
わたしが彼をすきな理由。

グランフロント大阪 ショップ＆レストラン　〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-1（うめきた広場）、4-20（南館）、3-1（北館）　TEL：06-6372-6300（受付時間10:00 ～ 21:00）
本誌掲載商品は消費税８%の税込価格表記となっております。詳細は各店舗にてご確認ください。
○掲載商品の写真はイメージのものもございますので現品とは異なる場合がございます。○仕様・デザイン・価格の変更があることがございます。また、商品の使用感には個人差がございます。

Valentine Book

美しい気球柄の缶に入った5粒のアソートの中は1つだけハートチョコが。3/14までの限定販売。パルピターレ ピッコロ950円　Caffarel うめきた広場B1 
☎06-6485-7911

人気のチョコキューブクロワッサンに、フリーズドライのフランボワーズをトッピングした限定フレーバーが登場。2/1～発売開始。チョコレートキューブバレンタイン 箱入り（250g）
994円　THE CITY BAKERY うめきた広場B1 ☎06-6359-2010

細身のボディーに、黒・赤・青の3色ボールペンにシャープペンをプラス。グリップは牛革、クロコ型押し、カーボンファイバーの3種あり。多機能ペン4in1 5,400円（ロメオ）　
伊東屋 南館6F ☎06-6359-2263

ブライドルレザーを採用し、収納力と、スーツの内ポケットに入れてもシルエットを崩さないスマートさを兼備。ロングウォレット39,960円（グレンロイヤル）　BRITISH MADE 
南館6F ☎06-6485-7140

COVER

SHUN＊SHOKU LOUNGE 
BY GURUNAVI
☎06-6359-2182
毎日生産者から届く新鮮野菜を販売。野菜をか
わいくカットして、バレンタインにはあたたかーい手
料理を♡

近畿日本ツーリスト
☎06-6359-1271
ベトナム・ダナンで優雅に、そして最高にリラックス
した休日を過ごしてみませんか?

ファミマ!!（オフィス専用）
☎06-6359-3570
「ファミマ!!」で淹れたてコーヒーを。その場で一杯
ずつ豆から挽き、抽出する薫り高い本格コーヒーで
す。ドリップブレンドコーヒー ショートサイズ190円

南館
9F

南館
6F

うめきた
広場1F

ブライダルギャラリー 
by COMPAL&TAKAMI BRIDAL
☎06-6359-2286
ウェスティンホテル大阪1階にあるステラマリス。大きな
窓から光が射し込むオープンキッチンでおもてなし。「ウェ
スティンホテル大阪 邸宅風ウエディングステラマリス共
同プラン」20名825,000円（1名追加20,500円）

白洋舍クリーニング
☎06-6359-1335
きものクリーニングも承っております。伝統の技法と
最新の技法を用いた、きもの専用のクリーニングで
す。「きもの洗い（和洗：やわらぎ）」料金：振袖
14,040円、留袖10,800円、きもの袷9,720円※し
み抜きやしぼり等は別途料金

心斎橋リフォーム
☎06-6485-7809
洋服直しの専門店。パンツ裾上げ30分～、袖丈
アキミセなら60分～とクイック仕上げに対応して
おります。

オリックスレンタカー
☎06-6359-2460
秋・冬のレンタカースペシャル実施中。大切な家族
や恋人とレンタカーでドライブはいかがですか? 素
敵な思い出作りにぜひレンタカーをご利用ください。
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パナソニックセンター大阪
☎06-6377-1700
パナソニックセンター大阪2階にある3D PHOTO 
Lab.は、120台のLUMIXデジタル一眼カメラで一
斉に撮影して、ご自身の3Dフィギュアが作れる最新
のスタジオ。無料の体験撮影では、クルクル回るア
ニメ画像をプレゼントします。

