


