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ウィーラ編集部が選んだ 推し スイーツ
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（以下
「当社」
という）
における個人情報の取扱いについて ●当社へ個人情報をお預け頂く場合は
あらかじめ明記した利用目的のほかに、当社からの各種情報のおしらせメール送信、
新商品･新サービス・各
種キャンペーン･特集等に関するご案内、アンケート・調査のお願い、グッズ発送、
メールマガジンの送信、
を
目的とした範囲内に限定して利用いたします。
●提供を行うことが予定される場合には、
あらかじめその旨
を自社広告もしくは個人情報取得フォームなどに明記いたします。
●利用目的の達成に必要な範囲内におい
て、
個人情報の取扱いを外部に委託する場合があります
（例えば、
発送業務を外部に委託する場合がこれにあ
たります）。
●個人情報をお預け頂くことはご本人様の任意ですが、必要事項に不足がありますと、
あらかじ
め明示した利用目的に対応するご本人様のご要望にお応え出来ない場合があります。
●当社が保有するご本
人様の個人データについて、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、
利用の停止、
消去及び第三者
への提供の停止のお申し出には適切に対応いたします。
●個人情報保護管理者／株式会社ぱど 個人情報保護
管理室 室長 0120-090-810●個人情報に関する苦情・問合せ窓口／株式会社ぱど 総合お問合せ
0120-090-810
（営業時間10：00〜18：00）

広告内に記載されている価格表示は「税抜」、
「 税別」又は「広告内の価格は全て税抜価格です」等の表示がない場合は全て税込価格となります。

BMW Premium Selection

BMW Premium Selection

Hamamatsu BMW
Special Selection

You Just BMW
BMW認定中古車

3

M2クーペ

5,980,000

税込車両本体価格 ¥

Hamamatsu BMW

7速AT 2ドア 右ハンドル 初度登録年月：2016年12月
排気量：2,979cc カラー：アルピン・ホワイトⅢ
車検：2019年12月 走行距離：9,319km
HDDナビ、
ETC、
バックカメラ

営業時間：9：00〜18：00／定休日：木曜日

www.fuji-motoren.co.jp

M4クーペ
税込車両本体価格

¥7,980,000

7速AT 2ドア 右ハンドル 初度登録年月：2017年10月
排気量：2,979ｃｃ カラー：サキール オレンジⅡ
車検：2020年10月 走行距離：4,251km
HDDナビ、TV、ETC、
バックカメラ

BMW Premium Selection 佐鳴台

BMW Premium Selection 長鶴

浜松市中区佐鳴台5-26-15 TEL：053-448-3201

浜松市東区長鶴町227-1 TEL：053-464-3281

0809010027004

フジモトーレン株式会社

NEWS
待望の2号店OPEN！
脂肪を燃やすことに
特化した専門スタジオ
パーソナルトレーニング

Improve

NEW
OPEN

インプルーブ ファットバーンスタジオ

Fat Burn Studio

「魅せる身体」をつくりあげるインプルーブが2号店をオープン。1号店とは違
い、
「脂肪を燃焼させる」ことに特化した短期集中型のパーソナルトレーニン
グスタジオ。
「とにかく脂肪を落としたい方」
「効率よく痩せたい方」必見です。
クローゼットの中に、着られなくなった服や似合わなくなった服はありません
か？今年こそ水着を着て、夏のレジャーを楽しみませんか？目標のサイズに早
く変身できるよう、マンツーマンで徹底的にトレーニング指導します。また、
結婚式を控えている方にもオススメ。目標の体重や身体になったときの達成
感はとても快感です。
一緒に二人三脚で理想の自分を見つけ出しましょう。女性
トレーナーも在籍しているので、安心して気軽に通えます。

お客さまの悩みに合わせて
真剣に向き合い、食生活や
生 活 習 慣まで 徹 底 的 にサ
ポート。トレーナーとお客様
との距離が近く、何でも相談
できる雰囲気が自慢です。

MENU
◆初回体験(カウンセリング＋トレーニング) 3,000円
◆IFB(インプルーブファットバーン)プログラム
脂肪燃焼に特化したプログラムをご用意しています
※価格はすべて税別※入会金 15,000円

平成が終わるまでに自分の身体を見つめ直しませんか？身体の状態をしっかり
カウンセリングして、より効率の良いプランをご提案します。
2カ月で理想の
身体を手に入れることが
できました。

読者 「ウィーラ見た」
で入会金15,000円→5,000円
特典 ※要予約 ※2月末迄

090-5613-8010
住
営
休
P

浜松市中区西伊場町47-33 CPビル1F
10:00〜18:00
日曜・祝日
13台

雄踏街道

Improve

浜松

Fat Burn Studio 西郵便局
松田病院

★

杏林堂

セブン
イレブン

Improveの理念である
「ここへ来れば変われる、
人はいつからでもどこからで
も良くなれる」
という思いをもとにより良い方向に導けるようサポートします。

毎年大人気の和菓子が登場！
「おっきな紅ほっぺの苺大福」
和洋菓子・パン

いりかわや

和洋菓子司 入河屋
苺は、新鮮な地元産紅ほっぺの特大サイズ!苺好きにはたまりません。
磐田の農健さんで育てられた超減農薬の羽二重糯米を使用。
歯切れ
よくするために粗めにつき、
苺がはみ出るように包んであります。
その
他、
JALのファーストクラス機内食に採用された銘菓
「みかん最中」
や
「みかん娘」
の銘菓詰合せも手土産として喜ばれております。

営

休

浜松市北区三ヶ日町下尾奈83-1
8:30〜18:00
※ベーカリー 10:00〜16:00
水曜 P 7台

入河屋

◆おっきな紅ほっぺの
苺大福……… 270円〜
◆みかん最中 … 170円
◆みかん娘 …… 194円
◆三ヶ日みかん
マドレーヌ……237円
◆あんバター

053-525-0902
住

NEW
MENU

クロワッサン…313円
◆まるごと三ヶ日みかん
和洋菓子司 入河屋

ロール …… 1,436円

[写真右上]三ヶ日中学校の生徒と一緒に作った三ヶ日みかんマドレーヌ。
[右下]併設のベーカリーの一番人気！あんバタークロワッサン。

検索

EVENT

ディナー＆スイーツバイキング
1〜3月はストロベリースイーツ！
イタリア・欧風料理

オークラアクトシティホテル浜松 レストランフィガロ
いちご大好きな女性注目！ホテル特製スイー

もちろん、ディナーバイキング付き。1月・2月

ツが食べ放題のディナーバイキング。
1〜3月

は、寒いこの季節にぴったりなこころも体も

は大好評のイチゴスイーツが登場。毎月違う

温まるホテルバイキング料理をご用意してい

テーマのイチゴをお楽しみ頂けます。1月は、

ます。一流の味とサービスがリーズナブルな

「ストロベリー＆和スイーツ」がテーマ。多彩
なスイーツを時間無制限でご堪能ください。

価格で楽しめる、ホテルバイキング。絶対食
べたい人は早めにご予約を。

特別な記念日や
お友達との集まりなど、
特別な時間を
お過ごしください

1月テーマ「ストロベリー＆和スイーツ」。大好きなイチゴを心行くまでご堪能
ください。季節の料理メニューも充実しております。

053-458-1233
住

営

◆1月テーマ
「ストロベリー＆和スイーツ」

オークラ フィガロ

いちごティラミス、
いちごロール、
いちごミルフィーユ、
いちごとシャ
ンパンのムース、抹茶ティラミス、
きなこシフォンケーキ etc

検索

魚 介 類と芽 キャベツのブイヤベース風 、サクラエビの
リゾット、アンコウのポワレなど、季節のお料理が満載。

レストラン
フィガロ

2F

◆料金／大人3,800円、
シニア(65歳〜)3,500円、小学生2,300円
幼児(4歳〜)1,200円 ◆開催時間／17:30〜21:00※土日祝のみ

浜松市中区板屋町111-2
オークラアクトシティホテル浜松2F
17:30〜21:00 ※土日祝のみ

NEW
MENU

プリザーブドフラワーを
幅広く学べる新コース登場！
フラワー＆ビーズスクール

クリエイティブサロン ケイローズ

Creative Salon K-rose
プリザーブドフラワーやビーズアクセサリー

クとデザインが学べます。コース修了時には

の作成を、少人数制で丁寧にサポートする

修了証を発行。アドバンスクラスは、将来自

K-roseにこの冬新たなコースが登場。プリ

分のお店を持ちたい、講師として仕事に就き

ザーブド(生花を加工したもの)とアーティ

たいなど、特に高いレベルを求める方にお

フィシャル(リアルな造花)をミックスさせた

すすめです。お花はもちろん、ビーズアクセ

K-roseオリジナルクラスで、幅広いテクニッ

サリーを学べるコースもあります。

用途に合わせた
アレンジが
できます

出来上がった作品は、ご自宅に飾って楽しんだり、友達や家族にプレゼント
としても喜ばれます。ビーズアクセサリーコースも人気

洋服の
アクセントに
ぜひ

ライフスタイルに合わせて、通う日時を調整できるフリー
タイム予約制。まずは、体験レッスンからお気軽に。

INFORMATION
新コース
「プリザーブド×アーティフィシャル」
◆ベーシッククラス(2月スタート) 5作品＋修了制作 32,400円

浜松駅

053-488-5006

◆アドバンスクラス(5月スタート) 8作品＋修了制作 64,800円
住

ともに、材料費、
レッスン料を含みます
◆体験レッスン 2,000円

営

※価格はすべて税込

休

ケイローズ

セルフホワイトニング導入
笑顔に自信の持てる歯を！

ビオあつみ

浜松市中区龍禅寺町480
10:00〜17:00
木,金,土曜,ほか不定休
浜松

ドミノピザ

R62
ニコニコ餅本店

Ｋ-rose

セブン
イレブン

検索

NEW
MENU

リラクゼーション

メディカルサロン ノア
セルフホワイトニング2回の体験(3,000円)で、つるつる･ピカピカに
なった白い歯を実感。ブラッシング、溶液の塗布、LED照射と工程は
シンプルなので、どなたでも簡単にできます。お手頃価格なのでぜひ
お試しを。その他、冷え性改善の光セラピーや全身もみほぐし、日焼
けサロンメニューもご用意しています。

営

休

・6回分回数券…10,000円
◆光セラピー(40分)
初回体験……1,500円〜
……………… 2,000円

浜松市中区葵東2-13-26
10:00〜24:00
※木曜 10:00〜20:00
日曜

メディカルサロンノア キレイぱど

・2回目以降 …… 2,000円

◆全身もみほぐし(30分)

053-436-0763
住

◆セルフホワイトニング(30分)
・初回お試し …… 1,000円

メディカルサロン
検索

◆日焼けサロン(30分)
……………… 1,000円

[写真左]GENKINGおすすめのセルフホワイトニング。
[右上]ホームケアに最適の歯みがき粉とトリートメント

★

「美尻」＆「ウエディング」
コースが新登場！
パーソナルトレーニング

ルッチボディ

INFORMATION

Lucci Body
オンリーワンの美ボディメイクがかなう専門店に新メニューが登場。
「美尻」はヒップを上下、サイド、インナーに分けてアプローチする事
で希望通りに引き締めていきます。
「ウエディング」は体形やドレスに
合わせて、パーツメイク。姿勢や美しく見える歩き方まで徹底指導。
特別な日を、理想のボディで迎えるお手伝いをいたします。

営

休

浜松市浜北区西美薗1187-5
平日 7:00〜12:00 16:00〜19:00
土曜 7:00〜14:00
水曜午後・日曜・祝日 P 5台

ルッチボディ

◆パーソナルトレーニング
1回(約60分)7,000円
◆美尻/ウエディングコース
[全16回]※食事管理付
100,000円(6,250円/回)
※別途 入会金10,000円
美尻コースは、
トレーニ

053-586-8155
住

NEW
MENU

検索

ングチューブ付。

LucciBody

★

◆体験(60分)各種 2,500円

個人の目標に合わせて効果的なトレーニングを行います。食事は制限ではなく、
タイミングをコントロールするので、無理なく継続できます

※要予約※2月末まで
取材会社/LB企画

080-6904-5789

NEW
MENU

週末だけの限定メニュー
色とりどりの鶏白湯ラーメン登場
ラーメン

メンズナチュラル

麺 sNatural
丸鶏の旨味が凝縮された濃厚でマイルドな

「crème rouge(クレームルージュ)」、抹茶が

味わいが 好 評 の「 鶏白湯 c r è m e（ クレー

ほんのり香る「crème macha(クレームマッ

ム）」。コクたっぷりの泡立てられた純白スー

チャ)」、コク深い「crème ikasumi(クレーム

プは、ブランド小麦アヤヒカリを使用したモ

イカスミ)」など、他では味わえない一杯をご

チモチ中太麺と相性抜群です。注目は、色

用意しました。あなたはどれが一番好き？ぜ

鮮やかな新バージョン！トマトクリームの

ひ食べ比べしてみて。

クレーム
マッチャ

[写真下]「クレームルージュ＆モッツァレラチーズ」は、とろーりチーズとトマト
スープが絶妙なハーモニーを奏でます。

右：クレームイカスミ
下：クレームルージュ

カウンター席のみのアットホームなお店です。

◆鶏白湯クレーム ………………………………………… 850円
◆鶏白湯クレームルージュ・マッチャ・イカスミ……………900円

070-3888-1843

※鶏白湯は、土日・祝日限定です。
◆鶏SOBA(生醤油・たまり醤油・汐)……………………… 780円

住
営

◆富山ブラックNatural ver.……………………………… 850円
休

麺 sNatural

浜松市中区萩丘4-10-38
11:30〜14:30
18:00〜20:00
火曜夜,水曜 P 4台

麺 sNatural 浜松

検索

冬のセール開催
50〜20％ＯＦＦ！
アトリエ雑貨・洋服

アトリエローブ・ハンドメイドローブ

アトリエROBE・Hand Made Robe
輸入服飾ショップのアトリエROBEに、新作ワンピースやコートが
入荷。一点ものや珍しいブランドの洋服がどれもセール価格。作家さ
んたちによるアクセサリーや雑貨などが並ぶ「Hand Made Robe」の
コーナーにも、冬の新作がずらり。ROBEでお気に入りのアイテムを
見つけて、冬のファッションを愉しんでみては？

営
休
P

オレンジストリート

053-453-6959
住

浜松市中区鴨江3-62-25
11:00〜18:30
日,月曜
6台

アトリエROBE

ぱどナビ

CAMPAIGN

INFORMATION
◆Hand Made Robe
新しい作家さんのこだわり
の素材で作られた洋服、
アクセサリー、小物の新作
が入りました。
◆洋裁&古布リメイク教室
毎週木曜 10:00〜12:00

★アトリエ
ROBE

生徒募集中
一ヶ月3.000円で棚貸しもしています。詳しくはお問い合わせください。
スクールも好評開講中。

検索

CAMPAIGN

ストレッチと酸素カプセルの
相乗効果 血流改善キャンペーン
パーソナルストレッチ×トレーニング

リカバリーストア

Recovery-Store
オリジナルの下半身痩せメゾット と 筋トレ

これらを引き起こす要因といわれるのは、骨

とストレッチ の両方をトレーナーとマンツー

盤周囲の筋力の低下と、股関節周囲の柔軟性

マンで行うリカバリーストア。ただ痩せるだけ

の低下。この2つの改善に特化したコースで、

でなく、より女性らしいスタイルへと導きま

下半身痩せを実現します。
今なら、
新陳代謝促

す。お尻の垂れ、むっちり太もも、むくみ、足の

進・冷え改善・疲労回復・美容効果が高いとい

冷えなど、年齢とともに増える下半身の悩み。

われる酸素カプセルを半額で体験できます。

悩んでいたら、
まずはお気軽に
ご相談ください

マンツーマンストレッチだけのメニューもあります。カラダが硬い人はもちろん
血行不良・代謝低下・冷え・むくみの予防と改善に

全身ストレッチで
代謝UP

053-448-7011
住
営

休

◆下半身やせストレッチ＆ワークアウトコース
体験 4,320円(45分)

浜松

検索

※税込

で酸素カプセル 半額！
特典 「ウィーラ見た」
※2月末まで

リカバリーストア

回数券 19,440円(4回)〜

◆パーソナルストレッチ体験 3,240円

浜松市中区佐鳴台4-36-16 みれ21ビル1F
10:00〜21:00(最終受付20:30)
土,日曜9:00〜18:00(最終受付17:30)
月曜,GW,お盆,年末年始など P 4台

健康増進・アンチエイジング・疲労回復を助ける効果が
みられる酸素カプセル 2,000円（30分）

リカバリー
ストア

楽しく体を動かしたい方、
新しいもの好きな方、必見
ヨガ・フィットネス

調理専門学校の元教諭がオープン
少し甘めのお食事パンが好評 NEW

NEW
OPEN

ルミエール
フィット スタジオ

OPEN

パン

パントミー

LUMIERE
FIT STUDIO

パン TOMMY

YOGAをベースにしたフィット

すべての年代から愛されるパ

ネススタジオ。姿勢や体質の

ン屋を目指してNEW OPEN。
常

改善に効果的な
「タイ式YOGA

時30種ほど並ぶ中でも、一番

ルーシーダットン」、今話題の

人気はクルミパン(250円)。生

ハンモックを使用した「アク
ティグラビティヨガ」
、
ドイツ発
祥の、
体幹を鍛える
「4DPROバ
ンジー」
など新しいフィットネス
が多数！初心者はもちろん、
運動

地にクルミオイルとクルミが

053-489-7518
住
営
休

浜松市中区中沢町15-14
10:00〜レッスン終了まで
不定休

★ LUMIERE
FIT
STUDIO

https://lumiere.studio/

たっぷり練り込まれており、芳
ばしい香りが特長です。
そのほ
かクロワッサンやミルクハース

姉妹でOPEN。女性ならではの
親身なサービスを提供
NEW

OPEN

OPEN

写真館

ホームハママツ

夏の写真館

HAMAMATSU

一見倉庫のような建物の扉を

元デザイナーの姉・夏菜さん

開けると広がる大空間。家具

と 、カメラマンの妹・知夏さ

や照明、ファブリック、雑貨、

ん 。2 人 の 名 前 に 共 通 する

作 家さん のアクセ サリーな

「夏」をテーマにしたスタジオ

ど、遠州地域で作られた暮ら

です。女性フォトグラファーな

しを 彩 るアイテム が 並 びま
す。家づくりを考えている方に
は、地域の建築会社を紹介す
るサポートも受けられます。少
しわかりづらい場所にあるけ
れど、訪れる価値あり！

休

パンTOMMY

浜松市南区若林町851-1
10:00〜17:30
月、火曜

れる前に、
早めの来店を。

「暮らす」
を楽しむ がコンセプト
理想の建築会社を探す方必見 NEW

Home

営

などお食事パンが好評。
売り切

が苦手な方も楽しめます。

建築相談・家具・雑貨

053-448-0897
住

053-544-7300
住
営
休
P

浜松市浜北区平口5584-7
10:00〜18:00
水曜・祝日
100台

★ Home

セブン
イレブン 姥ケ谷

nicoe グリーン
アリーナ
サンストリート

のでメイクなどの相談もしや
すく安心。衣装や小物が豊富
で、ハイセンスなスタジオセッ
トも魅力。10パターン以上の
壁紙で、望み通りの空間を演
出してくれます。

053-461-7533
住
営
休

浜松市東区天王町1502-1
9:30〜18:30※撮影応相談
月、火曜
https://summer-photo.shop

★ 夏の写真館

平成

GOAL!

