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輸入壁紙専門店

「 壁掛け時計 or オリジナルPANELをつくろう 」
10月10日（月）・15日（土）・23日（日）・29日（土）
［  各　日  ］11:00～、14:00～

2周年特別ワークショップ開催

※上記の日程が難しい方はお電話にてご相談ください。※価格は全て税別です。

箕面 輸入壁紙　で検索

［  参加費  ］時　計 1,500円　
　　　　　　パネル 1,000円～2,500円（壁紙により異なります）
完全予約制（予約は2日前まで）
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2周年特別企画

アウトレットセール

アウトレットセール
内容：Trimming wall 作成キット一式
☆DIYセット　☆のり　☆ペンキ
☆無塗装PANEL　45㎝×45㎝　
※壁紙50㎝は別途料金　

HAPPY BAG   6800円 
（ハロウィンパッケージ）

　自然に子どもが笑顔になる撮影で、最高
の写真に仕上げてくれるスタジオバルーン。
10/19迄の七五三撮影なら台紙付き2ポ
ーズ(30×30cm)にハーフキャビネ6面台紙
付きの8ポーズ撮影プランがCD画像もつ
いて12,800円(税別)ととってもお得。兄弟
の着替えもOK！好評の「おでかけプラン」も
3歳なら「11月のおでかけレンタル+10/19
までの前写し」が22,800円に。画像付きの
8ポーズプランで洋装への着替えも前写し
なら可能。10/19以降もお得な4ポーズプ
ランがあるので、詳細はHPでチェックしよう！

今なら間に合うバルーンの前写し
CD画像がついて8ポーズ12,800円(税別)フォトスタジオ

秋のおでかけ衣装+台紙付写真プラン
（10/19までの撮影プラン）
6ツ切写真2ポーズ、ハーフキャビネ6ポーズ、CD画像8カット
（700×1,000ピクセル）
● 3才被布・・・22,800円　● 男児羽織袴・・・22,800円
● 7才女児着物・・・26,800円(外出衣装・着付つき)　
※全て税別

スタジオ写真のみプラン（衣装・美容無料）
（10/19迄の撮影プラン）
● 台紙付8ポーズプラン・・・12,800円（兄弟・家族写しOK）
● デザインアルバム「シュシュ」6ポーズ・・・14,800円（1人写し）
※使用した画像データ（700×1,000ピクセル付）　※全て税別

　　

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

茨木・高槻 フォトスタジオ バルーン

高槻市千代田町5-5　
営／10時～18時半 木曜定休日

70120-753-317
2072-668-7456

高槻スタジオ　

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

茨木スタジオ　　　

阪急高槻市駅より徒歩約15分

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

阪急茨木市駅下車12分
イオン新茨木店より東へ200m

七五三カレンダー特典
必ず撮影時持参で、20×25cmの
6ツ切カレンダープレゼント！
※11月末迄の七五三撮影に限る
※他のクーポンとの併用不可

シュシュ6
プチ6
（ピンク or ブルー）

▶ シュシュ6プラン・・・14,800円（税別） 10/19迄の撮影
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P※　 有り  お問い合わせ下さい
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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

 
  
   

　グローバルヴィレッジでは、保育士・幼稚園教諭など
日本の有資格者とネイティブ講師が、幼稚園で行うカリ
キュラムも含め全て英語で行っている。それに加わるコ
ンピュータ、音楽、ダンス、ジムトレーニングなど多彩なカ

リキュラムも全て英語。子どもたちは1日中
楽しみながら過ごすことで、自然と英語を
身につけることができる。また、ランチは自
社給食室で手づくり。契約農家直送のお
米など、安全な食材を使用。プリスクール
は2歳から。3歳から通えるサタデースクー
ルも同時募集中。見学会はHPでチェック！

山田・千里丘・高槻

千里山田校  吹田市津雲台7-4 206-6831-8996
千 里 丘 校  吹田市長野東3-15 206-6878-6874
高槻茨木校  高槻市宮田町3-4-10 2072-694-6000　http://www.global-edu.jp