南館
2F

南館B1・1・2F/☎06-6377-1700

北館4F/☎06-6359-2171

ガトーショコラやチョコチャンククッキーの作り
方のポイントやコツをご紹介いたします。
「バレンタインデモンストレーション」
2月6日（土）・2月7日（日）14：00～開催。
※どなたでもご自由にご覧いただけます。

パナソニックの美容家電＋メイクレッスンでキ
レイになって出かけよう! 「バレンタインメイク
レッスン」1月29日（金）～2月13日（土）の毎
週金・土曜開催（11:00～20:00、最終受付
19:00）。当日、2階CLUXTA店頭にて随時
受付（有料）。※16歳以上の女性専用



｛ 仕事に趣味にがんばる彼へあげたいギフト ｝

実績のあるドイツのタンナー、ペリンガー社
のノブレッサカーフ（伝統技で型押しを施し
た革）に、ピンクゴールドの金具を配した高
級感漂う財布は、本命ギフトの決定打。
L-ZIP WALLET 29,160円、WELLS 
ZIP LONG WALLET 37,800円（共に
イタダキ）／印 mathematics 南館4F 
☎06-6485-7779

爪切りパーツを新たに備えたコンパクトな
マルチツール。ボディーからワンタッチで出
し入れできるシンプルな構造で、仕事中で
も突然訪れる爪トラブルから彼を救ってくれ
るはず。ネイルクリップ580 3,780円（ビク
トリノックス）／VICTORINOX 南館5F 
☎06-6485-7720

日本製のセルロイドフレームは、あえてテン
プル部分に芯金を使わず独特の光沢感が
楽しめるようデザイン。ウェリントンタイプな
らどんなスタイリングにも合わせやすい。メ
ガネフレーム28,800円（ディグナ クラシッ
ク）／ P A R I S  M I K I  南 館 6 F
☎06-6359-4288

イタリアの老舗タンナー、グレノーブル社の
高級レザーを使用。イタリアの環境と水に
よって生まれる透明感のある美しい発色と、
日本製の確かな縫製が見事。ほか、ブラッ
ク、オレンジ、ブラウンの全5色。UDOラウ
ンドロングウォレット各18,144円（共にキソ
ラ）／kissora 南館B1 ☎06-6131-9911

キーウィが３羽並ぶブランドのロゴをアグ
リー柄で表現。カジュアルスタイルはもち
ろん、ジャケットのハズしに合わせても。ス
ウェット フーディー プルオーバー11,664
円（カンタベリー オブ ニュージーランド）
／CANTERBURY OF NEWZEALAND 
南館5F ☎06-6485-7806

ビジネスマンの彼には、耐久性に優れたナ
イロン×型押し牛革のビジネスバッグを。透
明感のある発色もすてき。同系色の小物も
一緒に贈れば…パーフェクト! ダンケビジネ
スバッグ24,840円、名刺入れ4,860円
（共にプラススタイル）／+STYLE 南館
4F ☎06-6485-7851

ベジタブルタンニンなめしを施しつつ、下地
の処理で柔軟な風合いを出した上質なワ
キシングレザーのペンケース。使うほどに味
わいが増すので、物持ちの良い彼にこそ
使って欲しい。レザーペンケース4,968円
（エルゴポック）／Sm i t h  南館B 1
☎06-6485-7320

長財布や手帳が収まる前ポケットだけでな
く、広いマチや内ポケットも付いた収納力
バツグンの大容量タイプ。ベースの素材は
撥水効果もあり、雨の日も風の日もフル活
躍! ビジネスバッグ16,200円（アートバー
グ ドゥ）／ a r t - b e r g  d o  北館1 F
☎06-6485-7530

大理石模様が上品なセルロイドボールペ
ンはこだわりを感じさせ、贈り物に最適。持
ちやすい適度な太さや長さに加え、油性な
のにまるで水性のようななめらかな書き味
も秀逸。SIENAボールペン各5,400円（カ
ンポ マルツィオ）／Campo Marz io 
Design 北館1F ☎06-6485-7706