︿企画・編集／ウィーラ編集部﹀

興味はあったたけどなかなか一歩踏み出せ
なかった事︑今の記念になりそうな事を︑平
成が終わるまでのこの機会にチャレンジ！

る
ま
でに

コト

の

が
終
わ

やりたい

10
goodbye
heisei

体験行って
きまーす！

や り た い コト
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注目のスポーツを始めるなら今！

4

1

ボルダリングに
挑戦したい

2020年︑オリンピックの
正式種目となったボルダリ
ング︒女性アスリートの活躍
を目にすることも多くなり︑
気になっていた方も多いの
では？空調が整った屋内で
行うので季節を問わず快適︒
特別な道具をそろえる必要
もないので意外と気軽に
チャレンジできます︒壁の高
さは︑約 m︒初 め て で も 3
ｍほど登ることができるの
で︑達成感は抜群！しかもパ
ズル的な感覚で︑身体だけで
なく頭も使うのが魅力︒ルー
トを考えながら︑攻略してい
く面白さにハマってしまう
ん だ と か ︒一 度 失 敗 し て も ︑
何度もチャレンジしたくな
る楽しさがあります︒
4.5

代表 伊藤裕貴さん
公益財団法人日本スポーツ協会認定
公認スポーツクライミング指導員
随時、初心者講習を行っています。
予約制ではないので、営業時間内
にお越しください。

登るときのルールやマナー、難易度ごとに異な
るテープの色の見方について教えてくれます。

5

浜北にあるボルダリングジム、
クラッグさんへ。
動きやすい服装、靴下を準備して行ってきます！

2

読者モデル 南沙季さん
はじめは思った以上に高く感
じ少し怖かったけど、
すぐに慣
れました！楽しかったです。

スタッフが見本を見せてくれます。説明を聞きな
がら、自分が登る姿をイメージします。

6

受付で会員登録と会計を済ませます。会員登録
は、HPから事前にしておくとスムーズ。

3

クラッグ

CRAGクライミングジム

☎053-588-2088
住 浜松市浜北区中瀬1582-1
営 13:00〜22:30、
土日祝10：00〜21：00
休 第1月曜 ※臨時休業あり
http://crag.jp/
利用料：平日一般1,800円 ほかナイト料金、
レディー
スデイ
（水曜）あり。初回のみ利用登録料1,500円
（レンタルシューズ料込み）
が必要。

どのコースを進むか、手や足をどの位置に乗せ
るかアドバイスを受けながらLet sスタート！！

更衣室で着替えを済ませたら、
専用シューズに履き替えます。

10

やりたいコト
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鳥のように
空を飛びたい
パラグライダーに乗る！

地上を離れ︑大空へ飛び立て
ば ︑そ こ は 非 日 常 の 世 界 ︒標
高300ｍから浜名湖を見
下ろしながらのフライトは︑
一生の記念になるはず︒イン
ストラクターと一緒に飛ぶ
体験フライトなら︑技術もラ
イ セ ン ス も 必 要 な し ︒﹁ 空 を
飛んでみたい！﹂という気持
ちさえあればOKです︒簡単
なレクチャーを受けたら︑さ
あテイクオフ！

浜名湖パラグライダー
スクール
☎053-526-0015
住 浜松市北区三ヶ日町大谷93-1
営 9:00〜18:00 休 木曜
http://jpmsports.com/

集合場所からすぐの専用フライトエリア。
フライト中は、自分のカメラで撮影するこ
とも可能。
ストラップをつけるなどして、落下しないように気をつけて。浜名湖やアク
トタワ−が眼下に、天気が良ければ富士山も見ることができます。

人乗りだから安心！

インストラクターと二

やりたいコト
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プロカメラマンに撮影してもらう！

人魚に天使
なりきりフォト

誰もが密かに持っている︑変
身願望を叶えちゃいましょ
う ︒S N S で 大 人 気 の マ ー
メード︑純白の羽をまとった
天使︑レトロな衣装でファン
タジーに⁝︒どの世界観も個
性的でステキ︒自分史上最高
の〝 か わ い い ＆ カ ッ コ イ イ 〟
をカタチに残してみません
か？プロのカメラマンが︑あ
な た の﹁ な り た い ！ ﹂願 望 を
アーティスティックに仕上
げてくれます︒物語の主人公
になりきって撮影する時間
も︑きっと特別な思い出にな
るはず︒
撮影例

予約→打合せ→(撮影当日）
ヘア・メイク→ロケ→データー送付
ドリーミングフォト体験

料金：40,000円〜

ドライフラワーリーフ
☎053-440-7707
住 浜松市中区佐鳴台2-20-8 サニーハイム 1F
営 10:00〜20:00
休 日曜
「ドライフラワーリーフ」で検索

11

衣装は、
ドライフラワーリーフさ
んが担当。浜松出身、東京でも
活躍中のカメラマンRyotaEndo
さん（インスタID＠ryod0)が撮
影を担当してくれす。

体験10,800円（1回）
（機材レンタル料,スポ−ツ保
険料,エリア施設使用料込）
予約：希望日前日の17:00まで
＜午前の部＞ 9:00 集合
＜午後の部＞ 13:30 集合

片足ずつ土台に乗せて。

前にカラダを倒すとすすむよ。

step1
乗る

元の姿勢に戻すと止まるよ。

step2
前進

step3
止まる

やりたいコト
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公園内をぐるりと一周

セグウェイで
爽快に走る

まだ日本では体験できる場
所が少ないセグウェイにフ
ルーツパークで挑戦︒約 分
間 の レ ク チ ャ ー で﹁ 乗 る・前
進 す る・止 ま る ﹂の 基 本 動 作
を学びます︒体重移動の感覚
さえ掴んでしまえば︑前進も
左右に曲がる動きもあっと
いう間にできるように︒レク
チャーの後は︑園内のコース
に出発！一方通行で公園の
中を走り抜けます︒上り坂や
下り坂のある約2キロの
コースは所要時間約 分︒自
然豊かなパーク内で︑歩くの
とは違う爽快感をたっぷり
と堪能しましょう︒
20

15

東エリアの果樹園ゾーンを走ります。園内を
走るチュウチュウトレインやときめき橋の前で
記念撮影をパチリ！セグウェイの前後に、
イ
チゴ狩りも一緒に楽しんで。

金斗雲に
乗ったみたい！

はままつ フルーツパーク
時之栖 ときのすみか

時間：9:00〜 毎日開催※天候により中止の場合あり
料金：＜アドベンチャー＞レクチャー15分＋約2km 2,000円
＜ベーシック＞ レクチャー15分＋約1km 1,000円
※別途入園料が必要

やりたいコト
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☎053-428-5211
住 浜松市北区都田町4263-1
営 9:00〜18:00※季節変動あり
休 年中無休
「はままつフルーツパーク」で検索

え?何この浮遊感！！

インストラクターのＭＩ
Ｅさん

ＮＹ発祥の最新
エアリアルヨガ

こんなポーズ
だって！！

最大5人までの少人数制。
は
じめての方は、体験コースに
お越しください。
まずは、気持
ちよさと楽しさを気軽に体験
してみて！

天 井 か ら 吊 ら れ た ︑ハ ン
モックを使って行うヨガ︒
ニューヨーク生まれの最新
のヨガスタイルです︒浮遊感
がたまらないとのうわさを
聞きつけ︑エアリアルヨガを
専門に行うスタジオJua
さんへ︒マットの上では難し
いヨガのポーズも︑ハンモッ
クが補助してくれるので︑意
外と楽にポーズがとれます︒
関節や背骨への負担が少な
く︑体が硬い人でも無理なく
で き る の だ そ う ︒今 年 は 新
感 覚 の ヨ ガ で ︑美 ボ デ ィ を
目指そう！
ジュア

エアリアルヨガスタジオJua
☎090-7085-3975
住 浜松市浜北区中条783-2
営 10:00〜21:00 休 水,金,土曜
https://www.sjk-hamamatsu.com/

最初はしっかり補助
していくので、普 段
運 動してい ない 方
でも大丈夫。

お試し体験：2,500円（1回）、3,000円（2回）
予約はＨＰから

12

やりたいコト
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屋内だから春が来る前に練習スタート

憧れのゴルフデビュー
を果たす
インストラクターの
鈴木さん
（左）
と
光墨さん(右）

「ゴルフを始めたいけれど、何から始めていいか分か
らない」そんなゴルフ初心者にうれしい練習場です。
全館空調完備で快適。インストラクターがほとんどの
時間常駐しているので、いつでも相談が可能。正しい
知識をその場で習得できます。クラブの無料貸し出し
もあるから、気軽にスタート！

やりたいコト
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インスタイルゴルフ
☎053-466-3355
住 浜松市東区宮竹町322-1
営 10:00〜22:00 土・日・祝〜19:00
休 不定休
http://www.in-stylegolf.jp/
グループレッスンではないので、自分の都合で通えます。自身の
スイングをチェックできる解析レンジ
（モニター）
がいつでも利用
可能。
ゴルフの基礎となる
「スイング」
を徹底的に練習できます。

料金：＜初めての方＞1,000円

一度は憧れる優雅な時間

ホテルのレストランで
鉄板焼きを堪能

市内を一望しながらおいしいお肉に
舌鼓。思い出に残るリッチなお食事は
いかが？焼き手の軽妙な手さばきを
楽しみながら、黒毛和牛をはじめ新鮮
な魚介類や野菜の味を満喫できます。
・デラックスランチ6,500円
・月替わり料理長おすすめディナー14,500円

やりたいコト

8

heisei

五感を刺激する感動体験！

オークラアクトシティホテル浜松

鉄板焼 さざんか

☎053-458-1233（予約センター）
住 浜松市中区板屋町111-2
営 11:30〜14:00
（土日祝〜14：30）、
17:30〜21:00
https://www.act-okura.co.jp/

この時期だけの特別な景色

奥浜名湖の絶景
朝焼けカヤック

﹁寒そう﹂
と思われがちな冬カ
ヤックですが︑奥浜名湖の朝
は風も波もなく非常におだや
か︒パドルを漕ぐので体も温
か く な り ま す ︒簡 単 な レ ク
チャーを受けた後︑日の出前
にスタート︒太陽にに向かっ
て湖上散歩を楽しみます︒
刻々と変わる自然の表情は息
を飲むほどの眺め︒この絶景
が見られるのはこの時期だ
け！しかも︑ほとんど毎日見
られるというから︑早起きし
てチャレンジしてみよう︒
ツアーの様子は、
ガイドが撮影
してくれます。写真を受け取れ
るサービス付。
もちろん自分で
の撮影も可能。

トリトンマリンクラブ
☎070-2216-7071 住 浜松市北区三ヶ日町大崎62-3
営 8:00〜18:00 休 火曜
http://www13.plala.or.jp/triton-m/
朝焼けカヤックツアー／料金：5,400円（一人） 催行人数：2〜6名
＜スタート＞日の出の1時間前 約2時間 予約は電話にて
日の出を見て戻ってきたら、焚き火にあたりながら温かな飲み物を飲
んでひと休憩。露天風呂入浴券付き。近くのお風呂に立寄って帰る方
も多いそうです。

13

普段着のまま参加ＯＫ。

1日1組限定のプライベートヴィラへ

薪ストーブに
癒されて

グランピングで
オシャレなBBQを
してみたい

やりたいコト
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阿多古川を望むプライベー
トヴィラへ︒まるで自分の別
荘にいるかのように過ごせ
る︑1日1組限定の宿泊施設
で す ︒薪 ス ト ー ブ ︑I H ク ッ
キ ン グ ヒ ー タ ー ︑冷 蔵 庫・電
子レンジなど各種調理器具・
食器類を一式完備したキッ
チン︑おしゃれな家具インテ
リアに囲まれた心地よい空
間に高揚感を覚えるはず︒
BBQガーデンではダッチ
オーブンやスキレット︑本格
グ リ ル ︑焚 き 火 台 な ど も あ
り ︒仲 良 し の グ ル ー プ で ︑優
雅な思い出を作ろう！

寝室は2部屋あり
大人10人まで宿泊OK！

あたご

ヴィラ阿多古
☎080-2624-5152
住 浜松市天竜区石神1458
営 9:00〜17:00
宿泊プランや料金の詳細、
予約は楽天トラベルより
5名以上で利用の場合、1人6,000円〜
「ヴィラあたご」で検索
※料金は変動制 日帰り利用も可能

自然を感じながらのBBQは最高！
さまざまなBBQ道具のレンタルが可能。

心を磨いて清らかに
やりたいコト

sei
1hei0

境内には五百羅漢と呼ばれる石造がそこ
かしこに点在。自分に似た像がいるといわ
れているので探してみて！

写経に坐禅
お寺で
プチ修行

湖北五山のひとつとして知
ら れ る 方 広 寺 ︒宿 坊︵ お 寺 の
宿 泊 施 設 ︶が あ り ︑宿 泊 を 含
めた禅体験を行うことがで
きます︒なかでも女性人気な
のは︑肉や魚を使わないお寺
の料理である精進料理︒ヘル
シーでありながら︑旬の食材
を 工 夫 し た 料 理 で す ︒ま た
日々のストレスや雑念を捨
て︑目の前の一事に集中する
写経や坐禅も人気のメ
ニュー︒境内の掃除や朝の祈
祷 な ど ︑禅 僧 の 生 活 に 触 れ ︑
心のリフレシュが図れるプ
チ修行体験を︒
自然の素材を無駄なく活かした精進料理。旬
食材で彩られた9品は、季節ごとに内容は変
わります。事前予約をすれば宿泊しなくても、
精進料理を楽しむことができます。
（2,160円）

臨済宗方広寺派大本山

方広寺

ほうこうじ
＜宿坊体験＞毎月第2土曜から一泊二日 ※グループ参加は希望日に開催可能（要相談）
おひとり様 9,800円〜（1名より受付／最少催行人数2名）

☎ 053-543-0003
住 浜松市北区引佐町奥山1577-1
営 9:00〜16:00
http://www.houkouji.or.jp/

1日目

教学部長
巨島さん

15：00
15：30
17：00
18：00
19：00
20：00
22：00

集合・日程説明
境内拝観
写経
夕食（精進御膳）
坐禅
入浴
消灯

2日目

5：30
6：00
6：30
7：00
7：30
9：00

起床
朝のお勤め（ご祈祷）
坐禅
朝食
境内掃除
解散
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次世代まで、
このぜい肉を連れて行く？

やりたいコト

変わるなら『今』
！平成が終わるまでに痩せたい

編
番he外
isei

ウィーラ読者に
「平成が終わるまでにやりたい事は何ですか？」
とアンケートをとったところ
「痩せたい！」
「キレイになりたい」
という声が多数。そんなウィーラ女子の思いを叶えるため、
オーダーメイドダイエットサロンcreaさんのプログラムをご紹介。
まだ諦めるのは早い！最善・最短プランで理想の姿へ。
あと約3カ月…どう過ごすかはあなた次第です。

自
身のダイエット経験をも

とに1000人以上の女

性をダイエット成功に導いた敏腕

サ ロ ン ︒専 門 サ ロ ン だ か ら こ そ で

き る プ ラ ン で ︑一 人 ひ と り に 合 っ

たメニューを提案してくれます︒

3カ月あれば︑
8〜 キロのダイエッ

トも可能︒
結果やゴールが見えにく

く ︑挫 折 し て し ま う こ と が 多 い の

また︑
専用機械を使用した
﹁セルラ

が ダ イ エ ッ ト ︒す べ て の 悩 め る 女

イト除去プログラム﹂
が秀逸︒
身体

性 に 寄 り 添 い な が ら ︑目標を楽し

く達成できるようカウンセリング︒

を知り尽くした医療メーカーと︑

※初回カウンセリング無料。目標や予算、体質、生活スタイ
ルに合わせ最善で最短のオリジナルプランを作成

オーダーメイドダイエットサロン crea クレア

協力／オーダーメイドダイエットサロン crea

個々の体質や生活習慣に応じて

健康と美容を考えるエステ機器

目標：3カ月で−10kg

・遺伝子検査10,800円→検査結果に基く食事指導（無料）
・セルライト除去(4回/月) 33,000円〜

今までいろいろなダイエットを経験
したけど、結果が出せなかった方
や結婚式を控えている方など多く
のお客さまから、喜びの声が届い
ています。

☎053-469-0715
浜松市東区神立町140-2
crea
営／ 9:00 〜 18:00
※時間外応相談
休／日曜・祝日
P／ 3台
info@crea2017.comで予約可能 「クレア 浜松 」
で検索

やせない理由を細かく分析します︒

※初回限定 ※4月末迄

メーカーが共同開発した機械を

◆全身(120分)5,000円 ◆半身(80分)3,000円

プログラム 例

使用︒運動や食事制限では落とし

ダイエットスタートを応援
セルライト除去コース

づらい︑頑固な皮下脂肪やセ ル ラ

焼肉はダイエットの敵だ
外食が多く不規則な生活習慣
50kgの壁を
ダイエットが長続きしない
乗り越えませんか？
着たい洋服が着られない
いつまでも健康的でキレイでいたい

りになるのは︑やっぱり専門サロ

お試し！

□
□
□
□
□

イ ト を 徹 底 的 に 取 り 除 きます︒
頼

5つ以上あったあなた、諦めないで！一緒にダイエットを始めましょう

太りやすく痩せにくくなった
痩せるためにサラダしか食べていない
運動が嫌い
仕事や子育てに追われて時間がない
間食がやめられない

ン︒気軽に相談してみよう︒

CHECK!
□
□
□
□
□
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過去にダイエットで悩んだスタッフやリンパ
セラピスト資格保有者が全力でサポートし
てくれます

インスタグラム
「crea̲dietsalon」
で
ビフォーアフターや
お客様の声を更新中

冬の女子旅

フォルクスワーゲン Poloで
行く
!

