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浜松の愛すべき7軒

レトロ喫茶巡り
春から習いごと始めたい
新しい出会いと別れにカンパイ!

歓送迎会

おいしいお肉 いただきます
冬太りを徹底リセット

燃料消費率

28.2

(国土交通省審査値)

km/L ※1

HYBRID XZ
2WD CVT車

スペーシア ギア HYBRID XZ
車両本体価格
2WD・CVT
︵税込︶

※写真中のカータープ・ナビゲーションは販売会社アクセサリー(別売)です。詳しくは、専用のカタログを
ご覧ください。
また、ナビゲーション付属品は撮影のため取り外しています。※画面はハメコミ合成です。

660

4人乗り

●写真の全方位モニター用カメラパッケージ装着車は8.424万円高(税込)
●写真のガンメタリック2トーンルーフ仕様車は4.32万円高(税込)
●ピュアホワイトパール、
スチールシルバーメタリック塗装車は2.16万円高(税込)

eNe-CHARGE
燃料消費率

35.6

(国土交通省審査値)

km/L ※1

モード
2WD CVT車

＊ナビゲーションは販売会社装着アクセサリー(別売)です。
また、
ナビゲーション付属品は、
撮影のため取り外しています。 ＊画面はハメコミ合成です。

● 専用メッキフロントグリル

特別装備品

● Lapinエンブレム
［一部ブルー］
（フロント）

● MODEエンブレム
［一部ブルー］
（バックドア） 他

660

2WD・CVT

ラパン モード

4人乗り

●写真の全方位モニター用カメラパッケージ装着車は
5.184万円高(税込)
●写真のホワイト2トーンルーフ仕様車は4.32万円高(税込)
●ピュアホワイトパール塗装車は2.16万円高(税込)

︵税込︶

●メッキドアハンドル

車両本体価格

特別仕様車

● 2トーンフルホイールキャップ
［シルバー＆ホワイト］

※1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。
お客様の使用環境(気象、
渋滞等)や運転方法(急発進、
エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
記載の価格は全て消費税が含まれます。
★リサイクル料金が別途必要です。
保険料、
税金
（除く消費税）
、
届出等に伴う費用等は別途申し受けます。

詳細はHPを
ご覧下さい。

449-3535

ファミリーマート

257

掛舞線

アリーナしのはら
プラザ
1

浜名バイパス

浜松西
インター店
浜松市西区
湖東町
3383-1

tel.053-

486-6850

東名高速道路

浜松西I.C
マクドナルド

浜松西
インター店

至舘山寺

デイリー
ヤマザキ
自衛隊
ローソン 至志都呂 364
65

携帯サイトは
QRコードから。
お得な情報いっぱい

アリーナ
浜松

476-0001
←中田島バイパス

1

浜松市南区
中田島町
509

tel.053-

tel.053-

GS

馬込川

442-2222

アリーナ浜松
遠州灘
海浜公園
浜松
まつり会館

アリーナ
浜松東
浜松市
東区和田町
563

tel.053-

468-2825

柳通り

至
八幡駅
遠州鉄道

浜松市東区
有玉北町
345

浜松環状線
サガミ
アリーナ有玉
←至浜松
医大
ガスト
GS
〒
152

眼鏡市場
東名高速道路 毎日ボウル

tel.053-

431-6761
浜北店

宮竹
GS
交差点
和田自動車街 152
柳通り GS
笠井
街道

tel.053-

エンシュウ
さわやか

道
山街
至舘

浜松市西区
篠原町
21339

検索

スズキ自販浜松

助信町

アリーナ
有玉

アリーナ浜松東

浜松スポーツセンター
浜松アリーナ

浜松市
浜北区新原
3615-1

tel.053-

GS

浜北店
イエローハット 152
新原本村西
新原下善

586-2111

↓至浜松

磐田店

ロータリー
磐田

磐田市豊島
306-6

tel.0538-

33-2300
アリーナ
袋井

TSUTAYA

バロー

磐田店

ローソン

久能IC

1

袋井市国本
2793-4

袋井市役所

tel.0538-

〒

42-6321

パス
バイ
袋井

アリーナ
しのはらプラザ

☎053-449-2111（代）

スター
バックス

海谷眼科

り
大通
野口

本社／浜松市西区篠原町21339

浜松市中区助信町
19-27

アリーナ助信
柳通り
電車通り

アリーナ助信
柳通り

マックス
バリュ

(株)

アリーナ袋井 至掛川

出雲殿

サガミ
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イラスト Rie Nakamura

表紙イラストのモチーフになったのは
中区中沢にオープンしたルミエールフィットスタジオ
さん。
ハンモックを使った、
アンティグラビィティヨガを
体験できます。今までのヨガとは違った要素があって
楽しそう！新しい習い事はじめてみませんか？
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旬なトピックスを
ウィーラ読者にいち早くお届け

Radio Hours
ラジオの時間をもっと楽しく

76 Recommend Sweets
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気になるイベント情報をお届け

77 Good Gift

BOOK＆CINEMA
おすすめの新刊＆話題の映画

78 HAPPY占い

●価格表示について

ウィーラ編集部が選んだ 推し スイーツ
センスが光る ささやかなギフト をご紹介

星とタロットが告げるあなたの運勢

We:la【ウィーラ】月刊情報誌 第2or3金曜日発行 2019年2月8日発行
編集・発行：株式会社ぱど 〒435-0044 浜松市東区西塚町200番地 サーラプラザ浜松5F
■広告の申し込み・お問合せ TEL053-411-8100 ■誌面に関するお問合せ TEL053-411-8100
■設置エリア：浜松市・磐田市の一部 ■ラック・企業・対面・街頭配布など
※本誌掲載の写真、イラスト、記事の無断転載を禁じます。
（株）
ぱど
（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 Approved Car

BMW Approved Car

Hamamatsu BMW
Special Selection

You Just BMW
BMW認定中古車

3

320i Mスポーツ
税込車両本体価格 ¥2,680,000

Hamamatsu BMW

8速AT 5ドア 右ハンドル 初度登録年月：2013年12月
排気量：1,997cc カラー：ブラック・サファイア・メタリック
車検整備付 走行距離：21,387km
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

Z4 sドライブ 20i Mスポーツ
税込車両本体価格 ¥3,380,000

８速AT 2ドア 右ハンドル 初度登録年月：2013年9月
排気量：1,997ｃｃ カラー：メルボルンレッド・メタリック
車検：車検整備付 走行距離：19,082km
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

0809050024004

フジモトーレン株式会社

NEWS
春の歓送迎会コースが
登場！個室やオーガニック
ドリンクも充実
カフェ＆ダイニングバー

NEW
MENU

イクウカン

i空間
11月にグランドメニューがリニューアルしたi空間。歓送迎会コースも新しくなっ
て登場しました。コースは、絶妙な焼き加減の牛ステーキやチーズフォンデュ仕
立ての揚げ物など、全7種類。ドリンクメニューも充実しています。オーガニック
のコーディアルドリンクは、ハーブティーが苦手な方でも飲みやすいと人気で
す。ハニーレモン＆ジンジャーや、ラズベリー＆ローズなど全8種類の中からお
選びいただけます。貸切は着席最大55名様、立食最大70名様とお好きなスタ
イルでご利用いただけます。また、カフェタイムにはサクサクのクッキー生地を
パンケーキのように焼いた「パンケーキ×クッキー」のハイブリットスイーツ パ
ヌッキー も好評です。

外から入れる完全個室で貸
切気分！専用モニター完備
でDVDの持込もOK。周りを
気にせ ず 、料理とおしゃべ
りをゆったりとお楽しみく
ださい。

◆歓送迎会コース 5,000円（飲み放題2h付）前菜盛り合わせ3種／豚しゃぶ
サラダ／さわらのカルパッチョ／揚げ物盛合せ(プチチーズフォンデュ仕立て)／

[写真上]天井が高く、広々とした店内。[左下]オーガニックのコーディアルドリンク。
[右下]歓送迎会コース(5,000円)

シーフードとアスパラのオイルパスタ／牛ステーキ／デザート
◆ランチメニュー 各1,280円

選べるメインのプレートランチ／

ローストビーフボウル／ハンバーグボウル／オムライス／海鮮ボウル
※すべてドリンク付 ※サラダ付きは＋200円、
サラダ･ミニデザート付は＋350円
読者
特典

歓送迎会コース 5,000円→4,500円
※ご予約時に「ウィーラ見た」とお伝えください ※4月末迄

i空間

080-9982-4901
住

営
休
P

浜松市中区板屋町522 MYビル1F
第一通り駅から徒歩5分
11:00〜23:00(L.O.22:30)
月曜、2/12(11日は営業します)
7台

i空間 浜松

パンケーキ×クッキーの
不思議な食感
「パヌッキー」

検索

[写真右]ランチプレートはおにぎり、スー
プ、サラダの他に、お好きな主菜2品と副
菜3品が選べます

インテリア雑貨SPARAプロデュース
モチモチ生地のクレープは必食
スイーツ

ラ ドルチェ スパラ

La Dolce SPARA

バーンビレッジ磐田店

「SPARA」が全面プロデュースした、テイクアウト中心のスイーツ店が昨
年末バーンビレッジ磐田内にオープン。人気クレープNO.1は、フランス
の高級発酵バター「エシレバター」をたっぷり使ったプレーンクレープ。
サクサクモチモチで、
プレーン生地だけでこの美味しさ⁉と驚くかも。
自家製いちごソースを使ったいちごパフェもおすすめです。

磐田

INFORMATION
◆「ウィーラ見た」
で、
バナナ
チョコカスタードクレープ
500円→450円 ※3/7迄
◆クレープ、
パフェ、
コットン
キャンディ、ポップコーン、
ドリンク類は、
テイクアウトだ
けでなく店内でも楽しめます。

0538-86-6333
磐田市今之浦2-8-2 バーンビレッジ磐田内
営 10:30〜19:00 休 火曜
※インテリア雑貨SPARAの雑貨類販売はしておりません
http://www.instagram.com/ladolcespara/
住

スパラ

NEW
OPEN

検索

見付I.C.

磐田バイパス
R1

三州庵
モスバーガー

SPARA

ヤマハ
スタジアム

◆SNS映えする店内。写真
撮影やＳＮＳへのアップは
お気軽に。

Ｇ.Ｓ

SPARAの世界観がぎゅっとつまったお店は、SNS映えすること間違いなし！スイーツだけ
でなく、ランチにもなりそうなクレープや、カラフルコットンキャンディ(400円)も大人気

RENEWAL

2/21(木)リニューアル
今宵は創作料理と美酒に舌鼓
創作居酒屋

ソウサクシュボウ リノアン

創作酒房 りの庵
和空間イタリアンDINING 梨乃庵が、この

で修行したシェフが作る、体に優しい＋お酒

春「創作酒房 りの庵」としてリニューアル

がすすむ和食が中心。これまでのイタリア

オープン。これまでのイタリアンを中心とし

ンの要素も取り入れたここでしか味わえな

たメニューから、海鮮素材を中心に、旬の食

い創作料理を、日本酒やワインなどと一緒

材を使った創作料理とお酒を楽しめるお店

に楽しんで。店内はモダンな和空間。
お座敷は

に生まれ変わります。10年以上日本料理店

もちろん、
2〜4名様には個室もご用意。

コスパの高い
日本酒を厳選
八海山、紀土、
九頭龍など

【写真上】4名様までのテーブル個室は女子会におすすめ【右下】こだわり炭火
焼きは魚介や肉、野菜を備長炭で香り高く焼き上げます

シェフ厳選
ワインも充実！
ボトル2,000円〜

MENU

ゆったりくつろげるお座敷は、10名前後でのパーティー
にぴったり。歓送迎会におすすめです。

◆本日の鮮魚のお造り…………………………………580円〜
◆揚げ白身肴の湯葉あんかけ………………………… 580円
◆肴・野菜・肉の炭火焼き各種…………………………380円〜
◆その場で飲み放題！………………………（90分）1,200円
◆2h飲み放題付き宴会コース……………………… 4,000円〜

053-569-7785
住
営

休
P

浜松市中区曳馬6-13-25
17:30〜24:00(L.O.23:00)
日曜・祝 〜22:00(L.O.21:00)
月曜※他HP参照
12台※乗り合わせにご協力ください

りの庵

浜松

検索

りの庵

メディアで話題の
アクティビティが楽しめる
スタジオが登場！
ヨガ＆エアーフィットネススタジオ

NEW
OPEN

ルミエールフィットスタジオ

LUMIERE FIT STUDIO
ＹＯＧＡをベースにしたフィットネススタジオ。浜松では珍しいハンモックを
使用したアンティグラビティヨガを体感できる今話題のスポットです。ハン
モックに身体をあずけてゆったりとポーズをとるだけで、血流が良くなるのが
みるみる実感できます。ドイツ発祥の4Ｄプロバンジーは、アスリートもトレー
ニングで用いる新しいアクティビティ。浮遊した不安定な状態で姿勢を維持
することで、しなやかな筋肉とバランスのとれた美ボディに。その他、フロア
レッスンも充実。初めての方でも実感しやすいタイ式ヨガルーシーダットンも
ご用意。スタイルや体質の改善に効果的です。お一人はもちろん、友達や家族
と気軽に楽しくエクササイズしませんか？

女性に人気の4Dプロバンジーで体幹トレーニング＆スタイル改善。

[写真左]独自の深い呼吸法とやさしいポーズで身体を整えるタイ式YOGAルーシーダットン。
[写真右]ハンモックヨガは、加圧効果で血流も良くなり、免疫力も高まります。

◆ドロップイン(非会員様)1回約60分
●

空中レッスン(ハンモック・4Dプロ)

◆月会員(回数無制限)
ミックスフリー会員

●

…………………………2,500円
●

(空中＆フロアレッスン)…13,000円

フロアレッスン(ヨガ・ルーシーダットン)

●

エアーフリー会員…… 10,000円

…………………………2,000円

●

フロアフリー会員 ………9,000円

楽しく練習
しましょう！

ミックス 月4回会員 ……7,500円

●

読者
特典

体験レッスン2回

フロア 2,000円・空中 3,000円・フロア＆空中 2,500円
※「ウィーラ見た」と要予約。3月末迄

053-489-7518
住
営
休
P

浜松市中区中沢町15-14
10:00〜レッスン終了時間まで
不定休
7台

LUMIERE 浜松

LUMIERE
FIT
STUDIO
検索

スタジオは、オレンジの看板が目印！シャワールーム完備、
男女更衣室別です。

3/1(金)〜3/12(火) 7周年記念
人気のスイーツがお得に！
洋菓子

アトリエプールヴー

INFORMATION

atelier PouR Vous
パティシエ歴37年、国産小麦を使用するなど素材にこだわってい
ます。7周年を記念して、定番商品をリーズナブルに提供。歓送迎会
の贈り物にいかがですか？アイシングクッキー(2週間前に要予約)
やあめ細工を使った、珍しいデコレーションケーキ(2週間前に要
予約)も人気です。想いをお菓子と共に贈りましょう。

営
休
P

浜松市浜北区染地台4-21-3
10:00〜20:00
水曜
4台

７周年記念感謝祭
◆1日〜3日 プリン
220円(通常320円)
◆4,5,7,8日 シュークリーム
120円(通常220円)
※どちらも一家族様5個まで
※各日限定100個

053-585-3619
住

EVENT

◆9〜12日 期間中2,160円
以上のお買い上げで、
くじ引きを

atelier PouR Vous

サービス。
※詳細は店頭まで

閑静な染地台の住宅街の中に当店はあります。イベント開催中は混雑が予想さ
れます。お問合せに即時対応できない場合がございますのでご了承ください。

アトリエプールヴー ぐるめぱど 検索

EVENT

2/8(金)〜22(金) 作品展開催!
新ランチメニューでおもてなし
カフェ

雑貨カフェ いもねこ
かわいらしい猫をモチーフにしたランチや

かな手作り作品をご紹介。新ランチでは、

スイーツ、雑貨などが楽しめるショップ。い

旬の根菜とシェフこだわりの山椒を使用し

もねこでは、同時にフリースクールを運営し

た大人オムライスが登場。たっぷり野菜が

ていることから、生徒による絵画やテディベ

摂れるので、女性にオススメです。ご一緒に

アなどの作品を期間限 定で展示していま

お楽しみください。

す。数年ぶりの作品展では、どれも個性豊

看板猫の
ごまちゃん

地元の旬野菜と国産の鶏肉、雑穀米でヘルシーランチ。醤油ベースのあんかけ
がやみつきに。

右：苺と抹茶の
ブラン390円
下：ごまちゃん
ブラン390円

MENU

国道150号線沿いのショップです

◆根菜の山椒あんかけオムライス……………………… 1,280円
◆選べるランチセット……………………………………1,450円
(お好きな副菜2品、
スープ、
ドリンク、
プチスイーツ付き)
◆いもねこセット(スープ、
ドリンク、
プチスーツ付き)……1,000円
※価格はすべて税別

