
City Life Hokusetsu EAST   2016.813

8ポーズ分のデータ
（700×1,000ピクセル）

台紙付写真プラン

お宮参り・百日記念プラン

3才被布

おでかけ A

(30×30cm台紙)

写真集プランおでかけ C

シュシュプランおでかけ B

お祝い着無料お持ち出しOK。
フォトカード3枚とデザインフォト（20×25cm）サービス。

（ハーフキャビネ6ポーズ）

おでかけ1人
おでかけ2人

男児着物袴

7才着物

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

3才女児被布

70120-753-317 2072-638-6088

茨木市園田町8-18  ビアリッツ茨木
営／10時～18時半　木曜定休日

フォトスタジオ バルーン 茨木スタジオ　阪
急
茨
木
市

P

イオンイオン
サンマルクサンマルク

至梅田

P※　 有り  お問い合わせ下さい

阪急茨木市駅下車12分
イオン新茨木店より
東へ200m

7才 （税別）

（税別）

デザインアルバム
「シュシュ6」+ミニアルバム「プチ6」+
CD6カット+秋のお出かけ衣装＋外出着付け

●前写し洋装OK 
●家族写しOK
●秋のお出かけ衣装
　小物レンタル付
●外出着付けつき

●前写しお１人写し シュシュは布貼り表紙の
かわいいデザインアルバム

ページが10ページにサイズアップ

検索

高槻市千代田町5-5
営/10時～18時半

70120-753-317 2072-668-7456

至大阪 至京都
阪急高槻市

ユーポスきんのぶた

国道１７１号線
天王町
バス停

P
八丁畷

5才・3才男児羽織袴 （税別）

高槻スタジオ　

www.studio-balloon.com　ブログ http://balloon818.citylife-new.com

● 写真集に使用した画像CD（700×1,000ピクセル）　● 兄弟着替OK
● 全年齢同一価格で秋のおでかけOK(着付つき)

A4サイズ・6ページ 
1冊（10カット入）
A4サイズ・10ページ 
1冊（15カット入）　　

シュシュ6

プチ6（ピンク or ブルー）

対象 ： 8月撮影の下記お出かけプラ　ン ※9月～は価格変更があります。

『GoGo割引』登場！
七五三おでかけ衣装レンタルを「午後1時以降の
着付け＆おでかけ」にすると、下記料金より

高槻スタジオ
のみ実施

3,000円割引！

8月8日～10日休み。11日～のお盆は営業。

6ツ切2ポーズ台紙付
CD2画像（700×1000ピクセル） （税別）振袖一式+写真+ヘア着付け+成人式へおでかけ

阪急高槻市駅より
徒歩約15分

「写真のみプラン」にプラス料金で秋の土日土日におでかけできます。※1プランに付きお一人

7才女児……+9,500円（税別）　3才5才……+6,500円（税別）

デザインアルバム6カット入「シュシュ」+
ミニアルバム「プチ6」+CD6カット+
ミニシュシュ(17×17cm見開き2面)