新たな年を迎え、
「 今年こそ素敵な出会いをしたい」
「ハッピーになりたい」
「お金に恵まれたい」といった希
望を描いている方も多いはず。そこで今回は、女性を
中心に圧倒的な支持を受けているフォルクスワーゲ
ン・ポロで、開運ワンデートリップに行ってきました。

簡単に
目的地
設定！

利便性＆高い安全装備を搭載
スマートフォン感覚で使いこなせるタッチパネル・ディスプレイや、自然な対話で
目的地を設定できる音声認識機能に対応したカーナビゲーションシステム。スマ
ホアプリで機能を拡張することも可能です。
また、ドライバーの疲労や眠気を車が感知する「疲労検知システム」を搭載。注意
力が低下してハッとした瞬間を、車が教えてくれる利便性の高い安全装備です。

GO!
GO!

CHECK!
ハートの石をみつけて恋愛成就!?
近年、縁結びや恋愛成就のスポットとしても注目されている浜松
城。天守台の石垣にはハートに見える形をした石があり、その石
を見つけると幸せになれるとの噂が…

POWER SPOT

出世
縁結び
浜松城
徳川三百年の
歴史を刻む出世城
徳川家康が29歳から45歳
までの間、居城としていた浜
松のランドマーク。歴代藩主
が続々と幕府の要職へと出
世していった事から、
「 出世
城」とも呼ばれています。
浜松市中区元城町100-2
☎053-453-3872

POWER SPOT

金運
アップ

車 を 走らせ た 先 には . . .

初山宝林寺

奥浜名湖の
金運パワースポット
建物の多くが明朝風の建築様式で
建てられ、国の重要文化財に指定さ
れています。佛殿にはご本尊である
釈迦三尊像を中心に二十四天善神
像が立ち並びます。
浜松市北区細江町中川65-2
☎053-542-1473
10:00〜16:00

フォトジェニックな
カフェでちょっと一息
CHECK!

明治 時 代に建てられた古民 家をリノ
ベーション。緑豊かな里山の風景を眺
めながら、ゆったりと過ごしてみて。店内
にはタイなどで現地買い付けした一点
物のオリエンタル雑貨が揃います。
オリエンタル雑貨・カフェOra（オーラ）
浜松市北区引佐町谷沢238-1
☎053-543-1670
11:00〜17:00 休／日、月、火

駐車が苦手…でも心配しないで!

キーン！と澄んだ音 金鳴石 で金運UP！
350年も語り継がれ
た パ ワ ースト ーン
「金鳴石」を叩くと、
まるで金属を打った
ような澄んだ音が！
「金がなる石」といわ
れています。

「カチャッ」
と
開くエンブレムが
キュート
POWER SPOT

縁結び

後方の様子を映し出すバックカ
メラがあるから、駐車するとき
も安心。カメラは、通常はエン
ブレムの裏側に隠れており、そ
の存在が外部からはわかりま
せん 。ギアをバックに入れる
と、エンブレムが電動で上方に
開くという優れモノなのです。

長時間の
ドライブでも
快適！

…?
気になる燃費は

旧官幣中社

井伊谷宮

JC08モード 19.1㎞／ℓ
アイドリングストップにより無

運命の人に出会えますように…
ハートの絵馬に願いを込めて

駄な燃料の消費を抑えます。
発進の際はブレーキペダルか
ら足を離せばスムーズに再始
動。燃費の向上につなげるブ
レーキエネルギー回生システ

戦乱の世においても強い絆で結ばれた、御祭神宗良
親王様と井伊家の駿河姫様の御縁にあやかる「縁結
び絵馬」が奉納できます。お守りやおみくじも充実！
浜松市北区引佐町井伊谷1991-1
☎053-542-0355

GO!
GO!

ムも搭載。

Volkswagen 浜松 ☎053-467-5160
浜松市東区宮竹町506-2
営／10:00〜19:00 休／毎週水曜・第1,3火曜
フォルクスワーゲン 浜松

検索
笠井
街道

コストコ
●

プレスポ●
●

サーラ
プラザ
浜松
2
R15

★

●

●

ニトリ

浜松アリーナ

フォルクス
ワーゲン浜松

NEW Polo

お気に入りの
車でのパワー
スポット巡り、
楽しい１日でした

車両本体価格 2,098,000円（税込）〜

Polo TSI Highline
安全なドライブをサポートする ACC（全車速追
従機能付）、便利なスマートエントリー＆スタート
システムKeyless Accessを標準装備。
LEDヘッドライトをはじめ、フロントフォグラン
プ、16インチアルミホイールなどがスタイリング
をアップグレード。さらに、置くだけでスマート
フォンの充電が可能なワイヤレスチャージング1
もオプションでご用意。

dried flower

LEAF
ドライフラワーリーフ

インテリアやウエディング、ギフトに
あなただけのオリジナルフラワーを
自然乾燥のドライフラワー・ブリザーブドフラワー・アーティフィシャルフラ
ワーでお部屋を演出しませんか？誕生日やご結婚、
お祝いなどのプレゼン
トにもお勧めです。
レッスンでは、ウエディング用ブーケ・ウエルカムボード
などいろいろな作品を手作りすることができます。
詳細はブログをご覧ください。

花嫁さんを飾るのは、
ドライフラワーの風合いをいかし、
存在感のあるデザインに。5,000円〜

ウエディング
今話題のナチュラルウェディング
ドライフラワーが人気上昇中
ドライフラワーやブリザーブドフラワーは、
落ち着いた色合いなのでボリュームを出しても、
花嫁さんをおしゃれにかわいく演出します。

今人気上昇中リースブーケは、淡い色が
ウェディングドレスを引き立てます。
ウェルカムボードも、
スケルトンの額に入れるとおしゃれ度UP。
5,000円〜

18世紀カリブ海で海賊たちを愛した女性。
やさしさの中に強さを表現。

She visualized an angel
coming from heaven.

He met again into Angelica a mysterious
female pirate he once loved.

天の使者は誰を思い、守っているんでしょう。
幸せをもたらす天使に、
あなたもなってみませんか？

花のある暮らし
置くだけでも絵になる楽しみ方は色々
式の後は、玄関やお部屋に飾って素敵な思い出
を長く楽しめます。生花では表現できないやさし
い色合いが、お部屋をワンランクアップさせる
アクセントに。
SHOP DATA

dried flower

LEAF

☎ 053-440-7707
住 浜松市中区佐鳴台2-20-8 営 10:00〜20:00
休 日曜・第3火曜※日曜のレッスンもお受けいたします Ｐ 3台

ドライフラワーリーフ

検索

※デザインやご予算など
お気軽にご相談ください。

ドライフラワー
リーフ
●

●

●
●

SC

●
●

ファミリーマート

Dried flower Leaf

ドリーミングフォト

映画のワンシーンの中の1ショット。あな
たの願いがかなえられます。普段表現でき

新しい自分を表現できる場所が

ない誰かに、
あなたもなってみませんか？

ここにはあります

40,000円〜
(ヘアメイク・衣装・画像データー込)

常時20種以上のチョコレートを
取りそろえています。
ビター、
スイート、
ミルク、
ホワイトチョコが試食できちゃう！
今年のバレンタインは、
好みの味のチョコレートで
気になるあの人に思いを伝えよう！
手作りチョコのおいしさは
「材料」で決まる！？
おいしいチョコレートを使えば、
味のクオリティーに差が出るので、
ほぼ8割成功したも同然です。
私たちスタッフが、的確な
アドバイスをします！

い
し
い
お
と
っ
も
自分でつくると

料
材
の
ン
パ
お菓子と

専門店

店内にはキッチンコーナーあり！
お菓子やパンづくりを実際に
ご覧いただけます。

ＨＩＲＡＩＤＥ ア
ト
ホームメイドス

お菓子やパンづくりの
オリジナルレシピカードを提供しています。
また、
参考になる雑誌や書籍もご用意しています。

ラッピング用品や
個性的な食材も種類豊富！

「派手にしたい」
「人とは違うものにしたい」
という方、こちらはいかが？

☎053-454-7135 浜松市中区鴨江1-20-3
営／9:30〜18:00 休／日曜
本格材料や器具を使って、
お菓子とパン作りを
楽しみましょう！

☎053-454-7135

鴨江寺

浜松市中区鴨江1-20-3
営/9:30 〜 18:00
休/日曜

ヒライデホームメイドストア

バス停
[中部電力] 郵便局
消防署

第一通り駅
ザザシティ
浜松

ローソン

新浜松駅

ファミリー
マート

検索

グランド
ホテル浜松
雄踏街道

線

道

海

東
JR

HAPPY
WEDDING
Favorite Item

最高の1日を彩る

ワタシのこだわりウエディング
「一生に一度のウエディングだから、ふたりらしい特別なものにしたい。」
こだわりスタイルで、すてきなウエディングを叶えた先輩カップルにお話しを伺いました。

Flower

ナチュラルでハイセンスな

結婚式会場の印象を
左右する会場装花。
2人らしい演出で、
ゲストを素敵に迎えたい！

雰囲気を演出したいから…
花や葉の種類にもこだわって

希望を聞いてくれ︑1つ1つの

ナチュラル系が大得意︒親身に

アレンジ教室を手がけており︑

やイベント装飾︑
各地でフラワー

れたそう︒
ショップディスプレイ

ロンドフローラさんを紹介さ

お花を趣味にする友人からサ

い た 2 人 ︒新 婦 の 香 奈 さ ん は ︑

い﹂
と︑
希望のイメージを持って

﹁式場はナチュラル系にした

足したそうです︒

りっぱなしのブーケにも大満

んできたばかりのような切

り ︑和 装 に も 見 事 に マ ッ チ ︒摘

高砂にはパンパスグラスを飾

ンとホワイトをベースに演出︒

なお花はあえて使わず︑グリー

か ︒そ し て 挙 式 当 日 ︑カ ラ フ ル

も一緒に考えてくれたのだと

び ︑テ ー ブ ル ク ロ ス の 色 ま で

く れ ま し た ︒会 場 に も 足 を 運

シンプルだけどオト
ナかわいい!グリー
ンを多めに使い、さ
わやかな雰囲気に。

先輩カップルVOICE
渡辺樹生さん・香奈さん

ハイセンスな演出は
ゲストからもほめられました!
打ち合わせでは、私たちの理想を丁寧に聞き、
リードしながら、
理想の方向へしっかり導いてく
れました。思い描くイメージとピッタリで、私た
ちのやりたいこ
とをすべて叶え
てくれたので、
一 生の思い出
になりました。

SHOP DATA

サロンドフローラ

Salon de Flor

浜松市東区小池町1524-110
☎090-2135-0421

高砂には香奈さんの好き
なパンパスグラスを。

ブーケもオーダーメイドで作成。
オンリーワンにこだわった挙式に。
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果てしなくフルオーダーに近い！

Jewelry

2人の想いを詰め込んだオンリーワンリングを実現
はこだわりたい！でも具体的

﹁ 一 生 に 1 度 だ か ら ︑リ ン グ に

なイメージが思い浮かばない﹂

と ︑困 っ て い た 2 人 ︒た ど り つ

いたのは︑120種類を超える

オリジナルデザインをもつ

フィロンドール︒その中から素

材や太さなどをアレンジする

形式で︑オンリーワンのリング

をお手頃価格で叶えてくれま

す ︒2 人 が こ だ わ っ た ア ン

ティーク調のリングは︑金糸を

手で編んだ装飾が特徴的︒手作

りだからこそできる繊細なア

レンジです︒理想通りの仕上が

りに大感激の様子でした︒

2人をつなぐ大切なリング。
一生身につけるものだから、
やっぱりオンリーワンが
いい！

先輩カップルVOICE
鈴木悟さん・瞳さん
全国デザイン画最
優 秀 賞 の デ ザイ
ナー や 、ヨーロッ
パの宝 飾学 校卒
など精鋭スタッフ
が想いを形にして
くれます。

SHOP DATA

2人の理想のイメージを
形にしていただきました。
全く知識がない中でお店に
行ったのですが、スタッフ
のみなさんに色々と教えて
いただきました。
イメージに
近いデザインを見つけて、
そこに私達らしさを表現したデザインをプラス
した指輪をオーダー。
素敵な仕上がりに大満足です。
アトリエ フィロンドール

Atelier Filondor

浜松市東区半田山5-17-12

0120-89-1109

お客様にお話を伺い、細かいご案内をするのも
全員リングを製作するクラフトマン。

私らしさとトレンドをあわせもつ

Dress

インポートドレスにひとめ惚れ
で着るウエディングドレスは︑

﹁結婚式とロケーションフォト

雰囲気が異なるものにしたい︒

誰とも被らないデザインがい

い ︒﹂そ ん な オ シ ャ レ 好 き な 味

柚さんの心を鷲づかみにした

の は﹁ ブ ロ ッ サ ム ﹂の イ ン ポ ー

トドレス︒ポケットが付いた遊

び心のあるウエディングドレ

スはひとめ惚れだったそう︒ハ

ワイのロケーションフォトで

は︑動きやすく軽やかなドレス

をチョイス︒結婚式の時とはま

た違う特別な白を選びました︒

花嫁にとってウェディング
ドレスを着ることは、
何よりも楽しみ。
妥協せずにこだわりたい！

サムシングブルーのヒールは
ブロッサムさんで購入したも
の。今でもお気に入りだそう。

先輩カップルVOICE
大橋巨暉さん・味柚さん

たくさんの衣装を着れて大満足!
一生の大切な思い出になりました
シンプルながら個性がある上質なドレ
スが数多く、小物のアレンジの提案も
たくさんしていただきました。シーン毎
に、衣裳を理想通りに選べ、私らしくウ
エディングを楽しめました！

SHOP DATA
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ブロッサム

BLOSSOM

カラードレスの決め手
は、ブラックベースに
会場のテーマカラーが
ミックスされた刺繍。

浜松市中区板屋町110−17 ホテルクラウンパレス浜松1F
☎053-458-8885

22

1. 5 次会 2 次会専用ドレス

私 たちらしい お 気 に 入りの 一 着 を …

ワン ランク上 のドレスをロープ ライスで
「アットホームな雰囲気で結婚式を挙げたい」
レストランウエディングや1.5次会、2次会などパーティーでも使える
カジュアルなデザインのドレスをご用意しております。

ドレス＋靴＋アクセサリー1点
2 泊 3日 ¥ 3 0 , 0 0 0 〜

BLOSSOM

ホテルクラウンパレス浜松店

浜松市中区板屋町110-17 ホテルクラウンパレス浜松1F

tel.053-458-8885
11:00〜18:00 定休日：毎週火・水曜日
完全予約制

ウィーラ読者特典
ご来店予約＆ご成約で

30％割引
〈 2019年2月末迄 〉

NTH'S FEATURE
THIS MO

結婚式の二次会は
ココにおまかせ
アクセス、料理、
ドリンク、雰囲気、設備、演出など、
あれこれこだわりがある

0000000030590

結婚式二次会・パーティー会場をご紹介。
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NTH'S FEATURE
THIS MO

要注意！冷えた女は、
ブスになる

美人の秘訣は
冷えないカラダ
冷えは万病の元と言いますが、実は美容にも悪影響が！
血行不良による肌トラブルや、
代謝が落ちることにより肥満傾向に…。

0000000030591

今こそ、本気で 冷えないカラダづくり を始めましょう。
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高城もつ鍋コース

名物はもちろん
「もつ鍋」
だけど、
実はアラカルトも
豊富！お鍋にピッタリの人気酒や珍しいお酒、
限定酒もご用意しています

4,500円（税抜）
先付け、
サラダ、刺身の盛り合わせ、
もつ鍋or牛ホルモン鉄板焼き、揚げ物、
雑炊orラーメンorちゃんぽんorうどん、
デザート
※飲み放題付き、4名様〜

中区早出町

本場博多もつ鍋 高城

コラーゲン・ビタミンたっぷり！
女性にうれしい美容効果抜群鍋
ぷりっぷりのもつやシャキシャキ野菜は、鍋から溢れんばかり
にボリューム満点。定番の「高城もつ鍋」のほか「牛ホルモン
鉄板焼き」(お一人様 1,180円)など、気の合う仲間と一緒に
1つの鍋を囲ってワイワイ過ごしませんか？個室、掘りごたつ
席もあるので、
シーンに合わせてご利用ください。

053-463-7558
浜松市中区早出町1213-13
営 火〜木・日曜
17:30〜23:00(L.O.22:00)
金,土曜
17:30〜24:00(L.O.23:00)
休 月曜
「高城 浜松」
で検索
住

あったか
ゴ ゾ ウ ロ ップ ニ シミワタル

鍋

お鍋が恋しい季節、みん
なでワイワイ鍋を囲みま
しょう。新 鮮 な 魚 介 やお
肉、
お野菜から出るうまみ
が たまりません 。雑 炊 や
ラーメン、
うどんなど〆まで
楽しんで！

南区高塚町

美味しい和食と鉄板焼き はっ葉

刺身でもおいしい鮮度抜群の
寒ブリを、
しゃぶしゃぶで
旬真っただ中！脂がのった寒ブリを、生姜の効いた出汁に
サッとくぐらせれば、
とろけるおいしさ。火が少し入るだけでホ
ロリと柔らかい食感のブリは、
シャキシャキのネギと相性抜群
です。
ブリの旨みが残る出汁で食べる〆のうどんも格別！鍋に
合う焼酎も各種取り揃えています。ぜひご堪能ください。

寒ブリの
しゃぶしゃぶ

053-445-4045
浜松市南区高塚町4382
営 11:30〜14:00,
18:00〜24:00
休 月曜・日曜ランチ
P あり
「はっ葉 浜松」
で検索
住

1人前 /1,380円
毎年大好評！当店の名物鍋。
新鮮な寒ブリを贅沢に半生で召し上がれ。
生姜の力で冷えた体も芯からポカポカに。
2人前よりうけたまわります。

コースも各種とりそろえています。
シーンに合わせ
てお席のご用意ができますので、
お値段、内容の
ご相談承ります。

ブイヤベース鍋
「オルガ」
といえば！チーズフォンデュ付きの女子会
（お1人様3,000円〜）
も人気。
〆のデザートにチョコレートフォンデュがついたオススメコース
です。
メッセージプレートなど、
サプライズ演出も可能です。

オルガ

中区肴町

ORGANIC DINING BAR

Orga

1人前/1,200円
※3名〜前日までに要予約
STAUB鍋を使用した、旬魚のブイヤベース。
ハーブの風味と魚介と野菜の旨みエキスが
贅沢に詰まっています。
〆はチーズたっぷりの
リゾットで召し上がれ！

魚介の旨みがたまらない
至福のブイヤベース鍋
この季節の人気メニューの一つ、
「ブイヤベース鍋」は、魚介
の旨みを閉じ込めた、至福の逸品。単品(前日までに要予約)
でもコース
（2h飲放込 5,000円）
でも可能。
オーガニック素材を
使ったドリンクやフードメニューはどれも美味しくてヘルシー！
体にも心にもやさしく、
見た目も鮮やかなメニューがそろいます。

053-458-5566
浜松市中区肴町322-1
ぬい屋ビル3F
営 18:00〜翌2:00
(L.O.翌1:30)
休 不定休
「オルガ ぐるめぱど」
で検索
住

中区肴町

毎日！北海道物産展
ネオ炉端 道南農林水産部
浜松有楽街店

冬が旬の贅沢食材たっぷり
禁断の鍋『北海！痛風鍋』
札幌中央市場の冬に水揚げされるうまい鍋食材を追求したら
「ヤバイ鍋」ができました！その名も
「痛風鍋」。北国の美味がつ
まった逸品です。痛風鍋付きコースは飲み放題込で5,000円〜。
ソムリエが厳選した北海道の焼酎、日本酒、
ワインなども豊富
です。最大20名様の個室も完備。宴会もばっちり!

