
予約優先070-2431-9164

P有

阪急神戸線 塚口駅 歩6分
nicoamor.4451@gmail.com 阪急神戸線

さんさんタウン

セブンイレブン

〒embellir

園田学園
中・高

ローソン

塚口

ウエルシア
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不定休休

11：00～18：00営

尼崎市南塚口町6-6-12

salon.embellir_eventguide

完全予約制▲ご予約・お問い合わせ

＜近隣にコインP有り＞

【+fav （プラスファブ）】さんは宝塚駅直結の、
爪に優しいネイルサロン。
自爪を削らず塗れるジェルネイル『パラジェル』の使用や、
ベースジェルをオフせず上から塗り直す『フィルイン技術』
など、爪へのダメージを減らしつつキレイな指先を叶えて
くださいます♥爪の状態に合わせて、丁寧なケアと
ベースジェルの選定や塗り方などを変えて下さる
オーダーメイドの施術だから満足度◎
巻き爪・深爪・二枚爪・爪が薄いなど、お悩みもしっかりと
ヒアリングした上で対応して下さるので安心ですね♪
また、メンズのネイルケアや学割コースもあり、
駅から直結の好立地なので、老若男女どなたでも
通いやすいのが魅力のひとつ♥
今年の夏は【+fav】さんで指先からキレイに
大変身しませんか ！

オールハンドフェイシャルエステ 60分
1名様

2名様
3,500円相当

阪急塚口駅から徒歩6分のところにある
【embellir （アンベリール）】さんは、
オールハンドの施術にこだわるエステサロン。
親身なカウンセリングと丁寧な施術で、体の内側と外側から
トータルで美をサポートして下さいます★
使用されている化粧品は、世界60ヶ国で愛されている
最高級ブランド『BIODROGA化粧品』。
ハーブの香りに心癒されながら、ワンランク上の美しさを
手に入れられます♪
なのにお値段はリーズナブルで、
フェイシャルエステ（カウンセリング込90分）が
なんと3,500円 ！
オールハンド施術の心地良さ、
そして輝くお肌へ変わっていく達成感を
【embellir】さんでぜひ一度体感してみて下さい♥

78歳でビオドラガ化粧品歴20年 ！
このハリ・ツヤ感のお肌を手に入れられます ！

中面にお得なクーポン掲載中
（アンベリール） JR線・阪急線 宝塚駅 歩1分

土曜日、日曜日、祝日、第2水曜日休

9：00～17：00営

宝塚市川面5-10-25 ユニベール宝塚1F

中面にお得なクーポン掲載中
（プラスファブ） 【パラジェル登録サロン】

中国語講座のご案内
中国四川省出身の講師による
中国語講座も開催しています。
知的美人も目指してみませんか？

【日　時】毎週金曜日の18時～19時
【受講料】 1回 1,200円

宝塚

宝塚

宝塚

宝塚
JR宝塚線

阪急

JR宝塚線

阪急

176

澤村
歯科
澤村
歯科

阪急今津線阪急今津線

アパマンショップアパマンショップ

+fav

+fav　宝塚 検索

Present

お店で使える500円分の金券
おつりは出ませんPresent

Beauty
Present

2021年 9月 5日（日）

〒635-0092 奈良県大和高田市大中南町3-48-4F 
ハッピータウン「阪神8月号プレゼント」係まで

http://www.happy-t.co.jp
■携帯でご応募■ Happy Townサイトからご応募

※当選者の発表はプレゼントチケットの発送をもって代えさせて頂きます。
　厳選な抽選を行った上で当選者を決定致します。
※当選者への発送は次号発行日頃の予定です。
※ご応募いただいた方の個人情報は、今後お客様への景品の発送、商品企画、 
　各種サービス・イベントのお知らせ、メールマガジン配送等に利用させていただきます。

住所・氏名・年令・職業・電話番号・メールアドレス・ご希望の商品・ハッピータウンを見て行った事のあるお店とご感想を記入の上、

※状況により臨時休業・営業時間の短縮等の可能性がございますので、営業については、各店舗にお問い合わせ下さい。

シネ・ピピア割引券・一般料金より

200円引き
1枚で2名様まで有効

クーポン持参・サービス併用不可宝塚市売布2-5-1ピピアめふ5F
TEL：0797-87-2261http://www.cinepipia.com/

シネ・ピピア市民映画館

毎週火曜日は サービスデー ※宝塚映画祭や特別料金作品の割引きは
ございませんので、予めご了承ください。料金等詳細はシネ・ピピアまでお問い合わせ下さい。

2021年10月31日まで有効のペアご鑑賞券を3組6名様にプレゼント!!

【期限】2021年9月30日まで

HAPPYクーポン

C

上映中～

シネ・ピピアシネマ情報

8/27（金）～9/2（木）

2021年／松竹／125分 ◎監督：山田洋次 ◎脚本：
山田洋次、朝原雄三 ◎原作：原田マハ ◎出演：沢田
研二、菅田将暉、永野芽郁、野田洋次郎、北川景子

2019年／日本／110分 ◎監督・脚本：八十川勝
◎主題歌：コノハコトノハ ◎出演：北原夕、KAZUKI、
星川恵美、森今日子、樹輝芽和、鈴木ただし

http://natsunohikari.tarumimovie.com/https://movies.shochiku.co.jp/kinema-kamisama/

©2021 垂水映画劇団 All Rights Reserved. ©2021「キネマの神様」製作委員会

キネマの神様

「痛くない死に方」上映中～8/19
「名探偵コナン 緋色の弾丸」上映中～8/19
「14歳の栞」8/20～8/26
「プラネティスト」8/20～8/26

「アメリカン・ユートピア」8/20～9/2
「夏の光、夏の音」8/27～9/2
「女たち」8/27～9/9
「名も無い日」8/27～9/9

「東京裁判」上映中～8/19
「野火」上映中～8/19
「ゆきゆきて、神軍」8/20～8/26
「青島要塞爆撃命令」8/27～9/2

志村けんさんから沢田研二へ…。
これは“映画の神様”を信じ続けた男と
その家族に起こる奇跡の物語

夏の光、夏の音

神戸・明石・三田を舞台に、
視覚障害を持つ女性とろう者の男性
2人が織りなすひと夏の感動の物語。

■シネマ2上映ラインナップ▶▶▶
■シネマ1
「キネマの神様」上映中～

太平洋戦争から80年　戦争映画特集

お問合せ 0570-016-855
http://www.hirakatapark.co.jp/

入園ご招待券
※有効期限：2022年3月31日（木）まで

5組10名様にプレゼント!!

休園日 不定休

開園状況など最新情報については
ホームページをご確認ください。

営業時間 10：00～閉園時間は日により異なる所在地 大阪府枚方市枚方公園町1-1

入園料金 おとな（中学生以上）
こども（2歳～小学生）

1,600円
900円

8/29［日］まで8/29［日］まで

私たちの身近にある
不思議を、見て、考えて、
確かめて、知ることが
できる展覧会が登場！
たくさんのワクワクを
体験しよう。

5００円 ※別途入園料金が必要です。

開催期間

プレゼン
ト

プレゼン
ト

D

© Taro Gomi

E
ご

【期限】2021年9月30日まで

平　日 10：00～17：00
土日祝   9：30～17：30
火曜日

（季節により
　変動あり）

楽しく遊んで
健康促進！

お住まいの町のHappyな情報を「折り込みチラシ」と「インターネット」で発信

82021.
毎月第3日曜日発行

ハッピータウン阪神

●発行部数：12万部

TEL：0745-53-3800
info@happy-t.co.jp

西宮市 宝塚市 芦屋市 尼崎市 伊丹市 川西市

http://www.happy-t.co.jp

お出かけ前にはハッピータウンを！
役立つ情報いっぱい



チラシ・DM・ハガキ・名刺等の制作・印刷承ります！チラシ・DM・ハガキ・名刺等の制作・印刷承ります！
お見積り無料カラー、モノクロ、紙質、レイアウト等、ご要望に応じて作成させていただきます。