園の様子はブログで。

2歳からのプリスクール園児募集中
3歳～小学生のサタデースクールも募集中英語幼保園

　七五三お出かけパックは10月にゆっくり前撮り、11月
はセットしてお出かけ、特典が色々付いて1,000円もお
得！今からでも間に合う成人式のお出かけレンタル受付
中！スタジオ内カメラ・ビデ
オ撮影OK。卒業袴の展
示会12月6日より。

七五三は10月末まで1,000円OFF
成人式の予約は今からでも間に合う写真館

お客様の着物の持込みパックあり。
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ダイエー

ジョーシン

タイムズ

大畑町交差点

阪急富田

至京都

至大阪

JR摂津富田

高槻

高槻市富田町1-16-11 セピアコート11-1F
営／10時～19時　土日祝～18時　水曜定休　Pあり
※阪急富田駅から徒歩1分　

アートSTUDIOタカハシ

2072-696-7537
http://www.art-studio-takahashi.com

■成人式パック

■おでかけパック（2ポーズ特典付）
5才男児・・・・・・・・・27,430円→26,430円
3才女児・・・・・・・・・28,510円→27,510円
7才女児・・・・・・・・・31,750円→30,750円

①振袖持込パック（前撮り）・・・29,590円
②写真だけの手ぶらで成人式 39,740円
③成人式お出かけレンタル・64,800円～
※①②③は美容着付（髪飾り付）・六切2面
台紙付・特典として（プチ写真集・スマイルカ
ード付）
※詳細はホームページにて

おかげ様で

5周年！

2072-697-7755
お車の場合 大畑町交差点南へ80メートル 第四中学正門前
営／11時～18時（日祝～17時迄）　定休日／木曜及び第2・4水曜

ボスフル 高槻店 貴金属買取&
ブランド
リサイクル

■高槻市大畑町21 - 1■

お売りください！高価買取

ココ

au
ショップ

エディオン

今なら買取
10%UP
今なら買取
10%UP

さらに！さらに！

※ブランド中古品に限ります
※10月末まで

　新年度に向けて今準備をしているママ必見！
同店では旧年モデルが最終価格で続々入荷
中。毎年大きなモデルチェンジがない学習机は
古さも感じず、お得感満載！新旧ズラリと100台

以上揃う充実の
品揃えでじっくり
見比べられるの
も嬉しい。気に
入ったものがあ
れば迷わずゲット
して。

昨年モデルが最終処分価格の今チャンス 
100台以上の品揃えからお気に入りをゲット学習机

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

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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成人式二十歳を
　　　祝う

あなたらしいコーディネイトで輝くために…

　利用者満足度が高いオンディーヌの理由は、なんと
いっても一人ひとりに寄り添った振袖のコーディネー
ト！さらに、特別な晴れ姿を最高の形で演出する100
坪の専用スタジオ。振袖一式・和装小物・前撮り写真
一式がついたレンタルスタンダードセットは、5万～の
お得なものから豪
華なものまで。成人
式の振袖はオンディ
ーヌにおまかせ。レ
ンタルでもお誂えの
方もまずは気軽に
見に行ってみて。

振袖専門店の「特別な晴れ着」
祝いを彩る専用スタジオとサービス

■ 振り袖レンタルプラン
● レンタル振袖30点スタンダードセット 50,000円～
（振袖一式10点・和装小物13点・前撮り写真一式7点）
■振袖お誂えプラン
● 購入振袖40点スタンダードセット198,000円～
（振袖一式仕立て付19点、和装小物14点、前撮り写真一式7点）
■お持ち込み撮影プラン
● 前撮り写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,000円～
（写真3ポーズ、ヘア・メイク・着付、クリスタル表紙、お手入れ券）

オンディーヌ高槻店
高槻市城北町２-１１-１山木ビル１階
（阪急高槻市駅徒歩１分）
営／10時～19時　水曜定休

70120-75-8026
http://ondine.jp/
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至河原町至梅田
医大

KOHYOKOHYO コナミスポーツコナミスポーツ

ファミリー
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ファミリー
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至河原町

ミニストップミニストップ

滋賀銀行滋賀銀行

阪急
高槻市

Ｐ

H29年度
まだ間に合う！

H30年度の
予約受付中！