格調高いゴールドケースとクロコ調レザー
を合わせ、大人っぽい仕上がりに。クラシッ
クになりすぎないよう、ベルトはゴールドと相
性の良いベージュがおしゃれ。クラシックレ
ザーベルトウォッチ 23,760円（ビューティ
＆ユース）／BEAUTY&YOUTH UNITED 
ARROWS 南館3F ☎06-6359-1552

表面に光沢感のある素材がクールな定番
人気のリュックに新型が登場。シンプルで
使い勝手が良く、かつユニセックスデザイ
ンなので、ときどき彼に貸してもらえることも
期待して。合皮グロスバッグ24,840円（カ
バンドズッカ）／CABANE de ZUCC  
南館4F ☎06-6485-7576

印

いつも一生懸命だから

ハートやリップなど、ぷっくり素材のモチーフ
をワンポイントにした封筒型のミニカード。ワ
ンフレーズが気軽に贈れるサイズ感や付属
の両面シールでギフトに直接貼れる手軽さ
がうれしい。ミニミニエンベロープカード各
410円（ペーパーミント）／Paper Mint 
南館5F ☎06-6359-1336

想いを伝える
カードを添えてプレゼント

a
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1.7.柄×無地のリバーシブル仕様でコーデによって使い分けができるうえ、色柄ともに豊富な15AWリバーシブルストール4,320円（ブリスポイント）／BLISS POINT 南館B1 ☎06-6359-1040　2.ナイロン生地にダ
メージ加工風のカモフラ柄をプリント。オン・オフで使い回ししやすいトートバッグ 15/20/CF+A 59,400円（フェリージ）／Felisi 南館1F ☎06-6359-1167　3.4.デイリーバッグを何気なく同じブランドでそろえると、二
人の距離がもっと縮まるはず。色展開も豊富なボディバッグANNIBALE 29,160円、トートバッグMOMOSA S 34,560円（共にオロビアンコ）／quattro・angoli 南館4F ☎06-6359-1905　5.A4サイズが入るショ
ルダーバッグは、すっきりしたデザインと渋みのある色合いが魅力。POCHETTE Q/C “L” 12,744円（バッグンナウン）／BAG’n’NOUN 南館3F ☎06-6485-7599　6.今季もコーデに欠かせないウールハットは、
彼と共有できる男女兼用タイプを選んで。ロングブリムハット4,212円（センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ）／SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 北館2F ☎06-6485-7058　8.収納としても使
えるビンテージ風アイボリーカラーのスツールに、これからの思い出をたくさん詰めよう! トランクスツール（Sサイズ：縦41×横40×奥行き36cm）7,538円（ビーカンパニー）／B-COMPANY 南館5F ☎06-6485-7190