053-570-3877
住
営

休

浜松市南区芳川町320
10:00〜19:00
※ランチ11:00〜13:30
無休

いもねこ

いもねこ
検索

囲炉裏のある店内で
宮崎の郷土料理とお酒を堪能

NEW
OPEN

居酒屋

味彩酒蔵 ひむか
宮崎県出身の店主が、宮崎の郷土料理が味わえるお店を12月末に
オープン。自慢の「地鶏炭火焼」は弾力があり、歯ごたえ抜群。
「若鶏
のチキン南蛮」は手作りのタルタルソースと一緒に召し上がれ。地元
から直接取り寄せた、希少価値の高い地酒も大好評です。リーズナ
ブルな価格でとことん宮崎の郷土料理を楽しめます。

営
休
P

浜松

(赤鶏)…………1,480円
◆鶏炭焼き(種・若)…600円
◆若鶏チキン南蛮…700円
◆とび天(3ケ)………450円
(2ケ)……………450円

浜松市中区中島2-20-7
16:00〜23:00
月曜
あり

ひむか

(妻地鶏)………1,980円

◆肉巻きおにぎり

053-462-7010
住

◆地鶏炭火焼

ひむか

◆あくがれ…グラス500円
◆磯自慢……グラス500円

座敷や囲炉裏のある店内。16時からオープンしているので、早い時間帯から
お食事が可能です。ランチは予約のみ受付しています。

検索

2/23(土) 留学・ワーキング
ホリデー経験者の体験談を聞こう！

EVENT

留学センター＆英会話

INFORMATION

アズ留学センター
浜松で14年の実績、
アズ留学センター。
経験豊かなスタッフの留学相
談に定評あり！月1回の「留学カフェ」では様々なテーマでセミナーを
開催。2月は大好評の「留学体験談を聞く会」。アズから実際に留学・
ワーホリした方のお話が聞ける貴重なチャンス！留学について気にな
る事、
素朴な疑問まで何でも質問OK♪来月は3/30。
詳細はHPで。

営

休

11:00〜13:00
16：00〜17:00 ※無料
②ワンコイン英会話レッスン
※参加費500円 英語力不問
③留学・ワーホリ体験談

浜松市中区板屋町101-22 小川ビル3F
月〜金曜 10:00〜18:00
土曜 11:00〜17:00(要予約)
日曜・祝日

アズ留学センター

①個別留学相談会

13:00〜14:00

0800-888-6188
住

◆留学カフェ2/23
（土）要予約

浜信

★アズ留学
センター

ニュージーランド&オーストラリア
14:15〜15:30 ※無料

検索

みんなの人気者レントくん・
ラルゴくんの誕生日イベント!
猫カフェ

猫がいるカフェ Adagio
いつも愛嬌たっぷりの2匹をお祝いしませんか？誕生日イベント中は
おしゃれな衣装に身を包んでお出迎えします。そして、店内では自由
気ままにのんびりと過ごしている猫ズと一緒にゆる〜い時間を過ご
せます。ぜひお気に入りの猫ズを探しに来てください。

浜松市中区西伊場47-17
11:00〜21:00(L.O.20:00)

休

猫がいる

木曜 カフェ

展示:第223310029号H28.1.25〜H33.1.24
動物取扱責任者:田島義和

猫カフェ アダージョ

◆猫ズのお誕生日を挟む
前後3日間限定（定休日を除く）
2ｈパック…………1,550円
ドリンク1杯・誕生日猫ズの
チロルチョコ＆マグネット
をプレゼント
（数量限定）
【時間料金】

053-571-6286
営

EVENT

アダージョ

2月27日(水)はレントくん、3月8日(金)はラルゴくんのお誕生日。

住

時差が少なく治安のいいオーストラリアとニュージーランドは、
海外が初めての人
にもおすすめ。
［右下］
アットホームなオフィスで、
無料の個別相談を随時受付中。

検索

Adagio

最初の30分………500円
以降15分毎………150円

【写真左】
レントくん2/26
（火）
,27
（水）
,3/1
（金）
【右】
ラルゴくん3/6
（水）
,8
（金）
,9
（土）
が対象。木曜日の定休日を除きます。

個性とトレンドを取り入れ
あなた至上最高のスタイルに！
ヘアサロン

アメリカンカントリーな雰囲気を
楽しめるダイニングバー
NEW

NEW
OPEN

OPEN

ダイニングバー

ナナバイピケ

Nana by pique

ハウント

haunt

「美容室ピケ」の3号店がオー

ネイティブアメリカンの織物

プン。メニューや薬剤など、髪

柄「オルテガ」を入れた壁が

や頭皮にやさしい自然派商材

印象的なお店。看板メニュー

を取りそろえています。お客さ

の「hauntバーグ（820円）」は

ま一人ひとりに合うトレンドを

モーリョソースとグレイビー

取り入れながら、ナチュラルで
柔らかいヘアスタイルを実現。
どんなに忙しくてもオシャレ
を忘れない洗練された女性へ
導きます。

053-443-8630
住
営

休
P

浜松市中区領家2-2-7
平日 9:30〜17:00
土曜 9:00〜17:00
日,月曜・祝日
4台
インスタグラム「nana̲pique」

リューム満点。そのほか長時

酒ビッグ

まるで沖縄にきたみたい！
旅好き女子必見の居酒屋
居酒屋

ソ ース の 2 種 で 楽 し め 、ボ

nana

間低温調理した「自家製ロー
ストビーフ（880円）」などお酒

RENEWAL
OPEN
たこ焼き居酒屋

12月末に東区植松町から浜松

ふわふわ生地の「関西風たこ

街中に移転オープン。沖縄か

焼き」と、たくあん入りの「遠

ら取り寄せた海ブドウや、
沖縄

州たこ焼き」。甘辛い特製ソー

出身のオーナーが作る郷土料

スや ピリ辛ドロソース など

理などを楽しめます。泡盛はも

haunt

NEW
OPEN

エンダコ

縁だこ

ソースは5種。ねぎやチーズ、

ちろん、
マンゴーやシークワー

日開催中。

休

浜松市中区北寺島町210-1
18:00〜25:00
(L.O.24:00)
火曜

遠州名物 遠州たこ焼き!
浜松街中にNEW OPEN

沖縄パーラー
遊び庭

リンクも！沖縄民謡ライブも毎

営

のすすむ逸品がそろいます。

あしびなぁ

サーを使用したフレッシュなド

053-453-5037
住

090-4253-4590
住
営
休

浜松市中区池町225-1
17:00〜24:00
日曜

遊び庭

キムチなども組合せ自由で、さ

053-450-3178

まざまな味に。イートインもテ

☎090-3939-4443
（テイクアウト予約、出前専用）

イクアウトもOK！ほか、店内
では揚げ物や焼き鳥など居酒
屋メニューも楽しめます。

浜松市中区肴町317-13
17:00〜翌3:00
（テイクアウトは15:00〜）
休 日曜
住
営

縁だこ

浜 松の

愛すべき7軒

レトロ喫茶めぐり
おしゃれなカフェもよいけれど、時にはひっそり時が止まったようなレトロ喫茶へ。
ノスタルジックな雰囲気や、
どこか懐かしいグルメがたまりません。
時代が変わっても残したい、大切なモノを求めて。
＜企画・編集／ウィーラ編集部＞

癒されて

まだ行ったこと
の
ないお店がい
っぱい！

kissa love

どんな風に過ごす？

店主と楽しく
おしゃべり
なつかしの
メニューを
堪能

読みかけの
本を持参して
ゆっくりと

ダウンライト
のしたで
ボーっとしてみる
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[写真上]昔ながらのナポリタン
（750円）。熱々の鉄
板の上に半熟の卵焼き。その上に麺が乗っていま
す。
このビジュアルにトキメキ！香りと深い味わいが
楽しめる茶居家ブレンド
（500円）。サイフォンで淹
れてくれます。[写真左下]苦めのカラメルがたっぷり
かかった人気のプリン。
プリンを提供する日 プリン
デイ で食べられます。予約で売り切れてしまうこと
が多いので、
こまめにSNSで情報をチェックしてね。

オーナー
影山千代子さん

喫 茶 店 ラバー な ら は ず せ ない
五 社 神 社からほど 近い茶 居 家 ︒

プも ︑
シュガーポットが乗るステ

ステンド グラスのテーブルラン

しいエッセンスを加えています ︒

乙 女 心 を く す ぐる 人 気 店

いら しいお 店 で す ︒かつては 浜

レンガ調の外 壁と 瓦 屋 根がかわ

や 布 小 物 ︑アーティシャルフラ

素 敵 ︒作 家が 作るアクセサリー

ワーな どセレク トショップさ な

ンレスのトレイも 小 物一つ一つが
や 文 化 発 表 が 行 わ れ 多 くの 市

が ら おしゃ れ な 小 物 も 並 び ま

松 市 民 会館︵ 後のはまホール︶
が

民 で 賑 わっていた 場 所 ︒文 化 施

近 くに あり ︑多 くのコンサート

設の中 心 地であり ︑現 在でも 老

と 調 和し ︑違 和 感がないのがす

ごいところ ︒先 代から 引 き 継い

す ︒新しいもの もレトロな 家 具
には︑
コーヒーをポットに入れて

だ 懐かしのメニューのほか︑
マス

舗の喫 茶 店が多く 残るエリアに

楽 屋へ運 ん だり ︑有 名 な ミュー

事 をいた だ くこ とができ ま す ︒

ターが 考 案 する ︑体に 優しい食

あります︒
コンサートがあった日

したのだそ う ︒そん な 喫 茶 店 を

なほん わか空 間 で ︑癒しの 時 間

お二 人の人 柄がにじみでたよう

内装だけじゃない！アパレルショップで働く方やアー
ティストなど、個性的でおしゃれなお客様が多数。

隠れ家度
★★★★

いい意味でこじんまり。
ちょうどよい広さと、
おいしい食
事。圧倒的な居心地の良さに、
ひっそりと行きたい！

席情報

席数15(カウンター5席・テーブル10席)
全席禁煙

chaika

喫茶 茶居家
1979

ジシャンがお 店にやってきたり
先 代から 継 承し ︑影 山 夫 妻が本

おしゃれ度
★★★★★

を過ごして︒

☎053-571-1346
住／浜松市中区利町305-6
営／10:00〜18:00 土曜は〜22:00
(ランチ11:00〜15:00）
休／日曜 Ｐ／あり
インスタグラム＠chaika̲cafe

格 的に営 業を 始めて2 年 ︒建 物
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の 古 めかし さは そのま まに ︑新

shop data

中区利町

Since

ベレ ー 帽 がトレ ード
マークの千代子さん。
お店のインスタグラム
には、千代子さんが撮
影した素敵な写真が
あふれています。

東区丸塚町

Since

1976

coﬀee parlour

アイアイ

オーナーの奥様が集めてきたコーヒーカップがガラスケースに並びます。
フォルムや柄など女
性が好みそうなものが多数。希望すれば、好みのカップに飲み物を入れてくれるので声をかけ
てみて。
こんな楽しみ方ができるのも喫茶店ならでは。少し贅沢な気持ちにさせてくれます。

ダウンライトが心地よい店内
さりげなく飾られた絵画とともに
天井の張りが斜めに走る個性的な空間。窓に対して規則的に
配置されたライトや、窓越しに見えるグリーンのバランスが素
敵です。
たくさんの喫茶店がオープンした1970年代。オーナー
である堀井さんが、
いわゆる
「脱サラ」
して開業したのがアイア
イの始まりでした。
ここでは、30年以上も前から「自家焙煎」
コーヒーを提供。
コーヒー豆を焙煎するという工程は、当時あま
り知られていなかったため大変珍しがられたそう。その当時か
ら豆の産地を変えず、同じ味を貫いています。
カウンターの横にかかる大きな古時計。
まる
で壁と一体化しているように、30年以上ここ
で時を刻んでいます。

店 内 に 飾られ た
絵画を眺めて、た
まには 、ぼんやり
と過ごすのもいい
ですね

シーフードピラフ
（980円）。具材は、
イカ・エ
ビ・ホタテ・アサリにカニ爪と豪華です。
ブレ
ンドティー(450円）。紅茶はポットで提供し
てくれるので、約2杯分。
ゆっくり時間を過ご
したいときにいかが。
日替わりランチが人気ですが、暗めのライトで雰囲気が2割り増しになる、夕方の時間帯もおすすめ。

shop data
昭和度
★★★★

雰囲気もさることながら、王道の喫茶メニュー、オムラ
イスやドリア、
パフェなども充実

ゆったり度
★★★★

比較的広く70席。光がほどよく入る窓際の席は常連さ
んもお気に入り。
お好きな席をみつけて

席情報

席数70
（すべてテーブル席）
禁煙席あり

☎053-463-1521
住／浜松市東区丸塚町541-8
営／7:30〜19:00
（モーニング7:30〜10:30、
ランチ11:30〜14:30）
休／なし Ｐ／あり

入口にある看板。
レトロなイラ
ストはもともとマッチ箱のデザイ
ンに使用されていたもの。
「アイ
アイ」
という店名は、電話帳の
一番初めに載るからという理
由で
「あ」
から始まる言葉をチョ
イスしたそう。

12

Since

1967

中区松城町

シャンテリー

気品あふれる優美な空間
こだわりのスイーツとともに
青い屋根が印象的なシャンテリー。12年前、現在の建物
に建て替えられたものの、懐かしの喫茶メニューは今も健
在。
レトロな器に美しく盛り付けられた、プリンやフルーツ
に心躍ります。南向きの明るい店内には、
カウンターやソ
ファ席のほか、
ちょっとしたミーティングにも使えるような
ギャラリースペースを設置。
いろいろなシーンで受け入れ
てくれます。
shop data
上品度
★★★★★

食べものや空間だけじゃない、店員さんも気品
漂う素敵な女性！

優雅な気分度
★★★★

クラシックのピアノ曲が流れ、ゆっくりとした時
間を満喫できます

席情報

席数50（カウンター6席・テーブル44席）
禁煙席あり、
バリアフリー

[写真大]プリンシャンテリー
（800
円）。[写真右下]しっとりふわふわ
のシフォンケーキ（430円）。無添
加にこだわっています。シャンテ
リーブレンドコーヒー
（430円）。

☎053-453-1551
住／浜松市中区松城町215-27
営／7:00〜18:00（モーニング7:00〜11:00、
ランチ11:30〜14:00）
休／日,月曜 Ｐ／あり

Since

1951

中区千歳町

こんどうコーヒー

浜松一の老舗といえばココ
アップルパイは必食です
扉を開けるとまず目を引くのは、
カウンターに置かれたアッ
プルパイ。
そして規則的に並ぶ丸椅子に、
「こんどう」
と大きく
描かれた書。
お店を構成する要素ひとつひとつから歴史を
感じます。西洋菓子の職人だった初代がお店を始めたの
は、戦後間もない1951年のこと。現在は孫にあたる3代目
がマスターを務め、
お母さんと親子で切りもりする家庭的な
お店です。老舗喫茶店が好きな人にとっては有名で、遠方
から来店する人も。丁寧にネルドリップされるコーヒーととも
に、自家製ケーキをほおばって幸せ気分！
shop data

創業当時のレシピで、作られる甘さ控えめなアップルパイ
（1カット370円）。
りんごの品種にもこだわりがあり、柔らか過ぎず
程よい果肉感が残ります。ネルドリップで淹れるコーヒー
（420円）。粗挽きの粉はスプーンでたっぷり2杯、贅沢に粉を使い
ます。
ネルで入れるコーヒーは雑味が無くすっきり。
とっても優しい味です。
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家庭的度
★★★★

常連さんたちは、
マスターやお母さんと世間
話。
あったかい空気に包まれています

外観びっくリ度
★★★★★

タバコ屋さんでもあるので、外観はこんな感じ！
レースがかかった扉を開いてね

席情報

席数13（カウンターのみ）
全席喫煙可

☎053-455-1936
住／浜松市中区千歳町14
営／8:00〜21:00 ※日,月曜は〜20:00
休／火曜 Ｐ／なし

Since

中区田町

1979

喫茶さくらんぼ

若い世代のファンが急増中！
優しい店主に癒されて
「気になっているけど、入ったことがない」
そんな声をあち
こちで耳にするのが、
ここ喫茶さくらんぼ。
「お一人様で
も、女性の方でも、初めての人でも気軽にどうぞって書い
といてね！」
とオーナーの大澄さん。
「なるべく扉も開けて
いるようにしているのよ」
と。
その話し方がとってもチャー
ミングで、思わずファンになってしまいます。
タイムスリッ
プしたかのようなノスタルジックな店内でいただく、サイ
フォンコーヒー。手際よく淹れる様子を見ているだけで、
温かな気分にさせてくれます。

