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芦屋警察

精道小
芦屋

Hana
Beauty

阪神
本線

セブン
イレブン

阪神本線 西宮駅 歩2分

阪神高速神戸線阪神高速神戸線

西宮
ダイエー

阪神本線

193

西宮神社

43

Personal Gym
REBOOT

木曜日休

10：00～20：00
日曜 10：00～18：00

営

Personal Gym REBOOT （リブート）

西宮市今在家町2-14 マンションリーベ1F

http://gym-reboot.com/

0798-81-3925

【期限】2021年12月31日まで

HAPPYクーポン

＜初回限定＞

22,000円▶無料
入会金

クーポン持参
＜提携駐車場あり＞

予約優先

日本最高峰資格保有者が仕掛ける進化系ジム
阪神西宮駅の近くにある【Personal Gym REBOOT （リブート）】さんは、
合格率10%以下の最上級資格JSPO-ATを保有したトレーナーが、スポーツ医学に
基づいた最高の理論で身体をサポートしてくださるパーソナルジムです♪
姿勢改善や腰痛などの改善・予防から、変形性膝関節症・ヘルニア・狭窄症を始めとする
慢性障害、手術前後のアスレティックリハビリテーション、ボディメイク、競技力向上まで
幅広く対応 ！ あなたの身体のお悩みや希望にあわせた、ピッタリのプログラムを
ご提案してくださいます★
【Personal Gym REBOOT】さんで「なりたい理想の身体」を叶えませんか ！

働く女性のための上質なおもてなし
阪神芦屋駅から徒歩5分の所にある【Hana Beauty Ashiya パラジェルサロン】さんは、
大人女性のためのアイラッシュ&ネイルサロン♥
『自まつげを太く、長く、濃くしたい方』には、まつ毛パーマ＆ケアがオススメ。
まつ毛だけではなく小じわ・シミにも働きかけるまつげ高濃度トリートメントを導入されて
いるので、目元をトータルにケアできますよ★
『ネイルはしたいけど、爪に負担をかけたくない方』にはパラジェルネイルがオススメ。
自爪を削らないので、爪へのダメージを心配する事なくオシャレなネイルが楽しめます♪
【Hana Beauty Ashiya パラジェルサロン】さんで素敵な自分に大変身しませんか♥

体験レッスン 1名様5,500円相当

Personal Gym REBOOT

阪神本線 芦屋駅 歩5分

水曜日休

9：30～18：00営

Hana Beauty Ashiya パラジェルサロン

芦屋市大桝町7-10 bluestar芦屋3F

ネット予約はこちらから▶▶▶

0797-25-5021

【期限】2021年11月20日まで

HAPPYクーポン

クーポン持参

Hana Beauty Ashiya パラジェルサロン

＜初回限定＞
6,000円以上ご利用の方に

アイシャンプー
又は

香り選べる
ハンドマッサージ
サービス

A
Present

施術に使える3,000円分の金券 2名様
おつりは出ません・他サービスとの併用不可

B
Present

なりたい自分に大変身！

2021年秋の美容特集

Beauty Present

2021年 11月 7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10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。
　厳正なる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。

E
ご

【期限】2021年11月29日まで

平日・土 10：00～17：00
日　 祝   9：30～17：00
火曜日

（季節により
　変動あり）

楽しく遊んで
健康促進！

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12月30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11月30日まで

HAPPYクーポン

C

上映中～10/28（木）

シネ・ピピアシネマ情報

上映中～10/28（木）

2021年／東映／108分 ◎監督：兼﨑涼介 ◎脚本：
櫻井武晴 ◎出演：沢口靖子、内藤剛志、佐々木蔵之介、
若村麻由美、風間トオル、金田明夫、斉藤暁、西田健

2021年／韓国／114分 ◎監督・脚本：イ・ヨンジュ 
◎出演：コン・ユ、パク・ボゴム、チョ・ウジン、パク・
ビョンウン、チャン・ヨンナム、ヨン・ジェウク

https://seobok.jp/https://kasouken-movie.com/

©2020 CJ ENM CORPORATION, STUDIO101
   ALL RIGHTS RESERVED

©2021「科捜研の女 -劇場版-」製作委員会

科捜研の女 -劇場版-

「東京オリンピック2017 都営霞ヶ丘アパート」上映中～10/21
「83歳のやさしいスパイ」上映中～10/21
「ベル・エポックでもう一度」上映中～10/21
「アウシュヴィッツ・レポート」上映中～10/28

「SEOBOK／ソボク」上映中～10/28
「過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい
　写真家 森山大道」10/22～10/28
「デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング」10/22～10/28