ご予算や必要枚数、スケジュール等ご相談下さい。効果的なPRをご提案致します。

●お問い合わせは tel.▶0745-53-3800
Mail▶info@happy-t.co.jpカラー、モノクロ、紙質、レイアウト等、ご要望に応じて作成させていただきます。

ご予算や必要枚数、スケジュール等ご相談下さい。効果的なPRをご提案致します。

●お問い合わせは tel.▶0745-53-3800
Mail▶info@happy-t.co.jp

阪神本線

342342

甲子園阪神高速神戸線

甲子園球場

29好

43

兵庫信用金庫

ららぽーと

Corowa甲子園

ビバ甲子園

網引
公園

HAPPYクーポン

【期限】2021年9月18日まで
クーポン持参

11：00～14：00
17：00～21：00（L.O.20：30）

営

0798-61-1129

阪神本線 甲子園駅 歩8分

ひとり焼肉、大歓迎です

焼肉

29好 （にくずき）

西宮市

西宮市甲子園綱引町2-19

不定休休

新鮮なお肉をお安く提供しています。昼焼肉大歓迎★
お昼は丼やお持ち帰り弁当などもあります。女性の方お一人様でも
気軽にお越し頂けるお店です。ただいま、韓国風のり巻き『キンパ』
がオススメです ！  ノーマル350円／肉入り400円

50円OFF
キンパ

17：00～23：00営

不定休休

06-6426-4300
尼崎市尾浜町3-24-10

JR神戸線 尼崎駅 歩15分

仕掛けいっぱいの「からくり居酒屋」

居酒屋

居酒屋 源ちゃん

熊本直送の極上馬刺しや、鮮度にこだわったお造り、タジン鍋や
雪見豆腐鍋などの数々の鍋メニュー等、ここに来れば、食べたい
ものが何でもあるというくらい豊富なメニューが堪能できます☆

尼崎市

ベイコム
野球場
ベイコム
野球場住友機工

名和小名和小

久々知
西町1

尼崎市
卸売市場

久々知
西町1

尼崎尼崎

尼崎市
卸売市場源ちゃん源ちゃん

名神高速名神高速
13

ラウンドワンラウンドワンJR神戸線
JR神戸線

11：30～20：30営

06-6415-9011 

阪急神戸線・伊丹線 塚口駅 歩5分韓国料理

ぽんちゃん

尼崎市

尼崎市塚口本町2-1-1

月曜日休

本格キムチやヤムニャムチキンなど
おなじみの韓国料理を手軽にお楽しみ
いただけます。お支払いは動物達のエサ
と交換 ！ 楽しい時間を提供いたします。
テイクアウトもやっています。

気軽に韓国料理が楽しめる立ち飲み屋さん

【期限】2021年9月18日まで
クーポン持参

HAPPYクーポン

アルコールをご注文で

韓国おつまみ3種盛り
無料サービス

塚口阪急神戸線阪急神戸線

いかり
スーパー

三井住友
銀行

〒
池田泉州
銀行

ぽんちゃん
阪
急
伊
丹
線

阪
急
伊
丹
線

＜初回限定＞

11：00～19：00
土日祝 10：00～19：00

営

06-6415-8124

阪急神戸線・伊丹線 塚口駅 歩3分焼き芋スイーツ

塚口のお嬢さん

尼崎市

尼崎市南塚口町1-6-1 山下マンション1F

月曜日休

さつまいもを使ったこだわりのスイーツ
をたくさんご用意しています ！
おうちカフェやギフトにほっこり幸せな
味、いかがですか ？ 夏季限定★かき氷
販売中★20種類もあるの♪

尼崎の「さつまいもスイーツ」といえばココ ！

【期限】2021年9月18日まで
クーポン持参

HAPPYクーポン

かき氷全品

100円

さんさん
タウン

阪急塚口阪急神戸線阪急神戸線

阪急塚口駅前阪急塚口駅前

セブンイレブン
から揚げの天才

みずほ銀行

塚口の
お嬢さん

11：00～15：00／土曜 11：00～20：30営

月曜日休

0798-20-3597
西宮市川添町2-3

阪神本線 香櫨園駅 歩7分

アットホームな街の洋食屋さん!!
洋食・喫茶

だいにんぐ・かふぇ Fujita

当店はアットホームな雰囲気で、安全な食材を使用した料理を
食べていただく事をモットーに、日々調理しています。お近くへ
お寄りの際にはぜひお立ち寄り下さいませ。
コーヒーも有機栽培の豆を使用★

西宮市

香櫨園

西宮西宮
阪神
本線

阪神
本線

西宮
香風高
西宮
香風高

浜脇小浜脇小FujitaFujita43

193郷土
資料館
郷土
資料館

阪神高速3号神戸線

http://fujita.ciao.jp ナマステ

142

安倉中
デイリー
ヤマザキ

サンディ

交番

コープ
やまや

↑中山寺駅

下の池公園

安倉小

HAPPYクーポン

【期限】2021年9月18日まで
クーポン持参

11：00～15：00／17：00～22：30営

0797-61-4380

JR宝塚線 中山寺駅 車12分

本場仕込みの絶品インドカレー

インド料理

ナマステ

宝塚市

宝塚市安倉南1-20-29

無し休

ランチメニュー
100円OFF
ディナー
5％OFF

日本人向けにアレンジした、本格インド
料理のお店。野菜ベースの旨味が詰まった
カレーは濃厚なのにヘルシー。定番の
ナンはもちもち感もサイズも大好評です。
お一人様からお子様連れのファミリー、
各種パーティーにもピッタリです。

P有

9：30～21：00営

不定休休

まるやす 伊丹西台店
072-785-6511

伊丹市西台2-5-22

阪急伊丹線 伊丹駅 歩3分伊丹市

創業以来30年・・・。変わらぬ味でやってます。
持ち帰り弁当

コロッケは自家製で。ハンバーグも
もちろん手作り。タレもオリジナルなど
など。美味しさを追求したら、こんな
お店になりました。

ヤングランチ 870円

ミックスフライランチ
770円

焼そばコロッケ弁当
600円

ヤングランチ 870円

ミックスフライランチ
770円

焼そばコロッケ弁当
600円

阪急伊丹線

いたみ
ホール

伊丹

阪急伊丹線

いたみ
ホール

伊丹

伊丹小伊丹小

まるやすまるやす

334

332

189

13

maruyasu_obentou

info@htnotes.net
0798-54-1955

美と健康、癒しには深～い関係があり
ます。当店で行うスタイルアップヨガは、
パワーヨガではなく、ゆっくりとした
癒しのヨガです。防音室で癒しの時間
をお過ごし頂きます。

【期限】2021年9月18日まで
クーポン持参

HAPPYクーポン

初回体験

月曜日、土日以外の祝日休

癒しヨガサロン ハーティーノーツ

西宮市門戸荘17-62
グリーンヒル門戸 102

阪急今津線 門戸厄神駅 歩3分西宮市

スタイルアップには癒しが必要です

ヨガ

1,000円

http://htnotes.net/

337

いかり
スーパー
いかり
スーパー

ライフォートライフォート

ハーティーノーツハーティーノーツ

171

門戸厄神門戸厄神

阪
急
今
津
線

阪
急
今
津
線

完全予約制

6か月で
－17.45kg！

166cmのお客様

体重      72.75kg
へそ上   98.5cm

55.3kg
80.5cm

10：00～20：00営
不定休休

0798-35-2953
西宮市羽衣町6-5
デュオ夙川201

完全予約制

https://naturfit.org

耳つぼ1回体験＋カウンセリング

3,080円▶0円

耳つぼダイエット専門サロン Natur Fit

結果の出ないダイエットは卒業 ！
【3ヵ月－10kg目標 耳つぼダイエット】

耳つぼダイエット・整体 阪急神戸線 夙川駅 歩3分／JR神戸線 さくら夙川駅 歩6分西宮市

【期限】2021年9月18日まで
クーポン持参

HAPPYクーポン
＜初回限定＞

＜近隣にコインP有り＞

夙川阪急神戸線

南口南口

夙川グリーンタウン

Natur Fit
〒

（ナチュールフィット）

代表  笹野裕美
日本痩身医学協会会員

これまで19年間で800人以上のダイエットをサポートして
いる実績あるサロン。 運動が苦手な方も、食生活や栄養の
アドバイス＆サポートとともに、つぼの力で食欲を自然に
コントロールしていく健康的なダイエット ！ 一緒に無理なく
理想体重を目指せます ！