オーナー
大澄富子さん
「やっぱり街が好きね」
と、
ここ田 町にお 店を
開き40年。地域をずっ
と見守り続けています。

内装も創業当時のまま。壁紙のデザインやカウンターの丸さ、飾られた生花など女性的な雰囲気。目の前で淹れてくれるサイフォンコーヒー
（350
円）。大澄さん曰く薄めのコーヒーなんだとか。人気があるのはオムライス
（600円）。
ピーマンや玉ねぎのほか、
ピリ辛ウインナーが入ってアクセン
トになっています。

カリッカリに焼かれた香ばしい特製ホットサ
ンド
（ハーフ400円）。薄焼き卵とハム、
キュウ
リが入っています。ちょっと辛子も効いて美
味！このメニューが誕生するのにもストーリー
があり、
それを聞いてみるのも面白いですよ。

shop data
非日常度
★★★★★

扉を閉めれば、そこは切り取られた別空間。懐かし
さのなかにもセンスの良さが光ります

ひとりで行きたい度
★★★★

気さくな店主だから、気構えなくても大丈夫。
きっと
すぐに馴染めます

席情報

席数13
（カウンター6席・
テーブル7席）全席喫煙可

☎053-453-6809
住／浜松市中区田町229-13 カギヤビル1F
営／11：00〜18：30 日・祝は13:00〜
休／第2,4水曜 Ｐ／なし

【写真右上】壁にずらっと貼られた、常連さんの
コーヒーチケット。壁の色と馴染んでいて素敵。
た
だし、
もうこの台紙がないのでもぎ取られることな
は紙はリサイクル。
よく見ると来店した日付けが、
えんぴつでメモされています。
【写真右下】入口の扉にはさくらんぼが。
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Since

1990

北区初生町

Coﬀeehouse

Mint

お客さまにとっての
オンリーワンを目指して
姫街道沿いの喫茶店といえば
「ミント」。
もともとこの場
所にあった喫茶店で店長をしていた大倉さんが、店を
受け継ぎミントをスタートさせます。
メニューは洋食を
中心に130以上。食事メニューが充実していて、地元
の人々の胃袋をがっつり掴んでいます。
「 地域ナン
バーワンではなく、
あなたのオンリーワンになれたら」
というマスター。
いつ来ても変わらない安心感が、常連
さんの笑顔を作っています。
shop data
コミック充実度
★★★★★

2,000冊以上と圧倒的な冊数。
コミックが
好きな人にはたまらない場所です

くつろぎ度
★★★★

天井が高く開放感がある店内。
ひと席ひと
席も広めなので、
ゆったり過ごせます

席情報

席数51（カウンター6席・テーブル45席）
全席喫煙可

チョコレートパフェ850円 アイスとアイスでサンドしたスポンジ、
トッピングされたアラザン(銀色
のつぶつぶ)がなんともいい味を出しています。オムレツカレー1,000円 カレーの上にふわふわ
のオムレツをトッピング。卵に少し甘みをつけてあり、
カレーとの相性が絶妙。

☎053-437-2535
住／浜松市北区初生町314-16
営／9:00〜22:30（L.O.22:00) 水曜は〜21:30（L.O.21:00)
ランチ11:30〜L.O.14:00
休／木曜 Ｐ／あり http://www.cafe-mint.com/

シチューハンバーグきのこソース1,050円
ハンバーグは合いびき肉を使用。温泉卵が
トッピングされていて、
どのタイミングで卵を
からめようか考えるのも楽しみな一品。

Since

これ
知ってる？

ルーレット式おみくじ器。喫茶店やラーメン店などのテーブル
の上によく置かれていたもの。100円玉を入れて、
レバーを動
かすと勢いよくルーレットが回り、
おみくじの紙がでてきます。

1973

東区北島町

けやき北島店

滝の流れる音をＢＧＭに
なつかしグルメを満喫
今20代の人には知られていないけれど、
「けやき」は

創業時から変わらない味の焼きそば（740円）。やや
太めで、短めの麺にしょっぱいソースが絡みます。実
は、麺の下にはモヤシが隠れています。ブレンドコー
ヒー
（380円）、
クリームソーダ
（450円）

1980年代頃、浜松近郊に複数店舗を構えた有名店。
創業当時、半分は喫茶スペース、半分はゲームセン
ターだったそう。創業者の息子さんが後を継ぎ、今も
なお昔ながらの喫茶メニューを提供しています。
アツ
アツに熱した鉄板の上に乗せて提供されるハンバー
グや焼肉、やきそばなどどれをとってもなつかしさがあ
ふれます。
クリームソーダも一緒にいかが？
shop data
お二人さま度
★★★★

ひっそりと静かに過ごすのもいいですが、仲
良しさんとおしゃべりして過ごしたい場所

レストラン度
★★★★

看板に、
コーヒー＆レストラン
「けやき」
と書
かれている通り、食事メニューも充実

席情報

席数50（カウンター8席・テーブル42席）
全席喫煙可

☎053-421-4691
住／浜松市東区北島町767
営／10:00〜23:00 土日は9:00〜
（モーニング〜11:00、
ランチ11:30〜15:00）
休／水曜 Ｐ／あり
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県 外からのお

客さんも多 数！

ボディもお顔も
なりたい自分に！
一度体験してみて

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

＼

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。3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
※3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

A

B

C
D

E

ソル イ ソンブラ
F

バイヤーyu-koの今月のPicｋ up!
店内は、世界各国へ飛び回り集めた洋服、
インテリア、雑貨、
アクセサリーであふれ
宝箱のよう。ぜひお手に取ってご覧ください。
あなたを異国の国に誘います。

G

K

I

J
L
H

東 大 門は 韓 国 一の 衣 料 卸 売
市場。深夜まで営業するファッ
ションビルや卸売問屋がひし
めき、国内外のバイヤーが買い
付けにくる24時間眠らない街。

A・B.キャップ／2,700円 C.ファーバック／7,900円
D.ニット帽4,500円 E.アルファベットペンダント／2,900円
F.ニットパーカー／7,900円 ニットパンツ／5,500円
G.ニット／6,500円 黒ニットパンツ／5,500円
H.インヒールハイカットスニーカー／4,640円
I .インヒールハイカットスニーカー／4,640円
J .ウォレットポシェット／6,900円
K.パイソン柄ウォレットポシェット／8,900円
L.二つ折りサイフ／4,800円
詳しい情報はブログを見てね！

住 浜松市中区佐鳴台5-2-13
営 12:00〜20:00

Sol y Sombra

BMW
ENEOS

休 不定休

yu-koのlike a rolling stoneな毎日

検索

佐鳴湖

衣類のバイヤー卸売市場は夜0時〜朝までの
営業時間。たくさんのファッションビルの中に
数千件のブースがあり、その中からお店で提
案していく商品をセレクトしていきます。

浜松
聖星高校

浜松
医療センター

☎ 053-450-5770

今 月の
仕入れは
ソウル

蜆塚遺跡

ホワイトストリート

帽 子 や ストー ル 、靴 、
パーツなどの市場はそ
れぞれ昼間から営業。
昼と夜をうまく組み 合
わせて、仮眠をとりなが
ら数日間買付をします。

ソルイの個性豊かな洋服や
小物たちは、毎月ソウルやタ
イに直接買い付けに行って仕
入れています。そんな仕入れ
のよもやま裏話をご紹介。

Ｙｕ-koのよもやま
仕入珍道中

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 ※3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

春の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。

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 ※2/10
あり

当 サロン は 女 性 ス タ イ リ ス ト が

営

担 当 し ︑女 性 に 多 い 髪 の 悩 み を

P

住

解 消し ます ︒﹁ 白 髪 染めで 頭 皮が

休

cham chou チャムシュ ☎053-482-8639

傷んだ﹂
﹁ 髪 色が 明る く な ら な

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

い ﹂と い う 方 に は オ ー ガニッ ク

住

浜松

ハー ブ カ ラ ーが オススメ ︒ダメー

◆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)

歳 も 夢じゃあり
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チャムシュ

BigUp ビゴップ ☎053-525-6663

です ︒
マイナス

※ご新規様限定、
カット以上で上記をサービス
※2月末迄

ジレスでハイカラーにも 対 応 可 能

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

ません ︒

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。
※3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

大人がハマる

今はじめたい
習いごと

料理教室
school

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︒

南区安松町

クッキングスタジオ チャコ

料理 編

Let’s
n
lesso

ここが魅力!
● 食育インストラクターや
料理教員の資格取得ができます
● 教室は月1回で無理なく通えます
● 少人数クラスで楽しくレッスンできます

アットホームな料理サロン
お料理初めてさんの基礎クラス4月スタート！

ent
stud

スクールを楽し
む生

徒さんV O IC E

クッキングスタジオ チャコ 真由美さん
食育インストラクターを目指しています。手に
入りやすい食材で家庭でも作りやすいお料理
ばかりですが、意外なアレンジやレシピもあり
とても勉強になります。季節に合わせたテーブ
ルコーディネートも素敵で毎回楽しみです。

開講22年目の全国料理学校協会認定校。
和食・洋食・中華の家庭料理やおもてなし
料理、楽しいケーキ作り・身体にやさしい
焼きたてパン教室など、少人数制の料理サ
ロンを開講しています。初めて受講される
方でも安心していただけるような雰囲気。

ent
stud

お料理初心者さんには、食材の選び方から
腸もみサロンaoi Y.Mさん

丁寧にご指導いたします。通い続けること
により、食育インストラクターや、料理教員
の資格取得の道が開けています。

料理を美しく見せるテーブルコー
ディネートもお楽しみに。家にあ
る器でもきれいに演出できます。

CHECK!

身体のことを
考えたレシピを
ご用意

30歳になり体調を頻繁に崩していた頃、講
座で食と健康の関わりを知りました。食べ方
を変えるだけで体が変わることを知り、
衝撃
を受けました。実際にライフスタイルが変わ
り体調も回復。
とてもうれしかったです！

お料理初めてさんの基礎クラス（毎月第1週土曜）
月に一回の初心者向けコースがスタート。専門学校にて
クッキングの授業も担当している校長が、わかりやすく
親切丁寧に教えます。
初心者でも楽しく簡単にできるような
レシピをご提案。
高校生から社会人までレッスン参加ＯＫ。
4月〜6月の3カ月分 11,400円(3月末日迄に前納)

基礎お試しレッスン 無料

校長 杉田久子さん

3月2日(土) 10：00〜12：30

※要予約
（定員10名）エプロン持参 申込はHPお問い合わせフォームから

SHOP DATA

053-466-0780
浜松市南区安松町53-1
営 10:00〜22:00
休 日曜
P 10台
「クッキングスタジオチャコ」
で検索
住

クッキングスタジオ チャコ

ent

d
stu

epi 神谷卓子さん
自宅でのお菓子作りは、道具もなく、クッ
キーを作っても焦げてしまって失敗ばかり…。
epiさんでは仲良しのお友達と一緒にアイシ
ングクッキーやケーキ作りができ、丁寧に
教えてくれるので出来上がりに大満足！

ファミリーマート

22

中区中央

お菓子
教室
school

epi

東区上石田町

(お好み焼き奈な内)

酵素料理
school

エピ

腸もみサロンaoi
アオイ

ここが魅力!

ここが魅力!

● 便秘解消の為の食生活がわかる

● 少人数制でお菓子初心者も安心

● 一生ものの知識が身に付く

● ランチが付いたお得なプラン

● 静岡県内での開催は当店のみ

● パーソナルレッスンもOK

● 酵素のすごさを知ることができる

季節イベントやギフトは手作りお菓子で！
お好み焼き屋内のスイーツ教室

便秘解消のプロが教える、酵素料理で
健康美人に。体験会は満席必至！

大手料理教室で講師経験のある先生が教

便秘解消専門サロンの大人気講座です。
便

えるお菓子教室。遠州焼きのお店「お好み

秘解消には食生活の見直しが欠かせません。

焼き奈な」内で開催しています。季節のイベ

酵素を摂取し、
腸内環境を整えて便や毒素を

ントに合ったケーキやアイシングクッキー、

排出させましょう。
とはいえ、
なかなかライフ

和菓子、パンなど豊富なレシピをご用意。

スタイルを改善できないのも事実です。
継続

4人からの少人数制なので、お菓子作り初

できるように、おいしいだけでなく見た目も

心者でも安心。親切丁寧に教えます。お友

かわいいメニューを伝授します。
スムージー

達やご家族とグループで申込みもOK。毎月
の開催日時や内容などは、お気軽にお問合
せください。

や食べても罪悪感のないデザートのレシピは
午前中のレッスンには、奈なの
こだわりお好み焼きランチがセット!

CHECK!

楽しく
お菓子を
作りましょう！

実用的と評判です。
酵素の働きなども学び、
食の幅を広げましょう。

CHECK!

食から
健康美を
目指そう

3月のレッスン アイシングクッキー教室

酵素料理講座

開催日：3/21(木)・22(金)・23(土)
①10:00〜12:00(ランチセット) 参加費：4,000円
②14:00〜16:00 参加費：3,000円
お友達やご家族などグループで参加OK！
※①②共、ワンドリンクサービス

まずは体験会へ。酵素の働きなどの座学を学んだ後、酵素
玄米、チョコムースなどを調理し試食できます。
開催日：3/8(金),9(土),10(日)ほか 時間：11:00〜13:30
参加費：1,500円 参加方法：ラインまたは電話で要予約
LINE ID:@jql9929q

プライベートレッスンも受付中！

講師 山本好穂さん

酵素料理講座体験会(約150分) 1,500円

オーナー 高橋さん

希望の日程、内容などご相談ください。

SHOP DATA

※詳細は上記を参照

SHOP DATA

053-452-4545
浜松市中区中央2-5-5 サンクレール102
受 11:00〜14:00
水、金、土曜 17:00〜21:00
休 日、
月曜 P 4台
「お好み焼き 奈な ぐるめぱど」
で検索
住

23

オーナーは元看護師で、
身体の事
を知り尽くしたプロ。
疑問は何でも
お気軽にご相談ください。

080-9522-7238
epi

★

腸もみ

浜松市東区上石田町
サロン
※自宅サロンのため
aoi
詳細は予約時に
営 9:00〜17:00 休 不定休
※女性専用
「腸もみサロンaoi」
で検索
住

NTH'S FEATURE
THIS MO

春から習いごと
始めたい
新年度の始まりとともにフレッシュな気分になる春。
何かをスタートさせるには最適な季節です。
「感性を磨きたい」
「スキルアップしたい」
「体を動かしたい」

0000000030973

あなたの気持ちを応援します。

24

25

26

27

28

29

30

3

無料
駐車場
サービス

28・30・31
木

土

日

11：00〜14：00

参加
無料

女性のための

女性
20名様
限定

自分年金セミナー＆
ビュッフェランチ女子会
これから
わたしの老後は
年金ちゃんと どうなっちゃうの？
貰えるかな？

あれもこれも食べ放題

♪
浜松まちなかの人気店「イ
タヤマチバル」の
無料ランチビュッフェ付
き！

全国で大人気開催中の
「じぶん年金セミナーin浜松」
を開催!

なんて
見。
お悩みの方必

不安が解消!

「そろそろ将来のお金のことを真剣に考えたい」
と悩んでいて
も、何からすればいいのかわからず不安に思うことはたくさん
ありますよね？
「自分年金セミナー」
はそんな方にぴったり。
効率
の良い、
賢い貯蓄法など、
充実した未来を実現するための方法を
お教えします。
無料セミナーに参加して、
少しでも不安を解消しましょう！

将来の
お金の不安を
解消しましょう!

