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丸産技研 LINE 公式アカウントからもお見積依頼が可能です！

〔LINE〕〔HP〕

(本社)

期間限定で LIXIL 内窓「インプラス」を特別価格でご提供！
更に 今なら3省連携の補助金制度を活用してお得にリフォーム可能です！

キャンペーンの詳細はHPにてご確認ください。（対象期間：6月末まで）

窓まわり断熱キャンペーン 助成金利用可能！

登録事業者です

TEL0120-654-109 横浜市青葉区あざみ野1
丁目11-4 みつまるビル2階  東急田園都市線

「あざみ野」駅 西口徒歩2分 横浜市営地下鉄
ブルーライン「あざみ野」駅4番出口徒歩2分

message

shop data

青葉区の売却物件募集中
土地・戸建・マンションなど
無料売却相談承ります

東急リバブルあざみ野センター
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企画・編集：ARIFT編集部 

体にいい油ってなに？
人間の体の2割程を占める脂質は、細胞膜や血液

のほか、髪や肌のうるおいなど私たちの体を維持す

るのにとても大切な成分。健康にいい油として亜麻

仁油やえごま油、オリーブオイルが人気です。特に亜

麻仁油やえごま油に含まれるオメガ3系脂肪酸は全

身の細胞膜などの材料となる必須脂肪酸で、体内

で生成できないため積極的に摂りたい油です。今注

目されているMCT（Medium Chain Triglyceride）

オイルは、一般的な食用オイルと比べて脂肪酸の長

さがコンパクトな中鎖脂肪酸のため素早く体内で消

化吸収され、エネルギーになりやすく体に蓄積され

にくい特長があります。

体や脳に栄養を補給する
MCTオイル
人の体はブドウ糖をエネルギーとして使う代謝をメ

インとしていますが、体内のブドウ糖が不足すると体

脂肪を燃やし、ケトン体というエネルギーを生み出

します。MCTオイルはそんなケトン体の増加を手助

けし、脂肪燃焼効果を高めてくれます。ダイエットを

目的として取り入れるなら、今の食事にMCTオイル

をプラスするだけでなく、まずは食生活を見直し糖

質を抑えることも大切。そのほか、遅筋といわれる筋

肉の栄養としても活用され持久力のアップにもつな

がります。さらにケトン体は、体だけでなく脳の栄養

にも。認知症の中で最も多いアルツハイマー型認知

症は、脳の栄養としてブドウ糖を活用できなくなって

悪化することが知られており、ケトン体はブドウ糖の

代わりに脳の栄養となるため認知症を予防する効

果が期待できます。また、もともと病院でエネルギー

補給として使用されてきたMCTオイルは、子どもか

ら高 齢 者まで 摂 取 が 可 能 。毎 日 の 食 事を 見 直し

MCTオイルを少しずつ取り入れながら無理なく続け

ると体型、記憶力、体力の変化に気付けます。

MCTオイルの摂り方
各メーカーで異なりますが、MCTオイルはココナッツ

やパームフルーツの種から抽出した無味無臭無色

の液体のため、食事や飲み物の味や香りに影響を与

えません。沸点が約160度と低いので加熱は危険で

すが、約150度までであれば熱いみそ汁やスープ等

に入れても大丈夫です。また料理の仕上げやサラダ、

ヨーグルトにかけるのもおすすめ。集中したい時や、

眠気を冷ましたい時にもコーヒーなどにスプーン一杯

を垂らして飲むと頭がすっきりとします。

勝山ネクステージ株式会社
中川友希さん(左)
千葉美悠さん(右)

お話を
伺ったのは

未来の自分に贈り物
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良質な油で
食生活を
豊かに
近年種類が増えている食用油。

用途に合わせて使い分けをしている方もいらっしゃるのでは。

なかでも脂肪として蓄積されにくいとされるMCTオイルは注目株。

未来の自分のために食生活を見直し、

体にいいオイルを取り入れてみませんか。

近年種類が増えている食用油。

用途に合わせて使い分けをしている方もいらっしゃるのでは。

なかでも脂肪として蓄積されにくいとされるMCTオイルは注目株。

未来の自分のために食生活を見直し、

体にいいオイルを取り入れてみませんか。

1 ミックスナッツは粗く刻み、
 ラー油と豆板醤、水を加えます。
2 1にMCTオイルを加えて混ぜます。
3 サラダチキンは食べやすい大きさに
 スライスをして皿に盛りつけます。
4 2を3にかけ、上から小口切りにした
 小ネギを散らし、スライスした
 トマトを添えて出来上がり。

ダイエットでおなじみのサラダチキンにかけるだけ。
しっとり、ピリ辛で美味しさUP。

ミックスナッツ・・・・・・・・・・・・・・・・・6粒
サラダチキン・・・・・・・・・・・・・1パック
豆板醤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
ラー油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
MCTオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7g
水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
小ネギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
トマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

材料
（2人前）

作り方

よだれ鶏
コンビ

ニ食材で簡単糖質オフレシピ
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お気に入りのパンを見つけに、
遊びにきてください！
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サクッ・もちっ・じゅわり

の食感と味の余韻が

やみつきになる

クロワッサン専
門店

クロッジュ！

新鮮な卵で手作りした口の中で溶ける
マチダとろとろ生プリン

ギャザリング
マーケット内オープン

上質な食材にこだわり、無添加・無加調な製法で作られた
「パン」「プリン」「クロワッサン」。小さなお子さんからご高齢の方まで、

誰もが笑顔になる商品を取り揃えています。
足を運べば、きっと、新しい食の発見。

「まちだ名店セレクション」のオープニン
グスタッフを募集しています。まごころを
込めたパンの製造と接客を通して、グラ
ンベリーパークのお客様におもてなしを
しませんか？お待ちしております！