※個人差があります

+fav　宝塚 検索

10％OFF
全メニュー

予約優先

+fav　宝塚 検索

9：00～17：00営

070-2431-9164

お爪を削らないパラジェル＋フィルイン
技術でより優しく♪お爪の状態に合わせ、
丁寧ケアとジェルを選定。深爪／二枚爪／
薄い／巻爪 等、お悩み別にご対応可能
です◎詳しくは

【期限】2022年4月1日まで
クーポン持参

HAPPYクーポン

土曜日、日曜日、祝日、第2水曜日休

+fav （プラスファブ） 【パラジェル登録サロン】

宝塚市川面5-10-25 ユニベール宝塚1F

JR線・阪急線 宝塚駅 歩1分宝塚市 ネイル

宝塚駅直結◎ 人気No.1パラジェルサロン

P有

＜ご新規様限定＞

宝塚

宝塚

宝塚

宝塚
JR宝塚線

阪急

JR宝塚線

阪急

176

澤村
歯科
澤村
歯科

阪急今津線阪急今津線

アパマンショップアパマンショップ

+fav

オフ込み パラジェル使用
ワンカラー

4,680円

予約優先

ボディケア 60分

◆ 夏バテ
◆ 冷房病からくるコリ
◆ テレワーク疲れ
夏のお悩み全部解消 ！

4,000円▶3,000円

＜初回限定＞
★ハッピータウン限定★

ご予約はお電話
またはWEBで！

阪
急
今
津
線

小林

RELAXATION
Tanaka

フレスコ

イズミヤ

ココカラファイン

10：00～21：00（最終受付 20：00）
月曜 10：00～17：00（最終受付 16：00）

営

木曜日、第1水曜日休

阪急小林駅スグで通いやすい★
柔道整復師の資格を持った経験豊富な
男女スタッフが、ゆったりからがっつり
まで、責任を持って対応致します ！
クーポン利用でさらにお得 ！ ▶

RELAXATION Tanaka
0797-78-8087

宝塚市小林2-9-26 ブランドール小林1F-2

阪急今津線 小林駅 歩30秒宝塚市

駅前リラクゼーション NEW OPEN ！
安心 ・ 安全 ・ 低価格

リラクゼーション・整体

【期限】2021年9月18日まで
クーポン持参・サービス併用不可

HAPPYクーポン

https://relaxation-tanaka.com/

8：30～19：00営

月曜日休

ヘアーサロン Polite （ポライト）
0798-41-1079

西宮市甲子園網引町8-21-104

阪神本線 甲子園駅 歩10分西宮市

丁寧に、親切に、安心の技術！!

理容室

お子様からお年寄りまで、気軽に通って
いただけるサロンです。安心の技術にて
皆様のお越しをお待ちしております。

P有

大人カット 1,900円

小学生・子供カット
1,000円

☆Polite☆
ヘアカットメニュー

～全顔そり付～

シニアカット1,600円
（60才以上の方）

ローソン

阪神
甲子園球場
阪神

甲子園球場

PolitePolite

甲子園

阪神本線
阪神高速3号神戸線

阪神高速3号神戸線

阪神本線

342

43
ツルハ
ドラッグ

駐車場

AOKIAOKI

臨港線

駐車場

新
川

アルバイト募集中 ！
・ 時給1,000円～
・ 40歳未満の方歓迎
・ 女性歓迎（経験者）
・ 1時間～、平日入れる方
お気軽にご連絡下さい

阪
急
今
津
線

小林 337

El Rapha ローソン

ジョリー
パスタ

セブン
イレブン

イズミヤ
完全予約制

10：00～18：00（最終受付16：00まで）営

シミケアトリートメント
60分し放題

8,800円▶5,500円
＋たるみケア15分サービス

オプションの
ハンドマッサージ
（1,100円相当）を
プレゼント

080-9165-1645

何をしてもなくならないシミ。女性の
一番のお悩みのシミ。シミの事なら
当サロンにお任せ ！ シミケア以外にも
たくさんメニューがございます。
完全プライベートサロンで安心です。

【期限】2021年9月18日まで
クーポン持参・サービス併用不可

HAPPYクーポン

日曜日、祝日、年末年始休

宝塚市エステサロン El Rapha （エルラファ）

宝塚市高司1-3-1-202

https://elrapha.net

阪急今津線 小林駅 歩12分宝塚市 エステ

リピート率98％のシミケア専門サロン

P有

＜初回限定＞

快眠ヘッドマッサージ30分
（フットマッサージ付）3,850円に

予約優先

阪急宝塚線 宝塚駅 歩5分

「HappyTownを見た」とお伝えください

HAPPYクーポン

【期限】2021年9月18日まで

10：00～22：00営

0797-26-6855

ネイル・エステ

Alice Tierra Nail & Beauty Salon

宝塚市

宝塚市栄町1-6 花のみちセルカ2番館2F

不定休休

宝塚大劇場徒歩1分 ！
今話題のHIFUが期間限定 500円～。
大型テレビ・個室・ソファー席で優雅に
最新ネイルも◎地域最多カラー・パーツ
数で世界に一つだけのネイルを☆

宝塚歌劇OGのネイルサロン・セルフハイフサロン

お悩み改善パック
プレゼント

「HappyTownを見た」で

P有

（アリスティエラ）

alicetierra.takarazuka

花のみちセルカ

宝塚ホテル

ソリオ
宝塚

宝塚大劇場

Alice Tierra

宝塚

阪急今津線

阪急宝塚線

176

花のみち

nicoamor.4451@gmail.com

阪急神戸線

さんさんタウン

セブンイレブン

〒embellir

園田学園
中・高

ローソン

塚口

ウエルシア

142

飲むコラーゲン
（定価10,000円）
サンプル

＋オリジナルキャンバス
トートバッグ
プレゼント

不定休休
11：00～18：00営

尼崎市南塚口町6-6-12

salon.embellir_eventguide

完全予約制▲ご予約・お問い合わせ

本当にキレイになりたい人のための
エステサロン ！ 親身に徹底的にカウン
セリングをさせて頂くため、お時間90分
頂きます。親身になりすぎちゃったら
ごめんなさい ！ 内側と外側からのトー
タルであなたの美をサポートします。
最高級ブランド｢BIODROGA｣化粧品
でのオールハンドエステで、本当の
自分が見えてくる？！

クーポン持参【期限】2021年9月18日まで

HAPPYクーポン

embellir （アンベリール）

阪急神戸線 塚口駅 歩6分尼崎市 エステ

キレイになるのはあなた次第 ！！

＜近隣にコインP有り＞

【期限】2021年9月18日まで
クーポン持参・サービス併用不可

HAPPYクーポン

80%OFF
入会金

日曜日、祝日休 P有

月～水・金  9：00～12：00／14：00～20：00
木曜日　　9：00～12：00／14：00～21：00
土曜日　　9：00～12：00／14：00～17：00