自分年金セミナーの人気のヒミツ
①年金について基礎から学べる
「公的年金」
「個人年金」
「企業年金」の3種類について
基礎から丁寧にご説明をします。
専門用語を使用せず
時間を掛けてお話ししますので、
まずはしっかり年金
についてマスターしましょう。

②無理をせずに貯蓄を増やす方法が学べる

③一歩上の資産をつくる方法が学べる

年金を理解してもらう時の状況が想像できるようになる
と、次はそのときの状況をより良くするために何をすれば
良いか！？というところに関心が移ります。ライフサロン
年金セミナーではその「何」を具体的にお教えします。

年金について基礎から学び、
将来を無理せずより良く
する方法を学んだあとは、
一歩踏み込んだ資産づくり
の方法をお伝えします。
具体的には
「分散投資術」
につ
いてお話しをします。

◆開催日程：3/28(木)・30(土)・31(日)11:00〜14:00(受付10:30〜)
ご希望の日程をお選び下さい。

◆開催会場：イタヤマチバル

浜松市中区板屋町612

お車でお越しの方、会場「イタヤマチバル」の通りをはさんで東側、
「アットパークスクエア浜松駅前（板屋町600）」に駐車ください。
駐車券をサービス致します。
※セミナー開始より15分以上遅刻された場合はご入場いただけません。
20歳未満の方、お子様連れの方はご参加いただけません。
ご了承ください。

◆応募方法：右記QRコードからご応募ください。

ライフサロン
浜松天王店店長

佐藤講師

ライフサロン
浜松中央店店長

西岡講師

▲

URL https://pro.form-mailer.jp/fms/24b90861162396

年金の不安はつきませんよね。
しかし、
準備をしようと思ってみたもの
の、
何からはじめればいいか分からないという方は多いのではないの
でしょうか。
このセミナーが、
充実した将来への第一歩となるように、
分
かりやすく、
そして、
楽しく進めてまいります。
気楽にご参加ください！

詳細のお問合せ
ライフサロン浜松中央店 053-450-3322
(受付時間10:00〜18:00・水曜定休)までお気軽に。
※応募締め切り3/10(日)
※応募者多数の場合は抽選とし、当選結果は、当落にかかわらず3/14(木)までに
ハガキにてお知らせさせていただきます。
【主催】有限会社松田商店 【料理提供】ITAYAMACHI BaR

ライフサロン浜松中央店

☎053-450-3322

住 浜松市中区板屋町600
■
営 10:00〜18:00
■
休 水曜 無料提携駐車場有
■

イタヤマチ バル

Ｐ

NTH'S FEATURE
THIS MO

新しい 出 会 いと別 れ に カ ン パ イ !

歓送迎会
Spring Party Plan
お世話になった人への感謝を込めて、
新しい人を迎え入れる大事なイベント。

0000000030972

人数や好みにぴったりの会場を探しましょう。

32

33

34

35

す
いただきま
厚切りの上牛タンと
キンキンに冷えた生ビール
焼肉

牛タン焼肉 牛丸

疲れた体にパワーをつけるなら、
やっぱりお肉！がっつり食べて、
心も体も満たされちゃおう♪

recommended
★★★★★★★★★★★★★★★

牛タン
（上）
1,380円
弾けるように溢れ出す
旨みが特徴

うしまる

店内は、
無煙ロースターを完備。
ボックス席もご用意しております！広々しているの
で焼肉宴会にもオススメです。
貸切も応相談！

「安心・安全」
はもちろん、
おいしいお肉をお手頃価格でご提供！A4・
A5ランクのお肉をオーナー自らが厳選して仕入れています。
ドリンク
浜松で飲めるお店が少な
も豊富で、
エクストラコールドビールに加え、
い『フリージングハイボール』を導入しています。−2〜0℃の氷点下生
ビール＆ハイボールで食が進むと好評です。
MENU

価格は税抜

牛タン………780円
牛タン(上) …1,380円
上カルビ……880円
牛ホルモン……580円
情熱の10秒ロース…1,380円
特選ハラミ……680円 牛丸サラダ……580円
盛岡冷麺 …… 690円 石焼ビビンバ……690円

営
休

通常1,500円〜2,000円のランクのお肉
です。数量限定。※3月末迄

牛丸

053-430-5133
住

ウィーラ読者特典

月〜金19:00までにご来店で
「日替り特上カルビ」500円！

浜松市中区葵西5-10-10
17:00〜翌1:00
無休

牛丸 ぐるめぱど

ローソン

ラフレ

検索

カントリーな雰囲気が自慢の新店
お酒がすすむガッツリ肉料理を堪能
ダイニングバー

haunt

ハウント

1月にオープンしたダイニングバー。
看板メニューのhauntバーグ他、
お酒すすむお肉料理が揃います。お肉に合わせる2種類のこだわり
ソースは、タマネギやパプリカなどの野菜の旨味と食感を楽しめま
す。女性に人気の酸味のあるあっさりとした「モーリョソース」と、
酸味の中にしょっぱさもある「グレイビーソース」からお好みで。
MENU

価格は税抜

子牛のステーキ …………………………1,200円
チキンステーキ ……………………………680円
Hauntバーグ ………………………………820円
サイコロ牛タン ……………………………920円
厚切りベーコン ……………………………580円

ウィーラ読者特典

ウィーラ見たで
お好きなドリンク1杯無料
※お料理をご注文の方に限ります
※3月末迄

053-453-5037
住
営
休

浜松市中区北寺島町210-1
18:00〜翌1:00(L.O.24:00)
火曜

haunt 浜松

haunt

検索

recommended
★★★★★★★★★★★★★★★

自家製ローストビーフ
880円(税別)
長時間低温で調理。
噛むご
とに溢れる旨味とソースと
は相性バツグン。

[写真左]ビーフ100％のhauntバーグ (写真は2人前)[右]ネイティブアメリカンの
織物柄を取り入れた店内。15名以上で貸切パーティーOK

肉好きが 愛してやまない

recommended
★★★★★★★★★★★★★★★

ブラジルの音楽を聴きながら料理と雰囲気を楽しんでください。
女性に大人気の
デザートはすべて手作り。

シュハスコ
食べ放題
2,990円〜
シュハスコとは
炭火焼肉のことです

大きな塊肉に沸き上がる歓声！
お肉のことはお任せください
ビュッフェバイキング

Choupana

ショウパーナ

目の前でそぎ落とされる大きなお肉に、ジュッと音を立てて串から下
ろされるジューシーなソーセージ。
このほか、
牛カルビやイチボ、
鶏の
手羽などすべて食べ放題！お肉はスタッフが焼き上げるので、
とって
も楽ちん。女性に人気の焼きチーズ、焼きパイナップルやデザートも
充実しています。
気の合う友達とぜひご来店を！
MENU

価格は税抜

ピカンニャのシュハスコ＆ビュッフェ※
…………………………………(95分)3,990円
シュハスコ＆ビュッフェ※ ………(95分)2,990円
ビュッフェバイキング …………(95分) 1,500円
飲み放題は4名様〜 ※印のコースにお付けできます

053-472-0777
住
営

休

浜松市中区住吉3-23-23
月〜金曜 18:00〜24:00(L.O.23:00)
土，日曜 11:30〜24:00(L.O.23:00)
無休 P 14台

ショウパーナ

recommended
★★★★★★★★★★★★★★★

骨付鳥 おやorひな
842円(税込)
本格香川名物料理が味わえます。お好きなおかずが2品選べるランチセットも
人気。夜はコースもご用意(飲み放題付)しています。お気軽にお問い合わせを。

パリッとした食感の後、
肉汁が口いっぱいに
広がります

検索

ウィーラ読者特典

ガラナ(ブラジルの炭酸飲料)
or ドリンクバー プレゼント
※ご注文時に
「ウィーラ見た」
と
お伝えください※3月末迄

ピアゴ

ショウパーナ

エブリィ
ビッグデー
姫街道

浜松城北高校
ファミリー
マート

特製スパイスとタレが引き立てる
まわりパリッ中ジューシーな骨付鳥
四国郷土料理専門店

釜焼鳥おやひなや 浜松店

塩コショウ・ガーリックなど10種類以上の秘伝スパイスに鶏ももを
一晩漬け込み、専用の釜でパリッと焼き上げた香川名物「骨付鳥」。
おや鳥とひな鳥の2種類から選べ、おや は、
締まった肉で噛めば噛
むほど深まる味わい。ひな は、柔らかくジューシー。お持ち帰りも
できます。本格讃岐うどんがついたセットがおすすめ！
MENU

価格は税込

骨付鳥と讃岐うどんランチ ……………1,180円
骨付鳥ランチ ……………………………980円
四国ええとこ取りランチ ………………1,580円
お好みランチ ……………………………800円

ウィーラ読者特典

骨付鳥をご注文で
からあげ3コサービス
※ウィーラをご持参ください
※2月末迄

053-401-3233
住
営

休

浜松市西区雄踏1-12-26
ランチ 11:00〜15:00（L.O.14:00）
ディナー 17:00〜22:00（L.O.21:00）
月曜 P 13台

釜焼鳥おやひなや

浜松

検索

おやひなや
浜松店

MACHINAK A
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
Chikaさん

今月のテーマ

カフェで二次会

か ら ︑主 張 し す ぎ な い け ど 華 や

今日は友人の結婚式の二次会だ

ムな雰囲気︒

を近くに感じられるアットホー

ジ ュ ア ル な パ ー テ ィ ー は ︑仲 間

演 出 し て く れ る ︒カ フ ェ で の カ

りがロマンティックな雰囲気を

きな窓から差し込む夕暮れの光

ノ ラ マ で 眺 め ら れ る カ フ ェ ︒大

二 次 会 の 会 場 は ︑市 街 地 が 大 パ

をくれる服︒

い う 時 に 頼 り に な る ︑私 に 自 信

ク に 着 こ な せ る か ら ︑こ こ ぞ と

ぴ っ た り ︒テ ィ ア ラ の 服 は シ ッ

に見せたいプチオケージョンに

の ギ ャ ザ ー ブ ラ ウ ス は ︑レ デ ィ

く こ と 間 違 い な し ︒上 品 な 光 沢

印 象 的 な ス カ ー ト は ︑人 目 を 惹

大きめのドットが密に並ぶのが

かさがあるコーディネートで︒

サテンブラウスの着心地がとって
も気持ちいい。
スカートのシルエッ
トも大人っぽくて素敵！普段、挑戦
しないファッションだけど、二次
会では少し大人の気分でおしゃ
れを楽しみたいです。

どこ行く?

二次会コーデのポイント
BIGドットが印象的♪華やかレディコーデ
たくさんの人が集まる二次会などでは、
ちょっと目を惹くア
イテムを身に付けるのがGOOD!!ギュッと詰まった配列が珍
しいドット柄はTIARAオリジナルプリントです。
光沢のある
春色ブラウスとコーディネートして、季節感をプラス！アク
セサリーやBAGは淡いトーンで統一して、
上品な印象に。
ヴィンテージサテンブラウス 15,000円(TIARA)、BIG
ドットプリントフレアスカート 24,000円(TIARA)、
バンブーハンドルレザーBAG 25,000円(VIOLAｄ
ORO)、ロングパールネックレス 8,800円(La Piece)、
スクエアトゥスエードパンプス 17,000円(La Piece)、
パールイヤリング 4,600円(La Piece)
※価格はすべて税抜き

今回のお店は…

中区砂山町
結婚式二次会には欠
かせないウェディング
ケーキ。パティシエ特
製のケーキをご用意。
コース40名様以上の
予 約 でケー キ 付 に 、
60名様以上のご予約
で特大ケーキに！

SNOWEE CAFE

スノーウィーカフェ

大きな窓から差し込む光がさまざまなシーンを引き立
たせ、大切な仲間との思い出作りをさらに素敵に。カラ
フルなイスやクッションを合わせたソファ席やテーブ
ル席は、特に女性に人気。貸切は40名様からOK!ウェ
ディングプランは4,320円。
「ウィーラ見た」とご予約
でお得な特典もご用意。気になる方はランチや女子会
で使ってみて。
住／浜松市中区砂山町6-1 メイワン7F ☎053-450-5336
営／ランチ11:00〜15:00 ディナー 17:00〜22:00(L.O.21:30)
休／無

ビュッフェスタイルの
お料理。サラダやガー
リックトースト、ピザ、
フルーツなど全9種類
ご用意。ドリンクはカ
クテルやビール、焼酎
など全50種類が飲み
放題に。

大きな窓から見える街明かりがムーディーな雰囲気を演出。駅ビルメイワン
の７Fとアクセスも抜群！遠方からのゲストも分かりやすいと好評です。
取材協力

SHOP DATA

BOUTIQUE BIGI ジュエリー展 2019
2/17(日)〜19(火)開催

さらっとした生 地 感のキレイめなパンツは、パー
ティーシーンにもピッタリ♪春を感じるライムカラー
のニットは、ボリュームのある袖の形がポイントです。
バルーンスリーブニット 15,000(TIARA)、イージー
タックパンツ 16,000円(TIARA)、ゴールド2連ネック
レス 4,800円(La Piece)、シースルードットフラット
シューズ 14,000円(La Piece)、ゴールドハンドルレ
ザーBAG 23,000円(VIOLAd ORO)

自分らしさを表現しつつ、品の良さも兼ね備えてい
る服…、そんな「大人」スタイルを提案します。トレ
ンドを意識しつつも、上品なディテールやシルエッ
トのバランスにティアラらしさが光ります。店内に
そろった国内外のセレクトアイテムもティアラをワ
ンランク上のコーディネートに仕上げてくれます。

浜松市中区鍛治町319-16（有楽街南口すぐ）
☎053-454-5186 営／11:00〜19:30 水曜休
ツイッター／インスタグラム @tiara-hamazo

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。

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

!
こんなコーデもおすすめ
美シルエットの配色ワンピースは、１枚で様
になる優秀アイテム♪パステルカラーのBAG
を合わせれば、
上品で華やかな印象です。
バイカラーワンピース 26,000円(TIARA)、
カラーレザーB A G 23 ,0 0 0円(G I A N N I
NOTARO)、スエードパンプス 25,000円
(FABIO RUSCONI)opusB浜松店
※価格はすべて税抜き
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必食メニュー
刺身盛り合わせ

9,980円（写真は4人前）

約9割の方がご注文される、地魚たっぷり！新
鮮魚介の刺身の盛り合わせです。この時季なら
ではの魚貝類がふんだんに盛り込まれていま
す。新鮮な地魚を心行くまで堪能してください。

が食べたくて

お魚を提供するのはもちろんのこと︑職人の技がキラリと光る一品が登場します︒

﹁おいしい海鮮グルメが食べたい！﹂
そんな想いを叶えてくれるお店をご紹介︒
新鮮な

魚

美味しい

魚魚一名物 うなぎの刺身 一人前2,680円
全国でも希少なうなぎの刺身。まるでふぐのような弾力
のある歯ごたえとほんのり甘みのある上質な脂が美味。
テイクアウトも承り中。お客様のおもてなしや、贈答用に
も喜んで頂いております。要予約

浜松でおいしい魚を食べるなら
魚料理専門店 魚魚一へ

とといち

魚 魚 一︵ と と い ち ︶は﹁ 新 鮮 で 美

味 し い 魚 料 理 ﹂﹁ う な ぎ の 刺 身 ﹂

が 食 べ ら れ る ︑全 国 で も 希 少 な

魚 料 理 専 門 店 で す ︒﹁ 本 当 に お い

検索

し い 魚 料 理 を 提 供 し た い ﹂を コ

魚魚一

や全国各地から産地直送された

休

美味しい地魚をお届けしており

営

浜松市中区肴町318-28
3F 魚魚一
ペッシェビル3F
17:00〜23:00
※コースのご予約のみ11:30〜14:00応相談
無休

ま す ︒ま た ︑静 岡 県 の 地 酒 は も ち

053-458-6343
住

◆浜松おもてなしコース10,800円
ご予約時「ウィーラ見た」で8,640円 4月末迄

魚魚一

て お り ま す ︒四 季 折 々 の 旬 の 美

茶室をイメージした個室(2名様〜)もご用意しております。
「和」の
上品な雰囲気は特別な記念日や接待などにもぴったりです。

魚料理専門店

食︑
ゆっくり流れる
﹁和﹂
の時間を

絶品！うなぎの刺身／とらふぐ小鍋仕立て(季節により変動)／
地魚の刺身盛り合わせ／究極！うなぎの白焼／桜海老のかき
あげ 天然塩でどうぞ／極上！アワビのバター焼き／ご当地！
金目鯛の煮付け／本日の最上のネタで特上にぎり／豪華！
伊勢海老の味噌汁／甘味 他コースもあり。HPにて

中区肴町

ン セ プ ト に か か げ ︑地 元 の 漁 港

お一人様12,000円〜

遠州灘や浜名湖の新鮮な魚介類を
ふんだんに使用した、スペシャルなコース料理

ろ ん ︑全 国 の 地 酒 も 豊 富 に 揃 え

極上接待プラン

肩肘はらずにお過ごしください︒

MENU

中区鍛冶町

かか

店主が厳選して仕入れる新鮮

な 魚 介 は ︑写 真 の﹁ 鮮 魚 盛 合 せ ﹂

以 外 に も 様 々 な 料 理 に 変 身 ︒旬

魚 の 焼 き 魚・煮 魚 な ど ︑
﹁ 和 ﹂×

の 本 格 美 食 を 楽 し ん で ︒季 節 や

仕入れにより料理内容が変わ

る た め ︑詳 細 は お 電 話 に て ご 確

認 く だ さ い ︒冬 季 は コ チ・ヒ ラ

メ・生 の り・ト ラ フ グ・カ キ・ブ

リ・サ ワ ラ・ユ メ カ サ ゴ な ど の

魚介が楽しめます︒

思わず見惚れる鮮やかな逸品

彩季酒家 華々-KAKA﹁ 洋 ﹂の 料 理 人 が 織 り な す 自 慢

目と舌で愉しむ
「鮮魚盛合せ」

必食メニュー
華々名物の
生け花で演出した
新鮮なお刺身
2,000円〜(1.5人前程)