３つの異なる特色を持つ店舗が集結して、
あなたに食の楽しさをお届けします。

オープニングスタッフ募集 

南町田グランベリーパーク

国産小麦100
％に

こだわった

生食パンのも
ちもち感

パン以上、
ケーキ未満。

エーアイ出版　ベーカリー・カフェ編集部

横浜市青葉区青葉台2-5 アレックス青葉台
青葉台駅 北口正面―徒歩1分
営業時間　11:00～18:00

完売次第終了※詳しい商品内容や価格は、
店頭で改めてご確認ください。

改装期間中問合せ先
パン以上、ケーキ未満。
本店  サニーベッカリー
bakkery@aiwa-ad.co.jp

青葉台店は店舗の改装につき、
4/24より休業します

個別
指導

溝ノ口校

川崎市高津区久本3-1-31 ユーランド
溝ノ口ビル6F　JR南武線武蔵溝ノ口駅・
東急田園都市線溝の口駅徒歩3分

☎044-850-3159

青葉台校

横浜市青葉区青葉台2-9-14 
青葉台佐藤ビル3F
東急田園都市線青葉台駅徒歩2分

☎045-989-3759

仲町台校

横浜市都筑区仲町台1-15-2
ディアス仲町台2F
市営地下鉄仲町台駅徒歩約2分

☎045-949-1759
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SHOP
地元をもっと楽しく
いま行きたいとっておきのお店をご紹介

掲載情報は変更になる場合がございます。
ご利用の際は最新の情報をご確認ください。

information

伝統スイーツ
世界中から愛されているヨーロッパのお菓子は、
その土地ならではの特徴や歴史があります。
まだ知られていないヨーロッパ各国の伝統スイーツをご紹介します。
企画・編集／アリフト編集部

フランス産の小麦を使用。フランス・アルザス
地方発祥の伝統菓子クグロフを日本人の趣
向に合わせてアレンジ。バターや砂糖を調整
して甘くしっとりとした仕上がり。
パティスリー クグラパン 二俣川店
横浜市旭区二俣川2-50-14 ジョイナステラス二俣川2階
045-442-7527 10:00～21:00 定休日なし（施設に準ずる）

クグロフ
（小）455円 （中）680円 ※価格が変更になる可能性があります。

極限まで薄くのばしたパイ生地と
ラードを何層にも重ねてつくるナ
ポリの伝統菓子。中にはドライフ
ルーツを混ぜ込んだリコッタチー
ズの甘いクリームが入っています。

FARO 横浜髙島屋
横浜市西区南幸1-6-31 地下1階
＜Foodies’ Port2＞ベーカリースクエア
045-311-5111（横浜髙島屋代表）
10:00～21:00（L.O.イートイン20:00、
テイクアウト20:30）年中無休

スフォリアテッラ
390円 ※価格が変更になる可能性があります。 

イギリスの伝統的なお菓子フラップ
ジャック。イギリスの知人が祖母の
レシピとして教えてくれた作り方を
継承したもの。オレンジピールの存
在感が特徴的です。

焼菓子工務店
横浜市神奈川区六角橋2-5-24
電話番号非公開 水金日曜日の10:00
～18:00※売り切れ次第終了
月火木土曜日定休 ※ほか不定休あり

フラップジャック
290円

https://www.instagram.com/yakigashiko/

結婚式や新年を迎える時に食べら
れるスペイン発祥のお祝い菓子。
たっぷり入ったクルミの食感と、風
味豊かなくちどけのよいホロホロさ
くさくのクッキーです。

えの木てい 本店
横浜市中区山手町89-6
045-623-2288 11:00～17:30

（L.O.17:00）、土日祝日11:30～
18:00（L.O.17:30）
定休日なし（年末年始除く）

ボルボローネ
1,296円

洋菓子のルーツを探る

【無料体験学習】随時開催中！
「うちの子も出来るかな？どんな雰囲気かな」
是非一度教室までお越しください！お申込みはTEL
又はHPの専用問合せフォームより受付！

まんてんキッズ ピグマリオン
青葉台教室 ℡0120-556-820
横浜市青葉区青葉台1-6-16G・Hビル5F
／9:00～18:00(※要問合せ)

すべての学力の土台となる“考える力”が育ちます！

さまざまな教材を使って「感じ・考え・創造」。

圧倒的な成果で注目の2大メソッド【ピグマリオン

（算数）】＋【論理エンジン（国語）】。

２つのアプローチが相乗効果を生み、「論理的に考

える力」が段階的に無理なく、楽しく身に付きます。

お気軽にお問い合わせください♪

青葉台

ス
ク
ー
ル

特 

典

①無料体験
②先着5名様に空手着プレゼント！
②「アリフトを見た」でご入会いただいた
先着5名様限定　2023年5月末日迄

国際空手道連盟 極真会館 江田道場
℡045-913-0886／青葉区荏田北3-3-12 
2FコミュニティーホールACT／毎週木
曜日17:00～19:00(各1時間毎の2部制)

空手を通して丈夫で健康な身体、そして思いやる心を育てます！

挨拶そして礼儀に始まり、忍耐力や集中力を鍛える

と同時に、風邪を引きにくい強い身体、そして簡単

にへこたれない強い心を育んでいきます！体験に来

られるお子様は、ほとんどが初めての方なので、安

心していらしてください。[対象]幼年～小学6年生

[料金]月額5,000円／年会費11,000円

江田

極
真
空
手

～支部名～ 全国250支部(海外7支部)
青葉台/センター南/仲町台/センター北/市ヶ尾/鷺
沼/有馬/有馬MCホール/百合ケ丘/保土ケ谷/美しが
丘西/田奈/綱島/新丸子/長津田…他多数

NPO法人 月心会(げっしんかい) 
総本部たまプラーザ ℡090-3062-6450
横浜市青葉区美しが丘1-11-6 第5キン
グビル1F･2F／9:00～16:00

お陰様で61周年。お子様ご入会でご両親の会費無料！3歳～OK

月心会は61年の歴史をもつ伝統ある琉球少林流空

手です。子どもの心身育成のための[礼儀作法の習

得]、親子・兄弟との[コミュニケーション]を目指

し、『親子空手(満3歳～)』に注力しています。

即日入会で空手着を全員に進呈！無料体験はQRにア

クセスまたはTELで。

たまプラ
ーザ　他

空
手
教
室
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院長　安藤太基
健診・外来・在宅において地域のかかりつけ医を目
指します。[資格]医学博士/日本血液学会認定血液
専門医/抗菌薬化学療法認定医/難病指定医