営

J-サーキット 南甲子園
0798-43-6555

西宮市南甲子園2-2-4 ルベラージュ甲子園1F

阪神本線 甲子園駅 車5分西宮市

女性だけの30分フィットネス
女性専用フィットネス

これなら続けられる ！！ いくら効果的なダイエットでも続かなければ
意味がありません。予約無しでお好きな時間に効果的なエクサ
サイズが行えるJ-サーキットで脂肪燃焼 ！！

甲子園甲子園

甲子園球場甲子園球場

阪神高速神戸線

阪神高速神戸線

阪神本線阪神本線

中津交番中津交番 永田
整形外科J-サーキットJ-サーキット

43

通常11,000円▶2,200円

9：00～19：30営

木曜日休

カット専門店 Cut house
080-3847-4978

尼崎市立花町1-15-5

JR神戸線 立花駅 歩5分尼崎市

短時間☆丁寧☆安心

ヘアーサロン

『顔剃・シャンプーは自宅で出来るのに』
…余分なお金を使う必要は無いと思い
ませんか？カットハウスは、カットのみ
をご提供させて頂く、リーズナブルな
新感覚サロンです。

カット
1,000円
男性・女性・子供一律料金
＜顔剃・シャンプーはありません＞

立花立花立花
ジョイタウン
立花

ジョイタウン

Cut houseCut house
三井住友銀行三井住友銀行

ファミリー
マート
ファミリー
マート

立花病院立花病院
立花うるま保育所

JR神戸線
JR神戸線

スタッフ募集中！
詳しくはお問合せ下さい

9：00～18：00営

月曜日、第1・3日曜日休

相談や要望が言いやすい雰囲気の
サロンです。あなたの似合うスタイルを
叶える為に丁寧なカウンセリングをさせて
頂いています。★駐車場3台完備★
★パートスタッフ募集中 ！

シンプルヘアー
0798-70-1217

西宮市六軒町7-13

阪急甲陽線 甲陽園駅 歩10分西宮市

1人1人の出逢いを大切に

美容室

【期限】2021年9月18日まで
クーポン持参・サービス併用不可

HAPPYクーポン

2,640円（税込）
カット

甲陽園小甲陽園小

シンプルヘアーシンプルヘアー

阪
急
甲
陽
線

甲陽園甲陽園
コープ

大塚
歯科

コープ

大塚
歯科

〒〒

予約優先

P有 3台

10：00～19：30
土日祝 9：00～18：30

営

火曜日休

【完全プライベートサロン】
女性理容師が手掛ける理髪店 ！
コロナ禍でも安心の1対1なので、周りを
気にせずゆっくりとお過ごし頂けます。
★尼崎素肌美人増加プロジェクト中

Cut&Beauty MOON

ネット予約▶
クーポンあり

06-7171-6225
尼崎市立花町2-2-6
グランメゾン立花101

JR神戸線 立花駅 歩5分尼崎市

髪からあなたのココロを癒すヘアサロン

理容室

予約優先

P有

（カットアンドビューティ ムーン）

立花立花立花
ジョイタウン
立花

ジョイタウン

三井住友銀行三井住友銀行ファミリー
マート
ファミリー
マート

立花うるま保育所立花うるま保育所

千歳公園千歳公園

JR神戸線
JR神戸線

Cut&Beauty
MOON



info@happy-t.co.jpTEL：0745-53-3800 info@happy-t.co.jpTEL：0745-53-3800

予約▶

クーポン持参 【期限】2021年9月18日まで

HAPPYクーポン

不定休休

10：00～20：00
（最終受付18：00）
営

Salon Cheri （シェリ）

伊丹市中央5-1-14 宮野道場2F

阪急伊丹線 伊丹駅 歩5分伊丹市

https://salon-cheri.net

完全予約制

＜初回限定＞

痩身・脱毛・エステ

072-777-5848

完全個室のプライベートサロン
美肌イオン脱毛・痩身・フェイシャルの
トータルビューティサロン。美肌イオン
脱毛は特許取得のハイスペック脱毛機
導入 ！！ 0度以下の冷却ヘッドにより
痛くなく、髭脱毛やVIO脱毛もノンスト
レス ！ 全身脱毛も約40分で艶肌へ。

169
13

阪急伊丹線阪急伊丹線

伊丹伊丹
CheriCheri

関西
スーパー

りそな
銀行

★脱毛体験★
全身どこでも好きなだけ

1回 7,980円
VIO脱毛

8,000円▶3,980円

両脇脱毛

2,000円▶980円

メンズ髭脱毛

12,000円▶4,980円

水曜日休12：00～21：00営

Une f’ee （アンフィー） 川西能勢口店
080-3844-7626

川西市中央町2-1 大百物産川西ビル3F

脚が太い、下半身ばかり太る、冷えやむくみが気になる方 ！
その原因は体の歪み。足は体の土台です。体は足元から歪みます ！
美脚に特化した整体と、しっかりリンパを流すアロママッサージで、
1回でも効果を実感できます。 ※アロママッサージは全身行います。

脚が太い、冷えやむくみのお悩みに…美脚整体アロマ ！
エステ・マッサージ 阪急宝塚線 川西能勢口駅 歩5分川西市

HAPPYクーポン

クーポン持参・サービス併用不可
【期限】2021年9月18日まで

足反射区療法30分
＋美脚整体アロママッサージ90分

合計120分
★究極の美肌再生 ！ シミ・シワ・たるみ・毛穴の気になる方に★
ハーブピーリング・フェイシャル ６０分
19,800円▶初回 9,790円（税込）

★ダイエットしたい方、全身引き締めたい方に★
全身サイズダウン ！ 泡痩身 130分
19,800円▶初回 9,790円（税込）

https://unefee.xyz

13

川西能勢口川西能勢口

ファミリー
マート
ファミリー
マート

みずほ
銀行

〒

阪急宝塚線
阪急宝塚線

　Une f'ee　Une f'ee

能勢妙見線能勢妙見線

川西
市役所

お急ぎ下さい！
初来店・先着20名様限定

お急ぎ下さい！
初来店・先着20名様限定

★肩こり・腰痛・膝の痛み・足のむくみに★
足反射区療法 60分

5,500円▶初回 3,300円（税込）
※予約殺到につき、早めのご予約をおすすめします

★脚が太い、冷えやむくみのお悩みに★
美脚整体アロママッサージ 90分
16,500円▶初回 6,050円（税込）

LINEでご予約できます ！

Before After

完全予約制
※施術中はお電話に出れないことがあります
unefee0519@gmail.com

【BENESU機能性シューズ取扱店】
どんな靴を履いても痛い ！
外反母趾、巻き爪、膝の痛みに
お困りの方…足裏診断で、
あなたの足に合った靴を
ご提案しています ！

LINEのお友達に追加して頂くと、
サロンのお得なキャンペーン、
LINEのお友達のみの割引クーポン等の
ご案内が届きます♪

またご予約もLINEで
承ります。ご質問や
お問い合わせも
LINEでお気軽に
どうぞ。

22,000円▶6,980円!
（税込）

【期限】2021年9月18日まで

HAPPYクーポン

火曜日休

10：00～17：00
（金曜は＋19：30～21：30）
営

Total Natural Beauty
YOGA Studio Loose

伊丹市昆陽東6-9-4-3F

阪急伊丹線 新伊丹駅 歩16分伊丹市

https://happinessyellow.amebaownd.com

＜初回限定＞

ヨガ

ヨガ・顔ヨガでお顔も身体もマイナス10才

1,000円OFF

パーソナルプライベート
レッスン

クーポン持参・サービス併用不可

女性のためのプライベートヨガスタジオ
ルース。アロマと心地の良い音楽の中、
グループ・ダイエット、小顔パーソナル
レッスン。内側から健康に美しくなる
ヨガお届けしています。