053-458-2222
浜松市中区肴町317-9
間渕ビル1F
営 月〜木 17:00〜24:00(L.O.23:00)
金・土・祝前日
17:00〜翌1:00(L.O.24:00)
休 不定休
「道南農林水産部浜松有楽街店」
で検索
住

道南名物「いくらこぼれ飯」
も必見！お客様の目の前でストップをかけ
るまで北海道いくらをこぼす贅沢な一品です。店内は魚市場をイメー
ジ。最大90名様(立食120名様)まで貸切可能。
ご相談ください。

北海！痛風鍋
1人前/1,780円
札幌中央市場に水揚げされる美味しい鍋食材を
追求した
「痛風鍋」。
あん肝や白子・牡蠣・いくら・
サーモンなどをふんだんに使用した
スペシャル鍋です。

M A C H I N A K A×F A S H I O N

して

お出かけをより楽しむには、ファッションも大事
最新おすすめコーデと街中のステキなお店を紹介します

今月のモデル
ｍiaさん

今月のテーマ

カフェでひと休み

ファイバーパイルフーディは︑こ

包んでくれるヘリーハンセンの

しむコーディネート︒あたたかく

かけには︑もこもこの素材感を楽

と落ち着いていく︒寒い日のお出

な音楽に耳を傾けると︑心がホッ

ら流れる︑生演奏のような立体的

的喫茶店︒ハイレゾオーディオか

ルの谷間の裏通りにある隠れ家

買い物の後に立ち寄ったのは︑ビ

行ってみよう︒

くれるから︑またオーパスビーに

しゃれしたい気持ちにこたえて

ションは楽しい！寒くてもお

すい︒オーパスビーの冬のファッ

ルエットでブーツにも合わせや

デュロイのパンツは︑技ありのシ

だ け あ っ て ︑さ す が の 実 力 ︒コ ー

北欧の老舗アウトドアブランド

の冬のいつでもいっしょの相棒︒

普段なかなかしないコーデだけど、
とてもかわいい！もこもこのアウター
やコーデュロイのパンツは肌触り
も抜群。
これからはアウトドアブラ
ンドも取り入れたいと思います。

どこ行く?

ショッピングコーデのポイント
カジュアルでかわいい、あったかコーデ!
寒空の下では、
機能的なアウトドアウエアが必需品。
フリース
の元祖として生まれたファイバーパイルは、
軽くてあたたかな
一着。
ちょっとレトロなワッペンデザインも、
ヘリーハンセンな
らではの魅力です。
チェックのシャツとホワイトのコーデュロ
イパンツをプラスして、寒さをはねのけるキュートなコーディ
ネートに。足元は、ザ・ノース・フェイスのウィンターブーツで
冷気をシャットアウトして。

ファイバーパイルフーディ17,000円、ポーラーベアビーニー
6,000円、
カラーロゴトート3,800円
（以上 ヘリーハンセン）
、
チェックシャツ6,800円
（BBGオリジナル）
、
コーデュロイコクーン
パンツ13,000円
（コンジェペイエ）
、
ヌプシブーティ16,000円
（ザ・ノース・フェイス）
※すべてopus Bイオンモール浜松志都呂店 価格はすべて税抜き

おから＆豆乳を使用したしっとり
ワッフル(1枚486円〜)。女性にう
れしいイソフラボンや食物繊維
がたっぷり！「黒蜜きなこ」や「小
倉ワッフル＆抹茶アイス」など約
5種類から選べます。

今回のお店は…

中区中央

cafe馨の森

かぐわのもり

ハイレゾ音源や健康志向の食事が楽しめる大人の隠れ
家カフェ。店内に設置された特別なスピーカーからでる
非可聴音には血流を良くする効果や美肌効果なども実
証されているとか。クラッシック音楽を聴きながらゆっ
くり過ごしてみて。コンサートやイベントも不定期に開
催されます。
住／浜松市中区中央1-14-3 ☎053-415-8220
営／11:00〜19:00(19:00〜臨時営業有)
休／日曜、第2･4月曜 P／3台
貸切、各種パーティー対応可

無農薬果実をたっぷり使った自家
製醗酵ドリンク(540円)。栄養価
がとても高く、腸内環境も整えてく
れる健康ドリンクです。すいかや
柿など、気になる味がたくさん。時
期によって種類は異なります。

ラン チメニュー の ホットサンド
(918円 スープ付)。
その他パスタラ
ンチなど健康に配慮したメニュー
が味わえます。

取材協力

SHOP DATA

BOUTIQUE
BIGI

ジュエリー展
2019

国内外の選りすぐりのアイテムをそろえたメンズ＆
レディースのセレクトショップです。
「わたしを知っ
ている服」
をキーコンセプトに、
着るだけで自分を表
現でき、
日々の充実が実感できるスタイルをご提案。
快適な着心地と機能性を両立するopus Bのニュー
スタンダードです。
春の新作も続々入荷中です。

2/17(日)〜
19(火)開催
浜松では販売していない商品も多数揃うジュエリー
イベント！アンティークジュエリーやデザイナーズ
ジュエリー、
ブランド時計など、
この3日間のみ会場
でご覧いただけます！
実際に手に取って身に付け、
本物のすばらしさを実
感してください。
チケットは1,000円(お土産付き）
。
チケットのお問い合わせはo p u s B浜 松店まで
(TEL 053-413-6169)。
詳細はBBGホームページをご覧ください。

イオンモール浜松志都呂店
浜松市西区志都呂町2-37-1 イオンモール浜松志都呂1F
☎053-541-5077 営／10:00〜22:00

インスタグラム

@opusb̲hs

053-455-2339 https://www.boutique-bigi.jp/

今年買い足すなら、ちょっと渋くてかわいいコート。
チェスターコートの襟を立てたようなデザインで、全
体はゆるやかなコクーンシルエットです。ブラウスの
袖の裁ち切りフリルを覗かせてポイントに。程よいゆ
とりのあるストライプのパンツは、脇から後ろにかけ
てゴム仕様で履き心地がよく、裏地付きで滑りの良さ
と暖かさへの配慮を両立させています。ストラップ仕
様のドクターマーチンで個性的な足元に。
スタンドチェスターコート27,400円（コンジェペイ
エ）、裁ち切りフリルギャザーブラウス18,000円、
8分丈ワイドパンツ18,000円（アデュートリステス
ロワジール）、ドクターマーチンPOLLEY19,000円
（ドクターマーチン）、コットントートバッグ8,500円
（オールドマンズテーラー）

!
こんなコーデもおすすめ

ビッグフード付きのボアコートは、
ランダムな粒感を残
したハリのある素材。着ていても疲れない軽さも魅力
です。シンプルなデザインの冬色のバスクシャツは、
オーバーシルエットや変形の衿元がポイント。合わせ
たダブルのボタンディテールのパンツは、通年使用で
きるテンセルサテン。コーディネートしやすいシルエッ
トです。
２足目のスタンスミスはベルクロがおすすめ！
ビッグフードコート27,000円、ボーダーバスクシャツ
7,900円、ボタンデザインパンツ13,800円（コンジェ
ペイエ）、スタンスミスCF15,000円（アディダス）、
ネックレス4,800円（シトラス）
※すべてopus Bイオンモール浜松志都呂店
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価格はすべて税抜き

NTH'S FEATURE
THIS MO

みんなでわいわい
盛り上がりたい!
グルメ保存版
わいわいグルメ
せっかくのお食事は、
大好きな友達と気兼ねしないで

0000000030595

にぎやかに楽しみたい！
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スポーツカフェ&バー ルーキー
「食とスポーツの融合」
がテーマの店。
スポーツ観戦やシミュレーションゴルフ、
ダーツをしながら本格的なイタリアン料理、
お酒を
一緒に楽しめます。食事やカフェだけの利用もOK!

&

MENU
選べるケーキ2種類セット
★ アルコール
（昼からOK）
★ 宴会コース
★

400円
600円〜
4,000円〜

■ ディナー単品

800円〜
850円〜
800円〜
★ カレー／ピラフ
★ お肉料理
（カツレツ、
ステーキetc） 950円〜
★ パスタ
★ ピザ

シミュレーションゴルフ
1時間

5,000円

1部屋あたりの価格なので、人数によっての変
動はありません。
ゴルフをしながら飲食も楽し
める、広めのソファ席を完備。約10名程入室
可能なので、
グループでの利用もOKです。
※事前にお電話にてお問合せください。当日予約も可。
※価格はすべて税別

〈住所〉浜松市中区肴町319-34 山彦ビル1F
〈営業〉11：00〜翌4：00 〈定休〉火曜

Rookie

浜松

検索

メルカート
●

Rookie

サイトー
パーキング●
ZAZA

伊東
● 商店

★
ZAZA

●
●

シダックス
和民

有楽街

TEL.053-458-7077

肴町通り

スポーツカフェ&バー Rookie

旧松菱

シミュレーションゴルフ＆ダーツを街中で楽しむ！
フードやお酒も充実のスポーツバー

肴町にオープンしたスポーツカフェ バー︒店の奥で

実際のコースにはなかなか行けない人も︑
ココならい

は︑昼 夜 問わず気 軽にゴルフとお酒が楽しめます︒

つでもサクッと 立ち 寄れるのが魅 力 ︒
ゴルフをしな

な貸切ルームに︒ディナーやランチでは︑
お肉料理や

がらフードやお酒も頼めるので︑休憩もできる特別

カレー︑
ピザなどさまざまな種類の料理が味わえま

ナポリタンやきのことベーコンのピザ、
チキンカレー、
和風ハンバーグなど約15種類の中からお選びいた
だけます。
ケーキはチーズケーキやティラミスなど約5
種類の中から2種類OK！
（＋200円でドリンク付）

映像が流れています︒初めての方も︑久々の方もゴル

15：00
まで

す︒
また︑店内では巨大なスクリーンに常時スポーツ

フを楽しみに来てみて︒

お得なランチセットは
サラダ・デザート付 各1,000円

❶

❷
❶白と赤を基調とした
大人の雰囲気の店内。
ガラス張りになっている
ので、昼間はあたたか
い日差しがたっぷり差
し込みます。
❷広々とした貸切空間
でシミュレーションゴル
フを。道具はすべてレ
ンタル可能。

NTH'S FEATURE
THIS MO

まったりとした
雰囲気で
のんびり過ごしたい
グルメ保存版
しっぽりグルメ

親友や、彼と語り合うも良し、
ひとりで物思いにふけるも良し、
美酒美食を味わいながら

0000000030596

すてきな時間を過ごして。
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NTH'S FEATURE
THIS MO

大切な人と特別な
時間を過ごしたい
グルメ保存版
記念日グルメ

とっておきのデートや
大切な記念日を彩る

0000000030597

雰囲気自慢のお店
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Italian

クリームボローニャ
牛挽肉やトマト、香味
野菜入りのボロネーゼ
を生クリームと絡めま
した。食べ応え抜群。

ラタトゥイユの
トマトソースパスタ
ナスやパプリカ、玉ね
ぎなどたくさんの野菜
を煮込んだ南フランス
料理『ラタトゥイユ』の
パスタです。

イカと小海老の
オイルパスタ
新鮮でプリプリの魚介をオ
イルソースでどうぞ。チーズ
とガーリックオイルの香り
が食欲をそそります。

Dinner
Menu
パスタセット 1,980円
白猫セット

2,480円

黒猫セット

2,980円

※ランチコースとディナーでお召し上がりいただけます。
価格はコース料金に含まれます。
※メニューは仕入れにより、変更する場合があります。

(2名様〜、要予約)

ペアコース

体に う れ しいたっぷ りの 野 菜 と
本 格 イ タリアン を 心 ゆ く まで …

落ち着いた雰囲気の店内は記念日にぴったり︒大切な人と特別な食事をぜひここで︒
サラダビュッフェ付きのお得なランチコース︑ディナーは1980円〜︒

Kuroneko to

Lunch
Menu

3,500円

サラダビュッフェ/パスタorピザ1品/
お肉 o r 魚料理 /フリードリンク付/
バニラアイス(＋300円でケーキへ
変更可)

Aランチ 1,680円
サラダビュッフェ/選べるメイン(各種パスタ・
ハンバーグ・月替りメニュー)/フリードリンク

Bランチ 1,890円

パーティープランあり (要予約)

サラダビュッフェ/選べるメイン(各種パスタ・
ハンバーグ・月替りメニュー)/フリードリンク/
クロネコ特製スペシャルドルチェ

女子会・お食事会におすすめ！
お気軽にご相談ください。
※価格はすべて税別です。ビュッフェの時間制限はございません。ゆっくりお楽しみください。

KURONEKO TO ITALIAN
☎ 053-544-5427
浜松市中区佐鳴台3-57-17
ランチ 11:30〜15:00(L.O.14:00)
ディナー 18:00〜22:00(L.O.21:00)
月曜(祝日の場合、翌火曜) ※駐車場10台
「クロネコトイタリアン ぐるめぱど」で検索

クロネコトイタリアン

ラ読者特典
ウィー

100円引き
ディナー デザー
トサービス
ランチ

※セットご注文の方、2月末迄
※ご注文時「ウィーラ見た」とお伝えください。
※期間中、何度でもOK。

NTH'S FEATURE
THIS MO

普段使いにうってつけ！
毎日でも通いたい
グルメ保存版
デイリーグルメ

思いたったときに
気軽に立ち寄れる
人気のグルメ店。
毎日でも食べたくなる
あのメニューを

0000000030611

チェックして！

52

53

54

55

大人がハマる

今はじめたい
習いごと

大平台・大人見町・東伊場・磐田

充 実 し た 毎 日 を 送 り ︑輝 く 自 分 を 手 に 入 れ ま
せ ん か ？ 大 人 に な っ た 今 だ か ら こ そ ︑始 め た
い 習 い 事 を ピ ッ ク ア ッ プ ︒そ の 魅 力 を ご 紹 介
します︒

インター
ナショナル
スクール
school

アーク学習塾・いちごいちえ英会話教室

英会話 編

Let’s
n
lesso

ここが魅力!
● 外国人講師による本場の英語が学べる
● ゲームなどを用いた楽しいレッスン
● 留学を希望する方には、返済不要の
奨学金制度あり

ワクワクする仕掛けがいっぱい
外国人講師による 世界を感じる英語

ent
stud

スクールを楽し
む生

徒さんV O IC E

アーク学習塾 H.Sさん
バイリンガル講師、外国人講師による指導
で、自分にあったレベルで学べるので安心
です。英語力もどんどんアップ！アットホー
ムな雰囲気も永く通える理由。世界観が広
がり毎日が楽しくなりました。

本物を目指して進化し続ける、インターナ
ショナルスクール。
外国人講師、
バイリンガル
講師による指導で、
本物の英語に触れること
ができます。
ジェンガやカードゲームを使っ
て楽しみながら英語に触れることで、
自然と
英語力がアップ！本場の文化を感じられるよ

ent
stud

う、教室内の装飾や雑貨も本場のものを
チョイスしています。
ツアー旅行では経験で
海外旅行に行って現地の方と交
流したい、留学したいなど、楽し
みながらあなたの夢を叶えるス
クールです

きないようなアメリカ大陸横断チャレンジ
や、
ハロウィンなどのイベントも盛りだくさん。

CHECK!

楽しく
英語を
学びましょう

マンツーマン指導

各14,500円 ※週1回〜/50分

社会人コース/ビジネスコース/留学コース/資格コース

6人までの少人数コース

英会話のパシフィック Kさん
満足に英語も話せず海外旅行をした時、単
語やジェスチャーを使えば、勢いで何とかな
ると思っていたことが大間違い！その後パ
シフィックで英会話を習い始めてからは英
語を「文」で正しく話すことが重要であると
気づきました。英会話ができると海外旅行
が本当に楽しいです！

9,800円 ※週1回〜/60分

※入会金5,000円、諸経費1,000円、テキスト代別途

初回体験 3,000円(60分)

ニッキー先生

要予約 バイリンガル講師による無料カウンセリング付 ※すべて税別

SHOP DATA

090-5000-7999

アーク学習塾

浜松市西区大平台3-7-16
営 月〜金曜 8:00〜21:00
受 月〜土曜 9:00〜23:00
メールは24時間受付
arceduco4@i.softbank.jp
「アーク学習塾 おけいこぱど」
で検索

住

★

ent

d
stu

浜松英会話アカデミー N.Yさん
間違えると恥ずかしいので、ラジオ講座な
どで英会話を学んでいたものの、長続きし
ませんでした。思い切って通いはじめたとこ
ろ、間違えは丁寧に教えてくれ、良いところ
を褒めてくれるので、英語での会話が楽しく
なりました。飽きる要素が見つかりません！
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英会話
スクール
school

東区丸塚町

中区鍛冶町

浜松英会話アカデミー

英会話
スクール
school

英会話のパシフィック

ここが魅力!

ここが魅力!
● ネイティブなイギリス英語が学べる

● 1クラス5名以下の少人数制

● 日本語が話せるので初心者でも安心

● 入門から上級まで実践重視の教材

● 土曜日も開校

● 急なスケジュール変更にも対応している
ので、
仕事をしながらでも継続できる

● 初級〜上級まで様々なコースがある

イギリス人講師が楽しくレッスン！
本場の英語が身につく英会話教室

海外旅行や仕事で
「本当に使える英語」
を身につける！

語学教師歴20年の実績があり、2,000人

「旅行先で英語を上手に話したい」
「海外で

以上の生徒と関わってきたイギリス人講師

仕事がしたい」
など、
望みに合わせた英会話

が教えます。イギリス英語は発音や文法が

をレクチャーします。
上達のカギはズバリ実

正しくとても丁寧。
「聞く・話す・読む・書く」

用英文法。
「文」で正しく話すための実用的

の4技能すべてを修得できます。
初心者はも

な英文法・英作文のレッスンを行います。
外

ちろん、留学や海外出張を控えている方、

国人講師によるネイティブな英語が身につ

TOEICの資格を取りたい方など、レベルや
目標に合わせて楽しく学べます。講師との
距離が近く、
アットホームな雰囲気が好評。

き、
「実際に使える英語という意味がよく分
イギリスの世界遺産や生活スタ
イルなどの文化も学べます

安心して、
まずは体験レッスンを。
初心者でも
気軽に学べる
教室です

かる」と卒業生からうれしい声も。長年の経
験と実績をもとに作るオリジナルテキスト
もとても分かりやすいと好評です。

CHECK!