（税別）

ミニシュシュ付きシュシュ6ポーズ

（税別）

（税別）

シュシュ6

ミニシュシュ
プチ6

（ピンク or ブルー）

8月限定

CD4カット、和洋OK、お1人写し

（税別）

スタジオ内衣装・ヘア・着付無料

4ポーズシュシュ
2面デザインアルバム

（30cm×30cm2面見開）

豪華写真集をセット！
ひまわりプラン

ハーフキャビネ
6面台紙付

B5サイズ
6ページで写真集

キャビネ2面台紙付
（21×21ｃｍ）

もりもりプラン

6ツ切台紙付と豪華写真集をセット

6ツ切2ポーズ
（台紙サイズ30×30cm）

ハーフキャビネ6ポーズ
（台紙サイズ ハガキ大）

B5サイズ
6ページ写真集

店内で和洋衣装・ヘア着付無料・
兄弟写しも衣装がOK

台紙付8ポーズ写真のみプラン
2面台紙付・ハーフキャビネ6面台紙付

成人振袖レンタル
CD8画像

（700×
1,000ピクセル）

CD8画像
（700×
1,000ピクセル）

CD8画像
（700×
1,000ピクセル）

CD6画像
（700×
1,000ピクセル）

バルーンの価格は表示価格のみ。「撮影料」はありません

（税別）

8月限定

8月限定

（税別）

（税別）

振袖一式店内レンタル+写真+ヘア着付け

　北摂で話題の保護猫カフェ。店内の猫は避妊、
去勢手術、健康診断、ワクチン接種済み。甘える
のが好きなコもいるので抱っこしたり写真を撮った
りと自由に過ごせる。たまらなく癒されるので度々
通う人も多い。また気に入った猫がいれば審査
後、里親になる事ができるのが特徴。夏は涼しい
お部屋で可愛い猫と癒しの時間を過してみては。

6歳から入店OKの保護猫カフェ保護猫カフェ

茨木市竹橋町8-12　竹橋ビル1F
営／平日11時半～20時
　　土日祝10時半～20時
火曜定休（祝日の場合は営業）

2072-646-8251

保護猫カフェ かぎしっぽ  茨木 　　　　● 1時間　平日900円　　土日祝1,000円
　　　　● 2時間　平日1,500円　土日祝1,700円
※5歳以下は入店不可　※小中学生は保護者同伴

MENU

この記事持参で100円OFF
さらに2名以上の来店で
猫ちゃん用 ミニおやつ体験　（8月末まで）

特典

中央環状線

不二家

千里中央

王将空港

買い取り
マックス 新
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　1年で最も安く学習机が手に入るシーズン到来！
同店はこの時期、各メーカーから2016年モデルの
最終処分品が続々入荷している。大きなモデルチェ
ンジのないデスクなら新型と大きな変わりはないの
で、店で聞いてみて。さらに2017年新型も一部店
頭に登場！新旧合わせて100台以上揃い、コイズミ・

イトーキなどの有名メー
カーの過剰在庫や展
示品も多数扱う同店
で、賢く学習机を手に
入れて！

旧型デスク最終処分品・続々入荷
最も安く学習机を手に入れるチャンス学習机

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。

豊中市原田中1-9-1　
営／10時～19時　Pあり
金曜定休

70120-49-1780
カーナビには下記の番号を入力
206-6852-1780

デスクランド曽根

英語幼保園 3歳からのサタデースクール
高槻茨木校で園児募集中
　子どもが自然とネイティブのような英語を習得で
きると評判のグローバルヴィレッジ。「幼稚園に通
わせながら英語にもふれさせたい」「長時間、英語
の環境で生活させたい」という要望に応え、千里

山田校に加えて高槻茨木校でも生徒
募集中。8/15（月）～8/20（土）のサ
マースクールも募集中。空枠わずか。
2歳から通えるプリスクールも同時募
集している。見学会情報はホームペー
ジでチェック！（要TEL予約）

園の様子はブログで。グローバルヴィレッジ
インターナショナルプリスクール
高槻茨木校  高槻市宮田町3-4-10 2072-694-6000
千 里 丘 校  吹田市長野東3-15 206-6878-6874
千里山田校  吹田市津雲台7-4 206-6831-8996 http://www.global-edu.jp

高槻・千里丘・山田

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)

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

●7月号の答え　アイスクリーム

西日本最大級のカレーの祭典西日本最大級のカレーの祭典

約40店
が一堂に
集結！ in 万博公園

第2回

2016  9/22（木・祝）・24（土）・25（日）
START 9：30 ～ CLOSE 18：00

開催場所：万博記念公園 お祭り広場 主　催

詳しくは

（L.O.17：30）※万博記念公園入園は16：30まで

パワーUPして
第2回
開催決定！

カレーEXPO ht tp://cur r yexpo.com
http://sweets-expo.comスイーツEXPO