あおばの森内科クリニック
℡045-900-9886／横浜市青葉区若草台
17-1サンドラッグ若草台店2F／外来診
療時間9:00～12:00、15:00～18:00

4月新規開院！健診から在宅診療まで行う民間クリニック

がん診療を中心に、健診から在宅診療までを行う民

間クリニックとして、患者さまやご家族に寄り添っ

た治療を第一の目標に診療します。スマート検診と

いう尿や血液検査のみでがんの検査ができるものや

CT・X線まで備えたクリニックで、地域の皆様の健

康を支えていきます。

青葉台

内
科
・
血
液
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

提携駐車場あり!車でのご来院でも安心
当院隣のビル地下にある｢タイムズE-ART-H｣駐車場
がご利用いただけます。当院で受診された患者さん
に1時間のチケットをお渡しいたします。

青葉台ありじ歯科クリニック ℡045-
532-8778／青葉区青葉台2-6-13青葉台
TKビル4F／9:00～13:00、14:00～18:00
水･日･祝日定休／女性歯科医師在籍

今年2月新規開院！地域に根差した歯科医院を目指しています

当院では安心で丁寧な治療を心がけています。ご自

身の今のお口の中の状態を理解していただき納得し

て診療を受けていただくために、治療の事前説明に

力を入れています。地域の皆様に信頼され、ご家族

みんなで安心して通っていただける歯科医院を目指

して、スタッフ一同精進してまいります。

青葉台

歯
科
医
院

特 

典

体験40分&入会金無料
3歳からプレピアノ♪、4歳からのピアノレッス
ン、小学生コース　お問い合わせはQRから
※有効期限:2023年5月31日迄

つぼみ会　野村ピアノ教室 
℡045-962-4926／青葉区たちばな台1-
14-29(三陽幼稚園・みたけ台小近く)／
10:00～20:00／日祝休み／P1台有

4歳からのピアノレッスン　春の無料体験実施中！

生涯を通して学びたくなるピアノレッスン、プロも

輩出している野村ピアノ教室の講師が、お子さま一

人ひとりの個性に合わせて楽しく、わかりやすくレ

ッスンします。「3歳からプレピアノ♪」「4歳から

のピアノレッスン」ただいま無料体験募集中です！

お気軽にお問い合わせください。[月謝7500円～]

青葉台

ピ
ア
ノ
教
室

こんなお悩みごとございませんか？
・相続が発生したが必要な手続きがわからない
・大切な家族のために遺言書を作成したい
・親名義の不動産を自分名義に変更したい

司法書士いしばし事務所
℡050-3171-7364／横浜市緑区中山1-6-
17-204号／9:00～18:00／定休日土･日･
祝日／（事前予約で時間外対応可）

相続・遺言・債務整理等、どんなことでもお気軽にご相談ください

緑区・都筑区を中心に地域の皆さまに頼れる法律事

務の専門家として、不動産登記・商業登記・相続・

遺言・債務整理を中心にご相談を承っております。

どこに相談していいかわからないというお悩みはお

尋ねください。「とりあえず相談」も大歓迎です。

皆さまの状況に合わせたアドバイスをいたします。

緑区
中山

司
法
書
士

ダイエット失敗経験の
ある方でも大丈夫！
目的や目標に合ったオーダーメイドのトレーニング
完全個室で丁寧なカウンセリングを行ったうえでトレーニングします。回数券制
で通いやすく、続けやすい！（1回7,500円～※32回チケットの場合）

丁寧に体の使い方や力の入れ方など教えていただけるので大満足です！！！ダイエット目的だとこれ
は食べちゃいけないとか甘いものは控えてくださいってよく言われるけど、量を決めたりしっかり食べて
痩せましょうって考えなのがとても良いです◎

オーダーメイドのトレーニングで、
理想の体へ

ご利用者様の声（アンケート）

とても親身になってくれるトレーナーさんだと感じました。体験でもたっぷりトレーニングして頂きました。
有名なパーソナルジムより信頼できるジムに出会えました。

とても親切で、体験でもガッツリトレーニングしてくださり、行って良かったなと思いました！仕事帰りで
の通いやすさ（駅の目の前という立地）、回数券制で好きな時に通えることがとても良いです。

詳しくは
コチラから

ETERNAL BODY GYM（エターナルボディジム）
横浜市緑区長津田5-2-2 井上第三ビル1階

TEL 050-3033-9069 受付時間 9:00～23:00

無理な
食事制限なし！

長津田駅南口より
徒歩30秒の
パーソナルジム!
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PRESENTARIFT読者 下記アドレスまたは
QRコードよりご応募ください。 

https://forms.gle/vfTtesshzueJPnGB9

応募締切｜2023年5月19日（金）迄

※賞品当選者のお知らせは発送をもって代
えさせていただきます　※個人情報の取り
扱いについて同意の上、ご応募ください　
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録
商標です　

問：(株)中広メディアソリューションズ
     ARIFT4月号プレゼント係
     048-767-8238（平日10時～17時）

01 03

仙台勝山館MCTオイル(360g)＆
MCTコーヒークリーマー
スティックタイプ(5g×12袋)セット
5名様
勝山ネクステージ　提供

大注目の食用オイルと
スティックタイプの
本格バターコーヒーの素

他の油に比べて消化･吸収･分解がスピーディで、体脂肪として
蓄積しにくいMCTオイルは、ダイエッターや糖質制限中の方に
ぴったり。そのMCTオイルのノウハウをもとにできたMCTコー
ヒークリーマーは良質な脂質でクセのない味わい。4,190円相当
https://www.shozankan-shop.com/

●掲載内容は変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
●ARIFTは再生紙を利用して作られています。●本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

まぜ技ユニットが “加熱の進行”に
合わせたかきまぜを行うので焦げ
てしまいがちな無水メニューのカ
レーやシチューも上手に調理。ま
ぜ技ユニットの回転スピードがアッ
プし、泡立てる、つぶすといった調
理も可能に。