◆一般コース◆ビジネスコース

CHECK!

楽しく
レッスン
しましょう

一般入門・初級コース
英会話を勉強したいけど初めてで心配という方のためのコース
30回レッスン＋（2回サービス）86,400円

【グループ定員5名】月額10,000円／週1回(50分)

◆専門英語コース◆エグゼクティブコース

一般実践重視コース

【個人レッスン】月額22,000円／週1回(50分)
※その他、集中コースなど個別に対応いたします

初回体験レッスン無料(20分)

講師
クレイグ・レタリックさん

SHOP DATA

2019年 お試し無料体験(55分)
月〜金曜13:00〜21:00

※前日迄に要予約・2月末迄

SHOP DATA

053-401-8002

住

営
休
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英会話を海外やビジネスで活用したい社会人向けのコース
15回レッスン 43,200円／30回レッスン＋（2回サービス）86,400円
ポール先生

※要予約

文で話すことを意識して作られた教材
とネイティブ講師との日常的な会話を
実践。
話せるようになると海外旅行の行
動範囲も広くなります！

053-453-9747

浜松英会話

浜松市東区丸塚町270-1 アカデミー
※グランデフットサル
パーク浜松の敷地内
月〜木曜 10:00〜21:30
金,土曜 10:00〜18:00
日曜、祝日 「浜松英会話アカデミー」
で検索

LINEID「@lqm8375e」

英会話の

浜松市中区鍛冶町1-33
パシフィック
さぼてんビル5F
遠州鉄道「新浜松駅」
より徒歩約2分
営 13:00〜21:00
休 土,日曜・祝日
「英会話のパシフィック」
で検索

住

趣味・学びのススメ
韓国語
中区高丘北

韓国語を知って
韓国を楽しもう!

1時間無料体験レッスン
●有効期限:2月末迄

●要予約

●友達同士で応募可

●お一人様大歓迎

一生活かせるアロマを
基礎から学ぼう!

アロマ＆石けん
北区初生町

ライフプラン所得税編 くらしとお金の教室 全4回 6,100円
●2/14
（木） ●開講18:30〜21:00 ●電話またはメールにてお申し込みください

●要予約(お電話orメールで随時受付中)

日本人講師による韓国語の

アロマを一から学びたい

就職・結婚・子育て・退職。

レッスン。会話やゲームをし

人を応援!A E A J(日本ア

これからむかえる人生の

ながら学びます。韓国語に

ロマ 環 境 協 会 ) 認 定 ス

転機に備えませんか？

親しみ、旅行、ドラマ、歌、料

クールで 、アドバイザー

この講座では、健康保険

理などをより楽しみましょ

やアロマハンドセラピス

の手続やローンの借り方

う。個人レッスンのほか、グ

ト資格取得しませんか？

など、暮らしに関わるお

ループレッスンもあり。

検定にも対応しています。

金について学びます。

WAGAYA

アロマと石けん サロン＆スクール

090-7913-2401

予約受付 9:00〜21:00

浜松市中区高丘北4-13-33-1

休
WAGAYA

浜松市

休

土,日曜

住

検索

中区富塚町

フィーリングの合う
相手の見つけ方 第2回

〜ANGEL〜

ANGEL

浜北区本沢合

053-455-4419
住

平日9:00〜19:00
予約受付 土曜9:00〜17:00

浜松市中区板屋町101-8

休 日・祝

休
資格の大原浜松校

検索

検索

1回たったの30分!
悩みのない身体作りを

加圧トレーニング

資格の大原浜松校

予約受付 9:30〜20:00

浜松市北区初生町1356-6 1F（姫街道沿い） 休 不定休
aroma.soap.angel@gmail.com

アロマ石けん

カラー診断

中区板屋町

ファイナンシャル・
プランナー体験講座開講！

●有効期限：2/7迄

エンジェル

053-548-4044

FP基礎

シアバターとアロマのハンドクリーム作り 2,500円

ワガヤ

住

趣味を楽しめるおけいこから資格取得
できるスクールまで。気になる情報を見
つけたら、
まずは体験に行ってみよう！

社交ダンス
中区萩丘・磐田市

憧れの社交ダンスを
始めてみませんか？

バースデーカラー診断体験パート2 2,160円

体験45分3,250円→1,000円

無料体験マンツーマンレッスン

●開催日 1/20,2/2,10 ●2人で申込は料金半額 ●お茶、
プレゼント付き ●要予約

●有効期限：2月末迄

●有効期限：2月末迄

住

中区高丘北

憧れていた社交ダンスを

りや腰痛などで悩んでい

始 め る なら 今 が チ ャン

だからこそ、
「 誕生日」から

ませんか？その原因は、筋

ス。あなたの心にワクワ

「カラー」を割出してフィーリ

力低下です。加圧で鍛え

クをプラスいたします 。

ングの合う相手と出会える

て筋肉バランスを整え、

頑張る自分へのご褒美に

チャンスが必要です。あなた

お悩み解消！痩せやすい

は社交ダンスがぴったり

の運命の相手を見つけよう！

身体にもなります。

です。

検索

加圧トレーニングスタジオ
053-545-7472
住
休

にこにこ

浜松市浜北区本沢合245※株式会社ミルキー1F
日曜

東区半田山

セラピスト技術習得体験 60分3,000円

1時間体験レッスン2,000円

●有効期限:2月末迄

●有効期限：2月末迄

●要予約

東区和田町

休

日曜

検索

人気のトレーニング室が
無料体験可能！

トレーニング室初回無料(ウエアと室内シューズは持参)

●完全予約制

●友人同士で応募可

●有効期限：2月末迄

●お問合せ時に
「ウィーラ見た」
とお伝えください

身近な人を癒す前に自身の

大好評の有酸素マシンや

頭をいたわるセルフケア方

ウエイトマシンを多数導入。

を 学 ぶスクール 随 時 開

法を学びませんか？

ビギナートレーニングの受

講。趣味や副業としても人

自分が元気でないと他人を

講が必須で、毎週火、木、

気の自宅サロン開業や家

癒せません。体験レッスン

土、
日、
祝日の10時・14時・

族を健康にするためのス

ではこのセルフケア方法の

18時半〜。
詳しくはHPまた

キルが身につきます！

一部をお伝えしております。

は電話にて。

リカバリー

癒しサロンRecovery
053-432-5066

予約受付 10:00〜18:00

浜松市中区高丘北1-1-89
木＆第1,3,5日曜 Ｐ 5台

リラクゼーションサロンラナイ

トレーニング

浜松

フェイシャル・ヘッドスパ

エステ＆リラクゼーションサロン Lanai

休

●初回限定

予約受付 12:00〜22:00

浜松市中区萩丘3-10-7
磐田市今之浦3-15-1 Vタウン2F

リフレ(足裏)・全身リンパ

ラナイ

住

053-479-1098
住

休
タカハシダンスカレッジ

検索

自分をいたわり心身を
整えるヘッドリフレ講座

マッサージ

タカハシダンスカレッジ

予約受付 9:00〜21:00

加圧トレーニングスタジオ にこにこ

手に職を！何歳からでも
チャレンジOK♪

053-420-2222

●お好きな時間で要予約

運 動不足のあなた、肩こ

浜松市中区富塚町2114-5
「C＊cafe若草」
camino.hirakegoma@gmail.com
※上記は会場

リフレクソロジー
＆リンパ

●新規限定

を一緒に過ごすパートナー。

予約受付 受付は、
メールのみ

カミーノひらけごま

●体験同時2名OK

結婚相手は、
人生の長い時間

カミーノ。
トレーニングスクール
080-3443-4857

●新規限定

住

浜松市東区半田山5-24-3

休
癒しサロンリカバリー

浜松アリーナ
053-461-1111

予約受付 10:00〜20:00

浜松

休

火曜
検索

住

予約受付 9:00〜21:00

浜松市東区和田町808-1

休
浜松市体育協会

検索

検索
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ャレンジ！
チ
に
と
こ
い
新し
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自分で着付ができる
技術を身につけよう！

着付
中区高丘西

体験からはじめよう!

e

リンパ＆耳つぼ
磐田市

人をキレイにできる
セラピストを目指す

東区将監町

着付レッスン 初回無料

無料説明会リフトアップ体験(30分)付き

無料体験レッスン

●有効期限：2月末迄

●有効期限：2/7迄

●有効期限:2月末迄

●予約制（まずは、
お電話にてお問合せください）

住

本格スタジオで個人レッ

ディと小顔。耳つぼは基

スン。
続けられるか不安…

指導 。マンツーマンでの

本のツボや症状 別、ダイ

という方、まずは体験レッ

レッスンで、4カ月後には

エット方法などを学べま

スンへどうぞ！エレキ・ア

自分で美しく着付ができる

す 。その場で入会せずに

コースティックギター、ピ

ようになります。中級、上

体験できるので、お気軽

アノ、ドラムetc 体験コー

級、
プロコースもあります。

にどうぞ。

スを豊富にご用意。

レポス

休
静美流きもの着付学院

repos

休

不定休

おけいこぱど

検索

キューズランド ハルソニックスタジオ

0538-37-9669
住
休

今話題の
「増毛エクステ」
1日で資格取得可能!

磐田市森下346-1 コインランドリー2Ｆ
月曜 P 2台

南区本郷町

「ウィーラ見た」
で体験レッスン100本まで無料
●有効期限：2/7迄

●要予約

つまみ細工講座
東区大瀬町

色ガラスを使って
手作りステンドグラス！

中区高林

無料体験レッスン
（60分）

●有効期限:2月末迄

●初回のお客様限定

●要予約

●材料費込

●お電話またはWEBから無料体験をご予約ください

職場やイベント準備で実際
に使えるPCスキル習得を

工毛を結び付ける増毛技

名前入りのマグカップ、タ

サポート！わかるまで何度

術のこと。
初心者の方はも

イルを使った表札などを

でも繰返しレッスンでき

ちろん、サロンを営業して

作るポーセラーツ体験。

ます。無 料体 験レッスン

いる方やこれから立ち上

世界にひとつしかない作

だけでも目から鱗の効率

げる方にもオススメ。

品を作りましょう。

のいい操作が分かります。

キュリオステーション高林店

バロウ

ガラス工房 Burrow
053-482-7818
住

053-488-4575

予約受付 10:00〜20:00

浜松市中区葵西1-12-7

休

ガラス工房 Burrow

不定休
検索

住

予約受付 平日11:00〜20:00
土曜10:00〜17:30

浜松市中区高林4-8-9

休

日,月曜・祝日

キュリオ 高林

検索

検索

振袖にピッタリ似合う
かんざしを手作りしよう

ボーカル教室
中区助信町

楽しく歌ってみるみる
上達！無料体験へ

30分無料体験レッスン

●有効期限：2月末迄

●有効期限：2月末迄

●新規限定

●要予約

浜北区中条

体験レッスン2回 3,000円
●要予約

●有効期限：2月末迄

●新規限定

●要予約

歌の上 達はもちろん、健

浜北のエアリアルヨガ専

のかんざしが作れます。

康作りやストレス発散に

門店です!身体が硬い方、

基礎講座受講後は、各種

もオススメです。発声に

運動が苦手な方でも大丈

あるキットから選択可能。

大 切 な 腹 式 呼 吸をマス

夫。楽しみながらストレッ

制作の幅が広がります。

ターすることでインナー

チできます。体幹を鍛えら

マンツーマンレッスンで

マッスルを鍛えられ、カラ

れ、身体の歪みも解消♪

細やかに指導します。

ダはポカポカに。

Let sボーカル教室

和物花雅

053-443-8937

●新規限定

NY発祥の新感覚ヨガで
リラックスしよう

エアリアルヨガ

振袖の色や柄にぴったり

ワモノハナカ

予約受付 月〜金曜
9:00〜17:00

浜松市東区大瀬町2508
info@hana-ka.net

花雅 浜松

新しい仕事に向けて
エクセルを見直しませんか?

パソコン

ステンドグラス・ポーセラーツ体験(2h) 2,500円〜

体験レッスン1,000円 小物作り(約1.5時間)

住

検索

検索

作るステンドグラス体験。

電話orメール
予約受付 Ｌ
Ｉ
ＮＥにて

浜松

30台

Ｐ

休
キューズランド

色ガラスを使って小物を

浜松市南区本郷町※詳細はご予約時にお伝えします
ｂrilliant.aireku@gmail.com LINE：@jex5159

エアエク

予約受付 12:00〜20:00

浜松市東区将監町36-7

毛に対して、2〜4本の人

エアエク浜松校 brilliant
住

中区葵西

住

「エアエク」とは、1本の自

ブリリアント

090-1626-2606

ポーセラーツ・
ステンドグラス

053-415-9977

予約受付 10:00〜19:00

レポス 磐田

エアエク

●初回限定

リンパトリートメントはボ

予約受付 9:00〜21:00

浜松市中区高丘西3-33-14

●「ウィーラ見た」
と要予約

先生が基礎からしっかり

静美流 きもの着付学院
090-7021-4497

●要予約

着付講師歴30年以上の

せいびりゅう
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音楽を始めるチャンス！
奏でる喜びを体験して

音楽スクール

検索

0120-928-807
住

ジュア

助信駅前校

090-7085-3975

予約受付 9:00〜21:00

浜松市中区助信町15-5 休 無休 Ｐ 10台
info@lets-vocal.com(予約時は電話番号を明記)

レッツボーカル

エアリアルヨガスタジオ Jua

検索

住
休

予約受付 HP又は電話で

浜松市浜北区中条783-2 コインランドリーsunfine 2F
水,金,土曜 P 12台

エアリアルヨガ

浜北

検索
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美容室

もっとか わ いく変 身！

髪は 見 た 目 年 齢 を 左 右 す

でいる ﹂
﹁ ツ ヤ が な い ﹂な

る 重 要 項 目 ！﹁ 髪 が 傷 ん

ど ︑老 け 髪 に 悩 ま さ れ て

日 本 人 の 髪 に 合った 最 高

いませ ん か ？ 当 サロン は ︑

級エイジン グ ケアシステム

識 と 経 験 で ︑髪 の 状 態 を

メ ン ト を 採 用 ︒豊 富 な 知

最 適 な ケ ア をご 提 案 し ま

見 極め︑約 3 0 0 通りから

す ︒髪 を 健 康 に す る こ と

佐藤

で︑
ヘアス タ イル も 理 想 通

シープ

﹁Aujua﹂
のト リ ー ト

しなやかに弾む、美髪に生まれ変わる感動を！
りに！

Sheep

HAIR SALON
素 敵にイメチェンしたい
いつも同じヘアスタイルに
マンネリしていませんか？
自分に似合う新しいスタイルを見つけて、
今よりもっと素敵に輝こう！

そ の 他 、天 然 成 分
8 0 ％ の 低 刺 激・低
臭カラーもオススメ。
パサつき、
うねり、白
髪などのお悩みを気
軽にご相談ください。

美容室Sheep

エイジングAujuaトリートメント+
オーガニックカラー+カット
通常14,540円→10,800円
※「ウィーラ見た」
で要予約 ※2月末迄

美容室Sheep ☎053-570-8637
住
営

休

BigUp

浜松市中区佐藤1-26-33
9:00〜19:00
※金曜のみ9:00〜20:00
※パーマ・カラーは
終了2時間前まで
月,火曜 P 7台

◆カット(S.B込)…………………4,500円
◆カラー(S.B別) ……………… 4,500円〜
◆パーマ(C.B込) ……………… 8,500円〜
◆縮毛矯正(C.B.Tr)込 ……… 16,000円〜
◆ヘッドスパ(追加の場合) …… 2,000円

洗練されたカット技術が魅力のサロン

ビゴップ

cham
chou

イメチェンにオーガニックハーブカラー

チャムシュ
東三方町

助信町

お客様に合わせた「似合わせカット」
に自信あり。ショートやボブも得意で
す。男女スタイリスト指名可能です。

営

休
P

浜松市北区東三方町161-2
火〜土曜 9:00〜17:00
※土日は要事前予約
月曜 ※1/13、2/10
あり

てみ ませんか？オーガニックハー

P

住

いつも と 違う 髪 色にチャレンジし

休

cham chou チャムシュ ☎053-482-8639

ざ わり やツヤ 感 良 く 仕 上がり ま

営

浜松市中区助信町41-1 大木店舗104
10:00〜19:30
月曜･第2火曜･第3日曜
4台

ブカラーなら ︑ダメージレスで︑手

住

す︒
ハイカラーにも対応しているの

BigUp ビゴップ ☎053-525-6663

浜松

評︒
カラーの間に︑まつ毛パーマで

チャムシュ

で︑髪が明る く なりにくい方に好

◆カット(S,B込)…………………… 4,428円
◆パーマ(S,B,C込)………………… 9,526円〜
◆オーガニックハーブカラー……… 5,184円〜
◆オゾンヘッドスパ…………………1,080円
◆まつ毛パーマ …………………… 3,240円
◆アクアペディア…＋1,000円(初回500円でOK)

目 元 もかわいく 仕 上げましょう ︒

※ご新規様限定、
カット以上で上記をサービス
※2月末迄

乾 燥するこの時 期にはオゾンヘッ

位に 入 賞 経 験の ある オー

炭酸クレンジングシャンプーor
ヘッドスパorトリートメント

ドスパもおすすめです︒

部門
3

カット 世 界 大 会でカット ＆ブロー

ナーが 営 むサロン ︒湿 気 で 気にな

るハネやクセの悩みは︑
ナチュラル

髪の状 態に合わせてパーマをかけ

にかけるデジタルパーマで解 決 ！

自 然なスタイルに！ 毎 朝のセット

ることで︑おしゃれ 感 を 引き 出す

◆カット 4,200円 ◆カット＋パーマ 10,000円〜
◆カット＋カラー 9,000円〜
◆ヘッドスパ 2,500円 ◆トリートメント 3,000円
※価格はすべて税別
カットはシャンプー･ブロー込

チェンジもお任せを︒

※ご新規様限定、平日限定の特典です。
※2月末迄

の時間も短縮︒思い切ったスタイル

選べる特典！①ヘッドスパ
②トリートメントサービス

[写真右]カラーの待ち時間にまつ毛
パーマでさらにオシャレに！自 然な
カールが好評です

BEAUTY INFORMATION

女 を 磨 い てもっと輝く！

キレイになりたい
痩せたい、美肌を手に入れたい…

叶えてもらおう！

0000000028824

女性はいくつになってもキレイでい
たいもの。
プロの技でそんな願いを
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浜松初

骨盤矯正×痩身だから効果が違う！
※2月末迄

臨床試 験 済みの整 体とコンテスト受賞の

セルライトを温めることにより、血液・リ

ンパの流れを良くし、女性の大敵「冷え」
「むくみ」
「便秘」にも効果絶大です。

円で

たった

痩身マシンによる骨 盤×脂肪のWケア!!