特別な時間を華やかに演出。
「鮮魚盛合せ」を目当てに来
店するリピーターも多数。
「和
洋創作コース」にも付けること
も可。季節のお料理など、6品
に飲み放題が付いて5,000円

MENU
和洋創作コース ※内容は仕入れにより変わります
華々名物の生け花で演出した
新鮮なお刺身盛り付き
季節のお料理など、6品に飲み放題が付いて
5,000円。
(前菜、刺身、ピリ辛きのこの温製サ
ラダ、アヒージョ、若鶏のトマト煮 青葱ソース
がけ、金目鯛の煮付け、〆)
更に特別なお席には、接待や記念日に豪華の
極み！飲み放題付コース9品7,000円も人気！

鯛丸ごと海鮮アヒージョです。丸ごと一尾から
出た、旨味のあるガーリックオイルをバゲットで
どうぞ。1,280円〜(大きさにより)

ウィーラ読者特典

5,000円飲み放題付コースのご予約で、
乾杯スパークリングワインを4名様ごとに
1本サービス！ ※「ウィーラ見た」とご予約ください。3月末迄

053-453-2033
住
営

休

浜松市中区鍛冶町320-20 有楽ビルB1
17:30〜24:00(L.O.23:00)
※金、土曜は翌3:00(L.O.翌2:00)
日曜

華々

浜松

検索

B1F 華々-KAKA-

富士山サーモンのポワレ、青ネギバターソース。
皮はこんがり、中はレアにしっとりと焼き上げ、
旨味と食感を楽しんで頂ける逸品。1,480円

今 日 は まち な か に 集 合！

おいしい時間を楽しみたい
ランチや宴会、2軒目など、
0000000030970

なにかと便利な街中のグル
メ店へ行こう！

グルメ編
Gourmet

ちょこっと
豆知識

会席料理で「香の物」
から
食べるのはNG！

会席料理の最後に出てくる、
ご飯・止め椀・香の物。香の物
を先に食べると、今までの食事がおいしくなかったというサ
インに。
まずは汁物の止め椀からいただきましょう。汁物とご
せるのもマナーとしてはNGです。
※茶懐石の場合は、基本的にご飯から箸をつけるのが作法となっています。

0000000030971

飯を交互に食べ、最後に香の物を。
ご飯の上に香の物を乗
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子会＆歓送迎会 ご予約承り中！
春女子会
幅広いシーン、
ジャンルをご用意！

鮮度抜群の『川俣シャモ』
が
堪能できるお店

落ち着ける掘りごたつ
タイプの個室は、
デート
にぴったりの2人用か
ら宴会に最適な18名
様まで。落ち着いた空
間でごゆっくりお過ご
し下さい。

※飲み放題は＋1,500円

お一人様

全8品

5,000円

◆前菜3種 ◆お刺身3種 ◆シャモのすき焼き ◆旬野菜の天ぷら
ふろふき大根 柚味噌がけ ◆シャモの鶏飯
シャモの鶏飯 ◆
◆カ
カットフルーツ
◆シャモの塩麹焼き ◆ふろふき大根

居酒屋

福島県の川俣町で豊かな自
然と、専用肥料でのびのびと
育てられた地鶏です。繊細で
弾力のある肉質で噛めば噛む
ほど、肉の中に閉じ込められ
た、鶏本来の旨味がジュワ〜
とお口の中に広がります。

野菜は契約農家さん
直送の無農薬有機栽培！

【完全個別盛り】シャモのすきやきコース

和根洋彩 園次

川俣シャモとは？

TEL.053-456-3111

浜松市中区田町323-1
営業時間／月〜土・祝・祝前日: 18:00〜翌0:00
定休日／日曜 「そのじ 浜松」
で検索!!

和根洋彩 園次
第一通り駅
静岡銀行

新浜松駅

なごみ
ごみ
ごみ

〒

北口
ロータリー
遠鉄 メイワン
百貨店
駅
松
浜

居酒屋

地元・浜松の漁師さんから仕入れた
新鮮な魚介類を心を込めてご提供

新年会にも！

保美豚しゃぶしゃぶコース
[日〜木限定！飲放無制限 最大6.5H]
全6品

5,000円

玉ねぎオープン焼き／本日の一品豆腐サラダ／お刺身3種角煮串
保美豚のしゃぶしゃぶ／保美豚のメンチカツ ラタトューユソース／〆雑炊

オープンなカウンターと隠れ
チックなロフト席。
ふらっと気
軽によれる、
昔ながらの雰囲
気はどこか懐かしい気分に

日〜木限定3/21迄

9周年！
感謝を込めて

おススメポイント

保美豚は、温暖な渥美半島で抗
生物質や薬品などを一切与え
ずに育てられています。全国でも
希少な遺伝子組み換え飼料を
与えず、
ストレスのない環境で飼
育された、風味豊かな安心・安
全で美味しいお肉をたっぷりと
味わってください！

１０0円！

名物 角煮串
通常1本350円→

TEL.053-454-5422

浜松市中区田町316-28相曽ビル1F
営業時間／日〜木 17:00〜24:00 金・土 17:00〜翌2:00
定休日／月曜 「なごみ 浜松」
で検索!!

なごみ
第一通り駅
静岡銀行

新浜松駅

〒

北口
ロータリー
遠鉄 メイワン
百貨店
駅
松
浜

名物！豚角煮串

食事やデート、
合コンに人気です

全商品店舗で仕込んでいます♪
少しずつ商品も変更していくので何度頼んでも楽しめるかも？

身7種盛
毎日変わるお刺

一年中楽しめる
おでん！

当店自慢の一品。
タレと山椒（さんしょう）の香りが絶品！
350円／一本

120円〜

ボリューム満点！ 1,000円

居酒屋 別格

TEL.053-461-8030

浜松市中区曳馬４-20-5
営業時間／日〜木 18:00〜24:00 金・土 18:00〜翌2:00
定休日／月曜 「別格 浜松」
で検索!!

電車
通り

居酒屋 なごみ

最大8名TV付き個室や
宴会座敷やカウンター、
テーブル席あり♪

別格

曳馬駅
三浦公民館

ET INFORMATION
GOURM

今日は何の気分かな？

おいしいモノが食べたい！
ランチにディナーに、
お酒の時間に。
チェック！お腹も心も存分に満たして。

0000000030974

浜 松 郊 外 エリアの グ ルメ 情 報 を

グルメ編
ｔ
ｒｍｅ
Ｇｏｕ

ちょこっと
豆知識

「ごちそうさま」の
意味とは？

「ごちそうさま」は「ご馳走様」
と書きます。｢馳｣｢走｣のどち
らも｢はしる｣の意味。昔は遠くまで走って食材を調達して
いたから。走ってまで食事を用意してくれた方へ敬意と感

ましょう。

51

0000000030975

謝の気持ちを添えて「ご馳走様」
となったのです。お家で
はもちろん、外食をしたときも
「ごちそうさまでした」
と言い
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落ちやすい！
は
肪
脂
の
り
か
ば
ついた

冬太りを

ツンパツン、
久しぶりに履いてみたらパ
お気に入りだったボトムを
はそんな現実
変わっている!!今のままで
なんだか身体のフォルムが
楽しみましょう。
早くリセットして春を存分に
が訪れてしまうかも。

今年こそ︑
理想のカラダに
あなたのダイエットを完全サポート

イズはバラエティ豊か︒飽きる 事な

く効かせるフォームを身に付けるの

しっかりと 痩せられ ︑
リバウンドし

は難しく︑目標にアプローチできな

く ︑身 体 を 動かすことが 楽し く 感

ても ︑ダイエットに 失 敗し ちゃう ﹂

じ ら れ ます ︒また 自 己 流 では 正し

そんなあなたにおすすめ︒
ツラくて

ポートをしてくれるため︑頑張った

い方がほ と ん ど だそ う ︒的 確 なサ

グ ︒﹁キツくて続かない﹂﹁ 何 度やっ

苦しいイメージの筋トレですが︑﹁あ

ないと人気のパーソナルトレーニン

なたの楽しい﹂
を最優先に考えたプ

さらにダイエットの難 所である 食 事

時間が無駄になりません︒

管 理 をラインでサ ポートしてく れ ︑

達 成がかないます ︒
一人ひとり 細か

結果に違いの出る︑
おうちトレーニン

ログラムを組んでくれるから︑目標

不得意や︑体質・体調など丁寧にヒ

く目標を定め︑
トレーニングの得意

れるからリバウンド知らずの身体に︒

グまでぬかりなくアドバイスしてく

上のメニューから組まれたエクササ

アリン グしたう え で ︑ 万 種 類 以

1

、
-8cm
スト
月で
ウエ
約3カ 減量、 戦中！
挑
gの
10k
尻に
は美
今年

パーソナル
トレーニング

成功のヒミツはコレ！
あなたに合った自宅トレーニングを
教えてくれる。
トレーニングが目的のパーツに効いてい
るかをトレーナーがチェック。無駄がない！

浜北区西美薗

制限ではない、食事メソッドで好きな物を
食べながらダイエット。
さらにトレーナーが
LINEで毎日サポート。

Lucci Body ルッチボディ
運動が苦手でも大丈夫。
絞りたいパーツに
しっかりアプローチ！

ダイエットのつらい 局 面もトレーナーの
サポートでクリア。
結果が出るまで頑張れる。

MENU
浜北区西美薗

Lucci Body

ルッチボディ

北浜北
小学校

美薗中央
公園

北浜中央
幼稚園

LucciBody

多宝院

全12回 79,200円(6,600円/回)
1回(約60分) 7,000円※食事管理はコース購入の方のみ
●トレーニングモニターコース (1回あたり5,500円〜)
●パーソナルトレーニング

笠井
街道

取材会社/LB企画080-6904-5789

秋葉
街道

053-586-8155
浜松市浜北区西美薗1187-5
営 平日 7:00〜12:00、
16:00〜19:00
土曜 7:00〜14:00
休 水曜午後・日曜,祝日 P 5台
「ルッチボディ」
で検索

住

●冬の贅肉、
徹底解消コース

※経過や結果を発信させてくれるモニターさん大募集！

ウィーラ読者
限定！

初回お試しパーソナルトレーニング

お試し体験(約60分) 2,500円
3月末迄

※「ウィーラ見た」
でお問合せを

トレーナー
杉山さん

ルギーが深部まで行き届く﹁ハイパー
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.7％の方が効果を実感！
骨盤を整えてさらに痩せ体質が手に入る

﹁いろいろ試してみたけど効果が出な

℃まで温めそぎ落とし︑
リンパの流

ナイフ﹂で︑硬 く なったセルライト を

見のサロンです ︒美 骨 盤 矯 正 と 痩 身
42

い﹂﹁部分的に痩せたい﹂
そんな方に必

﹁むくみ﹂﹁便秘﹂などにも効果が期待

2

れを 改 善します ︒女 性の大 敵﹁ 冷え ﹂

た施術で︑骨・筋肉・脂肪へ的確にアプ

できる 優 れた 施 術 とマシンで美しい

マシン﹁ハイパーナイフ﹂
の つを用い

ス タ イルに な り ませ ん か ？ さ らに︑

ボコ ボコ 肌 を 滑 ら かに し て 皮 膚 を

ます︒美骨盤矯正では︑太った原因と

キュッと 引き 締めることで美 肌 も 手

ローチ︒効率よく理想の身体へと導き

なる身体の歪みや姿勢を徹底的にカ

1カ月後。40歳以上の方も効果を
実感していただいています

ウンセリング ︒
そして︑従 来の痩 身マ

After

に入ります︒

Before

シンより温まりが早く︑高周波のエネ

驚きの変化を実感！

美骨盤矯正

猫背＆骨盤矯正+痩身マシン
「ハイパーナイフ」

ハイパーナイフ
中区神田町・掛川市

メディカルサロンT

×
ぽっこりお腹や下半身太りを解消する美骨盤矯正

ウィーラ読者
限定価格！

中区神田町・掛川市

休

浜松市中区神田町390-5
平日9:30〜20:30
土曜9:00〜18:00
日曜、祝日
LINE予約「tasuku03」

経験豊富なセラピス
トがお待ちしておりま
す。女性特有のお悩
みにも親身に対応し
ます

美骨盤矯正+ハイパーナイフ+EMS 3部位セット ※要予約、新規限定 ※3月末迄

メディカルエステサロンT
掛川店

053-401-8822
営

燃焼＆ほぐしで引き締める ハイパーナイフ

たった4,980円で全身の脂肪を撃退！

浜松店
住

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
骨盤と脂肪のWケア効果

ソフトバンク
MEGA
ドン・キホーテ

取材協力／メディカルエステサロンT

セブンイレブン

0537-64-6688

ABC浜松
森田店
かっぱ
寿司

住

営

浜松店

休

掛川市上西郷508-1
しずてつ掛川ショッピングセンター
平日9:00〜20:00
土曜9:00〜18:00
日曜、祝日

掛川店
しずてつストア
倉真川

カインズ
掛川店
掛川バイパス

充 実 した キッ ズ ス
ペースや託児所もご
用意。全室個室のた
め、気兼ねなく施術を
受けられます
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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！

すべての肌トラブルに

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

インスタグラムをご覧ください。
施術例いっぱい

素肌を見せることで、魅力アップ！
ノーファンデーション、
してみませんか？

天然素材100％ピーリング
「ローズドメーラ」

15,000円

※ナチュラルかつ効果の高いピーリング ※剥離して肌を生まれ変わらすローズドメーラ

お試し価格

▼

通常30,000円

施術前

施術3日後

剥離後

剥けないハーブピーリング
「ビオフ
ィート」
※お肌のデトックス！血液循環を促進し、
お肌のむくみを一気に解消。
※1回の施術でスッキリとしたきれいなお肌につくりあげます。

8,000円

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

料金はすべて税別

完全個室
人目を気にせず
施術できます

ローズドメーラ施術

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。

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

0809050049004

お試し価格

▼

通常16,000円

いつまでも

辛い身体 のお悩みを

我慢 していませんか？
ウィーラ
典
読者特

1回で効果が実感できる骨盤矯正体験！

4,980円

9,720円

※3月末迄
※ご予約時に
「ウィーラ見た」
で
各院先着20名

体験者
さんの

痛くないし、
気持ちイイ！
「肩コリ」
「腰痛」
が
本当に改善できました！

声

タスク整体院 浜北本院

053-424-7220
イオンモール
浜松市野
カーマ

Glad

さわやか
中田店

船越バイパス

遠州曳馬駅

マックスバリュ
早出店

浜北駅

浜松市浜北区東美薗272-1
レモン浜北店
営 月〜金曜
9:00〜12:00、15:00〜20:00
北浜小
休 土曜 9:00〜17:00
日曜、祝日
マックスバリュ
浜北善地
浜北店
郵便局
LINE予約「@tne4408b」
住

タスク整体院 早出店
上島小

美薗中央
公園駅

ケーヨーデイツー
浜北店

053-586-5501

21

浜松市中区早出町230-1
営 月〜金曜
9:00〜12:00、15:00〜20:00
休 土曜 9:00〜17:00
日曜、祝日
LINE予約
「@nol9203w」
住

今まで色々と
通いましたが、
最終的に行きついた
のがタスク！

骨盤矯正専門整体サロン
ABC浜松森田町店
幹線
道新
MEGA
住
東海
ドン・キホーテ
営
●マクドナルド
●
●

●

かっぱ寿司
●サガミ

休

053-401-5080
浜松市中区神田町390-5
月〜金曜 9:30〜20:30
土曜 9:00〜18:00
日曜、祝日

LINE予約
「@tasuku03」

女性施術者や
充実した
キッズスペース、
託児所もご用意。

0809050113004

MENU

・肩コリ・猫背整体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,320 円
・BMKパーフェクト整体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,560 円
・BMKパーフェクト骨盤矯正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7,560 円
・BMK産後の骨盤矯正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,480 円
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レブ
銀座のセ
芸能人

ご用達！

肌が
スッピンのす!!
変わりま

使わない美容整形」
と注目される
「メスを

2Bバイオプラ
プ ンタトリートメント登場！

「エステではもの足りない」
「美容外科へ行くのはちょっと…」
そんなあなたに最適!!1度で効果を実感する、
2Bバイオプランタトリートメント で理想のボディーをGET!!
Aさん

気になるシミ・毛穴に

8,000円〜
初回限定特典 3月末まで

Bさん

料金

税(別 )

ひどいニキビ、ニキビ跡改善
小顔効果も

5種の天然植物と2種のミネラルをオールハンドのみで肌の深部に
しみ込ませ、細胞力を活性化。最先端の次世代トリートメントです。
ピーリングとは異なるので、フェイシャルも翌日から化粧OK！

1度で変化がわかるため、
コース契約は
一切ナシ！エステに数回通うよりお得です。

2Bバイオプランタトリートメントに
よって良い結果を出している例
※グラム数や体質により、
効果に個人差があります。

施術前

5回目
施術後

ひどい吹出物やニキビ跡に悩んでいましたが…。回数を重ねるごとに
キレイになっていくのを実感！フェイスラインもすっきりしました。

頬のタルミ、
ブルドックな法令線に

Cさん

2回目
施術後

施術前

年々濃くなるシミやそばかすが目立たなくなり、
肌にツヤとハリが
でました。
毛穴も目立たなくなりました。

セルライトの凸凹や、妊娠線に

さまざまな
肌トラブル

アンチ
エイジング

セルライト
ケア

ボディーの
引き締め

シワ・たるみ

アクネケア

妊娠線のケア

美容整形
前後のケア

小顔・リフトUP

30代・Bさん

など…

☎ 090-1724-7741
施術前
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たるみやくすみ、
シミが改善。頬の位置が上がり、
リフトアップも！ 目が
大きくなりツヤツヤの肌質に改善。毛穴が小さくキレイになりました。

1回目
施術後

施術前

セルライトの凸凹や、タレ尻もスッキリ！
引き上げ、引き締めます。

※各施術の効果には個人差があります。

浜松市東区中田町
営業時間／11:00〜22:00
定休日／不定休

完全
予約制

AKIKO 浜松市 ネイルサロン

検索

0809050128004

※ご予約時に番地詳細をお伝えします。

2回目
施術後

ウィーラ読者特典

専門店だから出せる結果
ワイトニング
ホ
フ
セル

あなたの人生を変える

ステキな笑顔 を手に入れて!