シャープ
ヘルシオ ホットクック
KN-HW16G-B　2名様

材料を入れてボタンを
押すだけで使い方も
簡単な便利調理家電

02

バラのピンクアレンジメント
3名様
インターネット花キューピット
提供

地球にやさしい
フラワーギフト
上品なピンクバラの
アレンジメント

日本全国約4,100店からなる花店の配達ネットワーク「花キュー
ピット」。お届け先近くの加盟店で制作し、新鮮な状態でご指定
場所まで”手渡し”でお届け。遠距離配送をしないため、その距離
分のCO2排出抑制に貢献する「地球にやさしいフラワーギフト」。
5,500円相当　https://www.i879.com/
※当選者様の近隣店舗からお届けしますhttps://jp.sharp/hotcook/products/knhw16g/

編集・発行／　(株)中広メディアソリューションズ　https://chuco-ms.co.jp/
(株)中広メディアソリューションズにおける個人情報の取り扱いについて当社ホームページにてご確認ください。
広告掲載・チラシ折込・誌面内容のお問合せ 045-225-9267　配布に関するお問合せ 045-319-6327

胃が痛い話
おへそより上の方、みぞおちのあたりに痛みがあると“胃
の痛み”だと思うのではないでしょうか。しかし、いわゆ
る胃痛は胃の痛みとは限らないのです。
みぞおちのあたりの痛みの原因が胃かどうかを調べる
には、内視鏡検査（胃カメラ）を行います。胃カメラでは
胃の他に食道、十二指腸の一部も観察します。痛みの
原因として胃カメラでわかる病気は、粘膜に損傷をきた
す胃・十二指腸潰瘍、逆流性食道炎や、癌などです。
胃カメラで原因が見つからなかった時は、胃腸の動き
に関連する症状の場合と、胃以外に原因がある場合と

を考えます。
胃以外の原因には、消化管以外の上腹部臓器の疾患
（胆石、胆嚢炎、膵炎、膵癌など）の他に、急性虫垂炎の
初期、心筋梗塞、クラミジア感染症（による腹膜炎）など
様 な々ものがあります。胃の不調だから他の検査は不要
という方がいますが、様 な々検査を必要に応じて行わな
いと原因がわからないだけでなく重要な病気を見落と
すことになりかねません。
検査へのご協力お願いします。

〒227-0062
神奈川県横浜市青葉区青葉台2-8-20パルテ青葉台2F

取材：（有）YN　連絡先：080-4334-0067

詳しくは
こちらから

▶

●

●

●

東急田園都市線

北口

厚木街道
���

成城石井

青葉台
東急スクエア

環
状
4
号
線

ファミリーマート

青葉台駅

パルテ青葉台 2F

たけのこメディカルパーク 東急田園都市線
「青葉台駅」 北口より

徒歩2分

耳鼻咽喉科小 児 科内　科

皮 膚 科
診療開始

健診センター

休診日：土曜午後・日曜午後・祝日

＼ お電話にてご予約可能 ／

045-985-4187
ヨ イ ハ ナ

0120-55-3387
045-985-4133

ヨ イ ミ ミ

予約専用ダイヤル健診センター

8,000円→ 3,500円→ 15,300円→

脱毛人気ベスト３！

脇1位 足2位

VIO3位

お肌を傷めない光脱毛で安心です

\衣替えの前に！/

お試し
1回♪

 56％
OFF

 72％
OFF

 52％
OFF

045-530-9323

●●

●

榎が丘 
青葉台駅前

東急田園都市線 

北口

東急
青葉台駅

ドコモ
ショップ成城石井

オーケー青葉台店

246

18

1F フレッシュネス
バーガー4F

LINE
ご予約・
お問合せ
はこちら

HOT
PEPPER
他メニューも
あります♪
詳しくはこちら

ヒルズビューティー 青葉台

青葉台駅より徒歩1分

横浜市青葉区青葉台2-6-2 山下ビル4F

脱毛サロン 
Open！
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ナンプレ

問題提供：
変わり種ナンプレで遊ぼう
https://danboko2.xsrv.jp/

★答え9＋9＋9＝27

「ルール」をもとに白マスを
埋めましょう。
A～Ｃの合計は？

ルール

◆9×9のマスに、1から9まで
の数字を入れていきます。

◆タテ列・ヨコ列・3×3ブロッ
クの中では、それぞれ同じ
数字を使ってはいけません。

おひつじ座
3.21→4.19

おうし座
4.20→5.20

ふたご座
5.21→6.21

かに座
6.22→7.22

しし座
7.23→8.22

おとめ座
8.23→9.22

てんびん座
9.23→10.23

さそり座
10.24→11.22

いて座
11.23→12.21

やぎ座
12.22→1.19

みずがめ座
1.20→2.18

うお座
2.19→3.20

Lucky color

Lucky color

Lucky color

Lucky color

Lucky color

Lucky color

Lucky color

Lucky color

Lucky color Lucky color

Lucky color Lucky color

恋愛や仕事、家族間などを西
洋占星術、タロットを中心に占
う。「まき姉」の愛称で数多くの
女性から支持されている。仙台
の占いサロン『開運館E&E』に
て活躍中。

astrologer

マーガレットまき

開運館E&E  http://www.kaiunkan-ee.com/

レッド ワインレッド オレンジ ハニーイエロー ホワイト ピンク

ロイヤルブルー ターコイズブルー マゼンダ レモンイエロー グリーン ゴールド

運気上昇！好調期。新しく始めること
が人生を良い方向へ導いてくれるか
も。自分に甘くならないことが幸運の
鍵♪同じ姿勢の長時間作業に注
意。ストレッチを心掛けましょう。

安定運上昇！心賑やかな時期。勉強
に励んだり周囲とコミュニケーション
をとったりしましょう。好きなことに心
を向けるのが幸運の鍵♪休眠口座
など金品整理が金運アップに。

社交運上昇！忙しさが落着き、穏や
かで楽しくなりそう。英気を養うため
ゆったり過ごし趣味など楽しみましょ
う。幸運の鍵は時々SNS断ちするこ
と。食べ合わせに注意！

