
2016.4  City Life Hokusetsu EAST 6

4/14（木）　4/19（火）
10時～、14時～　各45分

4/18（月）　4/22（金）
10時～、14時～　各45分
近赤外線カットの日焼け止めサンプル
プレゼント

① あなたの肌に合う正しい
　 スキンケアを伝授

話題の美容液サンプルプレゼント！

② 紫外線対策OK！
　 輝く自分になれる春夏メーク術

CLセミナー

072-622-5750　
日時の希望などは気軽にお問い合わせを。

個肌対応スキンチェック＆
キレイを引き出すメーク講座

「キレイになるだけでなく元気になる！」
と幅広い女性に支持されている
POLA茨木店。スタッフから溢れ出る
輝きオーラをぜひ実感してみて！

　自分の肌にピタッと寄り添う化粧品に出会ったことが
ある？肌は季節や年齢で変わるので、今の肌が必要とし
ているものを無料スキンチェックでアドバイスしてくれる

嬉しい講座。また、紫外線対策のファンデーション選び、メーク直し方法などあなただけの解
決法を教えてくれる講座も。この機会に美肌になれる方法を学んで輝く自分を手に入れて！
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茨木市西駅前町11-7
POLA THE BEAUTY 茨木店

歯科（矯正歯科）

専門医に学ぶ「矯正治療」の基礎
個別相談でママもキッズも安心

　自身や家族の歯並びに悩んでいる
人にオススメなのが「矯正治療セミナ
ー」。「治療に時間がかかるのでは?」
「費用がかさみそう・・・」などの不安に、
矯正治療に特化した専門医が丁寧に
対応してくれる。それぞれのライフスタイ
ルに合わせた方法や期間、金額などの
相談にも無料でのってくれる。歯並びは
見た目ばかりか、正しい咬み合わせにも
大切。とくに子どもの歯並びは、健全な
成長発育や将来の健康維持に深く関
わっており、時期を見極めた適切な処
置が必要だそう。方法は様々あり、目立
たない装置や歯の裏側に装置をつける
ことも可能という。矯正について正しい
知識を得る好機、ぜひ参加してみよう。

矯正治療のほか、インプラン
ト、審美、小児、予防、歯周病
の治療など総合的な歯科治
療を行っている。

セミナー講師は、矯正治療専門医の
川﨑馨嗣ドクター（大阪大学歯学部
卒）。最先端の技術はもちろん、患者さ
んに寄り添った誠意ある診療が人気。

① ママも納得！矯正治療セミナー

SMILE　PLAN
さくら歯科クリニック

4/13（水）午前・午後　4/23（土） 午前のみ
5/11（水）午前・午後　5/28（土） 午前のみ
20分程度
（希望の時間をTELで予約。予約状況をお伝えします。）

1日10組まで

072-686-2200 http://www.smileplan-takatsuki.com

CLセミナー

阪急高槻市駅すぐ、JR高槻駅から徒歩
5分と便利なアクセス。丁寧なカウンセ
リングから口腔内の困りごとを改善へと
導いてくれるので、安心して相談ができ
る。保育資格を持ったスタッフのいる託
児施設もあり、ファミリーで通いやすい。

ココは
こんな店 Shop Info

高槻市北園町13-28  
SAKURA BLD.
診療時間
平日9時半～13時・
15時～20時
土曜9時半～16時
木曜・日曜・祝日休診

高槻センター街
至梅田
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持参するもの…
筆記用具、メモ帳など

高槻市北園町13-28

SMILE PLAN
さくら歯科クリニック

シティライフゼミナール
P.4からの続き

のとき、どうすればいいの？

　「お客さまのメリットを一番に考える」がモットー
の同店。サロンのような落ち着いた空間でリラッ
クスして相談することができる。スタッフは全員フ
ァイナンシャルプランナーの資格を持った女性た
ち。女性特有の悩みも相談しやすいと好評。希
望条件を入力すれば「複数保険会社の商品を
一括検索できるシステム」が利用できるので、自
分自身で保険を選ぶことができるのも魅力。教育
資金や老後資金を貯めるのにも効果的な方法
があって、特に女性が老後資金を貯めるのには、
外せないポイントがあるそう。その他、たくさんある
保険選びのコツを、ぜひ聞きに行ってみて。相談
ブース横にはキッズスペースがあり、子どもと遊び
ながら相談を受けれるのも子育てママにはうれし
い。ホームページで「私たちが選ばれる１０の理
由」を公開中。まずは電話で予約を。

賢い女性の
上手な保険選びをお手伝い

アットステーション（株）
高槻市紺屋町7-6-311
営／10時～18時
（ご相談時間は時間外でも可・要予約）

詳しくはHPへ

70120-57-3330
http://hoken-at.com/   
スタッフブログ 
http://ameblo.jp/hoken-at/

保険のお店　高槻店

保険のお店　高槻店　アットステーションのポイント
・スタッフは全員女性(FP有資格者)
・ライフサイクルと希望に合ったプランを提案してくれる
・家計に負担のない保険が選べる
・キッズスペース完備で子育てママも気軽に相談できる

保険のムダを
見直したければ
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ファイナンシャルプランナー
保険無料相談
● 来店／お店で気軽に相談
● 訪問／自宅でゆっくりと相談
● QUOカードを先着20名様にプレゼント！
（4月末まで）

女性ならではの細かい気配りで、将来に安心の備えができ
る。今まで、わからずに保険を決めていた人はぜひ訪れてほし
い場所だ。周りを気にすることなく、リラックスして相談できる
のも、支持される理由のひとつ。

　知っているようで、実は意外と知らない焙煎とコーヒーの関
係性や一味違う美味しいコーヒーのいれ方。高槻の芥川商店
街にある自家焙煎コーヒーのお店「マウンテン」では、実績十
分のコーヒー職人によるコーヒーのいれ方講座が実施される。
おウチで簡単にできるコーヒーのいれ方の練習や自分の飲み

たいコーヒーを選ぶ 
時のポイントなど、
普段の生活をもっと
豊かにしてくれるコ
ーヒーの基礎知識
をたっぷり学ぼう！
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普段の生活が豊かになる
美味しいコーヒーのいれ方講座

毎朝、店内で焙煎された新鮮なコーヒー
豆はもちろん、自家製スイーツも並ぶ。昨
年末に店内改装を行い、よりオシャレに
より利用しやすくなった。「明るく、楽しく、
まじめに、美味しく」が同店のモットー。

4/6（水）　4/15（金）　4/20（水）
いずれも14時～15時まで　

各8名まで 持参するもの
・・・筆記用具、メモ帳など

Shop Info
高槻市芥川町2-8-21
営/10時～20時
（喫茶は18時まで）
日曜定休

自家焙煎のコーヒー豆販売と喫茶

マウンテン

① コーヒーのいれ方講座
CLセミナー

コーヒー

072-681-2351（担当：西田）　http://mountain1999.com

ココは
こんな店

焙煎直後のコーヒー豆。色んな
種類があるコーヒー豆の中から、
あなた好みの一品を探してみて。

高槻市芥川町2-8-21マウンテン