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！

Before

8トーンアップ
保障コース（16回）

お手軽

★利用者喜びの声★

痛みなし

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

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

通常
30,000円▼

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。

After

※最短4日のコースです。
(1日4回ずつ照射の場合)

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3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

0809050104004

まるで
別人!

ホワイトニング
コース
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自分を変える!

体質改善痩身 人生を変える!

キレイにやせる近道は健康になる事!!無理して我慢して頑張って
間違ったダイエットはもうおしまいです!

さあ、次はあなたの番です!
Before

After

Before

After

Kireiはあなたに合った正しいダイエット
法。
あなただけのプログラムで、
キレイに
やせるだけではなく、巡りの良い健康な
身体をお作りいたします。
たった1度の人
生です‼せっかく生まれてきたのだから、
食を楽しみ、
キレイにやせる事を喜び、
健
康である幸せを存分に味わってくださ
い!!Kireiは、
「本気でキレイにやせたい！
健康になりたい！」
そんなあなたの望みを
かなえる事をお約束いたします！！

1人でも多くの方にキレイにやせて健康になっていただきたいという願いから
Kireiからの精一杯の応援です! 良い1年のスタートにしてください!!
先着

限定

¥

半額

東洋と西洋医学を融合した
健康痩身法! 太りにくい体質に改善!

5,980

¥

一度でからだが温かく、
やわらかく、
むくみが解消されて軽くなります。
どうぞ、
ご体験ください。

体重

!
目指せ

5kg減
5cm減

体重

ウエスト

ゲルマ温浴
＋ツボリンパドレナージュ
＋セルケア6回
先着
＋骨盤矯正
30名様
＋スレンダーマシン 限定

ゲルマ温浴
＋ツボリンパドレナージュ
＋セルケア4回
先着
＋骨盤矯正
30名様
限定

¥

¥

39,800

29,800

︵税別︶

ゲルマ温浴＋ツボリンパドレナージュ 30名様
限定
＋セルケア＋骨盤矯正

通常¥11,960→

10kg減
ウエスト10cm減

!
目指せ

︵税別︶

肥満

お腹・おしり・太もも集中

先着

︵税別︶

リンパアップ
セルケア

39,800

ゲルマ温浴＋ツボリンパドレナージュ＋セルケア＋骨盤矯正

30名様

︵税別︶

か月間通い放題
か月間通
月間通
1か
何回でも毎日でもOK!!

でいいことありますか？

ダイエットとは
あなたも
まわりも全てを
幸せに満ち
あふれさせるもの

どんなに高額なサプリメントでも、
高度
なマシンでも、
あなたに合わなければ
時間と費用のムダ使いです。
人は100
人いれば100通りの性格やライフスタ
イル、
体質があります。
Kireiは今のあな
たに何が不足して、
何が必要なのかを
分析し、
あなただけのプログラムで、
あ
なただけの時間、
あなただけの施術を
いたします。
辛い冷え、
むくみ、
頭痛、
肩
こり、
生理痛、
腰痛、
不眠、
アレルギー、
様々な体調不良も解消いたします。
キ
レイにやせることは、
本当にうれしくて、
健康って本当に幸せなもの。
ダイエット
を楽しんでください!!お力になります!!

入会金・商品販売・勧誘一切なし！20年間ノークレーム! やせなかったら全額返金! あなたの望みかなえる事お約束いたします!
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完全予約制

駐車場あり

静岡県立浜松
技術専門校
261
Cocolo hair ファミリー
マート
イオンモール浜松市野

様々な事を学んできました

管理栄養士、基礎医学士、生活習慣病予防
アドバイザー、
ダイエットインストラクター、
痩身プロフェッショナル、
つぼ、整体、
リンパケアセラピスト
オーナー堤

当店はサプリメント、
化粧品、
器具等の勧誘は一切せず、施術のみご提供させていただいております。
また、
１回１回ご納得していただきたく、入会金や契約コースは設けず、全て都度払い、
お得な回数券ご利用とさせていただいております。
安心してお気軽にご来店ください。

HW190208

〒435-0056 浜松市東区小池町2487-1
営業時間／9:00~19:00

姫街道

☎080-1671-9080

しわ
たるみ

5回分の施術の効果が１回で!?

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

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”

初回お試し 15,000円
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

目元の下のたるみがとれて若々しく

施術後

施術前

おかげ様で12年！結果にこだわるプライベートサロン

DOBRE

―ドブレ―

あ053-589-3327
DOBRE 浜松市

検索

施術前

住 浜松市東区有玉北町796 2F
■
営 9:30〜18:00
■
休 日曜・他不定休
■
※12/30〜1/6は休業

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。

こちらの
「お得な体験価格」
や QRコー
ドから！
「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。

LINEで
ログイン
0809050121004

施術前
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薬剤師が教える！
！

体脂肪率は
27%から

3ヵ月で

20%に!

㎏
2
.
0
1

After
滋賀県栗東市 ＊薬舗たんぽぽ

どのような
ダイエットですか?

どのくらい
痩せますか?

費用はどのくらい
かかりますか?

その方の体質や生活に合わせた
漢方やサプリメントなどをおすすめ
しております。飲みやすい粒タイプ
やドリンクタイプのものもあります。

結果に個人差はありますが、
1カ月2〜3kg、
3カ月で6〜
10kgのペースで痩せる方
が多いです。

その人によって費用は変わりますが、
だいたい
月3万〜6万円くらいが目安です。
初めは4万
〜5万円でスタートされる方が多いですね。
お話を聞くだけでも構わないですよ。

10

【ダイエット教室の流れ】
まずはカウンセリング
をしながら、ダイエッ
トの説明をしていきます。

まずは︑
カウンセリングを通じて︑自分
の生活のクセや現状︵体重や体脂肪な
ど︶
を理解していただきます︒
一人一人に
合ったプランを作成し︑
そこからがダイ
エットの始まりです︒
現在も 人以上の
方が実践中で︑
喜びの声を多数いただい
ております︒

＆

今までいろんなダイエットを試したけど
ダメだった⁝そんな私でも大丈夫？
来 店される 方のほとんどが﹁ 運 動が無
理﹂﹁意思が弱くて続けられない﹂
という
方ばかり︒
でも︑
運動しなくても痩せら
れますし︑
続けられないのは
﹁続け方﹂
を
知らないだけ！そのために当店では︑
サ
ポートをしっかりとさせていただいてお
ります︒
1週間から 日の間隔でお店に
来ていただき︑
測定とカウンセリングを
行います︒今までの経過を見ながら︑
さ
らに痩せる方法を探していきます︒
本気で痩せたいと思っている方︑
ぜひダ
イエット教室へお越しください︒

柳本真由美先生
身長156㎝

なんで薬局でダイエット？
今の私を知っている方は驚かれるかもし
れませんが︑
昔はとても太っていました︒
前かがみになる とお 腹がつかえたり ︑
ジーンズの一番 上のボタンが閉まらな
かったり︒東京で一人暮らしをしていた
ので︑
そのときの不摂生が原因でしょう
か︒
忙しくてジムやランニングを頻繁に
することはできなかったので︑他の方法
があればと探していました︒
そんなとき
に︑
薬剤師の先輩が激痩せをした話を聞
き︑﹁これなら！﹂
と私もスタート︒
その
ときに食事法︑運動法︑思考法︑漢方な
どのダイエット 理 論 を 学びました ︒結
果︑2カ月で体重７キロ減︑
ウエスト8
センチ減ができ︑
それ以降8年︑
リバウ
ンドもしていません︒

ダイエット教室ではなにをするの？
自分の体験を活かして︑
痩せる喜びを多
くの人に知ってもらいたい！痩せられ
なくて悩んでいる人の力になりたい！
そう思って始めた
﹁ダイエット教室﹂
︒

Before

春を
目指すなら
今！
！

ダイエット教室の内容を公開！

注目！

減!!

個別指導型
ダイエット

短期集中

40

1

知って得する

体重・体組成などを測
定してからダイエット
プランの作成を行います。
2

アツミ薬局ダイエットコラム

バレンタインで選ぶチョコは？

お家で実践して、再び
お店でチェックとアド
バイスをいたします。
3

1

2

3

痩せたい方は今すぐご予約のお電話を！

お問合わせだけでもお気軽にどうぞ！

あ 053-452-2538
営業時間 9：00〜19：00

お正月太りはもう解消しましたでしょうか？体重が増えても、
すぐに脂肪になるわけではないので、今のうちに戻してくだ
さいね。
さて、2月といえばバレンタイン。
デパ地下やコンビニに美味
しそうなチョコレートがあふれ、
ダイエッターにとってはつら
い時期ですが、
上手に乗り切っていきましょう。
それでは、
ダイエット中でも安心、太りにくいチョコレートを
ご紹介していきます。
まず、
カカオ70％以上のビターなものが
オススメ。次に、
アーモンドなど、
ナッツ系が入っているもの。
ナッツは糖質が少なく、
カロリー以上に太りにくいです。
また、
最近はオーガニック系のチョコレートも増えてきています。成
分表示を確認して、
なるべく添加物が少ないものを選びま
しょう。
この時期のがんばりが春先に現れてきます。特に卒
業式や入学式を控えた方は、洋服を
スマートに着て笑顔で写真を撮れる
よう、今のうちから少しずつ取り組ん
でいきましょう。

※初回カウンセリング無料

日曜・祝日定休

アツミ薬局

五社神社
旧はま
ホール

駐車場あり

アツミ薬局
浜松市医師会館
三菱
UFJ銀行
至浜松駅→

浜松市中区大工町303-16

ザザシティ

検索

ザザシティより
徒歩約2分
実際の体験者のコメントはHPに掲載中！チェックしてね！
アツミ薬局 ダイエット で

どうしても
食べたい時は
成分表示を見ましょう！
アツミ薬局 渥美洋平先生

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。
そして毎日をもっと豊かにしてくれ
0000000030979

るお役立ち情報をチェック。

ライフ編
ｉfe
Ｌ

ちょこっと
豆知識

観葉植物を味方につけて
運気アップしよう

観葉植物は葉っぱの「形」、
「 生える向き」で風水の「気」が
決まります。細く尖った葉で上向きのものは発展・成功のパ
ワーが強いので仕事運がアップ！デスクまわりに置いてみ
せる効果があるので寝室やリビングに最適です。
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0000000030981

て。
また丸い葉で下向きのものは、穏やかに気を落ち着か

浜松市内
結婚相談所

TSU INFORMATION
KONKA

Junko寺子屋婚活塾

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。

恋 人 が 欲しい

INFORMATION

婚活応援キャンペーン

結婚したい！

毎月
「婚活交流会」
をさまざま
なテーマ・場所で開催。LINE
の友達追加をすると、お役
立ち情報をお届けします。
3 / 9（ 土 ）は 夜 恋活カフェ
会開催。
LINE＠へ

2/8〜3/7

090-2349-8143

佐鳴台
結婚相談所

グッドチャンスでは無料の結婚相談＋ハー
トグラム診断で、あなたにあったアドバイス
をします。年齢問わず、すべての方の出会い
を応援し、素敵なご縁が訪れますよう、
私達カ
ウンセラーがお手伝いいたします。おあいて
ネットで全国の婚活可能。

巻末占いページもチェック！

婚活編
Konkatsu

ちょこっと
豆知識

ウィーラ読者特典

縁結びQUOカード
プレゼント
※ハートグラム診断 無料
※3月末迄

×モテない人…自慢話ばかりする人＆おとなしすぎる人
自己表現しすぎると相手に嫌悪感を与えるし、自己表現が
なさすぎると
「何を考えているのか全く分からない」
と思わ

オレンジストリート沿い

グッドチャンス浜松 検 索

0809050012004

住 浜松市中区佐鳴台1-12-1 2F
営 11:00〜20:00
休 水曜

モテる人と、
モテない人の
共通点ってズバリ何？

◎モテる人…相手の話をよく聞く人

0120-201-707

れてしまいます。話題をふりながら、心地よく楽しそうに話
を聞くことがポイント!

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。

朝の時間を出会いに活用！ひとりで行ける婚活パーティー♪
地元の朝婚活は
「みかん企画」
で検索！
前回の浜松市フォーハノイセカンドでの朝
婚活パーティーではアジアンデザートを楽
しみながらの婚活でした。1対1の自己紹介
から第一印象チェック、その後2〜3人のグ
ループに分かれてのトークタイムの構成で
す。こちら以外にもオシャレなカフェで出
会える婚活パーティーを行っています。
みかん企画は2018年度静岡市、豊橋市の
婚活セミナー依頼企業なので、
安心してご参
加いただけます。
「みかん企画静岡」
で検索!