エネルギッシュ運上昇！多忙な時
期。新しいことに勇猛果敢に挑戦を。
迷わず取り組むことが幸運の鍵♪背
中を押す心強い人が現れそう。週に
一度は完全休養日を取りましょう。

チャレンジ運上昇！今までの頑張り
が認められます。自分一人ではなく
周囲の恩恵を受けられ、より発展が
望めます。幸運の鍵は交際範囲を広
げること。体力アップに励むと◎

ご褒美運上昇！忙しさが一段落しま
す。頑張りが認められてご褒美が貰え
そう。素直に受け取ることが幸運の
鍵♪人と深い絆で結ばれるかも。健
康面はホルモンバランスに注意。

仕事運上昇！仕事以外に対外的な活
動で大きな広がりを感じられるかも。
同じ目標の人と手を組み協力するの
も◎共に上を目指すことが幸運の鍵
♪健康面は睡眠リズムを整えて。

成長運上昇！今まで取り組んでいた
勉強や趣味、ボランティアが急成
長。自信を持ち実力を発揮しましょ
う。楽しいお誘いも増え多忙な時期
に。体調は万全ですが肥満に注意。

幸運期！楽しみが舞い込んでくる時
期。遊びや趣味活を思う存分楽しむ
と新たな可能性の扉が開きそう。人
間関係に恵まれ素敵な出会いにワ
クワク。不注意によるケガには注意。

人間関係運上昇！側にいる仲間や家
族に感謝することが幸運の鍵♪悩み
の解消につながります。個性的な人と
の出会いは良い方向へ変化します。
早寝、早起きを心掛けましょう。

コミュニケーション運上昇！広いジャ
ンルの人と付き合うと様々な情報を
得られます。意欲的な外出が幸運の
鍵♪知的好奇心が大いに刺激され
るでしょう。過労には要注意。

幸運期！夢、目標、欲しい物、人など
を手に入れるため、努力と行動と情
熱を持って楽しみましょう。ただしお
金は計画的に！ストレッチでこわばっ
た心と体をほぐして。

›

炭酸泉とは!?
療養泉と同じ濃度の炭酸泉を実現。
疲労回復効果や美肌効果、関節痛の緩和など、
多彩な効能が認められています。

黒湯高濃度
炭酸泉

黒湯高濃度
炭酸泉

当店オススメ！

黒湯
天然温泉

疲

れを癒す！

地下800mから湧き出る天然温泉が
あなたの疲れを癒します。

神経症、筋肉痛、冷え性、
疲労回復、慢性皮膚炎 など

効能

Ｇ
Ｗ
は
日
頃
の

　
疲
れ
を
癒
そ
う
。

無料送迎バス 時刻表【瀬谷駅⇔おふろの王様⇔中央林間駅】

  9:45

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

11:10

12:10

13:10

14:10

15:10

16:10

17:10

18:10

19:10

20:10

21:10

11:10

12:10

13:10

14:10

15:10

16:10

17:10

18:10

19:10

20:10

21:10

  9:45

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

瀬谷駅 発 おふろの王様
瀬谷店発 中央林間駅発おふろの王様

瀬谷店発

※交通事情により発車時刻が前後する場合がございます。予めご了承ください。
また乗車人数が送迎バスの定員を超えている時、ご乗車いただけない
場合もございます。何卒、ご了承くださいませ。 

瀬谷駅南口バス乗り場

バス乗車位置

瀬谷駅 南口

美肌の湯

【営業時間】 10時～翌1時（最終受付24時）
【住　　所】 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町24-6

メンテナンス等を行うため休館日を設けております。
休館日をご確認の上、ご来館ください。年中無休

東急田園都市線

中
央
林
間 東

名
高
速
道
路

環
状
4
号

小
田
急
線

か
ま
く
ら
み
ち

鶴
間

南
林
間

南町田つきみ野

大和 瀬谷相模鉄道本線

八王子街道

50

56

401

246

246 467

16
大和
バイパス

横浜町田I.C.

バス停 馬場屋敷

瀬谷入口

一ノ関

下鶴間

東名入口

おふろの王様
瀬谷店

無料駐車場180台完備
【交通】車利用の場合：国道246号「瀬谷入口」交差点を東へ500メートル／路線バス利用の場合：相鉄
線「瀬谷駅」・「三ッ境駅」、小田急線「鶴間駅」より神奈中バス・間14系統、間15系統をご利用になれます。

「馬場屋敷」下車、徒歩0分

TEL045-924-1126

※本券1枚で2名様まで有効
※おふろの王様瀬谷店のみ有効

※本券1枚で2名様まで有効
※おふろの王様瀬谷店のみ有効

2023.5.14有効期限

入館割引

600円平日

2023.5.14有効期限

入館割引

800円休日

モバイル会員も
大募集！

詳しくは
こちら

TEL：045-901-8055
横浜市青葉区美しが丘2-14-8
営業時間
平日11：00～19：30
土日祝10：00～19：00（水曜日定休） 

＼GWのおでかけに♪／たまプラーザ駅
北口

4分徒
歩

レンタ
サイクルも
あります

ショッピング
ローンも
無金利で
組めます

初心者の方も
ご相談に
乗ります！

COGGEY たまプラーザ店 COGGEY
たまプラーザ店

JA横浜
ハマッ子直売所

ファミリーマート

自転車
点検

無料
※他店で購入した

自転車も可

2023年5月末日まで

先着10名様限定！

5000円
OFF！

※自転車購入時のみ使用可
※切り抜き持参orこの記事を
   スマホで撮影したもの
   を持参時に適用

POINT 1
サスペンション機能付き

街中のちょっとした
段差も衝撃を吸収

4つのモード
最適なアシストを
自動出力するオートアシストモードを含む
4モード（エコ/ノーマル/パワー/オート）

POINT 3
フレーム内蔵
バッテリーで

エレガントかつ
上品なフォルム

POINT 4
お好みで

バスケット
取り付け可能

｢VOTANI  Q3｣.￥168,000税込

自転車選びならお任せください！ 

POINT 2
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DE 横浜赤レンガ倉庫
Yokohama Frühlings Fest
2023

