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チケットプレゼント

※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（デコジュン&nanako）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。

推薦者 ： デコジュン6月10日（金）公開
大阪ステーションシティシネマほかシークレット・アイズ
　アメリカを震撼させた恐るべき殺人事件。一度は容疑者を特定す
るものの、FBI組織内の事情により、真相は闇に葬り去られてしまう。
迷宮入りから１３年、あの時、捜査チームだった３人がたどり着いた真
実とは…。長い歳月を経て、衝撃の秘密が紐解かれていく。

監督・脚本：ビリー・レイ
出演：キウェテル・イジョフォー、ジュリア・ロバーツ、ニコール・キッドマン
©2015 STX Productions, LLC. All rights reserved.

推薦者 ： nanako6月4日（土）公開
シネ・リーブル梅田ほか団地
　ある事情をきっかけに、それまでの暮らしを捨てて、昭和の面影のある
「団地」の住人になった山下夫妻。そこは噂が噂を呼び、ブラックな妄想
と笑いが飛び交う世界。圧倒的な存在感の藤山直美とエネルギッシュな
住人たち。ゴタゴタの末、ついに…。想像を絶する!?結末が待っている。

監督：阪本順治
出演：藤山直美、岸部一徳
©2016「団地」製作委員会

３組６名様
※6月10日消印有効、宛先は右下と共通
CityLifeシネマ「６月号チケットプレゼント団地係」宛迄

■OSシネマズ ミント神戸（ペア5組）

■宝塚シネ・ピピア（ペア2組）

●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『OSミント神戸鑑賞招待券プレゼント
係』or『宝塚シネ・ピピア鑑賞招待券プレゼント係』まで。※ご希望の上映館名を記入願います。
●WEBからの場合：http://www.citylife-new.com　●締切： 6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。

神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸9階 2078-291-5330
OSシネマズ ミント神戸 http://www.jollios.net/

＜上映中＞
●世界から猫が消えたなら（5/14～）
● HK 変態仮面　アブノーマル・クライシス
　（5/14～）
●スノーホワイト　氷の王国（5/27～）
●エンドオブキングダム（5/28～） 
●オオカミ少女と黒王子（5/28～） 

＜今後の上映＞
●デッドプール（6/1～）
●探偵ミタライの事件簿　星籠（せいろ）の海
　（6/4～）

●高台家の人 （々6/4～）
●マネーモンスター（6/10～）
●64 ロクヨン 後編（6/11～）
●夏美のホタル（6/11～） 
●10 クローバーフィールド・レーン（6/17～） 
●MARS（マース）　ただ、君を愛してる
　（6/18～） 
●日本で一番悪い奴ら（6/25～） 
●TOO YOUNG TO DIE! 若くして死ぬ
　（6/25～）

今月の
オススメ

デッドプール
6月1日（水）公開

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

●スポットライト  世紀のスクープ（～6/3）
●リップヴァンウィンクルの花嫁（～6/3）
●ルーム（～6/10）
●Maikoふたたびの白鳥（5/28～6/3）
●ディーパンの闘い（6/4～10）

●アンジェリカの微笑み（6/4～10）
●レヴェナント 蘇えりし者（6/4～17）
●俳優　亀岡拓次（6/11～17）
●偉大なるマルグリット（6/11～24）

●【文芸映画特集】（35ミリプリント）
『路傍の石』5/28～6/3
『坊っちゃん』6/4～10
『流れる』6/11～17
『めし』6/18～24
『わが愛』6/25～7/1

今月の
オススメ

鑑賞券をプレゼント

応
募
方
法

リップヴァンウィンクルの花嫁
（～6/3）
©RVWフィルムパートナーズ

ルーム
（～6/10）
©Element Pictures/Room 
Productions Inc/Channel Four 
Television Corporation 2015

2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. 
All Rights Reserved.
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待 望のシーズンがやってきた！やっぱり
! 飲み放題（時間）

食べ放題

夜景

ビアガーテン
＆

ビアホール

2h

ORIENTAL HOTEL
～THE ORIENTAL TERRACE～

1.5h

神戸市中央区京町25 ORIENTAL HOTEL 4F ウォーターテラス＆ラウンジ
営／（6、9月）17時半～22時
　　（7、8月）17時半～22時半
※休み：6/16（木）・23（木）、
7/28（木）、8/25（木）、9/15（木）｠
2078-326-1663
受／［～6/14、6/15～9/30土日祝］
　　10時～19時
　　［6/15～9/30平日］12時～21時

● フードコース・・・・・・・4,000円
● フリードリンク（90分）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500円
● フードコース+フリードリンクセット
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,500円
※単品ドリンクも注文可。

「シティライフを見た」で
● フードコース+フリードリンクセット
　・・・6,500円→6,000円
①団体割引：10人以上の場合
または、
②17時半～18時までに入店の場合