0809050090004

有限会社アイクル
お見合いパーティー

協力／fortune taller yuki

グッドチャンス浜松

ハートグラム診断であなたに合ったお相手探し

BanBan

0000000030991

検 索

1位 射手座 カジュアルに星形チョコを
2位 蟹 座 手作りチョコで家庭的な一面を演出
3位 山羊座 大人感のある高級ブランドで

0000000030983

Junko寺子屋婚活塾

LINE@「@cif2017h」
で検索

INFORMATION

【浜松】
パーティー日程
◆会場 フォーハノイセカンド
浜松市中区板屋町104-1 D sTower 1F
2/17(日)9:00〜
男性 35〜47歳 女性33〜45歳
2/24(日)9:00〜
男性30〜42歳 女性27〜39歳
◆会場 ロッソ･ネロ 浜松市西区雄踏1-15-9
3/3(日)15:30〜
男性 27〜39歳 女性 25〜37歳

090-5039-5864
住 浜松市北区細江町中川6279-27
受 24時間
（HPからの受付のみ）※お申し込みはHP、お問い合わせはメールで

shizuoka@mecan3.jp

みかん企画 静岡

検 索

0809050152004

junko@junkoterakoya.com

結婚運ベスト3

バレンタインにぴったりのチョコは？
0809050001004

営 10:00〜18:00
休 不定休

LOVE
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佐鳴台

各所

結婚相談所 婚活サロンコラージュ

結婚相談所

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♪
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！

●

佐鳴台中

●

●
●

●
BanBan
佐鳴台小 セブン
イレブン

東伊場
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

検 索

慶愛ブライダル情報館

理想の結婚は実績ある相談所へ

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。

結婚への秘策は実力ある相談所を選ぶこと。
信頼できる相談所での
「お見合い」
が運命の結
婚へと導きます。ご家族のご相談も承ってお
ります。経験豊かなカウンセラーにご相談く
ださい。
成婚率が高く長年の実績をもとに、
心
を込めてサポートいたします。

四柱推命
053-415-9237

ウィーラ読者特典

入会金半額
※3月末迄
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。

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

053-458-2952
メゾン・
あがたい

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

検 索

0809050105004

●

ＩＮＦＯＲＭＡＴ
ＩＯＮ

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

カーニバル パーティー 浜松

厳選！
shop』
t
c
e
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e
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a
e
『365LIFE r

一度は
住んでみたい

浜松のオシャレ物件②
入居者さん

ワクワク・キラキラのお部屋を発見

シェアハウス

いらっしゃ〜い！

入居キャンペーン
浜松市内のまたは周辺の

今回も365BASE運営の不動産サイト

実家暮らし女子限定

『365LIFE realestate select shop』から

3月末までの入居で

20〜30代のお客様目線で選んだ

仲介手数料→

オシャレでユニークな物件をご紹介します！

無料！

365LIFE代表

古橋 啓稔

友達に自慢できるお部屋
シンプルに暮らしたい方に

カラフル・ライフ

ブラウンカラーをメインにしたラグジュア
リー空間が魅力。玄関を開けば、豪華なガ
ラスブロックがお出迎え。内装の一つひと
つが、シックでおしゃれなデザイン。友達を
呼んで、自慢したくなります。大きなウォー
クインクローゼット、U字型のハンガーパ
イプなど、たっぷり収納できます。

まるでヨーロッパや南米の都市の様に、赤
や青・黄色など様々な原色で溢れるお部
屋。さらに特徴的なリビングスペースは、段
差によって少し下がったセンスある作り。玄
関から続き土間スペース、室内すべてを靴
を脱がずに生活することも可能なのです。

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、お部屋を紹介する場 所。
それが
SNSを見るように部屋の写真を眺めながら、直感的に物件を探せるのが最
家具や服など極力物を持たず、必要最低限
の者で暮らす人を「ミニマリスト」と呼びま
すが、そんな生活を求める方におすすめ。
天井にはナチュラルな木目、お部屋全体は
無彩色でまとめられつつもしっかりと重厚
感が。何も飾る必要はないほど魅力的です。

大の魅力。物件を見る過程で「自分の好みのスタイルは何か？」
に、気づい

ていきます。加えて、
「デザイナーズ」
「レトロ」
「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」
などのユニークなワードで検索可能。実
際に暮らした時の自分のライフスタイルを想像しながら物件を探せます。

ペットと一緒もOKです！
「秘密基地みたいなロフト付きの部屋」
「カ
ウン ター 付 き の キッチ ン で ホ ー ム パ ー
ティ」
「ペット可じゃないと無理！」
「おしゃれ
な部屋に住みたい」
「買い物に便利なとこ
ろ 」… 女 の 子 の 願 望
がたくさん詰まった、
ペット専用の潜り戸付き 楽しいお部屋です♪

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！ 問 053-411-6008
次回予告！

なぜ今リノベーションが熱いのか？

お楽しみに！

リノベーションのススメ 基礎編
アウトドア好きの秘密基地

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

よう！ 要予約
イベントに 参 加し

Workout ＆ fun

ボディメイクをもっとして楽しく！

宿
1泊2日のトレーニング合宿
■日程
■参加費
■人数

3/16（15:00〜） 3/17（〜15:00）
15,800円
8名限定！参加者選考制

※お申込みはWEB限定。
申込内容から、
参加者は厳選させていただきます。
カリキュラム

＊鍛えよう！自重トレーニング

講師

Ayaka
k さん

パーソナルトレーニングジム
Grassy 代表

合宿の最 後には

みんなでBBQ
！

＊正しい食事について おいしく作るダイエットメニュー
＊みんなで楽しむ チームトレーニング

ご予約はHPから！

https://365base.wixsite.com/365base-diet

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

K-mix RADIOKIDS presents

ディズニーが贈る吹奏楽の祭典！吹奏楽×ディズニーの最強タッグ！！

第一不動産 Special LIVEKIDS vol.3

ブラバン・ディズニー！ コンサート

K-mix RADIOKIDS 発！
もっと音楽で熱く！音楽でもっと繋がる！そ
して、
なによりも、来てくれた皆さんが、その
空間を全身で楽しんでいただくライブイベ
ント
「LIVEKIDS」第3弾開催決定！
出演アーティストは、
「 Touch the Voice」
をテーマに その声に触れてほしい 男性
シンガーソングライターの 2 組 。K - m i x
MEGA PUSH TRACKも記憶に新しい、
多分
野から絶大な支持を受ける
「七尾旅人」＆
今年更なる飛躍が期待される
「向井太一」
！

＜詳しくはコチラ＞
https://www.k-mix.co.jp/190223-livekids

●日時／2月23日（土）
開場16:30 開演17:30（〜20:00）
●会場／LIVE ROXY SHIZUOKA
（静岡市葵区黒金町28-1-2）
●料金／4,000円（別途ドリンク代600円）
●出演／七尾旅人、向井太一
●MC／DJ Roni
＜只今、
チケットぴあにてチケット発売中！＞
★チケットぴあ TEL 0570-02-9999 Pコード：140-957

02
ライオンウサギ

Column
by Yu Inoue

井上 侑の

第47回

●日時／3月10日（日）
開場13:00 開演14:00
●会場／静岡市民文化会館 大ホール
（静岡市葵区駿府町）
●料金／S席7,500円 A席6,500円
学生4,500円（全席指定）
●指揮／オリタノボッタ
●演奏／シエナ・ウインド・オーケストラ
●MC／綿引さやか

世代を超えて多くの人々に愛され続けている
ディズニー音楽を、国内屈指のプロ吹奏楽団で
あるシエナ・ウインド・オーケストラが、エンタテ
インメント溢れる演奏でお届けします。
観客のみなさまが演奏に参加できたり、プログ
ラムを選んでいただくコーナーも！吹奏楽って、
こんなに楽しい!!世界中の誰もが愛し、口ずさむ
ディズニーの名曲たちに今、新たな生命が吹き
込まれる!!

＜詳しくはコチラ＞https://www.k-mix.co.jp/190310-brabandisney

開演/ 18:00

2/11

6,900円

発売中

山崎育三郎

【月】 三島市民文化会館
開演/ 17:30

7,800円

発売中

南こうせつ

【日】 大井川文化会館
開演/ 16:30 ミュージコ

5,500円

発売中

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

8,000円

発売中

ザ・クロマニヨンズ

【金】 静岡市民文化会館
開演/ 19:00 中ホール

3/15

5,000円

発売中

Suchmos

【土】 静岡エコパアリーナ
開演/ 18:00

3/16

6,500円

発売中

3/3

3/15

J-POP

僕らまだアンダーグラウンド／
Eve

J-POP

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！

静岡市民文化会館

MEGA PUSH TRACK

Album「おとぎ」

「K-mix Midnight Rendez-vous ミドラン 」毎週月曜日 25時〜

04Concert Information

2 月の

■ 初回限定盤［CD+DVD］
TFCC-86664 2,500円（税抜）
■ 通常盤[CD]
TFCC-86665 2,000円（税抜）

2/9（土） 神奈川・川崎 MUZAゲートプラザライブ
2/16（土）愛知・名古屋「たーつの部屋と盆栽と私」
3/2（土） 静岡・浜松
「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」
3/9（土） 東京・南青山「春のワンマンライブ ふきのとうの天ぷら」

2/9【土】

03

「冬の朝 ストーブの前は 僕の席」

実家の猫、
チョコは、
とても繊細で、
ビビリで、
たまに会っても、
なかなか近
づいて来てくれません。
（チョコ、
あなたが手のひらに乗るサイズだったこ
ろ、小さな哺乳瓶でミルクをあげたり、
お昼寝したよね？
覚えてるかーい？T̲T ）
ただ、
唯一、
側にいてもビビらないのは、
ストーブの前。
寒がり同士、
譲らない
ストーブの前。
たまに帰ってくるからね、
いつかまた一緒にお昼寝しようね。
今後のライブ情報

森山直太朗

＜チケットは各プレイガイドで発売中！＞
★ローソンチケット
TEL 0570-084-004（Lコード：48910）
ローソン・ミニストップ店頭Loppiでの
直接購入
★LINE TICKET
http://ticket.line.me/events/1306
★チケットぴあ
TEL 0570-02-9999
（Pコード：136-465）
★イープラス http://eplus.jp/

暮らしのなかで／
T字路s
Album「PIT VIPER BLUES」
■ PECF-1165

2,700円（税抜）

ライブの詳細、
チケットのご予約等は → inoue-yu.com

まもなく発売！
サンデーフォーク プロモーション静岡

☎ 054-284-9999
三島市民文化会館

3/30

ケツメイシ

☎ 055-976-4455
大井川文化会館ミュージコ

☎ 054-622-8811

GRAPEVINE

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

THE YELLOW
MONKEY

☎ 054-284-9999
JAILHOUSE

☎ 052-936-6041

HATS MUSIC
FESTIVAL

【土】
開演/ 18:00

静岡エコパアリーナ

8,640円

2/23〜
10:00〜

サンデーフォーク プロモーション静岡

【日】
Live House浜松 窓枠
開演/ 17:00

4,800円

2/9
10:00〜

サンデーフォーク プロモーション静岡

3/31

【日】
開演/ 17:00

4/21

8,640円
開演/ 17:30
U-18スタンド 3/16〜
静岡エコパアリーナ
最後列指定席
10:00〜
4/28【日】
3,000円
開演/ 16:00
3/3
4/30【火】 アクトシティ浜松
8,800円
10:00〜
開演/ 17:00 大ホール

4/27【土】

☎ 054-284-9999
☎ 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

※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。
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EVENT & INFORMATION
Event

Music

畑の中で過ごす一日
お花見はたけごはん
●日時：3/10(日) 開演14:00
●会場：音楽工房ホール
（楽器博物館2Ｆ）
●料金：3,000円
（当日＋500円）
お菓子付き
※全席自由
●申込：電話またはメールにて
lirica.lina2013@gmail.com

毎年3月8日、
イタリアの街は黄色いミモ
ザの花で明るく彩られます。そんな ミモ
ザの日 にちなんだコンサートを開催。華
やかなピアノの音色と共に、女性ならで
はの柔らかい歌声をお届け。日本や世 ■
問 mimosa ☎080-5531-1082
界の歌曲、
オペラアリア、重唱などをお楽 「MIMOSA SPRING」で検索
しみください。

Event

問 寿梅園
■

おいしいお酒と食事に心地よい音楽…。
この
日限りの宵・特別コース料理には、
農家野菜
をメインとした6品盛り合わせなどが登場。 ●日時：3/24(日) 開場16:00
食事16:30 〜、開演17:30 〜
デザートやお土産もあり豪華。成山剛さん
(sleepy.ab)による、
アコースティックライブを ●会場：農＋(ノーティス)
●料金：5,000円(ドリンク別)
楽しみながら春の1日を堪能しよう。
※ライブ,コース料理込
●申込：メールにて受付

no.q.festival@gmail.com

☎090-9905-8485

jyubaien@yahoo.co.jp 「寿梅園」で検索

Music
QUIET HILL 2019 春
ハンバート ハンバート×青葉市子
QUIET HILLが2年ぶりの開催！ハンバート ハ
ンバートは、佐藤良成と佐野遊穂によるデュ
オ。2人ともがメインボーカルを担当し、独特
な詞の世界は幅広い年齢層から支持を集め
ています。青葉市子は、
マヒトゥ・ザ・ピーポー
とのユニット"NUUAMM"名義でも作品をリ
リース。CM音楽や舞台作品への参加など多
岐にわたり活動中です。ガラス張りの外観が
美しい壬生ホールで特別な一夜を過ごして。

Event
第4回 いとへんのまち
浜松生まれの生地が勢ぞろい
浜松では
「注染そめ」や「遠州木綿」
など、伝
統の染め織物が現在も受け継がれていま
す。新作ゆかたや着物の試着、職人による
注染そめの実演、帯結びのワークショップ
など魅力的なブースが登場。生地を見て
触って、
伝統を身近に感じてみよう。

●日時：2/17(日) 〜 26
（火）※20(水)，
22(金)は休み
●会場：寿梅園
（浜北区宮口4935-1）
●料金：入場無料
※予約制のイベントあり
梅農家の梅ごはん：2/17(日),19(火),23(土),26(火) 各日11:00〜15:00
弥生食堂：2/18(月)※予約制
ふくれや出店：2/24(日)
生活科学こよむ：2/25(月)※予約制

〜2019春の宵×
浜松 農＋(ノーティス)〜

問 農＋(ノーティス) ☎053-548-4227
■
インスタグラム@no.q̲festival

忙しい毎日から少し離れて、心も体もリフレッ
シュ。梅園で梅の花を眺めながら、
のんびりと
過ごしませんか？「梅農家の梅ごはん」では、
季節の採れたて野菜と梅を使った、
からだに
優しい定食を提供します。日によって出店内
容は変わるので、
ブログで確認を。

●日時：3/23(土) 10:00 〜 18:00
3/24(日) 10:00 〜 17:00
●会場：Ａｎｙ
（浜松市中区千歳町91-1）
●料金：入場無料

問 いとへんのまち事務局 ☎053-465-3961
■
（白井商事内）
「いとへんのまち」で検索

©hanayo

●日時：3/8(金) 開演19:30
●会場：浜松市天竜壬生ホール
（浜松市天竜区二俣町二俣20-2）
●料金：前売5,400円、
当日5,940円
※前売が完売の場合、
当日券の販売はありません
●申込：チケットぴあＰコード[140-149]
問 BOOM BOOM-BASH ☎054-264-6713 (平日10:00 〜17:00)
■
「QUIET HILL 2019」で検索

☎090-5455-3560

住 浜松市中区萩丘2-9-21
■
営 9:30 〜 17:00
■
休 不定休
■
受 ご予約はLINE：@tnu2596o
■

（100分）

完全
予約制

又はHPからお願いします

http://diana0228.com/

宝石水で
巡りを
正常化

ヒーリング
ディアーナ
浜松
四ツ池公園
上島２丁目北

2号
15

遠州鉄
道

（60分）

女性専用
サロン

上島駅

ヒーリングディアーナ 浜松

検索

0809050081004

MIMOSA SPRING
HAS COME!
IN HAMAMATSU
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CINEMA & BOOK

BOOK

フォルトゥナの瞳
ファッション

好きな服を自由に着る

岡本敬子／著
光文社
1,500円

ファッション業界にもファンを多数持
ち、あこがれの的であるアタッシェ・
ドゥ・プレス、岡本敬子さんによる初の
スタイルブック。天気や日差しによっ
て着るものを決める。色や柄は大胆
に使う。小物をピリリと利かせるなど
の敬子流コーディネートをたっぷり詰
め 込んだ、ペ ージをめくるた び に
ファッションが好きになる1冊です。

浜松

浜北

CINEMA

監督：三木孝浩
出演：神木隆之介、
有村架純、
志尊淳、
DAIGO

©2019「フォルトゥナの瞳」製作委員会

2/22（金）

公開

サムライマラソン

はたらく女子のオフィスで
「カベ」
ストレッチ

伊与原 新／著
新潮社
1,600円

シネマイ〜ラ館主

榎本雅之の

シネマ
日和
cinema biyori

公開期間
2/9
（土）
〜22
（金）

輝かしい名声と成功の裏にあった、人生の苦悩と悲哀。何か を探
して彷徨い続けてきた エリック・クラプトン の過去そして現在を赤
裸々に曝け出す珠玉のドキュメンタリー。
グラミー賞を18回受賞、 ギターの神様 と証され、3度ロックの殿
堂入りを果たします。長年音楽界を牽引し続ける世界的スーパース
ターでありながら、
お金や名声より音楽性を優先。愚直なまでにブ
ルースに身を捧げ天才の名を欲しいままにしていました。
しかし私生
活では欲望と愛情、快楽と幸せの区別もつかず、酒、
ドラック、女、全
てのものに溺れていきます。母親に拒絶された少年時代の孤独、共
にギターの腕を競い合った仲間たちの喪失、親友ジョージ・ハリソ
ンの妻への恋、最愛の息子コナーの死…。天国と地獄を行き来す
るような、彼の過酷で波乱にみちた人生をご覧ください。
協力／CINEMA e〜ra

「仙骨の瞬間無痛調整
リーディング

にすることで肉体

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。

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

仙骨の働きを正常

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
680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、
果があるからこそ、
38年間続いています。
体

