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　七五三の写真を撮るなら前撮りが断然お得！キャンペーン中の
今なら着付け・ヘアメイク付きで撮影料金がお得になり、特大ポ
スターなどのプレゼントも。さ
らに秋のお参り用七五三レ
ンタルが 50％ OFF。撮影
途中で子どもがイヤになって
も、再撮影OKなのも嬉しい。
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七五三前撮りキャンペーン（8月31日まで）
●撮影料金 通常3,240円→1,620円 ※写真代金別
●特大ポスタープレゼント
●お参り用七五三レンタル50％OFF（7,400円～）
振袖レンタル展示会  6/17（土）・18（日）
　時間：10時～16時
　内容：古典柄から最新柄まで振袖約100着を展示。
　正絹振袖レンタル98,000円～

七五三前撮りキャンペーン開催中
撮影料金1,620円でプレゼント付きこども写真館

　　　　こども写真館フォトスタジオ・アミュ
吹田市山田西1-1-11　火曜・第2水曜定休　
営／平日10時～18時　土日祝日9時～18時　Ｐ有

20120-753-039
HP：http://www.studioamu.com

吹田

日々 の 生 活 を 豊 か に 日々の暮らしを彩り豊かにしてくれる、
注目の良品を紹介します。
今まで知らなかった“いいもの”との出会いを
ご提案します。

丁寧にドリップして
くれる珈琲やラン
チにも作家さんの
器を使用している。
ゆっくりと時間を楽
しみながらお気に
入りを見つけよう。

　「個性やテイストが違ういろんな作
家さんの器が集まっても、不思議と馴
染むのが焼き物のいいところです。」
とオーナー外山さん。工房を直接訪
ねて選定した約21名の作家の一点
ものが、随時入れ替わりで店頭に並
ぶ。お気に入りの器でいただくごはん
は、より一層心が満たされそう。

高槻市芥川町1丁目14-27
MIDORIビル 2階
営／9時～17時　日曜定休　臨時休業あり
2072-669-8113
器はオンラインストアでも購入可。詳しくはHPで。

福岡県
陶芸工房 PAO

タナベヨシミさんの小鉢

過去シティライフで取
り上

げたあの商品もお得
な価

格でゲットできるチャン
ス！

　400坪の店内にズラリとお
しゃれ家具が揃う同店。1点モノ
や量販店では手に入らないデザ
インなどがリーズナブルな価格で
手に入る。マンション向けの小ぶ
りな家具などニーズに応える商
品が多いのも魅力の一つ。移転
前の売り尽くしセールでぜひお気
に入りを見つけてみて。

茨木市彩都あさぎ1-2-1  ガーデンモール彩都3F　
営／10時～19時半　
ガーデンモール彩都P90分無料
2072-641-0100
http://www.schrank.jp

「店舗移転」完全売り尽くしセール
付いている価格から、さらに
20％ＯＦＦ～ＭＡＸ80％ＯＦＦまで
超特価品が揃う。
最初で最後の最大級セールを
見逃さないで！

店舗移転のための完全
売り尽くしセールを開始！
アウトレット売り場300坪、
インテリアショップ100坪
の中でＭＡＸ80％ＯＦＦの
完全売り尽くし！

大分県
岡美希さんの器
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じゅうたん売場

GaNzY ギャンジィーSchrank シュランク珈琲と器のお店

イマソラ珈琲

　飾らない素敵なデザイン、ウー
ルのふっくらした質感で人気の
「ギャッベ」を手に入れるならコ
コ。輸入卸業32年、直輸入直売
ならではのお値打ち価格で、手
織絨毯をバリエ豊かに品ぞろえ。
品質の確かなものばかり、日本最
大級の売り場でぜひ実感して。

箕面市船場西1-5-12
バッグリペアサービスビル2F
営／10時～17時半　P有り
2072-749-3201
http://www.ganzy-carpet.jp/

ペルシャ絨毯、パキスタン絨毯、
中国絨毯からアウトレット機械織
りまで、色・柄・サイズも各種そろ
い、好みのものが見つかるはず。
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自由でモダンなデ
ザインが魅力の
ペルシャギャッ
ベ。本家・ペルシ
ャの遊牧民によ
るものも6,800円
～と格安価格。ギャンジィー南大阪店オープン記念セール

5/27（土）～6/18（日）
これまで手の届かなかった
ペルシャギャッベを手に入れるチャンス！

［特典］この記事持参で
ペルシャサラサ（ランチョンマット）を
プレゼント（6/18まで）

クリーニングから修
理まで、絨毯のスペ
シャリストだからこそ
のイラン人スタッフ
によるアフターサー
ビスも細やか。コー
ディネイトも相談して
みて。
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イマソラ珈琲  で検索