特典

季節の前菜7種盛り合わせ/季節野菜のサラダ 自家製淡
路玉葱ドレッシング/サーモンのグリルor鶏モモ肉のディア
ボラ風or豚肩ロースのグリル/デザート（500円） など
※シェアコース制　※料理内容は一部変更にある場合あり

2時間制

開催期間 ： 【平日限定】6月15日（水）～｠9月30日（金）

　旧居留地の歴史あるホテルが期間限
定で夏のテラスレストランをオープン。ホ
テルならではのこだわりのコース料理を
気軽に味わうことができる。ウォーターテ
ラスに流れる水の音色、木 を々揺らす夏
の風、藍色に染まった夜空の下、特別な
夜を過ごそう。女子会やビジネス利用な
ど様々なシーンで大活躍まちがいなし。

三ノ宮元町
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ビール片手に
洗練された
夜景を愉しもう。

旬の食材や、地元の
新鮮な食材を用いた
料理は絶品！

※雨天時も営業（室内）

オリエンタルテラス 神戸　で検索

● ビアガーデン・・・大人5,000円、
　小学生以上の未成年3,000円
※18時～21時
　（2時間制、入店受付20時）
※税サ込 ※未就学児は無料 
※ソファ席は500円別途

● テラス・カフェ・・・1,500円
13時～16時 （20席限定）
※飲み物おかわり自由 ※未就学児は無料
※パティシエ特製焼き菓子付き

「シティライフを見た」で
9/30（金）まで使える
ビアガーデン
20%OFF
チケットプレゼント
（6月中にテラスカフェ
利用の場合）

特典

過ごしやすい気候だ
からこそ、外で飲むビ
ールが美味しい！

芦屋で唯一の屋上テラスで
心地良い風を感じて

20797-38-3355
http://restaurant.
novarese.co.jp/asm/

芦屋市大桝町5-23
営／
ランチ：11時半～15時（L.O14時）
第2水曜定休　無料Ｐあり

43

2
JR芦屋

阪神
芦屋

セブン
イレブン

橋本歯科

本通北

セブン
イレブン

橋本歯科

本通北

芦屋モノリス

サキイカのコチュジャン和え/ムー・マナオ（豚しゃ
ぶのスパイシーレモン風味）/カイチアオ・ムーサッ
プ（豚ひき肉入り卵焼き）/蛸のマリネ ガリシア風
/サーモンソテー/自家製ローストビーフ/特製ダ
レでマリネして焼き上げたスペアリブ など

2時間制

2h

開催期間 ： 6月3日（金）～9月30日（金）※6月は金土日のみ営業

　心地よい夏の夜は、同店の食べ飲み放題ビア
ガーデンで優雅な時間をどうぞ。冷えたビールのお
供には、ローストビーフをメインにシェフ特製アジア
ンテイストオードヴル15種が登場。ぜひ家族や友人
と楽しもう！ティータイムには、ドリンクおかわり自由、
特製焼き菓子もセットのテラスカフェもオススメ。

応募方法／はがきもしくはFAXに
解答と〒・住所･氏名･年令･職業･電
話番号を明記の上、編集部までお
送りください｡抽選で5名様に記念
品をプレゼント。(毎月25日〆切)

白マスには1～9の数字が入ります。
色が付いたマスの数字は下もしくは右の方向
のマスに入る数字の合計です。例えば、破線
で囲った3つのマスの左上にある「7」は、この
部分の合計が「7」になるという意味です。
また、合計する数字の列には同じ数字は入り
ません。例の3マスの場合2，2，3や3，3，1の組
み合わせは不可で、異なる3つの数字の組み
合わせで合計が7になるのは1，2，4の組み合
わせしかありません。まずは例のように一通り
だけの組み合わせになる部分に注目して他の
部分に広げていってください。

応募先／FAX　06-6368-3505
〒566-0001  摂津市千里丘1-13-23　
シティライフ「クロスワード」係

●5月号の答え　ヒャッカリョウラン

【解き方】

シティライフは
今年で30年目を迎えます

地域で使えるポイントアプリ「CLポイント」。ポイントは現金と同じように使うことができるのでとっても
お得！カフェや美容院など様々な加盟店で利用できます。どんどん利用し、お得な買い物をお楽しみ
ください！ ※1ポイント＝1円　※CLポイントの利用は各参加店により対象商品が異なります。アプリ内の店舗情報をご確認ください。

CLポイントアプリはiPhoneの「App Store」や、アンドロ
イドの「Google play」で無料でダウンロードできます。

「CLポイント」で検索して
アプリをダウンロード
※CLポイントの
　ホームページも
　ご参照ください。

「使って貯める」時は「使う」だけでポイントも貯まります！

■詳しくは、http://cl-point.com
【問い合わせ先】E-mail clpoint@citylife-new.com   FAX 06-6368-3505

CLポイントを
ダウンロードしよう

お店のスタッフに「CLポイントを利用」と伝え、
精算時には、アプリを準備しよう。

100ポイントプレゼント！100ポイントプレゼント！
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