世界同時多発“科学者”不審死事件 ！
この謎を解き明かせるのか ！？

SEOBOK／ソボク

人類初のクローン人間と
彼の護衛を任された余命わずかの元エージェントの

逃避行を描くSFサスペンス。

■シネマ2上映ラインナップ▶▶▶
■シネマ1
「科捜研の女 -劇場版-」上映中～10/28
「白頭山大噴火」上映中～10/28
「総理の夫」10/29～11/11
「スターダスト」10/29～11/11

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

11/3［水・祝］まで11/3［水・祝］まで
開催期間

プレゼン
ト

プレゼン
ト

D

園内はお花の装飾や
表情豊かな
ハロウィンかぼちゃで
いっぱい！

フラワーハッピーハロウィンフラワーハッピーハロウィンフラワーハッピーハロウィンフラワーハッピーハロウィン

※画像は過去の様子です。

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

102021.
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

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

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11月20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

0797-90-2677

眼瞼下垂の手術を受けるか悩んで
いらっしゃる方、一度ワタクシに90分
お任せ下さい。目がパッチリ、鼻筋が
シュッ、輪郭がスーっと上がる驚きの
究極オールハンド手技です。

【期限】2021年11月20日まで
クーポン持参

HAPPYクーポン

不定休休

経絡漢方オイル美整サロン 香・のん

芦屋市茶屋之町3-19 CUR401

JR神戸線 芦屋駅 歩5分芦屋市

手術なしで あの頃の自分を取り戻せる ！

エステ

https://esute-kanon.com

モンテプラスセラピー 90分
（頭・顔・首・デコルテ・肩・腕）

10：00～22：00営

（カノン）

18,000円▶11,111円

完全予約制
施術中は電話に出れないため、LINEからご予約下さい▼

JR神
戸線

JR神
戸線

阪神本
線

阪神本
線

2
芦屋芦屋

芦屋芦屋
43

トヨペット
〒〒

茶屋之町北

大桝公園
香・のん

ヒト臍帯幹細胞上清液に期待される効果
● 血流の促進効果が高い
● 短くなってしまった髪の「成長期」周期を早める
● ハリ、コシのある太い髪になる
● 育毛、発毛、抜け毛のケア
● 肌質、しみ、しわ、たるみを改善し、持続性を高める
● 美容鍼灸のみでは効果を感じなかった方に大好評 ！！

美容鍼灸 阪急甲陽線 苦楽園口駅 歩5分西宮市

0798-70-5586

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

営
西宮市南越木岩町15-4

木曜日、祝日、第2・4以外の日曜日休

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

HARU

P有

HARU （ハル）
カード可

http://haruhari.com

最先端 ！ スーパーエイジング　はる美鍼メソッド

【期限】2021年11月20日まで
クーポン持参

※当院のSNS用に写真を撮影させて
　頂ける方のみ利用可

HAPPYクーポン

＜初回限定・お1人様1回限定＞
美顔コースまたは美髪コース

お試し施術
25,000円▶15,000円

コロナ禍によるストレスからくる肌荒れ、マスク荒れ、頭痛、髪の生え際薄毛、分け目薄毛、白髪など

9：30～19：30
土日 9：00～18：00
※日曜日は事前予約のみ

営

クーポン持参・サービス併用不可

初診料サービスの

8,000円
＜女性専用＞
完全予約制

水曜日、祝日休

0798-39-8692
西宮市松生町5-8 ベルトピア夙川2F

https://netoha.com

NETOHA鍼灸＆ピラティス

美容鍼でお肌深くからのエイジングケア

鍼灸・美容 阪急神戸線 夙川駅 歩5分西宮市

【期限】2021年11月20日まで

HAPPYクーポン ＜初回限定＞

鍼灸の効果とエステの心地良さを合わせた技術でお肌の内側から
小顔・リフトアップを促します。お顔のコリや疲れ顔予防、眼精疲労
もスッキリ！！ ★女性専用★完全個室

美鍼リンパセラピー（60分）

阪急神戸線

NETOHA鍼灸
＆ピラティス

三井住友銀行

夙川小

夙川

（ネトハ）

他のメニューも
体験価格で受けられます

詳しくは下記から
LINE 公式HP

完全予約制

10：00～17：00営

ゴッドクリーナーゴールド
通常 30分 4,000円
通常 60分 6,000円

50％OFF

080-3816-1228

高濃度水素水の力で強力にデトックス ！
座っているだけで体内の有害重金属や
老廃物をドロドロ引き出してくれます。
簡単デトックスで免疫力アップ、ぜひ
お試しください♪