YOGA
Studio
Loose

コメダ珈琲店

ローソン

常岡病院

332

334

142

伊丹

阪
急
伊
丹
線

新伊丹

西中

（トータルナチュラルビューティ ヨガスタジオ ルース）

予約優先

P有

お問い合わせはLINEまで

studio_loose_itami

阪急神戸線阪急神戸線武庫之荘

大井戸
公園

北雁替
公園

作樂

ローソン

ローソン

トレピエ

正覚寺

レッスンカレンダーを
HPにてご確認下さい

営

作樂 （さくら）

080-6590-7788
尼崎市南武庫之荘2-16-15

阪急神戸線 武庫之荘駅 歩7分尼崎市

台湾の紐を結んで楽しく作品づくり♪

アジアンノット教室

台湾の伝統的な結びを中心に、流行や
独自のアレンジを加え、ビーズや天然石
を組み合わせた作品を、アクセサリー・
小物・壁飾りまで、紐を結んで作っていき
ます。

http://sakuradetsukuru.com

完全予約制
sakuradetsukuru@me.com

P有

★大人向けの本格的な音楽教室★
現役で活躍中のプロの演奏家から
楽しくレッスンを受けられます。
優しく魅力的な先生ばかりですので
お気軽にお問合せください♪

音楽で身も心も元気に♪

不定休休

ピコラミュージック 音楽教室&練習室
0798-55-2182

西宮市里中町3-3-11

西宮市 音楽教室

10：00～21：00営

【期限】2021年9月30日まで
クーポン持参

HAPPYクーポン

阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 歩4分

完全予約制

＜近隣にコインP有り＞
Web検索はこちら▶ ピコラミュージック 検索 阪神本線

鳴尾・武庫川
女子大前

ピコラミュージック
音楽教室&練習室

43

ファミリーマート

明和病院 ゲオ

入会金

5,000円▶無料

★夏のキャンペーン★

ハッピータウンが折込まれているエリアは全て出張可 ！
（西宮市／宝塚市／芦屋市／尼崎市／伊丹市／川西市）

feel music　担当：中野麗奈
080-1446-0202

【提携スタジオ】レインボースタジオ
宝塚市伊子志3-15-54
https://feel-music.fun/

【提携スタジオ】阪急今津線 逆瀬川駅 歩8分宝塚市

☆ ボイトレ＆ピアノレッスン ☆

音楽教室

音楽を習うのは初めてという方～プロミュージシャン、お子様～
ご年配の方まで♪現役のプロトレーナーによる個人レッスンです。
一人一人のご希望に合わせてカリキュラムを進めます。ご自宅や
お近くのスタジオに出張レッスン、またグループレッスンも行って
います。お気軽にお問い合わせ下さい。

【期限】2021年9月18日まで
ご予約はメールまたはお電話で

HAPPYクーポン

ご予約時
「HappyTownを見た」で

＜初回限定＞

完全予約制
music.studio.feel@gmail.com

体験レッスン30分

1,000円

武庫川武庫川

宝塚市役所

万代逆瀬川逆瀬川
114

16

16

337阪急今津線阪急今津線

広末
中央公園
広末
中央公園

レインボー
スタジオ

（提携スタジオ）http://www.nigawa-tennis.com/

阪急仁川テニスクラブ
0798-53-3211

西宮市仁川町6-15-22

阪急今津線 仁川駅 車8分西宮市

恵まれた環境で心も体もストレッチ ! ぜひこの機会に ！

会員制テニスクラブ・
スクール・貸コート

【期限】2021年9月18日まで

HAPPYクーポン

9：00～18：00（季節により変動あり）
（土・日・祝は8：00より）
営

火曜日（祝日の場合は営業）休

※要予約・クーポン持参

レンタルコート

10%OFF

大自然に囲まれたこの地はまるで
リゾート地。ここにはテニススクールも
貸しコートもあります。テニスの後は、
レストランで食事をしたり、お風呂に
入ったりクラブ内サークルに参加したり…。

宝塚
第一中

甲山
森林公園

宝塚
第一中

甲山
森林公園 上ヶ原

浄水場
上ヶ原
浄水場

仁川仁川

阪
急
今
津
線

阪
急
今
津
線

阪急仁川
テニスクラブ
阪急仁川
テニスクラブ

0797-35-2688

9：30～12：00／15：30～19：30営

きりの整骨院

芦屋市竹園町4-23

木曜日、日曜日、祝日(水曜は午後休)休
※土曜午後は自費治療・自費コースのみ

P有

整骨 阪神本線 芦屋駅 歩8分芦屋市

首・肩のコリ・肩の痛み・腰の痛み・スポーツ外傷・体の不調・むくみ・骨折・脱臼・ねんざ・打撲 交通事故・労災・各種保険取扱

予約優先

×

×

受付時間
午　前

9：30 ～ 12：00

午　後
15：30 ～ 19：30

月 火 水 木 金 土

● ● ● ● ●

● ● × ● ▲

芦屋阪神本線阪神本線

精道小精道小

きりの整骨院きりの整骨院

芦屋
警察署

344

43

芦屋高芦屋高

阪神高速3号神戸線

医・歯・薬  理系志望の英語・数学の
少人数の塾の生徒を募集します。
先生は、元県立高校の先生です。

まずは
ご連絡を！！

ヘッドマッサージ
30分
3,000円

▶1,500円

HAPPYクーポン

クーポン持参・サービス併用不可 【期限】2021年9月18日まで

足ツボマッサージ
30分
3,000円

▶2,000円

他院ではあまり扱っていない、EMS治療器を使用しています ！ 筋力アップ、むくみ解消、強力にほぐすことができます

血中酸素飽和度を
測ります。
（1回300円）
ぜひご利用
下さい。

パルスオキシメーターヒト幹細胞培養液を配合した化粧品、クリーム、
パック等をTEL・FAXでも販売しています。
今話題の疲労回復・アンチエイジング・美肌に
効果のある、高機能・高濃度プラセンタドリンク
もあります。お気軽にお問合せ下さい。

＜駐車場サービスチケットあり＞

樋之池公園
阪
急
甲
陽
線

苦楽園口苦楽園口

コープ
尼崎信用金庫

北夙川小

池田泉州銀行

整骨院 元 苦楽園院

9：00～12：00／15：00～20：00
土 9：00～18：00

営

日曜日、祝日休

整骨院 元 （げん） 苦楽園院
0798-81-3996

西宮市樋之池町6-17 白鷹苦楽園マンション3号

https://gen-kurakuenin.com

予約優先

阪急甲陽線 苦楽園口駅 車5分西宮市 鍼灸・整骨

【期限】2021年9月18日まで
クーポン持参・サービス併用不可

HAPPYクーポン
＜初回限定＞

子供を預けなくてOK ！

産後の骨盤矯正

最新のハイフ
21,500円▶14,800円

1,650円▶無料

当院はお子様と一緒にご来院可能ですので、「お買い物のついでに」
「ちょっと時間が空いたから」とお越しいただく方も多数おられます。
繰り返す腰や肩、膝の痛みも原因を見つけ、アプローチすることで
根本の改善を行います。またハイフや美容鍼、ダイエットなど美容
メニューも多数ご用意しておりますので、美と健康の施術が可能
です♪★指定のコインパーキング駐車でサービス有

  9：00～13：00
15：00～20：00（土曜日は17：00まで）

営

日曜日、祝日、木曜日午後休

たむら歯科クリニック
0798-81-5860

西宮市門戸荘15-11 清水ビル1F

https://tamura-dentalclinic.jp

阪急今津線 門戸厄神駅 すぐ西宮市

門戸厄神駅おりてすぐ ！！ 1階にある歯医者さん

歯科

お子様からご年配の方まで幅広い年齢層の方が来られています。
女性歯科医師もおりますので初めてのお子様でも安心♪
金属が見えない入れ歯・味や温度の感じやすい入れ歯等も取り
扱っております。出来るだけ痛みの少ない治療を心がけております。
お気軽にお問合せ下さい。