EVENT EVENT EVENT

春の訪れを祝うドイツ
の祭り。ドイツビールや
ドイツ料理、生演奏の音
楽が楽しめる10日間。
夜は日にち限定で野外
シアターも登場します。
[場]横浜赤レンガ倉庫イベ
ント広場・赤レンガパーク
[料]入場無料
[時]11:00～21:00
※4/28(金)のみ17:00
オープン
[問]045-227-2002

※掲載内容は変更になる場合がございます。ご確認の上、お出かけください。

今知りたい街のニュースや
イベントをご紹介。

4.28（金）

5.7（日）

5.20（土）

5.21（日）

ガーデンネックレス横浜2023 YOKOHAMA
GOGO DOG FES 2023春

天然芝の巨大ドッグラ
ンのほか、フードやウェ
アなどのアイテムが揃う
ドッグマルシェ、50m
ドッグレースなど、愛犬と
いっしょに一日中楽しめ
るイベント。
[会]臨港パーク（横浜）
[時]5/20(土)10:00～
18:00、5/21(日)10:00
～17:00
[問]https://www.yoko
hama55fes.com/

EVENT

第71回ザよこはまパレード 　　

恒例の仮装行列が今年
も開催。華やかに装飾さ
れたフロートや迫力満
点のマーチングバンド
がパレードします。
[会]山下公園周辺、横
浜赤レンガ倉庫、馬車
道、伊勢佐木町ほか
[時]キッズパレード10:
45～、スーパーパレー
ド11:15～
[問]国際仮装行列実行委員
会事務局045-671-7423

横浜の街全体がさまざま
な花や緑で彩られます。
市内最大級の約10,000
㎡の大花壇が楽しめる
里山ガーデンフェスタは
5/7(日)まで。関連イベン
トも多数開催。
[場]みなとエリア（都心臨
海部）、里山ガーデン、全
市（18区）  
[問]NTTハローダイヤル 
050-5548-8686
(9:00～20:00 6/12まで)

はいさい FESTA2023
EVENT

迫力のあるエイサーや、
野外フリーライブのほ
か、沖縄フードが味わえ
る屋台、物産展など、川
崎の街が沖縄一色に。
クラブチッタ（ラ チッタ
デッラ内）では、5/5に
宮沢和史をオーガナイ
ザーに迎えた音楽祭(有
料)を開催。
[会]ラ チッタデッラ、JR
川崎駅東口エリア
[問]044-233-1934

EVENT

※期間中の
金・土・日・祝日

第48回野毛大道芸

横浜の春の風物詩。野
毛大道芸は、今年は4
年ぶりに路上での開催
が決定。国内外を代表
する29組のパフォー
マーが盛り上げます。
[会]野毛本通り、大岡川
沿いステージ、横浜成田
山駐車場、のげシャーレ
[時]11:00～18:00
※野外は16:30迄
[問]045-262-1234

4.22（土）

4.23（日）

5.3（水・祝）

5.7（日）

5.3（水・祝）
※荒天時は
5/4に順延

開催中
6.11（日）

ガーデンベア
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子供が
大きくなったので、
そろそろリフォーム

しようかしら

このまま賃貸でいい？
それとも購入する？
マンションor戸建

どちらがいい？

住み替えを
したいけど、

今の家は
いくらで売れる？

無理のない予算や購入エリア、賃貸も含めた
多様な選択肢の検討からお手伝いします。住まい検討の

「どうしよう?」に
何度でも無料でお応えします

買   う

売却査定について査定内容を
複数社にて比較検討できます。売   る

予算やこだわりに応じて、
見学予約・見積り・提案等を手配します。建てる

ご要望に応じて複数社への紹介・
条件連絡やお断りを代行します。

リフォーム

引越しや不用品回収、老人ホームなどの
専門業者を紹介させていただきます。

暮らし

青葉台駅改札出てすぐ 営業時間／10：00～19：00  年中無休（年末年始を除く） 

※ご予約時に『ARIFTを見た』とお伝えください。
※新規のご相談かつ1家族様1回限り
※要事前予約　2023年5月末まで

TOKYU POINT
500ポイントプレゼント

こんなお悩みご相談ください 専門的な資格を
持った

コンシェルジュが
、

考えはじめからサ
ポートします。

お気軽にご相談く
ださい。

オリジナルアロマスプレー
プレゼント

さらに

新規ご相談で
Wプレゼント！

コンシェルジュがお手伝いできること

※1グループに
　つき1本まで

青葉区・緑区にお住まいの方、今ご利用のケータイに、通話・通信ができなくなる機種がございます。
FOMA、

3Gケータイを
ご利用中のお客様、

お気軽にご連絡
ください。

FOMAプラスエリア非対応機種をご利用のお客様は2023年1月より一部エリアで通話・通信のご利用の縮小が順次開始されます。
修理受付終了機種・FOMAプラスエリアの非対応機種は多数ございます。

2023年1月以降 順次提供終了エリア
つつじが丘、荏子田2丁目、荏田西1～5丁目、荏田町、柿の木台、市ケ尾町、千草台、
藤が丘2丁目、梅が丘

青葉区(各周辺地域）
十日市場町、長津田2・3・4・5・7丁目、長津田みなみ台7丁目
緑区(各周辺地域）

※新規契約は乗り換え対象ではございません。 ※契
約変更の場合3,300円の契約事務手数料がかかり
ます。 ※ACアダプタ、卓上ホルダは別売りです。

｜台数限定!!｜

一括1円でガラケーからスマホに取りかえ!今なら

arrows We
F-51B
定価36,300円（税込）

今なら

通常価格
36,300円

店舗独自割引
36,299円

台数
限定1円！1円！

子ども
携帯も♪ キッズケータイ

SH-03M
定価21,956円（税込）

台数
限定1円！1円！

今なら

通常価格
21,956円

店舗独自割引
21,955円



AQUOS wish2
SH-51C
定価22,000円（税込）

今なら

通常価格
22,000円

店舗独自割引
21,999円

台数
限定1円！1円！

arrows ケータイ
ベーシック F-41C 
定価32,230円（税込）

今なら

通常価格
32,230円

店舗独自割引
32,229円

台数
限定1円！1円！


ドコモショップ ららぽーと横浜店

横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜1F

（フリーダイヤル）

☎������������ ☎������������
営業時間 午前10:00～午後8:00
受付時間 午前10:00～午後7:00

平　日

営業時間 午前10:00～午後9:00
受付時間 午前10:00～午後8:00

土日祝

無休定休日

店舗HP

ドコモショップ ららぽーと横浜店限定

エコバッグプレゼント！
期間限定：2023年5月7日（日）

※上記特典はドコモショップ ららぽーと横浜店限定。 ※お一人様1回限りとなります。 
※プレゼントの数には限りがございますのでご了承ください。 ※イラストはイメージです。※詳しくは店頭スタッフまで。