1. 香りの好みも一緒だから…。うっとりするようなジャスミンと繊細で新鮮なスズランのスティックディフューザー100㎖ 2,990円（ザラホーム）／ZARA HOME 北館1F ☎06-6359-2651　2. 編み込み模様を施したシ
リーズ、レッティの色違いのペアマグで特別な時間を。サルヤトン マグカップ各3,240円（イッタラ）／iittala 南館B1 ☎06-6485-7671　3.すべてフェアトレードの原材料を使用した冬期限定のチョコ。フレーバーも豊富。
フェアトレードチョコレート 板チョコ50g各378円、フィリングタイプ100g各777円（すべてピープルツリー）／Natural House Aoyama Organicmart うめきた広場B1 ☎06-6485-7895　4.デュラレックス社のグラ
スをリメイクしたユニークなシェイプが◎。重ねてもかわいいティプシー各2,700円（ローリス＆リヴィア）／J.[posh] 南館5F ☎06-6485-7883　5. 上質なチョコを使用した濃厚なバレンタイン限定フレーバーが、3種セッ
トで1月中旬から2/14まで発売予定。チョコフレーバーのカップジェラート3個入り1,620円（ラッフィナート）／BAR & GELATERIA RAFFINATO うめきた広場B1 ☎06-6485-7444　6.1杯分を紙パックに詰めた、
オープナーいらずのワインで、“グラスいっぱいのしあわせ”を。ワングラス100㎖ 345円／ワインショップ・エノテカ/カフェ＆バー エノテカ・ミレ うめきた広場B1 ☎06-6359-1688　7.メッセージをシンプルに伝達すると
いう意味が込められた回転ダイヤル式腕時計。北欧ブランドならではのミニマムで斬新なデザイン。PICTO Watch 各19,440円（ピクト）／IDÉE SHOP VARIÉTÉ 南館5F ☎06-6359-2225　8.9.10.11. 危険や
災いから身を守るとされるターコイズのハンドクラフトアクセで、二人の愛も守って。ペンダントトップ97,200円、リング51,840円、3wayネックレス21,600円、バングル21,600円。すべて1点ものゆえ早めにチェックを。
（すべてラーフ）／RAHU 北館1F ☎06-6485-7601　12.たくさんのハートが二人の大切な時間を甘く演出するバレンタイン限定のケーキ。プールドゥ～２人のために～2,000円　※2/7～数量限定販売／
La Terrasse Café et dessert うめきた広場B1 ☎06-6485-7788　13. 上質な栃木レザーだからこそ出せる独特な風合いに、こだわり派の彼もきっとご満悦。栃木レザーコインケース各4,860円（コーエン）※2月上
旬発売予定／coen 南館B1 ☎06-6359-3718　14.ハート型のチョコレートにドライフルーツや風味豊かなナッツを贅沢にトッピング。ハートのマンディアン ミルク、ホワイト各410円。この他にもフランスのベストショコ
ラティエ100人に選ばれたロシュー氏のチョコレートも限定販売。アソートBOX 4P1,296円、8P4,104円／DEAN & DELUCA うめきた広場B1 ☎06-6359-1661　15.ほんのりと梅酒の香りが広がる、和テイスト
のカヌレ。彼のおうちへのおもたせに。和カヌレ 梅若 3個入り290円／ばさら 梅々庵 うめきた広場B1 ☎06-6485-7785　16. 私はラウンド、彼はスクエア。表面に細かいカットを施した大きめキュービックの輝きを胸
もとに。キュービックジルコニア ステンレスペアネックレス各7,560円（ザ・キッス アニバーサリー）／THE KISS Anniversary 北館1F ☎06-6372-9111　17.18.ユニセックスで使えるオリジナルのボディー＆ヘアケ
アシリーズ。甘さもある柑橘系の香りのエードット ファブリックミスト AWAKE 200㎖ 1,944円、同ボディースクラブ AWAKE 30g 3,024円（ともにアクタス）／ACTUS 北館1F ☎06-6359-2731