予約優先

P有

阪
急
今
津
線

門
戸
厄
神

いかり
スーパー
いかり
スーパー

ローソンローソン

万代

171

たむら歯科
クリニック
たむら歯科
クリニック

9：00～19：00営

火曜日、祝日休

かえで整骨院
0798-70-8330

西宮市深谷町9-21-101

https://kaede-seikotsuin.jp

予約優先

JR神戸線 芦屋駅 バス8分 「老松町」バス停すぐ西宮市 整骨・整体

【期限】2021年9月18日まで
クーポン持参・サービス併用不可

健康保険ご利用の場合、
健康保険の窓口料は別途必要となります

HAPPYクーポン
＜初回限定＞

一人一人の症状に向き合う個人の整骨院

骨盤矯正

P有
かえで整骨院

深谷公園

樋之池公園

苦楽園口駅→

↓ 芦屋駅

ニシイチ
ドラッグ

関西スーパー

当院の骨盤矯正はソフトで安全な為、
お子様から年配の方まで幅広く受けて
いただくことができます。慢性的な腰痛
や転倒の不安には、EMSにる体幹トレー
ニングをご用意しております。ぜひ一度
ご相談ください。

3,300円▶990円（税込）
特別価格

http://haruhari.com

コープ

いかり
スーパー

越木岩
公民館

北夙川小

コープ

阪
急
甲
陽
線

いかり
スーパー

越木岩
公民館

82北夙川小

苦楽園口苦楽園口

はる鍼灸整骨院はる鍼灸整骨院

カード可

西宮・芦屋初導入 はる美鍼メソッド
西宮市 鍼灸・整骨 阪急甲陽線 苦楽園口駅 歩5分

0798-70-5586

9：00～12：00／16：00～20：30
第2・4日曜日 9：00～12：00

営

はる鍼灸整骨院

西宮市南越木岩町15-4

木曜日、日曜日、祝日休 P有

はる美鍼メソッド（全て税込価格）
美顔コース／美髪コース
● お試し（お1人様1回限り）
● 1回
● 4回コース
オプション （※コースの方はオプション付） 各2,000円
● ビタミンC美容液 ● 脂肪溶解美容液 ● アンチエイジング美容液

20,000円
25,000円
98,000円

【完全予約制】 治療時間70分／クレジットカード可

★美髪コースの方は
　ホームケア用品を
　10％OFFでご購入
　頂けます。

0798-33-4406

月・火・木・金 8：00～11：30／15：00～19：30
　　　　  水 8：00～11：00、 土 8：00～13：00

営

加藤鍼灸整骨院

西宮市今津水波町2-4

阪急線・阪神線 今津駅 歩1分西宮市

患者様の体質・症状に合わせた手技療法 ！

鍼灸・整骨

はり・きゅう・整体を中心として、患者
様のさまざまな症状の原因を見極め、
根本的な治療を目的とし、症状に合わ
せた「手技療法」を行ないます。
対話重視の治療院です。

日曜日、祝日休 P有

予約優先

阪神本線

阪神本線

加藤鍼灸整骨院加藤鍼灸整骨院

〒

43

津門
中央公園
津門
中央公園 今津今津

阪神高速3号神戸線
訪問治療も
しております

http://katoushinkyu.xsrv.jp/

完全予約制

9：30～20：30営
日曜日、祝日（相談可）休

メディカルリンパケアルーム PREVIS

西宮市馬場町5-4-203

阪神本線 西宮駅 歩4分西宮市 リンパ浮腫ケア・
メディカルアロマ・スクール

リンパ浮腫対応 ！！ 医療アロマセラピーサロン

ご予約・お問合せは
メールまたはLINEにて

リンパ浮腫専門看護師のアロマサロン
です。年齢性別問わず、遠方からの
リピーターさんも多数♥ 心身の流れを
整えゆったり呼吸できる状態を感じて
下さい。完全予約制です。

https://www.info-previs.com

＜出張あり＞

193

西宮西宮阪神本
線

阪神本
線

〒西宮神社

セブンイレブン

メディカル
リンパケアルーム
PREVIS

ダイエー

re.previs@gmail.com
080-6166-1155

0797-38-1982

8：30～12：00／16：00～20：00
※土曜日午後は14：30～17：00（完全予約自費施術）

営

みやざき整骨院

芦屋市茶屋之町4-12
辰巳第一マンション102

JR神戸線 芦屋駅 歩4分芦屋市

痛い ！ 治らない ！ には必ず原因があります ！

整骨

当院では各種徒手検査にて正確に鑑別を行い、なぜ痛みが出る
ようになったのかを解明し、損傷関節、筋肉を判定し応用柔道整
復術によって関節を整復（正しい状態に戻す）します。

日曜日、祝日休

JR神戸
線

シェル石油シェル石油

芦屋
保健所
芦屋
保健所

茶屋之町北茶屋之町北
芦屋芦屋

2

45

344

みやざき
整骨院
みやざき
整骨院

予約優先



info@happy-t.co.jp
TEL：0745-53-3800

info@happy-t.co.jp
TEL：0745-53-3800

大阪漢方薬房 （おおさかかんぽうやくぼう）

お悩みの不調を根本から改善

漢方相談専門 阪急宝塚線 豊中駅 歩1分豊中市

月曜日、日曜日、祝日休

06-6855-5733
豊中市本町1-9-10 マストモール2F

10：00～19：00営

東洋医学の専門家が気・血・水の流れ
を見て、あなたにピッタリの漢方薬を
探し出します。さらに体質に合わせた
生活習慣や食生活のご提案もいたし
ますのでお気軽にご相談下さい。

予約優先

漢方薬の金額  1日あたり500円～

大池
小学校176

43

豊中豊中

阪急宝塚線阪急宝塚線りそな銀行りそな銀行

大阪漢方薬房

日曜日、祝日休

10：00～18：00営

漢方のトクエイ
072-758-3025

川西市小花1-12-16-101

漢方専門店の漢方のトクエイでは、
お客様のお話をじっくりお聞かせ
頂いてご自分の「自然治癒力」を引
き出し、快方に向かわれるお手伝い
をさせて頂いております。また個人
個人の体質や症状に合った漢方薬
や自然薬、サプリメント等を選択し
改善にお役立て頂いております。
漢方相談専門、20年の実績ある当
店でぜひご相談下さい。ご相談は
すべて無料です。ご相談はご予約優
先ですので、ご来店前にご予約の
お電話を！

貴方にピッタリの治療法がきっとあるはず。
薬店 阪急宝塚線 川西能勢口駅 歩5分川西市

HAPPYクーポン

クーポン持参
【期限】2021年9月18日まで

5日分進呈

目に良いサプリ
『天眼』

耳鳴りやめまい、肩コリや関節の
痛みなど長引く症状でお困りの
方、ぜひご相談下さい。伝統の漢
方療法で速やかな改善を！
リウマチ、糖尿病、アトピーその他
の成人病等もご相談下さい。

176

13

阪急

小花1丁目小花1丁目川西池田
漢方の
トクエイ
漢方の
トクエイ

川西能勢口川西能勢口

川西池田

阪急宝塚線

JR福知山線

JR福知山線

予約優先

0120-07-1129

火曜日休

西宮市南越木岩町5-20
サンビオーズ苦楽園Ⅰ-1F
10：00～18：30営

http://www.kaitori-daikichi.jp/kurakuen/

買取専門店 大吉 苦楽園口駅前店

阪急甲陽線 苦楽園口駅 歩2分西宮市

一品一品丁寧に、経験豊富なスタッフが一生懸命査定 ！
買取

地域の皆さまから信頼され、愛される
お店を目指し、お気軽にご利用いただ
ける相談サロンのような空間づくりを
しております。家の中で眠っているもの
や処分に迷われているもの、価値が
わからないものがあれば、お気軽に
お持ちください。★出張査定も承ります！