\  こちらのクーポンご持参で  /

Eco Bag
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1日で
噛める

まずは1度、無料カウンセリングにご来院ください。

オールオンフォーによる3つのメリット
メリット2>

硬いものを気にせず
食べられる02

メリット3>

人前で
笑えるようになる03

メリット1

01

>

たった２時間で
生まれ変われる

安藤歯科医院WEBサイト
http://ando-implant.jp/

安藤歯科 ザイゴマ・インプラント クリニック 埼玉
朝霞医院

東京
高島平医院

取り外しの要らない白い歯を1日で。即日インプラント！

取材協力/安藤歯科医院　取材/Ａ企画　03-3962-1388

All-on-4オールオンフォー

数多くのインプラント、オールオンフォー症例を持つ安藤歯科
だからこそできる“パーソナルカウンセリング”
豊富な実績と経験があるからこそできる1人1人に合った“本
当”の治療計画をご提案させていただきます。

こんなお悩み
ありませんか？

他にも… 忙しくて治療に何回も通えない／他医院でインプラントは無理と断られた

入れ歯でお悩みの方 歯の見た目に悩んでいる 歯周病でぐらぐら 虫歯でボロボロ…

オールオン4で
毎日を笑顔に

2,000,000円～
(月々27,000円～)
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ア＝アルバイト　パ＝パート　正＝正社員　契＝契約社員　嘱＝嘱託社員
委＝業務委託　派＝派遣スタッフ　紹＝紹介要員

掲載の求人情報は男女を募集対象としていますが、募集条件として男性・女性を限定しているものは、男女
雇用機会均等法適用除外職種等の募集です。

求人情報
I N F O R M A T I O N

 敷地内禁煙、又は屋内禁煙
 敷地内禁煙、又は屋内禁煙（屋外、又は屋内に喫煙所有）
 屋内喫煙可

就業場所における受動喫煙防止のための取組について

月給25万円～45万円、完全週休2日制、
年間休日120日以上、未経験者歓迎

地域密着メディア「ARIFT」の提案および全ての広告・
プロモーションの支援
9:00～18:00（実動8時間）
正社員
年間休日120日（完全週休2日制／土日祝）
年末年始・GW・夏季・慶弔・産前・産後休暇・特別休暇
月給25万円～45万円※経験や能力を考慮して決定します。
交通費支給、時間外勤務手当（みなし時間超過分）、役職手当
社会保険完備、慶弔金制度、定期健康診断、インフルエンザ予防接種
仙台支局、横浜支局、埼玉支局のいずれか
※配属先は希望を考慮して決定します。

【仕事内容】

【勤務時間】
【雇用形態】
【休日・休暇】

【給　　与】
【諸 手 当】
【福利厚生】
【勤 務 地】

応募はコチラ

株式会社中広メディアソリューションズ

045-225-9267（担当：武井）

1987.10.1

2021.5.1

35年の歴史を承継した創業

1987年に横浜の地で創刊した地域メディア「ぱど」や付随する広告
事業を承継し、新たに誕生した会社です。創業時に掲げた「地域およ
び地域経済の活性化」という理念においては、現在でもブレることは
なく私たちの使命として今後も展開していきます。地域メディアを通
して地域を豊かに楽しく。地域ビジネス支援を通して地域経済を活
性化。地域から日本を元気にしてまいります！
今回の募集職種は、地域密着メディア「ARIFT」の提案および全ての
広告・プロモーションの支援を行う営業職。お客様の広告・集客課題
をヒアリングし、集客計画やご予算に応じたプランをご提案するもの
です。メディアと広告のチカラで街を盛り上げましょう！

■■■■■■■■■■
■

■■■■■■■■■■
■■■■■

■■■■■■■■■■
■■

■■■■■■■■■■
■■

街の魅力を掘り起
こして

地域経済の活性化
をしませんか？

創業期を盛り上げ
てくれる

メンバーを大募集
します！

地域メディアを

発行している

総合広告代理店の

営業募集です

[ 屋内禁煙 ]

の仕事

[あざみ野駅からバス「もみの木台」徒歩5分]

特別養護老人ホーム　緑の郷
横浜市青葉区鉄町2075-3

担当／石井045-903-8500

デイサービス

30年の実績と信頼のあるデイサービス

一緒に働く仲間を大募集!!

時給1,300円～

日勤介護スタッフB

内容

資格

時間

給与

待遇

応募

ＰＲ

体操やレクリエーションの他、

食事・入浴等の介護の仕事

未経験や資格がなくても大丈夫です

8:30～17:30

介護福祉士等の資格手当

処遇改善加算費一時手当（3月支給）

無資格の場合、資格取得の支援制度あり

有給休暇、社会保険完備など

お電話又はホームページ内の求人案内から

初めてで不安な方にも、同じ時間で働く職員が

多いので安心です。また、定期的な研修やミー

ティングもあります。また、法人内の事業所で

の正社員登用制度もあります。

「高齢者の日常に彩りを添える」そんな

お仕事です。介護の仕事は難しいものです。

でも一緒に楽しんでいただける方なら大丈

夫！高齢者の笑顔に触れて、自分も笑顔に

なれるやりがいの多い仕事です!!