全身の脂肪を撃退!!
Before

〈メーカー推薦サロン〉

ぽっこりお腹や下半身太りを解消

猫背

After

燃焼＆ほぐしで引き締め
痩身マシン

ハイパー
ナイフ

＆

骨盤矯正

1カ月後

痩せにくいと言われる40才代以上の方も効果を実感していただいています。

メディカルエステサロンT

053-401-8822

住
休
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浜松市中区神田町390-5 営 平日 9:30〜20:30 土曜 9:00〜18:00
LINE予約：@tasuku03
日曜・祝日

※男性の施術も受付ております

メディカルエステサロンT 浜松

検索

●ABC浜松森田店

かっぱ寿司●
●MEGA
ドン・キホーテ

257

●auショップ

女性による施術OK・女性特有のお悩みにも対応

松→

●ソフト
バンク

キッズスペースあり
保育士常駐
全室個室完備
駐車場あり

0809010122004

至浜
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たるんだ毛穴をキレイにして
ツヤツヤ、
ぷるぷるの美肌に！
即効！違いが実感できる
新年「特別」体験価格

秘密の毛穴水で余分な
皮脂詰まりを浮き上がらせます♥

高濃度水素毛穴洗浄
＆スキンケアワックス
90分

6,480円

※
「ウィーラ見た」
とお電話で要予約 ※新規限定

まずはあなたの肌タイプを、
カウンセリングで知ることから
始めます。
スキンケアワックスで気になる角質・産毛・毛穴
の汚れを根こそぎお掃除
2019年2月末迄

7/11

カウン
セリング
無料

細胞活動のバランスを整え、肌に元々ある保護機能を強化。
顔色が明るさをとりもどしています。

B-Step♥

美魔女制作所
053-523-6616
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美魔女制作所B-Step

住
所 ◆ 浜松市中区高丘東4-38-22 2F
営業時間 ◆ 10：00〜18：00 定 休 日 ◆ 日曜

P 3台

検索

完全個室
人目を気にせず
施術できます

ラインでの
ご予約は
こちらから▶
ご希望日を
お知らせください。

皮脂詰まりを放っておくと、
酸化して黒ずみになります。

美魔女制作所
B-Step
文

開成中学

マム

静岡銀行
高丘支店

ジャンボ
エンチョー

0809010054004

通常
17,280円▶

施術例いっぱい

6/1

体験メニュー

まずは
お試し

インスタグラムをご覧ください。

セルフホワイトニング専門店だから出せる結果

あなたの人生を変える

ホワイトニング
コース

ステキな笑顔 を手に入れて!

8トーンアップ
保障コース（16回）

話題のセルフホワイトニングは…
低価格
歯にダメージを
与えず、白い歯に
生まれ変わります！

お手軽

※最短4日のコースです。
(1日4回ずつ照射の場合)

通常
30,000円▼

痛みなし

★利用者喜びの声★
ビックリするほど手軽！
そして短期間で歯を白
くすることができました。
食 事 制 限などもなく、
思っているよりずっと簡
単に続けられました。

カウンセリングだけの来店も
お受付しておりますので、
是非この機会に
お気軽にご来店ください。

こんなに効果があるなら
もっと早く来ればよかっ
たです！笑顔に自信がも
てるようになり、人生が
変わりました！

Before

After

Before

After

TEL.053-411-4500

浜松細島店

浜松市中区細島町7-11
〈営業時間〉11：00〜20：00
〈休〉無休
駐車場あり

要予約

カード可

LINEで
簡単予約
@tdh6693c

Sさん
（女性）

50％オフ!!

15,000円
効果がなかったら、
全額返金します
2回目以降の
再来店の方もOK！

「初回来店時から間が空いていて
いきにくい…」
なんて方も大歓迎です！
初回限定 お試し2回2,400円コースもございます。
ご相談ください。

Tさん
（女性）

※2019年2月末迄

年齢・性別に関係なく、成功実績が多数あります。
男性もお気軽にご来店下さい

shiny

浜松細島店

0809010113004

まるで
別人!

ウィーラ読者特典
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しわ
たるみ

5回分の施術の効果が１回で!?

整形はしたくない、
でも整形レ
ベルの結果がほしい。
そんな
要望を可能にしました。
それは
“まるで整形フェイシャル”

整形レベルの結果が出る!!
目が大きくぱっちり目に

施術前

施術後

施術前

施術後

ほうれい線が見えなくなった

施術後

ほほのたるみがとれシャープに

施術前

施術前

施術後

施術前

目元の下のたるみがとれて若々しく

施術後

施術前

施術後

施術後

施術前

フェイスラインがはっきりした

施術前

施術後

施術後

先進機器を使い、筋膜
や 皮 膚のたるみへ 積
極的にアプローチ。高
密度の超音波で、筋膜
のたるみ、皮膚のたる
みを同時に引き上げ！
コラーゲンが増殖して
いくため効果が持続。

おかげ様で12年！結果にこだわるプライベートサロン

DOBRE

あ053-589-3327
67

DOBRE 浜松市

こちらの

―ドブレ―

検索

住 浜松市東区有玉北町796 2F
■
営 9:30〜18:00
■
休 日曜・他不定休
■

QRコードから！
「お得な体験価格」
や
「キレイになれる美容情報」

などメルマガでご覧になれます。

0809010130004

施術前

LIFE INFORMATION

暮 らしを サ ポ ートしてくれ る

お店を知りたい！
暮らしの困りごとを解決。
そして毎日を

0000000028823

もっと豊かにしてくれるお役立ち情報をチェック。
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東伊場

TSU INFORMATION
KONKA

慶愛ブライダル情報館

結婚相談所

幸せをつかむチャンスは実績ある相談所で

恋 人 が 欲しい

ウィーラ読者特典

入会金半額
※2月末迄

結婚したい！

浜松最大級規模のネット
ワークで応援します。
相談
は無料。
お気軽にお越しく
ださい。

1/11〜2/7

053-458-2952

浜松市内
結婚相談所

婚活イベント

1年以内の結婚は夢ではない。
2019年こそ理想の相手をゲット!
1,000人以上の実績と経験のあるアドバイ
ザーが、あなたの恋愛・婚活を全力でサポー
ト。くだらない悩みから誰にも相談できない
悩みまで、気軽にお聞きします。一歩踏み出
せてないあなた、今がチャンスですよ。最新
情報はHP・ブログへ。

毎月
「婚活交流会」
をさまざま
なテーマ・場所で開催。LINE
の友達追加をしてお役立ち
情報をお届けします。
1/27（日）午後、2/9（土）夜
恋活カフェ会開催。
LINE＠へ

有限会社アイクル
お見合いパーティー

検 索

スケジュール

3月3日(日) 10:00〜15:00

会場：東急ハーヴェストクラブ浜名湖
（浜松市北区三ヶ日町大崎372）
参加費：1,500円
お申込みは、
電話またはメール、
FAXにて。
定員は15名。
定員になり次第募集締め切り

053-525-1099
三ヶ日町農協結婚相談所（組織広報課内）
FAX：053-525-2216
soshiki@mikkabi.ja-shizuoka.or.jp
受 8:00〜17:00 休 土,日･祝
※メール、FAXは時間外受付可

浜松市内他

エヴァのふれあいパーティー

婚活パーティー

みかん企画 静岡

おいしいスイーツがいっぱいのカフェパーティー。
他にも、楽しい内容のパーティーがいっぱいです。

オシャレなカフェで出会える！ひとりで行ける婚活パーティー♪
地元の婚活は
「みかん企画」
で検索！
前回の浜松市ロッソ・ネロでのパーティー
INFORMATION
では、ブュッフェスタイルのデザートをみ
なさんで楽しみました。1対1の自己紹介か 【浜松】パーティー日程
◆会場 フォーハノイセカンド
ら第一印象チェック、その後2〜3人の グ
浜松市中区板屋町104-1 D'sTower 1F
ループに分かれてのトークタイムという構
2/17(日)9:00〜
男性35〜47歳 女性33〜45歳
成。
「楽しかったです！」
「また参加したいで
2/24(日)9:00〜
す。」とのうれしいお声をいただきました。
男性30〜42歳 女性27〜39歳
みかん企画は2018年度静岡市・豊橋市の
◆会場 ロッソ・ネロ 浜松市西区雄踏1-15-9
2/10(日)15:30〜
婚活セミナー依頼企業なので、安心してご
男性40〜52歳 女性37〜49歳
参加いただけます。
「みかん企画静岡」
で検索!

0809010095004

Junko寺子屋婚活塾

LINE@
「@cif2017h」
で検索

三ヶ日町農協結婚相談所

三ヶ日町農協結婚相談所では、リゾートホテ
ルでランチバイキングなどを楽しみながら
独身者に出会いの場を提供します。参加する
男性は、地元三ヶ日在住のサラリーマン、農
業に従事されている35歳以上のミドルエイ
ジの皆さん。結婚を真剣に考えている女性の
参加者を広く募集します。

婚活応援キャンペーン

0809010004004

junko@junkoterakoya.com

巻末占いページもチェック！

「ミドルエイジ婚活ＩＮみっかび」3月3日(日)に開催！

INFORMATION

090-2349-8143
営 10:00〜18:00
休 不定休

協力／fortune taller yuki

三ヶ日町

Junko寺子屋婚活塾

0000000030610

検 索

1位 射手座 セルフホワイトニングで白い歯に
2位 乙女座 顔ヨガで最高の笑顔を手に入れて
3位 蟹座
腸活で美肌と美ボディをゲット

0809010134004

住 浜松市中区東伊場1-24-16
営 10:00〜19:00
休 火曜 P 有り

慶愛ブライダル

結婚運ベスト3

美活でさらに運気アップ！
0809010114004

メゾン・
あがたい

LOVE

090-9026-1664
住 掛川市黒俣475
受 24時間(HPからの受付のみ) ※お申込みはHP、
お問合せはメールで

shizuoka@mecan3.jp

みかん企画 静岡

検 索

0809010137004

結婚成婚の秘策は実力ある相談所を選ぶ事。
信頼できる相談所での「お見合い」が貴女を
運命の結婚へと導きます。貴女の結婚へ向け
経験豊かなカウンセラーにまずはご相談を。
成婚率が高い慶愛ブライダル情報館が永年の
実績を元に心を込めてサポートします。
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佐鳴台
結婚相談所

各所

結婚相談所 婚活サロンコラージュ

婚活パーティー

Carni BAL

カーニバル

毎週末に出会いの場を提供しています
カーニバルでは、毎週末の金,土､日曜に、多
くの出会いが期待できる、街コンや飲み会イ
ベントを開催中！詳細やお申し込みは、ホー
ムページからお願いします。LINE@登録者に
は、参加費が割引になるクーポンを配布中！
自ら行動を起こすことで、出会いの可能性は
確実に広がります。

INFORMATION

あなたにあった出会いを
趣向を凝らした、
さまざま
なパーティー・イベントを
開催しています。※参加
人数次第で中止の可能
性もございます。詳 細は
HPにて。

0809010082004

090-2944-6583

あなたが婚活中に遭遇する悩みや不安を一緒に解消しながら、最良のお相手探しをお手伝いさせていただきます。

carnibal7777@gmail.com
https://www.carni-bal.com

読者限定！大切なお見合い写真のプロ撮影無料！
20〜30代の結婚したい男女が集まる婚活サロン♪

●

●

●

佐鳴台中
●
●
BanBan
佐鳴台小 セブン
イレブン

佐鳴台
結婚相談所

「IBJ・JBA・BIU・良縁会」
全て利用可能な料金プランのご紹介

新年に向け無料の結婚相談＋ハートグラム
診断で恋愛・結婚など、貴女にあったアドバ
イスをします。グッドチャンスでは、年齢問
わず、すべての方の出会いを応援、貴女に素
敵なご縁が訪れるよう、私達カウンセラー
が、お手伝いさせていただきます。

四柱推命
053-415-9237

タロット

住 浜松市中区佐鳴台1-15-24 ゼンシンビル3F
営 11:00〜21:00
休 火曜 P 共有駐車場6台

婚活 コラージュ

検 索

グッドチャンス浜松

年末年始キャンペーン 女性入会金→90％OFF

1.入会金30,000円→今なら半額
2.活動初期費用20,000円
3.月会費5,000円(登録月無料)
4.成婚料150,000円 ＊全て税別
5.友達と入会でさらに特典あり
詳しくはお問合せ下さい。
※無料相談をご希望の方もお気軽に
ご連絡下さい。完全予約制で安心です。

ウィーラ読者特典

無料相談受付中
◆女性入会金
21.600円→2,160円
◆縁結びQUOカード
プレゼント
※2月末迄

0120-201-707
BanBan

0809010026004

●

オレンジ
ストリート

ホワイトストリート
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遠鉄
ストア 髙平内科

ＩＮＦＯＲＭＡＴ
ＩＯＮ

検 索

2F

住 浜松市中区佐鳴台1-12-1 2F

オレンジストリート沿い

営 11:00〜20:00
休 水曜

グッドチャンス浜松 検 索

0809010014004

結婚したいと思うなら、
多くの男女が既に登
録している場所に、
あなたも登録するのが一
番！連盟への登録会員様は、
全国で11万人!!
パソコンやスマホを使って気軽にお相手探し
できるので、
幅広く婚活が可能です。
必要な方
には会話術、
服装、
ダイエットなど徹底的にア
ドバイス・指導を実施！出逢い率95.6%のコ
ラージュでは、
あなたの希望を大切に婚活を
全力サポートします。
詳しくはHPから！

カーニバル パーティー 浜松

選！
t shop』厳
『365LIFE realestate selec

一度は住んでみたい浜松のオシャレ物件①
とう
あけましておめで
す
ま
ござい
365L

その名の通り”不動産のセレクトショップ”をコンセプトに
20代〜40代のお客様目線で選んだ
オシャレでユニークな物件をご紹介しています♪
見ているだけでワクワクするような物件を
見つけてください。

IFEの古橋で す
365LIFE代表

古橋 啓稔

ワクワク・キラキラのお部屋を発見！
オススメのスタイルをセレクトする洋服屋さんのように色々なタイプのお部屋をご紹介
しているので、直感的に物件を探せるのが最大の魅力。SNSを見るように写真を眺めな
がら、
「自分の好みのスタイルは何か？」がわかりますよ！さらに「デザイナーズ」
「レトロ」

MOTORCYCLE GARAGE

キーワード検索機能も。想像力を膨らませる楽しい物件紹介を読みながら、実際に暮ら

デザ

ー＆エレガント
ガーリ

イナーズの極み

外観や室内にさり気なく使われたアイ
アンの飾りや、可愛らしい室内はもち
ろん、明るいキッチン・大きな収納も魅
力的。ガーリーな雰囲気ながらエレガ
ントでクラシックな大人の一面もある
ので、幅広い年代の女性に人気です。

〜クアトロ〜
メゾネットタイプで1階には水周りを集約。
2階へ上がる階段と手すりは「情熱」を感じ
る赤で空間に彩りをプラス。開放感のある
リビングの先はウッドデッキと専用庭で、ア
ウトドアライフも楽しめます。

よう！ 要予約
イベントに 参 加し
tabippo編集長前田塁が語る！

人生でやりたい100のリスト
ワークショップ 〜旅と仕事編〜

インパクト勝負！ 壁紙の魔術
師
エイジドペイントされた角材タイルのよう
なデザインの壁紙のリビング、落ち着いた
ウッディな壁紙の寝室。どんなインテリア
が合うかわくわくしますね。インパクトだ
けではない、お掃除しやすいIH2口コンロ
のキッチンや大きな収納なども魅力的。

ある暮らし
土 間の

学生時代に世界一周を達成し、
現在
「旅することを仕事にする」
を叶えた
tabippo編集長・前田さんの人気イベント
「人生でやりたい100のリスト」
ワークショップを開催します！

広々とした土間にある窓から光が降
り注ぎ、オレンジカラーのキッチンと
アクセントウォールのブルーカラーが
『太陽』＆『海』、
ナチュラルカラーの建
具が『木』を表して自然の中にいるよ
うな雰囲気です。

■日

時：2月2日(土)15:00-17:00／交流会 17:00-19:00
所：365BASE outdoor hostel
■参加費：社会人2,500円／学生 1,500円
■場

※宿泊者は500円割引。
※交流会の参加費は飲食代として1000円いただきます。

■ご予約はHPまたはお電話で！

☎ 053-544-4338

https://365base.wixsite.com/tabippo365
365BASE OUTDOOR HOSTEL
静岡県浜松市中区曳馬2-1-25
info@365life-realestate.com
Tel: 053-544-4338

住み替えや住宅購入、
リノベーションなどもお気軽にご相談ください。
あなたらしいライフスタイルを一緒に探しましょう！ お問合せ先/053-411-6008
▼

1987年、
大阪府生まれ。
月間200万人が利用する旅行メディア
「TABIPPO.NET」
の編集長
FMラジオ
「FUTURES」
パーソナリティーなど。
慶応大学在学中ににニューヨーク留学、
世界一周を経験。
講師 前田 塁 これまでに52ヶ国120都市を訪問、
次の夢は宇宙飛行士！

アウトドア好きの秘密基地

デイトナガレージハウ
ス

車・バイク好きの貴女にオススメ！
壁面はガルバリウム鉄板製。磁石を使っ
て工具を吊るすもよし。かっこいいポス
ターを吊るすもよし。艶消しブラックの鉄
骨フレームとの相乗効果で、
ワイルドで飽
きのこないガレージ空間が出現します。
奥にはソファなども置ける間 仕 切りス
ペースを設置。

「リノベーション」などの物件特徴や、
「 夜遊び」
「アウトドア」
「料理」などのユニークな
す自分をイメージしてみてください♪

では

次回予告！

お楽
しみ
に！

不動産セレクトショップ365LIFE厳選！

一度は住んでみたい浜松のおしゃれ物件特集②
リノベーション・デザイナーズなど注目のお部屋も紹介

不動産のセレクトショップ

365LIFE REALESTATE SELECT SHOP
静岡県浜松市中区曳馬2-1-25 365BASE内 1F
〈不動産〉Tel: 053-411-6008

365 life

検索

365

検索

RADIO TIME

WE:LA
MONTHLY
TOPICS

ラジオの時間をもっと楽しく！

01

携帯電話からも
アクセスOK!!