苦楽園口苦楽園口

阪
急
甲
陽
線

阪
急
甲
陽
線

池田
泉州銀行

ローソン

上島珈琲
本店

大吉
苦楽園口駅前店

宝塚市栄町2-1-1 ソリオ宝塚1F内
10：00～19：00営

無休休
https://www.meganehompo.co.jp/f/solio_t

P有

0797-84-9136
メガネ本舗 ソリオ宝塚店 

メガネ・補聴器宝塚市

単焦点 3,800円（税込）～  遠近両用 11,000円（税込）～
公式アプリ
DLはこちら

HAPPYクーポン

JR・阪急線 宝塚駅 歩1分

武庫川武庫川

JR福知山線
JR宝塚線

宝塚

宝塚

宝塚

宝塚

阪急今津線阪急今津線
メガネ本舗

（ソリオ宝塚1F内）
メガネ本舗

（ソリオ宝塚1F内）

176

こちらの広告をご持参くださいませ ！！

【期限】2021年9月18日まで

クーポン持参・お一人様一個限り
万一品切れの際には代替品をプレゼント
他割引併用不可・ソリオ宝塚店のみ有効

500円（税込）以上お買上げで

メガネスタンド
プレゼント!!

【トラッドブラザーズ】
クラシカルで伝統的なフォルムの
なかにも新しさが光るトラッドな逸品

夙川阪急神戸線阪急神戸線

82

Reform Club
Custom 夙川店

夙川グリーンタウン

木曜日休

西宮市羽衣町7-16 安井ビル1F
10：00～17：00営

https://reformclubcustom.com

Reform Club Custom 夙川店

阪急神戸線 夙川駅 歩3分西宮市

大切なお洋服・ブランドのお洋服も安心してお任せ下さい
洋服お直し

町のお直し屋さんですが、デパートや
国内外の有名ブランドを手掛けるファッ
ションリフォーム社として創業43年の
本社と連携しており、仕立ての違いには
自信を持っております。どのようなお直し
でもお気軽にご相談下さい。

0798-22-2200

（リフォームクラブ カスタム）

078-857-5480

六甲アイランド店
神戸市東灘区向洋町中5-15
マーケットシーン1F

078-856-7723

六甲道店
神戸市灘区深田町4-1-1
ウェルブ六甲道2番街

水曜日、日曜日休

株式会社 ライブリーヒカリ

宝塚市栄町1-14-8 ライブリービル1F

宝塚市

あなたの不動産買わせて下さい ！
不動産

9：00～18：00営

https://lively-hikari.com

創業45年の地元密着不動産買取店です。地域の不動産を
高く買わせて頂きます。仲介料無料で即現金化致します。
古くなった空家等御座いませんか ？ 無料査定致します。

0797-84-5975

JR線・阪急線 宝塚駅 歩5分

宝塚

宝塚

宝塚

宝塚

JR宝塚線

阪急

JR宝塚線

阪急

176

阪急今津線阪急今津線

美ゆ輝
株式会社

ライブリーヒカリ

栄町1丁目
P有

甲陽園駅→

北山貯水池夫婦岩

PAWS

山陽
新幹
線

82

北山緑化植物園

ペットホテル 阪急甲陽線 甲陽園駅 ／JR神戸線 さくら夙川駅 車10分西宮市

9：00～18：00営

無し休

PAWS （ポーズ）
0798-71-8053

西宮市北山町1-93

P有
http://www.pawsjp.com

冷暖房完備の個室、専用庭つき ！
ストレスが少なくのびのび過ごせます♪
PAWSは豊かな緑に囲まれたペットホテルです。
あなたの大切な家族を快適なお部屋でお預かり
します。ワンちゃんもネコちゃんも完全個室 ！
お散歩は事故の無い敷地内で。
スタッフが夜間も常駐しています。

第一種動物取扱業の種別：保管
登録番号：西宮市第162315号
登録年月日：平成29年2月6日
有効期間の末日：令和4年2月5日
動物取扱責任者：上田 真史

ワンちゃん・ネコちゃんの写真・動画を発信中 ！
犬猫好きさん、集まれぇ～♪

お預かりしたワンちゃん・ネコちゃんの写真・動画を
Instagramに随時アップしています♪
「ペットホテルってどんな雰囲気なんだろう？」
「お留守番中、楽しく過ごせているのかな？」
と気になる方はぜひ一度、覗いてみて下さい ！

もちろん、ペットホテルの利用が無くても
おうちでペットを飼っていないという方でも
「ワンちゃん・ネコちゃんが好き」なら
フォロー大歓迎 ！！ お待ちしてます★

Instagram ID： paws_ jp

10：00～17：00営

予約制（秘密厳守）休

西宮市鳴尾町1-15-6

阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 歩3分

090-6904-8798

西宮市

占い家 （うらないや）

オープン以来、おかげさまで多くの方にお越し頂いております。
落ち着いた雰囲気の中で鑑定を受けることができるとご好評頂いて
おります。仕事・結婚・恋愛・生活…すべてのご相談承ります。
どんな問題も原因の無い結果はありません ！ 

占い

時間に制限なく鑑定 ！ あなたの運勢はいかに ！？

完全予約制

鑑定料金 3,000円鑑定料金 3,000円

鳴尾小鳴尾小

乗誓寺乗誓寺
松風
幼稚園
松風
幼稚園

鳴尾・武庫川
女子大前 阪神本線阪神本線

阪神高速3号神戸線

43

占い家

パチンコパチンコ

無休休

補聴器のビビッド
06-6432-5722

尼崎市南武庫之荘2-8-1
ルネ武庫之荘1F

阪急神戸線 武庫之荘駅 歩6分尼崎市 補聴器

9：00～17：00営

https://www.vivid-ha.co.jp
P有

聞こえに不安を感じたら、一度お気軽にご相談下さい。出張相談も
無料です。親切・丁寧をモットーに、心を込めてサポート致します。
補聴器ならビビッドにお任せ下さい ！！

障害者総合支援法利用の相談もお気軽に

補聴器 無料貸出
2週間無料で貸出致します
体験してみて下さい 

阪急神戸線阪急神戸線
補聴器のビビッド

北雁替公園

KOHYO

ローソン

武庫之荘

みやしん
不動産関西

スーパー
関西
スーパー
ヤマト運輸ヤマト運輸
ロイヤル

ホームセンター
ロイヤル

ホームセンター
大社町バス停大社町バス停

西宮高校西宮高校

←
甲
陽
園

←
甲
陽
園

新池新池

0120-800-846

9：30～18：30営
西宮市高座町15-23

P有水曜日休

contact@miyashin-f.com

みやしん不動産(株)

阪急甲陽線 甲陽園駅 歩19分
阪急・阪神バス 「大社町」バス停 すぐ西宮市

あらゆる不動産のお悩みにお応え致します！

不動産

各種相談・物件の査定はもちろん無料です【全国で対応可】！　
事前に取引内容や必要費用等を明示した「安心安全のお取引」を
お約束。 その他、あらゆる分野の専門家のご紹介も出来ます！

無休休

株式会社 和魂 （にぎみたま）

072-770-0556
伊丹市鈴原町2-39-5

伊丹市 お墓参り代行・お墓のお掃除代行

9：00～18：00営

http://nigimitama.co.jp

全国初 ！ 神職による「お墓参り代行」専門企業

お申込手続は
ご来店不要です

お墓が遠方にある方、お身体の具合が悪い方、
ご先祖様の眠るお墓のことが気になっておられませんか ？
当社は、便利屋や石材屋などの副業とは違い、
大阪府北部・兵庫県南東部におけるお墓参り代行専門の会社です。
ご先祖様やお客様のご信仰にあわせてお祈りをいたします。
お掃除のみの代行プランもあります。お気軽にお電話ください。