の仕事

[「中山」駅よりバス7分「境」バス停目の前]

医療法人社団　元気会　横浜病院
横浜市緑区寺山町729

担当／採用係045-933-1011

看護師・看護助手

認知症ケアが実践で身につく病院

生活に合わせて働く時間を選べます

①[正]月給339,520円～[パ]時給1,800円～ ②下記

①看護師CB

②看護助手CB

資格

時間

給与

待遇

ＰＲ

①看護師免許②無資格・未経験歓迎

①[正]日勤/9:00～17:00 夜勤/16:30～9:30

　　　◎日勤のみの常勤も募集中です！

②[正](A)7:00～15:00(B)11:00～19:00

　　　(C)16:30～翌9:30

①②[パ]9:00～17:00 ※時短勤務可能、週3日～

①[正]月給339,520円～388,720円　[パ]時給

1,800円～1,900円　②[正]月給272,000円～

313,290円　[パ]時給1,200円～1,400円

車通勤可、有給休暇、土日祝託児所可

看護助手向けの見学会も実施中です。准看護師

の方も募集中ですのでお問い合わせください。

見学会の日程が合わない方はご相談ください。

《看護師向け職場見学会実施中！》

[オンライン] 子ども参加OK！

5/8(月)・5/17(水)　11:00～12:00

[現地参加] 雰囲気が分かる！

4/28(金)・5/9(火)　13:00～14:00

の仕事

[あざみ野駅から徒歩5分]

訪問看護ステーションCOCOスマイルあざみ野
横浜市青葉区美しが丘5-14-6

担当／安斉045-532-9247

訪問リハビリ

WワークOK！週1から働けます！

家事や育児との両立も可能です

時給2,000円～

訪問看護ステーションのリハビリBA

内容

資格

時間

待遇

応募

ＰＲ

在宅でのリハビリ運動支援

理学療法士、運転免許

8:30～17:30のうち3時間～

社会保険完備、交通費全額支給

お電話にて受け付けています。まずはお問い合

わせください。

しばらく仕事から離れていて不安があるという

方も、同行での訪問などで現場のサポートをし

ます。正社員雇用制度も設けてありますので、

将来的に正社員を目指したい方も、まずは気軽

にバイトを始めたい方も歓迎です。

フォロー体制があるので安心して働けます。

勤務時間を希望で決められるため自由度が

高く、空いた時間も好きなように使うこと

ができます♪まずはお気軽にお問い合わせ

ください！
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超高精度シュミレーター

インドアゴルフ
24h定額制のプライベート空間で

おもいっきり練習できる

月額4,400円～
豊富なプラン＋チケット併用

で様々なニーズに対応
・1枠は60分。ウィークデイ枠（平日6:00-16:30）は1枠75分。
  ナイト枠（0:00-6:30）は1枠90分となります。
・いずれのプランも打席料はいただいておりません。

使い放題プラン
ご利用頻度の多い方にお得なプランです

※その他、｢ダブルプラン｣｢ホリデープラン｣｢ナイトプラン｣もございます。

月枠プラン
１日合計4枠まで同時予約可能。
ご利用頻度の少ない方、連続でご利用されたい方、
先の予約までされたい方に適したプランです。

※その他｢月4枠｣｢月6枠｣｢月8枠｣｢月10枠｣｢月12枠｣
プランもございます。

入会金 5,500円 ※入会、予約、決済、退会
全てWebで完結OK

最高の
練習環境を
お手頃価格で

月額
定額制

ゲスト
同伴可

超高精度
シミュレーター 個　室 個人

レッスン

レギュラープラン 月額13,200円
ウィークデイプラン

（平日6:00～16:30）  月額8,800円 月2枠プラン 月額4,400円～

無料体験は
HPお問い合わせより
お申し込みください

追加チケット
1枠 1,650円～

インドアゴルフ練習場 golfbox24  都筑センター北店
℡070-2385-1730／info@golfbox24.com

ノースポート
モール

港北みなも

大塚

ルララ
こうほく

横浜市歴史博物館

歴史博物館脇

我妻山公園

セブンイレブン

センター北駅
出口1

ペットエコ み
な
き
た
ウ
ォ
ー
ク

golfbox24

横浜市都筑区中川中央1-22-6 グランヴェール101
センター北駅徒歩4分
※お車、自転車をご利用の方はお問い合わせください

センター北
徒歩4分

24時間
営業

（完全予約制） 詳しくは
公式HPへ ▼

（上記は参考割引料金です。内容により異なります。）

ファミリー引越センターの

引越にお任せ!

特典1 特典2 特典3 特典4

処分品サービス
3,000円分割引!!

Ⓐテレビ・ビデオ配線Ⓑ洗濯機取付 ハンガーBOX6個
布団袋3枚まで
無料レンタル

ダンボール
最大70個サービス

有効期限 2023年6月30日迄 有効期限 2023年6月30日迄 ※送料は別途

いずれかひとつ
無料で作業させていただきます！

安い
早い
丁寧30％OFF！！最

大

お引越時の
不用品のお引取も可能

5555 検 索 www.505555.co.jp
うれしい引越特典キャンペーン実施中

読者限定キャンペーン

相談・見積 無料
丁寧な仕事はもちろん価格でも勝負いたします。

新イメージキャラクター
新庄剛志さん

TVCM放映中!!

日本マーケティングリサーチ機構調べ
調査概要：2019年11月期_ブランドのイメージ調査

価格満足度  No.1 リピート満足度  No.1 スタッフ対応満足度  No.1

5555 検 索

R関自振第1561号

ファミリー引越センター はJリーグの浦和レッズオフィシャルパートナーです。R

©URAWA REDS

受付時間／8:30～20:30　年中無休・日祝も営業　各種カード可

0120-50-5555
ゴー　　ゼロ ゴ ー  　 ゴ ー 　  ゴ ー 　  ゴ ー

携帯・PHS OK

通話無料のフリーダイヤル

シングルプラン
（学生さん・独身者向き）

カップルプラン
（小家族向き）

ファミリープラン
（大家族向き）

（税込）23,100円より
（税込）31,900円より

（税込）62,700円より


