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暑さが少し収まる初秋―。街歩きが楽しくなる季節がやってきました。
街を歩いてみれば、そこでしか出会えない素敵な発見がありました。

3歳のゆうせいくんと1歳
のみなちゃんはママ大好
きな仲良し兄妹。

オシャレが大好きな
ご近所に住む
仲良しママ友！

豊中市在住の
ゆきこさん&
かなえさん

吹田市在住の
ゆうせいくん&
まいさん&
みなちゃん

箕面市白島2丁目25-24
安井ビル102 
営／11時～19時　
木曜定休　Pあり

link. kids ＋friends
（リンクキッズ アンドフレンズ）

　洋服を通して世界と繋がってほしい、
シンプル＆ベーシックをコンセプトに、素
材にこだわった上質な子ども服を国内外
からセレクト。他ではなかなかお目にかか
れないものも。贈り物にも喜ばれること間
違いなし。店内に一歩足を踏み入れた
瞬間から思わずテンションが上がる素敵
な空間にも注目。ぜひ行ってみて。

キッズスペースもあり！ シューズから小物まで充実。

3シーズン楽しめる着回
し力の高い服が充実！

可 愛いベビ
ー服。ギフト
にもぴったり！

シンプルなデザインだから飽きが来
ないし、ユニセックスで着用できそう
なものが豊富なのもいいですね。
服の素材も柔らかいので子どもも
気持ちいいのか嬉しそうでした。

2072-737-8362

落ち着いた色味と
着心地のいい子ども服
おしゃれに差をつけて

ベビー・キッズ服
セレクトショップ
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シャツ .................6,900円
パンツ.................8,800円
シューズ..............8,800円
全て
EAST END HIGHLANDERS

ヘアアクセサリー2,500円
 （soft gallery）
トップス...............5,900円
 （1+in the family）
スカート...............5,900円
 （1+in the family）
ソックス................. 700円
 （CLASSIC HARVEST）
シューズ..............6,900円
 （SPRING COURT）
 ※全て税抜

シャツ .................6,900円
パンツ.................8,800円
シューズ..............7,900円
全て
EAST END HIGHLANDERS

ヘアアクセサリー2,500円
 （soft gallery）
トップス...............5,900円
 （1+in the family）
スカート...............5,900円
 （1+in the family）
ソックス................. 700円
 （CLASSIC HARVEST）
シューズ..............6,900円
 （SPRING COURT）
 ※全て税抜

ネットショップ インスタグラム

2016年2月
NEW

OPEN

特 典 
「シティライフ見た」または
この記事持参で
お子様にプレゼントあり

（9月末まで）
※なくなり次第終了

豊中市緑丘4-11-5
営／月～土　11時～18時
　　日　13時～17時
P2台有　イオン豊中緑丘東隣

Maison de Cherbourg
（メゾン ド シェルブール）

小物で秋の装いに。
秋冬物も続々入荷！

206-6151-3201 特 典 「シティライフ見た」またはこの記事持参で
500円の金券プレゼント（9月末まで）

大人服セレクトショップ

　北摂で人気のセレクトショップのシェルブー
ル。千里セルシーでオープンから40年、確かな
セレクト力に遠方から訪れるファンも多い。今
回オープンした緑丘店ではフランス、イタリア
等のヨーロッパのインポートものを中心に、
M&KYOKOなど国内ものも選りすぐりの1点
に出会える。大切な友人とのランチに来ていく
服、パーティーや音楽会にもぴったりの華やか
なドレスなどキラリと光る1着に出会えるはず。

●会費材料費込 2,200円　●各回定員5名
①多肉植物でギャザリング（講師 Hana Club One's 谷村かなえ）
9/7（水）13時～14時半　15時～16時半
②陶芸体験：ミニ植木鉢を創りましょう（講師 お伽工房 竹内美佐央）
9/16（金）14時～16時
予約：06-6151-3201（緑丘店）
　　 または06-6831-5654　（千里中央店）まで