公式HPは
こちら

WebCM
（無料）

完全予約制

水曜日休

尼崎市南塚口町2-15-10
MYTビル2F（1F auショップのビル）
10：00～20：00営

http://www.matsuda-gakki.co.jp

LINE

松田楽器ピアノギャラリー
06-6421-0155

阪急神戸線 塚口駅 歩3分尼崎市

尼崎で42年。ピアノ選びのご相談は当店へ ！！
ピアノ販売

【期限】2021年9月18日まで

HAPPYクーポン

クーポン持参・サービス併用不可

ピアノはたくさんの部品から出来ており、使っている素材により音色
が変わります。ピアノの個性を知って楽しくお気に入りの一台を選び
ませんか ？ 置き場所・防音などのご相談も一緒に解決します♪

さんさん
タウン

塚口阪急神戸線阪急神戸線

セブンイレブンセブンイレブン

セブン
イレブン

尼崎北警察署

松田楽器ピアノギャラリー（2F）

基本付属品セット（6点）
３万円相当をプレゼント！！

国産・輸入ピアノの販売
新品 中古

ピアノご購入の方

丁寧に手入れした中古ピアノは
220,000円から！！

13

川西能勢口川西能勢口

川西池田川西池田

阪急宝塚線阪急宝塚線

JR宝塚線
JR宝塚線

アステ川西アステ川西

鳥貴族

いろは不動産
176

水曜日休

いろは不動産
072-764-5761

川西市小花1-7-13

阪急宝塚線 川西能勢口駅 歩3分川西市

お部屋探しはいろは不動産にお任せください
不動産

10：00～19：00営

川西市・伊丹市周辺に詳しいスタッフが、新築・ペット可・
敷礼ゼロ等、様々な条件からご希望の物件をお探しします。
お気兼ねなくご相談下さい。

P有

さんさん
タウン

塚口阪急神戸線

阪急塚口駅前阪急塚口駅前

セブンイレブンセブンイレブン
おたふく

ソフトバンク

10%UP
貴金属の買取査定額

5%UP
記念切手の買取査定額

遺品整理
生前整理も
お任せ下さい

古物商 兵庫県公安委員会 第631361100035号

不定休休

おたふく 尼崎店
06-6424-4555

尼崎市南塚口町1-7-11
エクセレンスビル2F

阪急神戸線 塚口駅 歩1分尼崎市

みなさまの大切なお品物を高価買取致します ！
買取・遺品整理

【期限】2021年9月18日まで

HAPPYクーポン

10：00～18：30営

http://www.amagasaki-otafuku.jp

クーポン持参・サービス併用不可

金、プラチナ、ダイヤモンドなどの貴金属からブランドバッグ、
時計、記念切手、古銭、骨董品、洋酒、中国切手など多種多品目の
買取をいたしております。
また兵庫県、大阪府など近畿全域で、遺品整理・生前整理・押入れ
整理のお手伝いをさせて頂いております。

おたふく 尼崎店 検索

＜近隣にコインP有り・ご成約時のみサービス＞

https://jupiter.osaka.nu

大阪市 占い

創業33周年 ！！ 
笑っていいとも ！他多数出演の有名店

12：00～22：00営 無し休

占いの館 ジュピター
06-6211-3963

大阪市中央区難波1-6-17

大阪メトロ御堂筋線 難波駅 歩2分

予約優先

大阪ミナミにOPENして33周年。
「恐い位によく当たる」と口コミで噂は広まり、
年間8万人以上の来店のある行列のできる
占い館に。笑っていいとも！他、多数メディア
出演。

道頓堀川

HIPS

千日前通り

御
堂
筋

千日前通り

御
堂
筋

千日前通り

御
堂
筋

難波難波

金龍
ラーメン ジュピター

法
善
寺

金龍
ラーメン ジュピター

法
善
寺

金龍
ラーメン ジュピター

法
善
寺

はり重

オ
ニ
ツ
カ

タ
イ
ガ
ーKANA☆ （かな） 先生

西洋占星術とタロットから様々なベストを
導き出して、明るく・優しく・明確に伝える
スタイルが、幅広い層に人気の先生。

牡羊座　(3/21～4/20）
「生み出す力」
アイデアを磨き、洗練させて形にしま
しょう。良いものを創り出すために他人
の力を借りることがラッキーアクション。
最新の情報やビジョンの共有をする
とサクサク進めるでしょう。

牡牛座　（4/21～5/21）
「安定のための変化」
楽しい時間が増えてきて自信回復の
時。社会貢献や奉仕活動が吉です。
環境を整えることで次のステップが
見えてくるでしょう。必要のなくなった
ものは感謝の気持ちで手放しを。

双子座　（5/22～6/21）
「課題の克服」
投げやりな態度や曖昧な回避は後で
自分にダメージが。苦手なことでも
逃げずにクリアする必要があるでしょう。
特に繰り返しているパターンがあれば
徹底的に向き合ってみましょう。

蟹座　（6/22～7/22）
「メリットを考える」
情に訴えるよりも、スマートで現実的
かつ論理的に物事を進めることが良い
でしょう。分かる人だけ分かればいい
という割り切りも時には必要。余計な
ことを考えずに集中してみましょう。

獅子座　（7/23～8/22）
「基本に忠実に」
周りから煽られても悪乗りせず、品を
大切にしましょう。目先のことに囚われ
ず、丁寧な対応をしていれば物事が
良い方向に向かいます。結果よりも
過程を楽しんで努力を継続しましょう。

乙女座　（8/23～9/23）
「自分の出番」
今まで抑えていた自分を発揮させる
舞台が用意され、嫌でも目立ってしまう
ような主役が回ってきそう。特別な
ことをしなくてもいつも通りの自分
で魅力が輝きます。不動心で対応を。

天秤座　（9/24～10/23）
「セルフケア重視」
気が付かないうちに疲れが溜まりやすい
時。暴飲暴食を控えて規則正しい生活
を。自分が満足できていないと他人
に向けてイライラが出てしまうかも
しれません。穏やかに過ごしましょう。

蠍座　（10/24～11/22）
「多様性を楽しむ」
対人関係は相手の本気度が感じられ
ないと温度差を感じてしまいそう。あく
までも自分のこだわりやツボは押さえ
つつ、押しつけにならないよう寛容に
受け止める姿勢が良いでしょう。

射手座　（11/23～12/21）
「自制心をもつ」
良縁も悪縁も一緒に入ってくる時です。
人間関係を通して良い学びがあるで
しょう。今の自分には何が必要か審美眼
を鍛えて選び取りましょう。レベルの
低い争いには関わらないこと。

山羊座　（12/22～1/20）
「賢く振舞う」
否定や批判をしても何も変わらず無駄
ということに気が付きましょう。誰かを
落とすことよりもみんなにとっての
得を考えましょう。金運は好調。周り
の人が喜ぶことに取り組みましょう。

水瓶座　（1/21～2/18）
「地道な努力」
課題に取り組むことで自分を鍛え、実力
をつけましょう。関心を向ける先に気
を付けて目の前のことに集中すれば
あなたの魅力が輝きます。後回しに
していることに手を付けてみましょう。

魚座　（2/19～3/20）
「変化の流れに乗る」
大きな方向転換の予感です。目には
見えなくても水面下ではきちんと物事
が進んでいる様子。軌道修正がかかり
新たな自分に生まれ変わりたい願望が
湧いてきそう。勇気を持って行動を。

占い占い

今月の今月の

が
毎月ハッピータウンで
見れる！

占い占い 2021年8月15日～2021年9月18日

【期限】2021年9月18日まで

各コース
200円OFF

クーポン持参・サービス併用不可
延長でのご利用不可

HAPPYクーポン
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