｛ 二人で共有して使えるアイテムや
ペアアイテム ｝

すきなものが似ているから



1.7.柄×無地のリバーシブル仕様でコーデによって使い分けができるうえ、色柄ともに豊富な15AWリバーシブルストール4,320円（ブリスポイント）／BLISS POINT 南館B1 ☎06-6359-1040　2.ナイロン生地にダ
メージ加工風のカモフラ柄をプリント。オン・オフで使い回ししやすいトートバッグ 15/20/CF+A 59,400円（フェリージ）／Felisi 南館1F ☎06-6359-1167　3.4.デイリーバッグを何気なく同じブランドでそろえると、二
人の距離がもっと縮まるはず。色展開も豊富なボディバッグANNIBALE 29,160円、トートバッグMOMOSA S 34,560円（共にオロビアンコ）／quattro・angoli 南館4F ☎06-6359-1905　5.A4サイズが入るショ
ルダーバッグは、すっきりしたデザインと渋みのある色合いが魅力。POCHETTE Q/C “L” 12,744円（バッグンナウン）／BAG’n’NOUN 南館3F ☎06-6485-7599　6.今季もコーデに欠かせないウールハットは、
彼と共有できる男女兼用タイプを選んで。ロングブリムハット4,212円（センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ）／SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 北館2F ☎06-6485-7058　8.収納としても使
えるビンテージ風アイボリーカラーのスツールに、これからの思い出をたくさん詰めよう! トランクスツール（Sサイズ：縦41×横40×奥行き36cm）7,538円（ビーカンパニー）／B-COMPANY 南館5F ☎06-6485-7190
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リーズ、レッティの色違いのペアマグで特別な時間を。サルヤトン マグカップ各3,240円（イッタラ）／iittala 南館B1 ☎06-6485-7671　3.すべてフェアトレードの原材料を使用した冬期限定のチョコ。フレーバーも豊富。
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いう意味が込められた回転ダイヤル式腕時計。北欧ブランドならではのミニマムで斬新なデザイン。PICTO Watch 各19,440円（ピクト）／IDÉE SHOP VARIÉTÉ 南館5F ☎06-6359-2225　8.9.10.11. 危険や
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ラティエ100人に選ばれたロシュー氏のチョコレートも限定販売。アソートBOX 4P1,296円、8P4,104円／DEAN & DELUCA うめきた広場B1 ☎06-6359-1661　15.ほんのりと梅酒の香りが広がる、和テイスト
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大きなグラナパダーノチーズに火を付けて溶
かしながら目の前で仕上げる、炎の演出も圧
巻の名物リゾット。濃厚なフォアグラとトリュフ
が香るリッチな味わいに、すっきりとしたス
パークリングワインを合わせて、彼史上最高
の思い出に残るバレンタインにしよう。贅沢
フォアグラ＆トリュフリゾット1,728円※サービ
ス料別途10%／世界のワイン博物館 北館
B1 ☎06-6371-6978

4 ランチでも人気No.1の特製ミートボール。
ディナータイムは、ジューシーな肉汁とトマトの
酸味がマッチするトマトソースのほか、デミグ
ラスソースとキノコクリームの3種あり、サイズ
もＳ・Ｌから選べる。※写真はクラシックビーフ
＆ポーク トマトソース L  1 , 2 5 0 円。
SOHOLM 特製ミートボール600円～／
SOHOLM CAFE+DIN ING 北館1F
☎06-6359-2737

3 鶏ガラスープをベースに本場スペインの製法
で焼き上げた名物パエリャに、バレンタイン
シーズン限定のスペシャルメニューが登場。
米の一粒ひと粒に染み込んだズワイ蟹と真
ガキの旨みを味わって。2名以上でオーダー
可。ディナーのみ提供。1/22～2/14まで。
ズワイ蟹と真ガキの海の幸パエリャ1人前
1,780円／Bar Español LA BODEGA 
南館7F ☎06-6485-7796

2 ナノスチームで旨みを凝縮した旬の野菜に、
とろ～り溶けたアツアツのチーズを絡めて。
北海道の手作りチーズ工房、十勝野フロ
マージュ直送のラクレットによる、濃厚な味わ
いと新鮮野菜とのマリアージュが楽しめる限
定メニューをお見逃しなく! 1/22～2/14ま
で。ラクレット チーズプレート1,280円（夜の
みオーダー可）／SOSH THE MARKET 
BAR 南館1F ☎06-6485-7315

1

イタリア語で“私を元気づけて”や“引っ張っ
て”という意味を持つティラミス。エスプレッソ
を染み込ませたクレープ生地とマスカルポー
ネチーズの爽やかな風味が織り成す、見た目
よりも甘さ控えめな逸品をご馳走して、彼がこ
れからも元気でありますように!　ティラミス
896円／CRÊPER I E  L e  B e u r r e  
N o i s e t t e  う め き た 広 場 B 1
☎06-6485-7795