仙骨瞬間無痛調整とは…？

磐田

【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

エリック・クラプトン
―12小節の人生―

【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。

浜北

監督：バーナード・ローズ
出演：佐藤健、
小松菜奈、
森山未來、
長谷川博己

Ⓒ SAMURAI MARATHON 1855 FILM Partners

小説

この先に「月に一番近い場所」があ
るんです―。死に場所を探してタク
シーに乗った男を、運転手は山奥へ
と誘う。樹海を目指した男が、そこで
見たものは？（月まで三キロ）。浜松
を舞台にした表題作をはじめ、科学
のきらめきが人の想いを結びつける
6つの短篇集。

浜松

日本マラソンの発祥と言われる「安政遠足（とおあし）」
を題材にした小説を映画化。安中藩主・板倉勝明（長谷
川博己）は藩士を鍛えるため、15里の山道を走る遠足
を開催する。
しかし行き違いによって幕府への反逆とみ
なされてしまい、安中藩取り潰しを狙う刺客が藩士不在
の城に送り込まれる。危機を知った安中藩士・唐沢甚内
（佐藤健）は、藩を守るべく走り出す。

働く女性はコリにさらされている!デスク
ワークで疲れた女 性が 駆けこむの
は、体の調子を整えるマッサージや整
体。
しかし、圧倒的にデスクワークの
時間が多い中では、回復が追いつき
ません。
そんな悲鳴のような悩みから
生まれた、現役整体師による
「カベ」
さえあればどこでもできる簡単スト
レッチ30点をご紹介。

月まで三キロ

公開

幼少期に飛行機事故で家族を失った木山慎一郎（神木
隆之介）。
ある日、死を目前にした人間が透けて見える能
力「フォルトゥナの瞳」を持っていることに気づき、生活
が一変。自分はなぜこんな力を持ってしまったのかと苦悩
する日々を過ごしていた。そんな中、桐生葵（有村架純）
という女性に出会う。明るく、自分に対し夢や自信を与え
てくれる彼女に心惹かれていき、孤独だった慎一郎の人生
に初めて彩りが生まれる。
互いに惹かれ合い幸せな日々を
過ごす2人だったが、
突然葵の身体が透け始めてしまう…。

ヘルスケア

古賀直樹／著
雷鳥社
1,300円

2 /15（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、
38年の実績があります。

MRT療法は延380万人の実績。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:3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
MRT浜

☎053-452-1155
☎053-452
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

0809050122004
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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！

チロル／いちごのシャルロット 496円

ビスキュイのサクサク感と
ムースのふんわり感が絶妙

いちご

今が旬！おいしい＆かわいいいちごのスイーツ。
いちごをたっぷり楽しめる贅沢な逸品をセレクト。

リープリング／いちごのタルト 465円

バレンタイン／いちごプリン 432円

自家製ジャムでコーティング
された、輝くいちごのタルト

大きないちごがゴロゴロのった
贅沢極まりないいちごプリン

女 性の帽 子を意 味するおしゃれなスイーツ

おとぎの国のような建物が印象的なケーキ屋

旬の果物を豪快にのせたプリンは、見た目の

「シャルロット」。
いちごムースとバニラムース

さん。定番のショートケーキ、
ミルフィーユ、
ロー

インパクトもあり、手土産に大人気。上にのせる

の間に苺とラズベリーのジュレを閉じ込め、周

ルケーキ、パイなど、旬のいちごスイーツが並

フルーツは、
いちご、桃、国産マンゴー、
シャイン

りはビスキュイを。表面にはコンフィチュールと

ぶ中、今回紹介するのはタルト。
いちごは静岡

マスカットなど、季節とともに変わります。11月

いちご・ブルーベリー・カシス・赤スグリの実が

産の紅ほっぺや章姫を使用。甘くて大粒のい

頃〜6月頃まで味わえるいちごは、今が旬。静岡

散りばめられ、
とても華やか。いちごは香りが

ちごが艶やかに輝き、美しく山をなす姿に心奪

県産の章姫2Lサイズ以上を使用。バニラビー

強いカマロッサ種を使用。
ビスキュイのサクサク

われます。豪快に頬張ると、
いちごの甘酸っぱさ

ンズが効いた滑らかなプリンと相性抜群です。

感を大事にし、生地が湿気ないよう仕上げら

とカスタードクリームの甘さ、
タルト生地の香ば

いちごのジューシーで濃厚な甘さと、プリンの

れている、手間暇かけた逸品です。

しさが口に広がり、幸せいっぱいに。

優しい甘さが見事にマリアージュ！

Patisserie チロル

Liebling

☎053-428-5533 浜松市北区新都田2-31-4
営／10:00〜19:00 休／火曜,第3月曜
「チロル 浜松」
で検索

西洋菓子Valentine

リープリング

☎053-414-2866 浜松市北区東三方町128-5
営／10:00〜18:30 (カフェ17:00)
休／火曜,第1・2・3月曜(祝日の場合は営業)
「リープリング 浜松」
で検索

バレンタイン

☎053-449-4909 浜松市中区佐鳴台3-37-12
営／10:00〜19:00 休／水曜,木曜
（イベント期は変更）
「浜松バレンタイン」
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

同じ種類の
バスローブや
バスドレスもあるよ

今月のテーマ

バスグッズ

入浴タイムをちょっとHAPPYにしてくれる、かわいい
アイテム。贈り物として喜ばれること間違いなし！

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
思わず食べちゃいそうな
かわいいマカロン入浴剤

入浴タイムが待ち遠しい
大人かわいいヘアバンド

バリエーションは、ザクロ＆ローズ・
グリーンティー＆ラズベリー・ラズベ
リー＆グレープフルーツ。お風呂に
入れるとしゅわしゅわと溶け、甘い香
りが広がります。
プチマカロンフィズ
(2個入り) 486円

洗顔するときはもちろん、入浴後の
濡れた髪にも使えるタオル生地の
幅広ヘアバンド。
リボン付きで花柄
がとてもキュート。
フラワープリント ヘアバンド
各1,800円

シャンプー・
トリートメント用

美容鍼灸師監修の
ネコ手型マッサージグッズ

泡ハンドソープ用

シャルロットケーキの
ようなディスペンサー

突起がツボを刺激し、筋肉のコリを
ほぐして血行を促進。
お風呂につか
りながら使用できます。洗えるので
清潔!
ミャウミャウ
リラクシングキャットハンド
850円

市販のソープをディスペンサー
に入れ 替えるだけで、浴 室がオ
シャレに！ホ テル のような 高 級
感を楽しめます。
シャルロットディスペンサー／
フォームディスペンサー
各1,800円

肌にシュッと
吹きかけるだけ！
バレンタインや
ホワイトデーにも
最適

入浴後のリラックスタイムは
甘美な香りに包まれて
お風呂あがりの保湿とリラックスに効
果 的 なフレグランスボ ディミスト。
ジャスミンと洋梨の香りが広がるラン
ドリーソープ＆シロップがセットに。
フェルナンダ ギフトセット
1,944円

今日はどれにしようかな？
ワクワク楽しい入浴剤セット
ザクロの香りのバブルバスと、
ビター
チョコ・ココナッツラズベリー・ハニー
ココアの香りのフィズがセットに。
プチパーティーチョコレートボックス
1,620円

もう若くも
ないから
正直焦る

なかなか
出会いが
見つからない

結婚を
相談できる
カウンセラーが
いない

人気カフェのギフトカード(1,000円分)

30分で分かる

結婚相談予約受付中

は
「結婚できない男女を に」
を目指します！
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結婚サービス アイクル

プレゼント!

来店の方
全員に

今すぐお電話

ゼロ

０

入会金 3,0000円 0円

2019年
3月末まで

10:00〜20:00
火曜休み

0120-968-661

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

0809050116004

どこにいるの？

Francfranc 浜松メイワン店 ☎053-452-9960 「フランフラン浜松」
で検索
casa&SWENイオンモール浜松市野店 ☎053-411-3383 「casa&SWEN 浜松」
で検索

！
応援

私の“白馬の王子様”は、

SHOP LIST

牡羊座

牡牛座

双子座

蟹座

獅子座

乙女座

★★★★★

★★★★☆

★ ★★★★

★★★★☆

★★★★★

★★★☆☆

3/21- 4/19

4/20 - 5/20

LUCKY DAY 2/10

LUCKY DAY 3/2

5/21- 6/21

6/22- 7/22

LUCKY DAY 2/16

7/23- 8/22

LUCKY DAY 2/27

8/23- 9/22

LUCKY DAY 2/20

LUCKY DAY 2/11

♠全体運

♠全体運

♠全体運

♠全体運

♠全体運

♠全体運

春に向かい運勢が少しずつ好転
する星回り。長い間思い悩んでい
た問題も望む形で解決し、
すっきり
と晴れやかな気分になれるでしょ
う。
また、今後の人生に影響を与え
る人物が出現するかも。大きな決
断をすることで生活がこれまでと
一変する可能性がありそう。

少し面倒な仕事を依頼されるか
も。結果的にやっておいて損はし
ないので引き受けましょう。周囲の
助けを借りつつチームワークでう
まく乗り切って。ストレスを感じや
すい時期なので、
うまく発散して溜
め込まない工夫を。ただし買い物
依存に注意が必要。

長年の夢が叶ったり、責任ある仕
事を任されたり、今期はうれしい出
来事が盛りだくさん。人気も上が
り、人の輪の中心になる可能性も
高いでしょう。
ただし2月後半は自
分のミスによる通信トラブルに注
意。送信先の間違いや返信忘れ
など、
信用を失う恐れがあります。

仕事では逃げ出したいほどのプ
レッシャーを感じる業務を請け負
いそう。
この件は2月中旬以降に
よい形で決着がつき、
あなたの評
判も上がりそうです。
また、
「 好き」
で長年続けてきたことにも転機が
訪れる予感。今後の人生を考える
良いきっかけになるかも。

今期はうれしい知らせが次々と舞
い込むとき。
これまで熱心に取り組
んできたことが評価され、
さらに大
きく発展していく気配。
ただし欲張
りすぎるのはタブー。
すべての成功
を自分だけのものにせず、協力して
くれた仲間にはきちんと恩返しを
して関係維持につとめて。

新しい計画が進み盛り上がってい
た気分が一転、何らかの事情で延
期や中止に追い込まれ苛立ってし
まうかも。今期は新しいことを始め
るより、不要な物事の整理や処分
が適しています。大掃除ができな
かった人はこの時期に。未来に向
け、
身の回りを整える期間です。

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

今年のバレンタインは少し作戦を
練る必要がありそう。真正面から
行くと相手の反応に翻弄されてし
まうかも。
カップルはパートナーの
家族と積極的に交流を。

職業や収入など求める条件がシ
ビアになるとき。意中の相手に告
白する場合は手作りチョコが効果
的。
カップルはバレンタインデーに
プロポーズされるかも。

今期の双子座は最大のモテ期。
なるべく人の多く集まる場所へ足
を運ぶのが幸運のカギ。
カップル
は最高のシチュエーションでプロ
ポーズが待っているかも。

いつも気軽に話をしている人から
告白されるかも。
まずは2人で食事
から。
カップルは充実した幸せを
感じられそう。
まさにゴールインの
タイミングです。

全然タイプではなかった相手に自
分からアタックするかも。バレンタ
インは本命と義理をあえて区別し
ない方が吉。
カップルはGWの旅
行計画を今から進めて。

自分と趣味や価値観が合う相手
と急接近の予感。アプローチには
自分の行動や趣向が伝わるプレ
ゼントが吉。カップルは暖かい部
屋でおうちデートを楽しんで。

星とタロットが教える

ＨＡＰＰＹ占い

2

8

3

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PRimA-Classe（プリマ・クラッセ）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 : PRimA-Classe(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 2/23

LUCKY DAY 3/6

LUCKY DAY 2/17

LUCKY DAY 2/14

LUCKY DAY 2/18

LUCKY DAY 3/5

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

交友関係の幅が広がり新しい友
人が増えるとき。知り合い程度の
関係だった人とも行動を共にする
ことでさらに親しくなれるかも。習
い事やセミナー通いなど、新しいこ
とを始めるのもおすすめ。
また、家
族にしばらく会っていない人は連
絡をとりましょう。

今期は単独で動かない方がよさ
そう。
できるだけチームプレーを心
がけ、助け合うことが重要です。
こ
の冬、寒さを理由にあまり積極的
に外に出ていない人は、
スポーツ
で身体を動かし体調管理を。
また、
SNSにプライベート写真など個人
情報を多く公開するのは危険。

ここ最近疲れが溜まっているはず。
普段の食事に気をつけ、休日は運
動やスパに行くなど体調管理に努
めて。今後訪れる大幸運期に向け
心身を整えておきましょう。今期は
あなたの意見を求め、相談される
ことが多くなりそう。
もちろん秘密
は絶対に口外しないで。

今期は無理せず落ち着いた行動
を。
ここ最近、自分を取り巻く環境
がガラリと変わった人ほど慎重に
なった方がよさそう。
心配事は一人
で抱え込まず家族や上司に相談す
ると吉。
よいアドバイスが返ってくる
はず。
また、体調管理に注意。気に
なったらすぐに診察を受けて。

今後のキャリアにおいて地道な努
力が大事なとき。仕事を最優先に
考え、必要とされたら時間外の勤
務もこなして。
また周囲との人間関
係にも注意。
うまくいかない場合、
まずは自分側から改善点を探りま
しょう。大きなチャンスに恵まれて
も自慢せず謙虚な態度で。

2月は努力しても思ったような結
果に結びつかないとき。納得のい
く評価をもらえず、収入面でも不安
を感じてしまいそう。やる気も失わ
れますが、3月以降は徐々に回復し
そうです。今は気分転換を兼ねて
インターネットで有益な情報を探
して。
ただし無駄使いには注意。

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

♥LOVE運

今期の恋愛運は絶好調。その気
になればチャンスはあちこちにあ
り。恋愛対象の幅をもう少し広げ
てみて。カップルは食事会など相
手の家族と親交を深めましょう。

自分が積極的になるより、
お誘い
の返事を引き伸ばす方が効果的。
焦らし作戦で相手のハンター心を
刺激して。カップルはまったりとし
た時を過ごせそう。

ラブ運が特に強力なとき。今期の
出会いが運命の相手である可能
性が高そう。告白も自信を持って
挑んで。カップルは同棲や婚約・
入籍など最高のタイミング。

恋愛に関しては強気で攻めたいと
き。特にバレンタインは自分の気
持ちを伝える最良のタイミング。
チョコは上級ブランドが吉。
カップ
ルは逆プロポーズもOK。

恋愛に積極的な人とスイッチが入
らない人とはっきり分かれそう。告
白を考えている人は2月中に。
カッ
プルは友人の結婚式をきっかけに
将来を意識しそう。

片思い中の人はバレンタインが勝
負時。合コンや周囲の紹介も期待
できそうなのでなるべく参加して。
カップルはお互いの仕事を理解し
合える良い関係に。

美骨盤矯正×痩身 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ケアで効果を実感してください

猫背＆美骨盤矯正

ぽっこりお腹や下半身太りを解消

メディカルエステサロンT
浜松市中区神田町390-5

ハイパーナイフ

燃焼＆ほぐしで引き締め

☎ 053-401-8822

4,980円
たった90分で全身の脂肪を撃退

※3月末迄

営〈平日〉9:30〜20:30〈土日〉9:00〜18:00

LINE予約：@tasuku03 日曜・祝日定休

メディカルエステサロンT 浜松 で 検索

フとは…
ハイパーナイ
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

0809050032004

だから

！
浜松初！
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金
自分年 作り

開催日

2 27

浜松開催3周年
水

3 16

土

21

木

各回 10:00〜12:00

30F
30
ライフ・プラネットのマネーセミナーはやさしく、丁寧に「これだけ知っていれば
大丈夫」を楽しく聞ける場になっています。難しいのでは、
と思われる方にこそ、
ご参加頂きたいと思います。
「教育資金や老後のお金を貯めたいと思っているが、方法が分からない。」

「2018年から始まったつみたてNISA・2017年から話題になった個人型確定拠
出年金(イデコ)について知りたい。
」
「今掛けている保険は自分に合っているか？貯蓄型の保険も気になる。」等、
保険の仕組みや活用法をわかりやすくお話します。

セミナーでマネーの基礎をじっくり学びましょう。気になると
ころは無料個別相談で気軽に聞いてみましょう。

大手証券会社で資産運用のアドバイスをしてきた経験を活か
し、ファイナンシャルプランナーとして活躍中。
これからの日
本を背負っていく30代です。
「同世代を含め、今の若い人とと
もに成長できたら嬉しい」
と、知っている情報や知識を惜しげ
なく提供し、わかるまで説明してくれる頼もしい存在です。