K-mixより最新情報が届きました！

Monthly Topics

第15回 K-mix
RADIO CMコピーコンテスト

K-mixアーティスト ひな祭りコンサート
ピアノのまちからこんにちは

あなたのコピーがラジオで流れるチャンス！RADIO CMのコ
ピーを作って、賞金をもらっちゃおう！最優秀賞は賞金10万円!!
●賞金／最優秀賞（1本）＝10万円
優秀賞（2本）＝5万円 佳作＝1万円
●募集作品／協賛社の課題に基づく20秒ラジオCM用コピー
●応募資格／プロ・アマチュアを問いません。応募作品数に制限はありません。
●締切／2月11日（月・祝）必着
★コピーコンテストのご応募はコチラから
https://www.k-mix.co.jp/ccc/

02
ライオンウサギ

Column
by Yu Inoue

井上 侑の

K-mixでレギュラー・プログラムのパーソ
ナリティを務める女性ピアノ弾き語りシン
ガー・ソングライター7名がspace-Kに全
員集合！グランド・ピアノに向き合って七
人七様の世界を描く、シンプルだけど贅
沢な時間をお届けします。

●日時／2019年3月2日（土）
開場14:00 開演14:30（終演予定 19:00）
●会場／K-mix 1F space-K（浜松市中区常盤町）
●料金／4,500円(税込・全席自由）※当日券5,000円（税込）
●出演／井上侑、
コントラリーパレード、
つだみさこ、
オガワマユ、
遥奈、TOMOO、kainatsu（順不同）
＜只今、
チケットぴあにてチケット発売中！＞
★チケットぴあ TEL 0570ｰ02ｰ9999 Pコード：132-783

第46回

03

「ぽっかぽか お膝の上に オカカさん」

猫ちゃんの中でも茶トラの「オカカ」
は、人懐こくて、誰にでも甘えてくれる
のでたまりません。実家にいる茶トラの「チョコ」
は、帰省しても、
だいたい
仲良くなるまでに半日かかるので、
こんなにも性格が違うんだなぁ。
チョコ
やーい、出会ったあの頃のように仲良くしたいぞーう…。
ということで、本日
の一曲目はこちら！ELTさんで
「出逢った頃のように」
My Love is Forever あなたと出逢った頃のように 季節が変わっても
きっと色褪せないはずだよぉ〜（ｉ̲ｉ）

1 月の

MEGA PUSH TRACK
J-POP

スワロウテイル
feat.山﨑和也／田川伸治
Album「Singer」

3/2（土）
「K-mixアーティスト ひな祭りコンサート
ピアノのまちからこんにちは 」

■ DLCR-18122

2,963円(税抜)

[会場]浜松 K-mix 1F space- K

3/9（土）春のワンマンライブ
「ふきのとうの天ぷら」

POPS

[会場]東京・南青山MANDALA
いつもミドランの収録はペテカン四條さんのお家。3匹の猫ちゃん
や赤ちゃんの鳴き声が電波に乗ることもしばしば。＾＾今やパー
ソナリティの一員の如く、毎回癒されながらの収録。

「K-mix Midnight Rendez-vous ミドラン 」毎週月曜日 25時〜
劇団ペテカンの主宰 濱田龍司と同じくペテカンの四條久美子&シンガーソングラ
イター井上侑が深夜トークを爆走中！本音とネタと、演劇とコントと音楽と…♪
静岡ラバーズがお届けする、眠気も吹っ飛ぶ1時間！

04Concert Information
【月】 静岡市民文化会館
開演/ 18:00 中ホール

ゴスペラーズ

【土】 アクトシティ浜松
開演/ 17:30 大ホール

ORANGE RANGE

【土】 焼津文化会館
開演/ 17:00

米米CLUB

森山直太朗
南こうせつ
ザ・クロマニヨンズ
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1/14

阿部真央

6,000円

発売中

1/19

6,500円

発売中

1/26

5,800円

発売中

2/3【日】

開演/17:30

静岡市民文化会館

2/9

【土】 静岡市民文化会館
開演/ 18:00

3/3【日】

開演/ 16:30

3/15【金】

開演/ 19:00

Alright／
JAIN

プレミアムシート
13,000円
9,000円

発売中

6,900円

発売中

大井川文化会館
ミュージコ

5,500円

発売中

静岡市民文化会館
中ホール

5,000円

発売中

Album「Souldier」
■ SICP-6004

2,400円(税抜)

ライブの詳細、
チケットのご予約等は → inoue-yu.com

サンデーフォーク プロモーション静岡

☎ 054-284-9999
エンボス

☎ 053-412-1010
サンデーフォーク プロモーション静岡

☎ 054-284-9999
サンデーフォーク プロモーション静岡

☎ 054-284-9999
サンデーフォーク プロモーション静岡

☎ 054-284-9999
大井川文化会館ミュージコ

☎ 054-622-8811
サンデーフォーク プロモーション静岡

☎ 054-284-9999

米米CLUB

3/30

9,000円

発売中

3/15

8,000円

1/19
10:00〜

サンデーフォーク プロモーション静岡

8,640円

2/23〜
10:00〜

サンデーフォーク プロモーション静岡

4,800円

2/9
10:00〜

サンデーフォーク プロモーション静岡

6,800円

1/21
12:00〜

サンデーフォーク プロモーション静岡

【土】 アクトシティ浜松
開演/17:30 大ホール

サンライズプロモーション東京

☎ 0570-00-3337

まもなく発売！
DEAN FUJIOKA

【金】 静岡市清水文化会館
開演/ 19:00 マリナート 大ホール

3/30

ケツメイシ

GRAPEVINE
ベリーグッドマン

【土】
開演/ 18:00

3/31

【日】
開演/ 17:00

静岡エコパアリーナ

4/21

【日】 Live House浜松 窓枠
開演/ 17:00

5/11【土】

開演/ 18:00

静岡市清水文化会館
マリナート 大ホール

☎ 054-284-9999
☎ 054-284-9999

☎ 054-284-9999
☎ 054-284-9999

※チケットは、予定枚数に達し次第販売終了になります。最新情報は各問合せ先でご確認ください。

EVENT & INFORMATION
Event

Event
イチゴ狩りのシーズン到来
完熟のおいしさを味わって

卸本町で１年ぶりに開催
アリィの冬と夏2019
「Re3」

水と土、
そして栽培方法にもこだわった完熟
いちごは、
とってもあま〜い。章姫や紅ほっ
ぺ、
きらぴ香のほか、
「もういっこ」
が新登場。 ●日時：開催中〜 5月上旬まで
9：00 〜 17：00
（最終受付16：00）
甘くて香りが強く、果肉がしっかりとしていて
※火曜休
（祝日の場合は翌日）
食べごたえのある品種です。
●会場：いちご農園シモンタ

70年代が色濃く残る、卸本町の問屋ビル群
で、
アリィの冬2019を開催。陶磁,木工,金工
皮革,染織,ガラスなど、全国から約90組が出
店します。作り手との会話を楽しみながら、
とっておきの作品を探して。スイーツやコー
ヒーなど、
フード類も充実しているので一緒に
楽しもう。

問 いちご農園シモンタ ☎053-432-8050
■
「いちご農園シモンタ」で検索

（浜松市東区大瀬町2046）
●料金：
（30分食べ放題）
大人1,800円
※時期により変動あり

●日時：2/9(土)10:00 〜 17:00
2/10(日)10:00 〜 16:00
●会場：卸商団地周辺ビル、
浜松卸商センターアルラ
（浜松市南区卸本町37 ）
●料金：入場無料 駐車場無料

Music

問 ドゥブルプロジェ
info@doubleprojet.com
■
「アリィの冬と夏2019」で検索

ヴァイオリニスト 江藤有希
「tatto」リリースツアー
柔らかく美しい音色が心に深くしみわたる、
稀有な存在のヴァイオリニスト。
情景、
時間、
色彩を感じるオリジナル作品や、ブラジル
●日時：2/9
（土）開演19:00
の美しい曲を極上の弦楽トリオが奏でます。 ●会場：エスケリータ68
出演：江藤有希（ヴァイオリン）、橋本歩（チェロ）、
笹子重治（ギター）

問 エスケリータ68 ☎053-485-9968
■
https://esquerita68.jimdo.com

（浜松市西区大平台2-48-30
リサービア大平台1F）
●料金：前売3,000円,当日3,500円
(＋1ドリンク別)
●申込：ＨＰ内申し込みフォームより

Event
国際女性デーは、女性のために走る！
ホワイトリボンラン2019

栗コーダーカルテット×
高野寛 ジョイントコンサート

妊娠・出産・中絶でなくなる女性をゼロにし
ようというチャリティーイベント。1.5キロか3
キロから自分に合った距離を選択して走りま
す。1.5キロのコースはウォーキングもOK。
さ
らに今回の参加賞はなんとアンダーアーマー
のTシャツ。
みんなでお揃いのTシャツを着て、
豊かな自然の中を一緒に走りませんか？

2019年に結成25周年を迎える栗コーダー
カルテットと、
ソロデビュー30周年を迎えた
高野寛。浜松にゆかりある2組が共演しま
す。それぞれの代表曲やカヴァー曲を演奏
するのはもちろん、
この日限りのセッション
もお見逃しなく！

●日時：3/3
（日）集合9:30 スタート10:00 ※雨天中止
●会場：浜名湖ガーデンパーク ●料金：中学生以上3,000円
※参加料の半分はネパールやガーナの女性支援に寄付されます
※年齢性別不問
●申込：http://wrun.jp/
●エントリー締め切り：1/20(日)まで

Music

©国際協力ＮＧＯジョセフ

●日時：3/9(土) 開演18:00
●会場：浜松勤労会館 Ｕホール
●料金：前売3,000円,当日3,500円
●チケット販売：浜松勤労会館、

わ〜くん浜松、チケットぴあ
※1/23（水）10:00 〜発売

問 わ〜くん浜松 ☎053-471-5900
■
「わ〜くん浜松」で検索

問 NPO法人浜松男女共同参画推進協会
■
npo.hamamatsu.danjo@gmail.com

☎053-412-0351

サンストリート浜北むかい 外科・美容皮膚科

浜松市浜北区平口2663-1

切らないフェイスリフト
ショッピングスレッドリフト

ご自身の血液
（血小板）
による肌再生治療
PRP：自己多血小板血漿治療

棘付き吸収糸4本

目の下1回

64,800円（自費）

75,600円〜（自費）

≪美容施術補助・エステスタッフ募集≫・資格の有無は不問、看護師優待

あ 053-585-4800

総合体育館
グリーンアリーナ ●

平口南

サンストリート
浜北
391

GS●

Clinique du Soleil

152
● 平口幼稚園

クロネコ

平口新田 ヤマト

ソレイユ 浜北

小松西向

●

検索

取材：ソレイユコーポレーション／053-545-4822

0808490002004

Pour votre Sante et Beaute
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CINEMA & BOOK

BOOK

ＴＡＸ
ｉダイヤモンド・ミッション
レシピ

おつかれさまスープ

有賀 薫／著
学研プラス
1,100円

忙しくてもおいしいご飯が食べたい・
野菜を摂りたい、そんな時の救世主
がスープです。本書ではそこに「遊び
心」
をプラス。
「え？こんなのもスープ
になるの？」
というレシピも盛りだくさ
ん！今のあなたの状況・お疲れ具合に
合ったレシピの中から、
お気に入りの
一杯を見つけて。

浜松

浜北

CINEMA

監督：フランク・ガスタンビド
出演：フランク・ガスタンビド、
マリク・ベンタルハ

©2018 - T5 PRODUCTION - ARP - TF1 FILMS PRODUCTION
- EUROPACORP - TOUS DROITS RESERVES

2/1
（金）

公開

ドイツ人が教えてくれた
ストレスを溜めない生き方
むやみに謝罪しない。日曜は買物を
しない…。生活大国ドイツで見つけ
た、忙しい日々をストレスフリーに生
きるための暮らしと考え方。
働くこと、休むこと、住まうこと、食べる
こと、装うこと、
の5つの側面から紹介
したエッセイ。
すぐに始められる方法
が満載です。

原田マハ／著
新潮社
1,400円

榎本雅之の

シネマ
日和
cinema biyori

公開期間
1/12
（土）
〜25
（金）

皆様、明けましておめでとうございます。
シネマイーラは昨年12月に10周
年を迎えました。今年もよろしくお願い致します。
昨年の映画界を振り返ると、樹木希林さんのご逝去が一番のニュースでした。
今回紹介する
「万引き家族」。そして
「モリのいる場所」
「日日是好日」
と立て
続けに映画出演をしました。
「万引き家族」
は第71回カンヌ国際映画祭で最
高賞の パルムドール を受賞。年末には国内でも数々の映画賞を受賞し、
なおかつアカデミー外国語映画賞の日本代表にも選ばれた作品です。
高層マンションの谷間にポツンと取り残された今にも崩れそうな平屋。
ここに、ある4人家族が転がり込んで暮らしています。彼らの目当ては、
この家の持ち主の老婆（樹木希林）
の年金。足りない生活品は万引きで賄っていたのです。家族と
家族ではない…彼らの 絆 とは?人生最期を予感したのか、精力的に仕事をされた希林さん
の作品をぜひお楽しみください。
協力／CINEMA e〜ra

「仙骨の瞬間無痛調整

的・精神的な悩み・
痛みを改善する希
少な方法です。
仙骨
の働きを正常にすることで
「人生が変わっ
た」
「もっと早く来ればよかった」
と喜びの
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MRT療法の流れ
リーディングボードに向
かってお立ちください。微
弱な磁石のペンシルを干渉
させて仙骨の変位を正確に
読み取ります。

アジャスト

MRTテーブルに仰向けに寝
お声を多数頂き続けています。
ごまかしの てください。足の部分を上
げ、仙骨の動きたい方向に
きかない
『一瞬の施術』
で改善される事が、 角度を合わせて調整(アジャ
神業であるとよく言われますが、HPには スト)します。わずか9ミリ
の自然落下ですので瞬間無
650もの実例を記載。
ぜひご覧ください。
痛のうちに終了します。

Tel. 053-489-5539

浜松市中区田町315-34 笠井屋ビル３F

http://cinemae-ra.jp

」東海エリアでMRT療法が受けられるのはここ浜松だけ！

本当に 方に
(MRT療法)
いる
悩んで らいたい！
ても
し
験
効果があるからこそ、
37年間続いています。
体

リーディング

磐田

シネマイ〜ラ館主

万引き家族

にすることで肉体

浜北

【協力】
TOHOシネマズ 浜松 Tel.050-6868-5011
TOHOシネマズ サンストリート浜北 Tel.050-6868-5047
TOHOシネマズ ららぽーと磐田 Tel.050-6868-5052

【協力】
谷島屋 浜松本店 Tel.053-457-4165
浜松市中区砂山町6-1 メイワン8F
http://www.yajimaya.co.jp/
※本の価格はすべて税別です。

仙骨の働きを正常

浜松

池井戸潤の同名企業犯罪小説を映画化。
中堅メーカー・東京
建電に務める八角民夫（野村萬斎）はいわゆる ぐうたら
社員 。課長の坂戸（片岡愛之助）から怠惰ぶりを叱責
されるが、
ノルマも最低限しか果さず、会議では傍観して
いるのみ。他の社員達が必死で働く中、一人飄々と日々
を送っていた。ある日、社内でパワハラ騒動が問題とな
り、坂戸に異動処分が下される。坂戸に代わって万年二
番手に甘んじてきた原島が新しい課長として一課に着任
するが、そこには想像を絶する秘密と闇が隠されていた。

小説

パリ、NY、東京…。世界のどこかに、
あなたが出会うべき絵がきっとある―。
人生の岐路に立つ人たちが辿り着い
た世界各地の美術館。巡り会う、運命
を変える一枚とは?故郷から遠く離れ
たNYで憧れの職に就いた美青は、
ピ
カソの画集に夢中になる弱視の少女
と出会うが…。
アート小説の第一人者
が描く、
極上の6篇。

仙骨瞬間無痛調整とは…？

七つの会議

監督：福澤克雄
出演：野村萬斎、
香川照之、
及川光博、
片岡愛之助

©2019映画「七つの会議」製作委員会

常設展示室

公開

人気カーアクションシリーズ
『TAXi』第5弾。問題だらけの
警官マロ
（フランク・ガスタンビド）
は、パリ警察から地方都
市マルセイユへ左遷されてしまう。
マルセイユ警察は、高級
車を操り華麗に宝石を盗む、
イタリアの強盗団に頭を悩ま
せていた。対抗できるのは秘密兵器を搭載した最速のタク
シー・伝説のプジョー407しかない！マロは渋々ながら、持
ち主の甥で間抜けなタクシードライバー、
エディ
（マリク・ベ
ンタルハ）
とタッグを結成。そんな中、世界最大のダイヤモ
ンド カシオペア が5日後に到着するという知らせが入る。

エッセイ

久保田由希／著
産業編集センター
1,400円

1/18（金）

磐田

これまでに何をしても回
復できずに病気症状でお
困りの方、
ＭＲＴでどのよ
うに回復できるのかを詳
しく説明致します。
あとは自らＭＲＴに参加し
協力して頂くことです。
考えてもみない方法で、
37年の実績があります。

MRT療法は延370万人の実績。県外からの来訪者も多数。
料金表

予約時ウィーラ見たで

◆初回登録料 ……………
◆リーディング料金 ……
◆中学生以下 ……………
◆
「高純度水素」吸入
30分 ……
完全予約制
60分 ……

4,000円
4,900円
3,700円

初回登録料
4,000円が無料
！

仙骨の本1冊 +
重心バランス測定 +
高濃度水素吸入体験
プレゼント！

！
さらに

4,500円
7,500円

※MRTは完全予約制となっております。
お手数ですが、
必ずお電話にてご予約を。

有効期限:2月末迄

腰痛・頭痛・肩こりはもちろん、生理痛、不妊性、精神不安などでお悩みの方もご相談を。※整体・マッサージではありません。

マート

MRT浜松

☎053-452-1155
住 浜松市中区砂山町325-10新日本ビル3F
□
交 浜松駅南口から徒歩約1分
□
営 9:30〜12:00 14:30〜18:30 □
休 日曜
□
※水、
土曜は16:00まで 祝日は午前中のみ営業
※他お休みなどはHPにてご確認ください。

MRT浜松
JR浜松駅
南口駅前ロータリー
P

三井住友銀行
八百徳

MRT浜松 3F

0809010148004

WE:LA
MONTHLY
TOPICS

Recommend Sweets

編集スタッフ
K

スイーツ好きの編集スタッフKが、
毎月異なるテーマで一押しスイーツ
をご紹介！
「大切な人の手土産に、
何がいいかな…」
そんなときにも、
役立つスイーツ情報です♪

今月のテーマ

ウィーラ編集部が選んだ 推し スイーツ
手土産に、自分へのご褒美にピッタリ！

チーズスイーツ

一度は食べてみたい、工夫を凝らした逸品をセレクト。
チーズ好き大満足のスイーツです。

むらせや／天竜抹茶NYチーズケーキ330円(1個)

Isn t it?／クリーミーチーズプリン360円(1個)

