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まちの気になるネタ、根掘り葉掘り調査します。 調査日 9月2日（金）
調査員 編集部もとぎ

身近で、ちょっとした気になる情報や疑問ってありますよね。このコーナーでは編集部がそれらの疑問を解決すべく
調査するコーナーで、今回は泡立てたミルクで立体的にかわいい形をほどこす３Dラテアートについて調べてきました。

身近な気になる
情報をお寄せください！

採用された方には
素敵なプレゼントを進呈
■応募方法■
氏名・住所・電話番号・調査依頼内容をご
記入いただき、ハガキ、FAX、メールのいず
れかで応募ください。採用情報はお電話に
て連絡させていただきます。

宛先 ： 〒566-0001
　　　大阪府摂津市千里丘
　　　1-13-23　シティライフ
  気になる情報係

FAX ： 06-6368-3505
mail ： kininaru@citylife-new.com

募集

取材協力：UCCコーヒー博物館
所在地：神戸市中央区港島中町6-6-2

取材協力

３Dにまで進化したキュートなラテアートに夢中！

3Dラテアートが体験できる
『ハロウィンのコーヒーパーティ』

気になるネタ

　泡立てたミルクで葉っぱや動物などさまざまな模様を一杯のカップに描く「ラテアート」。飲むのももっ
たいないくらいかわいいラテアートが、さらに立体的に進化しているのをご存じだろうか。今回はその魅力
を探るべく、「3Dラテアート」のワークショップを開催したUCCコーヒー博物館の堀江さんに話を伺った。
　「前回の親子向けワークショップでは小学校1年生から中学3年生が参加され、親子で楽しみながら
真剣に作品を作られていたのが印象的でした」と話す堀江さん。このワークショップに参加し、初めてコー
ヒーを飲んだ子どもは、大人の味わいだが、お母さんと同じものを飲んでいるのがうれしいようで、年齢問
わずコーヒーを堪能できるのも魅力的だ。しかし、作るのには難易度が高そうだが…「そんなに難しくはな
いんですよ。温めたミルクをかき混ぜてできる泡を好きな形に作っていくんです」とのこと。目や口などは食
紅で着色し、3Dラテアートが完成する。この、ふわ
ふわの泡が崩れないのにはちょっとしたコツが必
要。10月には3Dラテアートの一般向けワークショッ
プが予定されている。ご家庭でもかわいく作れるコツ
が学べるのでぜひ参加してみて。

もこもことした形に魅了される3Dラテアート。

ポートライナー「南公園」駅
すぐの同博物館ではコーヒ
ーの歴史が学べる。
イベントはTELでも受付中
TEL.078-302-8880
営業時間:10時～17時
休館日:月曜（祝日の場合翌日休）
入館料:大人（中学生以
上）300円、小学生以下
無料

2016年10月29日（土） 30（日）　各回 14時～16時
お一人様1,500円（税込・大人／小人共通）※別途入館料必要
小学生以上の方※小学生は保護者の方と一緒にご参加願います。
申し込みはHPからhttp://www.ucc.co.jp/museum/event/ 

のとき、どうすればいいの？

シティライフ 検 索

■CityLifeの紙面情報をより
　詳しく、ご覧いただけます
　お店の情報を動画でチェック！
■スマートフォンからもご覧いただけます

■地元のお店や読者のブログも掲載
 ● カテゴリーや地域分けで検索も簡単
 ● ブログの人気ランキングも表示
 ● 新着ブログも写真付きでわかりやすい

CityLifeのホームページにも
地元情報が満載！！
www.citylife-new.com

KELUA ブログ　で検索

西宮市下大市東町4-2-2F
（カットスタジオ カツダ内） 
受/10時～19時
月曜・第2・3火曜定休
完全予約制　近隣Pあり

20798-20-1711
http://ameblo.jp/kelua/

西宮唯一の「M3D」講師サロン。M3Dは熱に強く、コテ・
アイロン・ドライヤーなどによる傷みも抑えられ、安心して好
みのスタイリングを楽しめるのもうれしい。

　髪にツヤがあるだけで、印象が若 し々く見違
えるもの。同店で絶大な人気の「M3D」は、高
機能トリートメントが髪本来の健康的な質感を
蘇らせ、驚くほどのサラツヤ美髪をもたらす。色
持ち抜群のM3Dカラーでイメチェンもオススメ。
抜け毛や白髪の悩みにもぜひ。ほぼ毎日更新
のブログでは施術例を多数掲載している。

世代ごとの多様な髪の悩みも改善
「M3D」でサラツヤ際立つ美髪へ

hairsalon
KELUA〈ケルア〉

門戸
厄神

●M3Dピコカラー＋カット＋ピコトリートメント12,960円→9,720円
●M3Dエステストレート(縮毛矯正)＋カット25,920円→17,280円
●M3Dヘッドスパ＋カット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円→6,480円
● M3Dカラートリートメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円→8,640円