8

ほろ苦いコーヒー味のティラミスを何層も重
ね、ミルクチョコレートでできたコーヒーカップ
に閉じ込めて。看板メニューのマカダミアナッ
ツフレーバーコーヒーとも相性抜群の丸ごと
食べられる人気スイーツは、1日の販売数量
に限りがあるのでお早めに。コーヒーカップ
ティラミス520円／HONOLULU COFFEE 
南館7F ☎06-6359-2828

12

マシュマロとストロベリー、ホワイトチョコの上
に、さらにベリーソースをかけて。ピッツァ生地
を通常より少し厚めにすることで甘さのバラ
ンスをとり、ミントが爽やかなアクセントを利か
せたデザートピッツァは、サイズも彼とシェア
するのにちょうど良い。1/22～2/14まで。ベ
リーベリーチョコゲリータ842円（夜のみオー
ダー可）／Italian Bar PIENO festa 南館
7F ☎06-6485-7014

7

チョコに見立ててカカオを練り込んだニョッキ
を、チーズとバナナのソースに絡めていただく
デザートニョッキ。女性からのアプローチをか
わいくイチゴで表現し、チョコバナナのような
やさしい味に仕上げた限定メニューはこの時
期だけ。意外性のあるワインとのコラボレー
ションでぜひ。1/22～2/14まで。ゴルゴン
ゾーラとホワイトチョコレートのニョッキ イチゴ
とバナナのアクセントで1,296円／Tana 
La Terrazza 南館7F ☎06-6485-7507

11

しっとり&ふわふわに焼き上げたチョコレート
味のシフォンケーキに、たっぷりの生クリーム
とショコラソースをトッピング。ボリューム満点
の人気スイーツは、甘党の彼なら1つまるごと、
甘いのはそんなに、な彼なら二人で仲良く
シェアして。エンゼルフードケーキ ショコラ
540円／GARB MONAQUE うめきた広
場1F ☎06-6359-5180

6

チョコレートムースを中心に、ティラミスやミル
フィーユ、ヨーグルトベースのクリームをスポ
ンジと合わせたクラナッハン、チョコアイスと、
スイーツ5品の贅沢な盛り合わせ。食事のあと
にふたりでシェアすれば甘いトークが弾みそう。
2名以上でオーダー可。1/22～2/14まで。
バレンタイン限定デザートプレート2,268円
／Oyster Blue 南館8F ☎06-6292-8236

10

原材料にチョコレートモルトではなく、本物の
ベルギーチョコをたっぷりと使ったバレンタイ
ン仕様のビール。すっきりとしたのど越しのあ
とにビターな甘さが口の中に広がる、摩訶不
思議なベルギービールで彼と乾杯。※仕入
れ状況により商品変更の場合あり。フローリ
ス・チョコレート ビール1,188円／世界の
ビール博物館 北館B1 ☎06-6371-6968

5

スキレットで焼いたアツアツのパンケーキの
上に、アイスクリームと生クリーム、フルーツ、
仕上げにピンクのハートチョコをのせたバレ
ンタイン限定メニュー。オレンジリキュールで
香り付けしたチョコソースとアイスのハーモ
ニーもたまらない! 1/22～2/14まで。ストロ
ベリーハート♡パンケーキ チョコレートソース
1 , 2 9 6 円 ／ b i b  b a R  南 館 1 F
☎06-6359-1389
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わたしが彼をすきな理由。

グランフロント大阪 ショップ＆レストラン　〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-1（うめきた広場）、4-20（南館）、3-1（北館）　TEL：06-6372-6300（受付時間10:00 ～ 21:00）
本誌掲載商品は消費税８%の税込価格表記となっております。詳細は各店舗にてご確認ください。
○掲載商品の写真はイメージのものもございますので現品とは異なる場合がございます。○仕様・デザイン・価格の変更があることがございます。また、商品の使用感には個人差がございます。