三才豆腐／豆乳チーズケーキ 350円（1個）

天竜抹茶の風味そのままに
粋な和洋折衷スイーツ

新鮮な浜名湖たまごを使った
濃厚クリーミーチーズプリン

手造り豆腐工房がつくる
話題を呼んだ人気スイーツ

創業120年の老舗菓子店「むらせや」が昨年

イズニットは、チーズケーキを中 心にライン

原料、造り、味、
すべてにこだわる豆腐屋さんが

開発し、新聞にも掲載された一品。抹茶とチー

ナップしたケーキ屋さん。今回紹介するのは、

作った豆乳チーズケーキ。
もちろん豆乳に含ま

ズが決してお互いを邪魔せず、上手に旨みを

大人向けの濃厚な「クリーミーチーズプリン」。

れる豊富な栄養素はそのまま生かされている

強調。高級抹茶の爽やかさと深い香り、チーズ

西区雄踏町にある養鶏場から、
お店に直接運

ので、美容や健康に効果的です。なめらかで

の濃厚なコクが、見事なハーモニーを生み出

んだ新鮮たまごを使用。ちょっと固めな食感が

スッキリとした口当たりが好評で、テレビや雑

しています。丁寧に個包装されているのも和菓

ありながら、口どけのよいクリーミーさが特徴。

誌で紹介されるほど。豆乳やチーズの独特な臭

子屋さんならでのうれしい心遣い。手土産に

ラムを使ったカラメルをかけて上品な味わい

みやクセがなく、自然の甘さとしっかりとした

最適です。

を楽しんで。

コクが感じられる逸品です。

遠州菓子処 むらせや
☎053-925-2348
浜松市天竜区二俣町二俣340-1
営／8:45〜19:00 休／不定休
「むらせや」
で検索

Isn t it？ イズニット

三才豆腐

☎053-522-8772
浜松市中区高丘北2-53-5 キャステルMTK 1A
営／10:00〜19:00 休／水曜、第1・第3火曜
「イズニット 浜松」
で検索

☎053-462-5668
浜松市東区篠ケ瀬町927-2
営／10:00〜19:00 休／日曜
「三才豆腐」
で検索

女性医師による、
女性専門の人間ドック
ブライダルドック
30,000円

※自費診療

全8検査

女性1日ドック
36,000円

まるで
レストランのような
豪華なランチ
女性1日ドックの昼食

マンモグラフィー

全13検
査

※自費診療

かば記念病院 女性予防健診センター
ご予約・お問い合わせ

どちらの
コースにも
乳がん・子宮がん
検診が
含まれます。

女性特有の疾患である、
乳がん、
子宮がんをカバーした
女性のためのドック。

0120-177005

浜松市東区神立町570 受付時間8:30〜17:30

かば記念病院

浜松市が発行するクーポンや受診券使用可

検索

インターネットからもご予約可能

0808090151004

結婚予定のある方はもちろん、
妊娠を希望するすべての女性を
対象としたコース。
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Good Gift

WE:LA
MONTHLY
TOPICS

今月のテーマ

ちょっと贅沢な気分を味わえる、
こだわりのティー＆
コーヒーはギフトの定番。センスの良いパッケージに
も注目してみて。

大切な友達や恋人、同僚に。
センスが光る
ささやかなギフト をご紹介

Birthdayは
イチゴとオレンジの香り。
フルーツを浮かべても
GOOD。

Tea&Coﬀee

マスカットとバラをブレンドした
上品な紅茶。日頃の感謝を込めて
ホットはもちろん、アイスティーにして楽しむ
のもおすすめ。炭酸水と合わせてスパークリ
ングティー、白ワインと合わせてカクテルにも！
オリジナルフレーバーティー
Thank you(40g) 1,500円

手軽に本格を楽しむ
コーヒードリップバッグ
1 パックにつき豆（ ブラジル
No.2#18）
を贅沢に9gも使っ
ているから、極 上のコーヒー
を味わえます。熱湯を少量注
いで30秒蒸らしたら、数回に
分けて注ぐだけ。
コーヒードリップバッグ
(1個)180円

好みの紅茶はどれ？
色々な味が楽しめる
個包装のティーバッグ
スパイス、ハーブ、
ドライフルー
ツなどをが入ったオリジナルブ
レンドティー。今日はどれにしよ
うかな…毎日の楽しみがちょっ
と増えるかも。
ティーバッグ各種180円
(7個入り850円)

コーヒー好きなあの人に
最高級の
「ブラジル No.2 #18」
を
豆の鮮度を保つため、パッケージはラミ
ネート加工のクラフト紙を使用。封かん
ワイヤー付きで、機能もデザインもとても
スマート！
コーヒー豆(100g) 900円

かわいい
BOXは
ギフトに最適!

甘みが強くおいしい
1番茶の緑茶ティーバッグ

1個で1ℓまで
使えるよ

農家の小澤さんが作ったお茶を、
手軽
に味わえるティーバッグ。1番茶なら
ではの、
さわやかですがすがしい香り
が特徴。
森のお茶 緑茶ティーバッグ 760円
(5g×15個入り)

お茶ソムリエも太鼓判
高い香りとキレが◎
自然栽培にこだわる森町のお茶農家・
小 澤さんのほうじ茶 。肥 料づくりから
茶葉の加工まで1人でこなしています。
香ばしい香りとさわやかな甘みを楽し
んで。
森町のほうじ茶 600円(缶入り30g)

婚活ごっこはもうやめよう
！

●結婚できない男女をゼロに！を目指している会社
●100%の出会いとキチンと立会い見合い
●レベルの高いプロフェッショナルな
カウンセラーが幸せな結婚を実現

結婚情報サービス アイクル

SHOP LIST
B.violet
☎090-9662-9611「ビーバイオレット」
で検索
お茶の間のおと ☎053-443-8750 「お茶の間のおと」
で検索
café NAKANO ☎053-445-0655 「カフェナカノ」
で検索

浜松駅前店

堂々OPEN

と
保ひ み
久

30分で分かる

今すぐお電話
10:00〜20:00
火曜休み

ぃ

駅前店 浜松市中区海老塚町1-5ルミシアⅡ2F
早出店 浜松市中区早出町699 川祥ビル1F

イメージキャラクター：久保ひとみ

0809010124004

アイクルの特徴
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やや深煎り。
しっかりとしたコクと
苦みが特徴

牡羊座

牡牛座

双子座

蟹座

獅子座

乙女座

★★★★☆

★★☆☆☆

★ ★★☆☆

★★★★★

★★★★☆

★★★★☆

3/21- 4/19

LUCKY DAY 1/28

4/20 - 5/20

5/21- 6/21

LUCKY DAY 2/3

6/22- 7/22

LUCKY DAY 1/30

7/23- 8/22

LUCKY DAY 1/20

8/23- 9/22

LUCKY DAY 2/5

LUCKY DAY 1/22

♠全体運

♠全体運

♠全体運

♠全体運

♠全体運

♠全体運

新しいことを始めるにはよいタイミ
ング。積極的に取り組んでみて。星
のパワーが味方してくれます。
また、
現在起こっている厄介なトラブル
も、あなたが 冷 静に対 処すれ ば
徐々に解決できそう。
ただし、些細
な言動で対人関係が悪化する恐
れあり。十分気を付けましょう。

思いもよらないことで、穏やかだっ
た生活リズムが乱されるかも。中
には有意義なオファーなど、
チャン
スの場合もありますが、大抵は面
倒ごとでしょう。断りづらい立場の
人に立ち向かうため多大なエネ
ルギーを使いそう。
ただし即決即
断はNG。
慎重に対応して。

大きな仕事を任され、緊張や不安
を覚えるかもしれませんが、信頼で
きる仲間の出現により、
さまざまな
問題がクリアできそう。
さらにあな
たの斬新なアイデアで、
この局面
をうまく乗り越えられそうです。
こ
のことは今後のあなたにとって大
きな自信となるでしょう。

周囲の人との絆が深まっていくと
き。上司に思い切って自分の希望
を伝えてみて。あなたの要望に沿
えるよう働きかけてくれそうです。
好調なうちに行動を起こしてキャ
リアアップに繋げましょう。金運が
安定しているので、資産運用を始
めてみるといいかも。

仲間に対する嫉妬心や猜疑心が薄
らぎ、穏やかに過ごせる星回り。職
場のパワハラで悩んでいた人も当
分の間は合わずに済みそう。気を
引き締めて丁寧な仕事を心がけ
て。やがて人脈が広がり、運気はさ
らに上昇する気配。
レジャーや飲み
会の予定は2月に入ってからが吉。

自分を周囲と比べて、自信を失く
しかけていたかも。2月に入る頃に
は人間関係も再構築でき、次第に
落ち着きを取り戻せるでしょう。
ま
た、今期は決断のとき。魅力的だ
けど将来が不透明なものと、面白
味に欠けるけど安定しているもの
との二者択一を迫られそう。

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

仕事漬けの日々を過ごしていて
も、心ときめく出会いのチャンスは
訪れそう。カップルは相手と一緒
にいる時間を増やし、たくさん会
話をして絆を深めましょう。

出会いそのものは多い期間です
が、あまり次の展開を期待できな
いかも。
カップルは相手の転勤話
など、今後のことを話し合っている
うちに結婚がより現実的に。

仕事で同じチームになった人や、
飲み会で同席した人の中に素敵
なご縁がありそう。
カップルは何か
問題が起こっても、重要な決断を
下すのは春まで待って。

将来を見据えた真剣交際を求め
ている人はチャンス。信頼・安心で
きる相手と出会える時期です。
カッ
プルは互いの両親へのあいさつ
を早めに済ませておいて。

一目惚れなど、電撃的な出会いが
ありそう。出会った瞬間に恋の始
まりを感じるでしょう。カップルは
相手に対する不信感も解け、急激
に仲が深まりそう。

恋愛運はとにかく最高潮。ただし
真剣交際を狙うあまり、肩書など
表面的な条件にとらわれ過ぎない
ように。
カップルは迷わずゴールイ
ンに向かいましょう。

星とタロットが教える

ＨＡＰＰＹ占い

1

11

2

監修

7

fortune teller yuki

タロット・占星術を中心に、恋愛・仕事・家族についてなど、
数多くの女性を鑑定。NHK文化センター浜松教室の講師も
務める。鑑定は人気サロンKALMIA（カルミア）にて実施中。
鑑定日は「yuki スピリチュアル 浜松」で検索を。
お問合せ : KALMIA(武田) tel.053-476-8756 まで。
「Yahoo! JAPAN 占い」にてコンテンツ提供中！
https://charge-fortune.yahoo.co.jp/stw/yfyuki/

天秤座

蠍座

射手座

山羊座

水瓶座

魚座

★★★★★

★★☆☆☆

★ ★★★★

★★☆☆☆

★★★☆☆

★★★★★

LUCKY DAY 1/21

LUCKY DAY 2/4

LUCKY DAY 1/18

LUCKY DAY 1/18

LUCKY DAY 1/21

LUCKY DAY 2/7

9/23- 10/23

10/24- 11/22

11/23- 12/21

12/22- 1/19

1/20 - 2/18

2/19- 3/20

♠全体運

♠全体運

♠全体運

♠全体運

♠全体運

♠全体運

抱えていたいくつかの問題は、1月
のうちにすべて無事解決しそうで
す。
リセットできた今、小さなことか
ら何か始めてみて。後に大きな成
果を結ぶかも。共同事業を始める
なら射手座の友人が吉。
今期は同
僚や部下を積極的に手助けする
と、
後に大きなリターンあり。

チームで目標を課せられたり、他
人との協力が求められるなど、グ
ループ内での自分を試されると
き。周囲の心無い言葉に傷つき、
孤独を感じる場面も。
謙虚に、
言葉
を選びつつコミュニケーションを
図って。
ストレスが爆発しないよう、
身体を動かして睡眠はしっかりと。

好調な年回りの中でも、最大限の
幸福が訪れるとき。仕事で難題を
抱えている場合も、
ミラクルが起こ
り無事解決に向かうでしょう。公私
ともに慌ただしい時期で、2月に入
ると多忙はピークを極め、精神的
に疲れてしまうかも。オフ時間を大
切にしっかり休養を。

親しくしていた人との間に距離を
置くようになるかもしれませんが、
問題なし。逆に疎遠になっていた
人と話が合い、協力が得られそう
です。
また、今期は他人の噂話には
絶対に立ち入らないよう注意して。
家族に問題を抱えている人は同
僚に意見を求めてみるとよさそう。

重苦しかった年末年始から一転、
運気は急上昇する予感。
これまで
が嘘のように、
さまざまなチャンス
が到来します。周囲との関係もよく
円滑に物事が進むので、
リベンジ
したいならこの時期に。2月に入る
と周囲から足を引っ張られる恐れ
あり。
謙虚なふるまいを心がけて。

あなたの真の実力を周囲にアピー
ルするとき。
これまでの評価に納得
がいかない人ほど、効果は絶大で
す。1月下旬はミラクルが起こりや
すい時期。知人からは嬉しいお知
らせが届きそう。
ただしプライベー
トでイライラしてしまい、仕事に集
中できなくなってしまうかも。

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

友人から恋人への発展や片思い
の成就など、運命の女神はあなた
にほほ笑むでしょう。
カップルは旅
行が吉。
プロポーズされるかもしれ
ないので心の準備を。

よい出会いの訪れはもう少し先で
すが、異性からは好感を持たれや
すいとき。カップルは嫉妬心から
相手を試す行為をしてしまうかも。
焼きもちもほどほどに。

最高のモテ期到来。出会いは身
近にたくさんあるはず。実感できな
い人は仕事モードかも。
カップルは
お互いの信頼が深まり、
ますますラ
ブラブになるとき。

どこか謎めいた雰囲気の人に惹か
れ、恋が動き出しそうな気配。
ただ
し本物の出会いはもう少し先。
カッ
プルは深く考えずに、今は2人の時
間を楽しむとき。

旅先で素敵な出会いの予感。意
外な共通点を発見することで仲が
進展しそう。カップルはケンカを
繰り返してしまうかも。別れに発展
しないよう慎重に対応して。

恋愛運はバレンタインを頂点に上
り調子。相手の行動に振り回され
爆発寸前ですが、今は冷静に距離
を縮める工夫を。カップルはプロ
ポーズ間近の気配。

骨盤矯正 痩身だから効果が違う！
×

臨床試験済みの整体とコンテスト受賞の痩身マシンによる骨盤 × 脂肪の W ケアの効果を実感してください
ぽっこりお腹や下半身太りを解消

燃焼＆ほぐしで引き締め

猫背

90分 お得な体験価格！

痩身マシン

円

ハイパー
ナイフ

＆

骨盤矯正

※2月末迄

メディカルエステサロンT

浜松市中区神田町390-5 ※男性の施術もOK

053-401-8822

LINE予約：@tasuku03

営
休

平日 9:30〜20:30/土曜 9:00〜18:00
日曜・祝日

メディカルエステサロンT 浜松

検索

ハイパーナイフとは…
冷えて硬くなったセルライト
を42℃まで温め、血液・リン
パの流れを改善！ボコボコ
肌 を 滑らか にし 、皮 膚 を
キュッと引き締めます。

至浜
新幹 線
東海道
●ABC浜松森田店

かっぱ寿司●
●MEGA
ドン・キホーテ

257

●auショップ

松→

●ソフト
バンク

0809010035004

浜松初
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県 外からのお

客さんも多 数！

2019 あなたの
「キレイ」
はマンマジュンナにお任せを！

魔法の手

圧倒的なリピート率を誇る
スピリチュアルハンド！
ヒミツは…
マンマジュンナの人気の

＼

ボディもお顔も
なりたい自分に！
一度体験してみて
お正月太りも解消！

ヒミツ❷

1回の施術で
／
この効果！

肩甲骨
はがし

グイグイと顔がアガる感覚！

ヒミツ❶

当店人気Ｎｏ.1メニュー！まずは小顔整顔から。
指がググッと入り、骨が動くのを感じます！顔が
引っ張られるようで、
これは効きそう〜。
リンパも
同時に刺激して血流もアップ。

小顔矯正

▶
ビフォー

アフター

NEW! スーパーリフトアップ美小顔
【お顔のみに特化した新メニュー】
通常30,000円→

9,800円

＼1回の施術でこの効果！／

ヒミツ❸

オーナーが長年の
集大成で作り上げた
究極の美小顔エステ

表面ばかりでなく、内面も
「キレイ」
に！
慢性的な首・肩コリを解消する
「肩甲骨はがし」。
日頃の溜まった疲れを撃退。施術後はスッキリ爽快気分。

美小顔絶品オールハンドコース
【顔のみ集中】

オイル
ハンド
ボディケア

（約60分） 通常7,800円→

【肩甲骨はがし付き】
ビフォー
すべて人の手で
施術します。

（約80分）通常12,800円→

▼

初回体験4,800円
初回体験6,800円

ボディもフェイスもよくばりコース
【部位を選べる5点集中エステ】
（約90分）
通常25,000円→

あたたかさ、やさしさ、力強さ…
すべてがピンポイントに心地よい、
至福の時間です。

9,800円 ※限定20名様

各メニュー・コース共に
「ウィーラ見た」
とご予約ください。2月末まで

アフター
も人 気！
コチラ
上陸
浜松
約60分

OPEN以来好評の
「月のあかり」
もみほぐしと美小顔エステの本格合わせ技！
！
オールハンドで健康美に

8,800円

着衣のままでOK

3,980円

●3Dリラクゼーション ●もみほぐし
●頭蓋骨セラピー ●美小顔エステ

※お一人様1回限り
※2月末まで

ブライダルエステ 七つ星コース
初回限定

通常

48,000円

19,800円

マンマジュンナの総力集結コースです。
むくみ解消、セル脂肪燃焼の
デトックスパック、理想的なウエストライン、美脚、二の腕、
ヒップアップ、
小顔効果など、特別な日の為に、貴女の魅力を最大限に引き出します！
お客様の
声

オーナーセラピスト/貴島純子先生
浜北の地でゴッドハンドと呼ばれるベテランセ
ラピスト。職人技と人柄の良さで多くのお客様
を魅了し続けています。小顔になりたい、痩せ
たい、若返りたい…美しくありたいと願う女性
を、
いたれりつくせりのメニューでサポートしま
す。
スタッフ全員も高技術者。
スタッフ同士施
術をしあい、常に技術を高め合っています。
チームワークの良さも魅力です。

この価格で
びっくりするほどの
結果と
気持ち良さ♪

マンマ・ジュンナ
エステサロン・美容整顔

☎053-584-5251
浜松市浜北区中条1536ホームプラザウシダ内

営／10:00〜19:00 休／月曜

挙式までお世話になりました。
ビックリするほどの変化に驚き。
最高の一日になりました！マンマジュンナさんにお願いして、
本当に良かったです♪
マンマ・ジュンナ キレイぱど

検 索

お顔はもとより、
この「手」で
心も身体も癒します！
敏腕セラピストによる
至福の施術をご体験あれ