（10月末まで、要予約、新規の方のみ）

特 典 「シティライフを見た」で

通い歴3年30代 M.Tさん

M3Dでいつもサラツヤに
仕上がり、続けることで
髪質改善も実感しています。
今回は雰囲気を変えた
軽い巻きスタイルで大満足。
スタッフも皆さん
明るく、アットホーム
です！
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西宮市戸田町4-20
受／平日9時半～19時・
　　土日祝日9時～18時
　　（パーマ・カラーは最終受付
　　 の30分前まで）
月曜・第3月、火曜定休
予約優先・提携Pあり

20798-20-8500
eden-hair.net

阪神西宮駅
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頭皮スパで、カラー後のケアも改善。
確かな技術力で安心できるサロンです。

5年、10年後を見据えたヘアケアが評判のEDEN。全メニューにセ
ットの「頭皮スパ（頭皮ケア＆ヘアケアストレッチ）」は、薄毛・抜け毛
予防、発毛促進、薬剤の残留アルカリ除去に効果抜群！頭皮の潤
い、ふんわりと立ち上がりの良い髪質を甦らせる。骨格に合ったカッ
ト技術も40～70代から高支持。

無理のないエイジレスが好評  髪と頭皮が若返る「頭皮スパ」

EDEN
〈エデン〉

阪神
西宮

通い歴2年50代 Kさん

特 典「シティライフを見た」で、全メニュー20％OFF！
● カット（頭皮スパ・S・B込）...........................4,000円→3,200円
● カット＋パーマ（頭皮スパ・S・B込）.............9,000円→7,200円
● カット＋カラー（頭皮スパ・S・B込）..............8,500円→6,800円
● カット＋縮毛矯正（頭皮スパ・S・B込）...15,000円→12,000円

（11月末まで・要予約・新規の方のみ・税別）

　使わなくなった子ども用教材やおもちゃ、ゲームな
どが自宅に眠っているなら、無料で出張買取をして
くれる「トレジャー」に相談するのがオススメ！年間50
万点以上の買取実績を誇り、使用済みや欠品のあ
る教材でも査定OK。教材だけでなく、30年以上前
のゲーム機やソフト、子ども服など買取対象は様々
で、高額査定なのも嬉しいポイント。コレクション品
など数十万円の買取や、
業者さんからの依頼も大
歓迎！送料無料の宅配
買取もOKとのことなの
で問合せしてみよう。

使用済みや欠品があっても査定OK
無料出張でまとめて買い取ってもらおう

受/9時～20時　年中無休
古物許可No．大阪府公安委員会
第622010123619号

70120-977-719 
https://t-reasure.jp/

不要な教材や
おもちゃがあったら…

▲ディズニー英語システム・七
田式・中央出版など買取例は
多数。資格取得教材（フォーサ
イト・TAC）、有名塾の教材や通
信教育教材・知育玩具なども。

◀ゲームは昔のファミコンから最
新機種まで、壊れた本体や箱・
説明書のない昔のソフトでも。

関西買取センター

教材・絵本・玩具・ゲーム・フィギュア・エアガン買取
買い取り専門店 トレジャー

買 取 例
●仮面ライダー系変身グッズや戦隊ロボ・レゴ・フィギュアなど
●子供服：メゾ・ラルフ他多数 スポーツブランドも
●絵本・木製玩具・知育玩具・知育CD・DVDなども

特典　「シティライフを見た」で

買取額20％UP！（10月末まで）

　25年の実績がある山栄地所が運営する
「西宮トランクルームⅡ」は、住み込みの管理
人夫婦が常駐するマンションタイプのトラン
クルーム。広さは2タイプあり、個人から法人
まで幅広く活用できる。広い駐車場や屋根
付きの荷さばき場があるので、「雨の日でも
濡れずに荷物の出し入れができて、使いやす
い」と好評だ。台車の無料貸し出しや荷受け
代行サービスもあり、家庭内の荷物の保管
だけでなく、商品の在庫置き場や仕事道具
の保管場所としての活用にも便利。まずは
気軽に見学を。安全面や使い勝手のよさを
実際に確認してみよう。

使い勝手のよさと安心感が好評
管理人常駐のトランクルーム荷物の保管に困ったら…

西宮市津門綾羽町8-20
営/7時～23時　年中無休

20798-33-7050
http://www.e-trunk.co.jp

山栄地所〈さんえいちしょ〉

〈
料
金
〉

● 08タイプ（2ｍ×2ｍ×2ｍ＝8ｍ³） 
  月額21,000円（税別）
● 16タイプ（2ｍ×4ｍ×2ｍ＝16ｍ³） 
  月額42,000円（税別）

管理人夫妻の手厚いサポ
ートも好評。セキュリティは
万全なので、女性の利用
者も心強い。

使い勝手のよい内廊下タイプ。天
候に関わらず、安心して荷物を出し
入れできる。

事務作業ができる書斎スペースやトイレも完備。営業時間は7
時～23時で、仕事の前後の利用も可能。

11月末までお得なキャンペーンあり。
詳しくはお問合せを。
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