Valentine Book

美しい気球柄の缶に入った5粒のアソートの中は1つだけハートチョコが。3/14までの限定販売。パルピターレ ピッコロ950円　Caffarel うめきた広場B1 
☎06-6485-7911

人気のチョコキューブクロワッサンに、フリーズドライのフランボワーズをトッピングした限定フレーバーが登場。2/1～発売開始。チョコレートキューブバレンタイン 箱入り（250g）
994円　THE CITY BAKERY うめきた広場B1 ☎06-6359-2010

細身のボディーに、黒・赤・青の3色ボールペンにシャープペンをプラス。グリップは牛革、クロコ型押し、カーボンファイバーの3種あり。多機能ペン4in1 5,400円（ロメオ）　
伊東屋 南館6F ☎06-6359-2263

ブライドルレザーを採用し、収納力と、スーツの内ポケットに入れてもシルエットを崩さないスマートさを兼備。ロングウォレット39,960円（グレンロイヤル）　BRITISH MADE 
南館6F ☎06-6485-7140

COVER

SHUN＊SHOKU LOUNGE 
BY GURUNAVI
☎06-6359-2182
毎日生産者から届く新鮮野菜を販売。野菜をか
わいくカットして、バレンタインにはあたたかーい手
料理を♡

近畿日本ツーリスト
☎06-6359-1271
ベトナム・ダナンで優雅に、そして最高にリラックス
した休日を過ごしてみませんか?

ファミマ!!（オフィス専用）
☎06-6359-3570
「ファミマ!!」で淹れたてコーヒーを。その場で一杯
ずつ豆から挽き、抽出する薫り高い本格コーヒーで
す。ドリップブレンドコーヒー ショートサイズ190円

南館
9F

南館
6F

うめきた
広場1F

ブライダルギャラリー 
by COMPAL&TAKAMI BRIDAL
☎06-6359-2286
ウェスティンホテル大阪1階にあるステラマリス。大きな
窓から光が射し込むオープンキッチンでおもてなし。「ウェ
スティンホテル大阪 邸宅風ウエディングステラマリス共
同プラン」20名825,000円（1名追加20,500円）

白洋舍クリーニング
☎06-6359-1335
きものクリーニングも承っております。伝統の技法と
最新の技法を用いた、きもの専用のクリーニングで
す。「きもの洗い（和洗：やわらぎ）」料金：振袖
14,040円、留袖10,800円、きもの袷9,720円※し
み抜きやしぼり等は別途料金

心斎橋リフォーム
☎06-6485-7809
洋服直しの専門店。パンツ裾上げ30分～、袖丈
アキミセなら60分～とクイック仕上げに対応して
おります。

オリックスレンタカー
☎06-6359-2460
秋・冬のレンタカースペシャル実施中。大切な家族
や恋人とレンタカーでドライブはいかがですか? 素
敵な思い出作りにぜひレンタカーをご利用ください。

北館
B1

南館
5F

北館
B1

北館
B1

パナソニックセンター大阪
☎06-6377-1700
パナソニックセンター大阪2階にある3D PHOTO 
Lab.は、120台のLUMIXデジタル一眼カメラで一
斉に撮影して、ご自身の3Dフィギュアが作れる最新
のスタジオ。無料の体験撮影では、クルクル回るア
ニメ画像をプレゼントします。

南館
2F

南館B1・1・2F/☎06-6377-1700

北館4F/☎06-6359-2171

ガトーショコラやチョコチャンククッキーの作り
方のポイントやコツをご紹介いたします。
「バレンタインデモンストレーション」
2月6日（土）・2月7日（日）14：00～開催。
※どなたでもご自由にご覧いただけます。

パナソニックの美容家電＋メイクレッスンでキ
レイになって出かけよう! 「バレンタインメイク
レッスン」1月29日（金）～2月13日（土）の毎
週金・土曜開催（11:00～20:00、最終受付
19:00）。当日、2階CLUXTA店頭にて随時
受付（有料）。※16歳以上の女性専用
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