プロヴァンス風の素敵な一軒家！ 華やかなワンピースも豊富に。

お店の方の感じがよくて、一軒家
の落ち着いた店内でゆっくりと洋
服を選べてよかったです。インポ
ートものが充実しているだけあっ
てバックやアクセサリーなどの小
物類が個性的なものが多くて気
に入りました！そこまで価格も高く
なかったし、また来たいです！

ジャケット......... 29,000円
 （RINASCIMENTO）
パンツ.............. 20,500円
 （FUTURUM）
バッグ.............. 49,000円
 （ALCHIMIA）

ワンピース....... 24,000円
 （RINASCIMENTO）
 ※全て税抜

確かなセレクト力で厳選
ここでしか
出会えない1着に

［ ワークショップ情報 ］
「同じ緑丘で、素敵な教室をなさっている
講師をお招きして、ご一緒に楽しいひとときを…」

メゾンドシェルブール　で検索

2016年6月
NEW

OPEN
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　子どもでも女性でも少しの体力があれば
楽しめるという、今注目のスポーツ!「大きな
ジムでいきなりは不安…」「子ども連れでも
気軽に行けるところないかな…」そんなアナ
タにピッタリ！ ゲーム感覚で楽しめてキッズ
は夢中、ママもストレス解消！ トレーニングで
きるスペースもあり。大人5人以上で貸し切
りも可。ぜひ家族みんなで行ってみて。

絵本やオセロ、積み木など子ども
がちょっと飽きたときに遊べるス
ペースがあるのも嬉しい。

ここは小さい子と一緒
でもOKというのが嬉し
いですね。今度パパの
休みの日に友達家族も
誘って一緒に来ようか
な。新しい休日の過ごし
方を発見できました！

ボルダリング
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ローソン

大起
水産木曽路

コープ
箕面市役所
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ママとキッズに嬉しい
アットホームなボルダリング

施設使用料
●一般・・・・・・・・・・・700円 ●小学生以下・・・500円

●大人用シューズ 300円 ●子ども用シューズ 150円

箕面市稲1-5-22
営／12時～23時（LO21時）
火曜定休

予約優先
※大人5人以上で貸し切り可、4人以下の場合は貸し切り料3,000円別途要　

climbing studio ten-to
（クライミング スタジオ テント）

2072-737-9299
※利用最大2時間　※3歳以上から利用可能

※サイズ15cm未満は靴要持参

2016年5月
NEW

OPEN

予約状況は
ここから！

ワークショップの開催や、作品展示、
井戸端会議などなど使い方自由なワ
ークスペースでは利用者を募集中だ
とか。電話かメールで受付。
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バス停バス停

　某百貨店バイヤーの経歴を持つオーナーのセン
スが光るウェアや雑貨がセレクトされている同店。そ
んな店内の一部をワークスペースとして貸出、日々ワ
ークショップや美容講座などで賑わっている。セレクト
ショップという利点も活かし、展示や販売のサポート
も。「作り手、売り手、買い手の距離を縮めたい」とい
う想いから生まれた空間は様々な人が集う場所に。

おしゃれな飲食店通りにある赤い
屋根が目印。

セレクトショップ内の一画に、専用スペー
スとして仕切られたワークスペースが。

かわいい小物や鞄がたく
さんあってついつい目移り
しちゃう。こんなお店でワ
ークショップができたら気
分もおしゃれモードに。次
のイベントはいつなのか、
HPをチェックしなくちゃ！

ショップ×ワークスペース
作り手、利用者を大募集

特 典 シティライフ持参で、
お買い上げまたワークスペースご利用で
作家ナオミさんの
フラワーシリーズのグッズプレゼント

（9月末まで・お一人さま一点のみ）

吹田市佐井寺南が丘8-39 パルティール南ヶ丘1F
営／10時半～18時半　
木曜、第2・第3日月定休

Casa Vivi（カーサ ヴィヴィ）

206-7162-2984
casa_vivi@osaka.zaq.jp
http://ameblo.jp/casavivi

ワークスペース

「上山手町」バス停下車徒歩1分

2016年5月
NEW

OPEN