　いつからどんなレベルからでも始められる
「レプトン上野東教室」。英語は習熟度にバ
ラつきが出やすいが、レプトンなら個別＆自立
学習なのでつまづいた箇所も自分のペース
で楽しく意欲的に学習でき、好きなだけ頑張
れる。英会話や英文法学習だけでは世界標
準の英語力は身に付かないようだが、同校で
はこれから主流になるコミュニケーション英語
を身に付けるべく「聞く」「話す」「読む」「書
く」の４技能をすべてマスターしてTOEIC®・

TOEFL®に対応できる英語力を身に付けていく。独自開発したテキストはレベル別に81冊
あり、いつでもどのレベルからでも安心して始められる。まずは無料レッスンに参加してみて。

小学生からTOEIC®600点を目指す
4技能が身に付く子ども英語教室

年中～小学6年生
個別 英語教室

授業料　● 週2回（1回60分）で12,000円（税別）
※塾生価格は10,000円（税別）とお得に。詳しくは教室まで。
※曜日は自由に選べます。週回数応相談。

説明会＆無料体験開催　● 6/3（土）、10（土）、17（土）、24（土）
（午前の部）10時～　（午後の部）13時～　各回とも１時間程度
参加申込は電話にて

「できた！」の喜びが体験できる子どもの好奇心を引き出すレッスン。

206-6842-2236
https://www.lepton.co.jp/class/429001

豊中市東豊中町6-1-2
豊中大成ビル2F
営／10時～22時
（日曜日 休み ※ＴＥＬ可）

　　　　青藍塾Lepton
上野東教室
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特典 夏の特別キャンペーン（先着10名様）
● 授業料1ヶ月分無料
● 新規ご入会でLeptonオリジナルリュックプレゼント
　さらに、6月30日までにご入会の方には入会費無料

　わが子の難しい健康トラブルに全国
から相談が寄せられる同院。各メディア
に紹介されている「新脳針療法」で数
多くの良好例があり、家族が驚くほどの
復調を見せることも。個々に合わせて
頭部を中心に、手足にも針を打ち、微
弱電流を注入することで、萎縮した脳
神経細胞を活性化させ、脳内ホルモン
の分泌を促す。「たった数回で改善し
た」「おねしょをしなくなった」「コミュニケ
ーションがとれ理解力がでてきた」「笑
顔が多くなった」など、喜びの声が
続々。早く対処するほど、その後の改善
に期待が持てるそう。今すぐ相談を！

「針は小鳥が餌をついばむほどの刺激です。小児てんかんや自閉症、発達
遅滞、言葉の遅れ、喘息、夜泣き、目・鼻・口・耳・喉の不調から、診断がつ
いていないけど疲れやすいなどの気になる症状まで、あきらめずに一度ご相
談ください」と院長。

子どもの発達障害や体の不調を改善へ
原因である脳神経に「新脳針」でアプローチ針灸接骨院

206-6345-1000

大阪市北区堂島2-3-1　
受／9時～12時半、
　　14時～18時半　
　　(土曜は8時半～13時)　　
木・土曜午後、日・祝休診

　　新脳針医学研究所 堂島針灸接骨院
梅田

堂島針灸接骨院　で検索
より詳しく知りたい人はPC版HPへ
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大阪駅より徒歩10分

おなか・おねしょ
立ちにくい・
歩けない

発作・ふるえ・
がくがくする

吐く・どもる

かんしゃく・夜騒ぐ

ことば・運動機能の
遅れ・心の病気

骨・身体の異常

目・耳・喉・鼻
の不調

発達遅滞・
てんかん・
学習障害　

● 広汎性発達障害（6歳女児）
学校で毎日問題を起こしていましたが、針を受け始めてから授業への
取り組みが良くなり、以前より長く座っていられるようになりました。あ
いさつも言えるようになり、言葉の発音や数も良くなったので周囲も
本人も理解し易くなりました。

● 難聴（8歳男児）
溶連菌の感染により耳が聴こえにくくなり、病院で「中等度感音難聴」
と診断されました。学校でも机を一番前にしてもらうほどの症状。施術し
ていただいてから先生の声がよく聴こえるようになってきたようです。

● ウエスト症候群（1歳5ヵ月男児）
2・3日に1回の発作がありましたが、施術開始からほとんど無くなり、て
んかん波も以前よりおだやかになりました。寝返りもでき、手足が良く
動くようになりました。

利用者の声

特典「シティライフを見た」で
初診料1,000円割引
（2017年8月末まで・要予約・税別）

MENU
● 初診料・・・3,000円　● 施術料(大人)・・・6,500円
● 小児科（生後40日～高校生）・・・1,500円～5,500円
● お得な回数券・・・小児1回あたり3,600円～
（全て税別・障がい者割引、回数券割引あり・詳しくは要問合せ）

90年の歴史と多数の
改善実績を誇る同院。
世界的な学会でも高い
評価を得ている。赤ちゃ
んから大人まで幅広く
対応。