【期限】2021年11月30日まで
クーポン持参・サービス併用不可

HAPPYクーポン

土曜日、日曜日、祝日休

肌質・体質改善サロン Verite （ヴェリテ）

西宮市宮西町8
（住所詳細はご予約確定後に
  お伝えします）

西宮市 デトックス・体質改善

【雑誌やTVに多数掲載】日本で唯一米国FDA承認マシン ！

阪神本線 香櫨園駅 歩3分
JR神戸線 さくら夙川駅 歩7分

＜初回限定＞

阪神
本線

さくら夙川駅↑

阪神高速3号神
戸線

香櫨園

Verite
（宮西町8丁目）

建
石
筋

ファミリー
マート

43

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11月20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

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11月20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

完全予約制

8：00～20：00営

スタンダードコース
（イルネージュ使用）

080-4242-2992

西宮今津店オーナーの篠岡です。当店では、美しさにまごころ込めて
美活の提案をしております。化粧品、健康食品、ジョアレット等の
販売もございます。お気軽にご来店下さい。★エステセラピスト
スクール  生徒募集中‼ お問い合わせ先：090-6055-3620

【期限】2021年11月20日まで
クーポン持参・サービス併用不可

他のコースもございます
詳しくは公式HPでご確認下さい

HAPPYクーポン

不定休休

メナードフェイシャルサロン 西宮今津

西宮市津門呉羽町3-14

https://www.menard.co.jp/shop/00667285s/

阪急線・阪神線 今津駅 歩3分西宮市 フェイシャルエステ

コロナに負けない美活宣言発令中 ！！

P有

＜初回限定＞

津門小

今津今津

阪神本線
阪神本線

メナード
フェイシャルサロン

西宮今津
こひつじ
幼稚園

パチンコ
キコーナタウン

6,600円▶2,200円ビジター価格

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11月20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

ボディケア 60分

3,000円▶2,000円
9：00～22：00（最終受付 21：30）
月曜 9：00～15：00（最終受付 14：30）

営

木曜日、第1水曜日休

0797-78-8087
宝塚市小林2-9-26 ブランドール小林1F-2

https://relaxation-tanaka.com/

RELAXATION Tanaka

リラクゼーション・整体 阪急今津線 小林駅 歩30秒宝塚市

クーポン持参・サービス併用不可 【期限】2021年11月20日まで

＜初回限定＞HAPPYクーポン

ご要望にお応えして、営業時間延長 ！
お仕事前、お仕事後にも便利になりました ！
コース・料金も大幅改訂 ！ いっそう気軽になりました！

地域最安値ですが、価格は売りではありません ！
技術はもちろん、清潔、安心、安全、丁寧を一番大事にしています ！
スポーツ関係者、リハビリとの併用、老若男女、様々なお客様に
ご利用いただいております。

電車なら小林駅から30秒、お車ならすぐ近くにコインパーキングが
たくさんございます。バイク、自転車はお店の前でOK ！

リラクゼーションタナカはトータルリラクゼーションを目指して
おります。ぜひ、一度この機会にご利用下さい。

★ハッピータウン限定★

WEBでは最新のお知らせや
メニュー等を掲載中 ！

ご予約はお電話
またはWEBより

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

オープン半年記念 ！ 営業時間延長★料金大幅改訂
クレジットカード・PayPay
交通電子マネー・d払いなど
ご利用いただけます ！

予約▶

クーポン持参 【期限】2021年11月20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
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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

【期限】2021年11月20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

【期限】2021年11月20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・先着順＞

ヨガ

ヨガ・顔ヨガでお顔も身体もマイナス10才

新規ご入会で

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
ヨガをお届けしています。
★ホームページが見やすくなりました

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

ヨガマット
プレゼント

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

最新の脱毛機器を使用した全身脱毛がお得です♪
● 1秒10連射で全身脱毛が最速です ！
● 痛みはほとんどありません。
● 毛周期関係なし ！ 最短6ヶ月で終了。
● IPLとOPT（SHR）方式を備え、どんな毛質にも対応します ！

地域最安値 ！ 最新の脱毛機器を使用した全身脱毛 ！

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

手の届く範囲は事前にシェービングをお願いします

【期限】2021年11月20日まで
クーポン持参・サービス併用不可

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

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

地域最安値 ！ 脱毛キャンペーン♪

今だけ ！ お得な全身脱毛キャンペーン中 ！
地域最安値 ！ 限定10名様のみ

全身脱毛（顔なし・VIO込み）
19,800円▶8,900円（税込）

全身脱毛 10回（顔なし・VIO込み）

※10回終了後、残っている毛があれば
　1パーツどこでも1回無料サービス付き♪

198,000円▶138,000円（税込）顔脱毛
（クレンジング・保湿パック付き）

4,900円▶4,000円（税込）

脚まるごと（脚上部・下部）
8,800円▶5,900円（税込）
腕まるごと（腕上部・下部）

7,700円▶4,900円（税込）
両ワキ

3,300円▶990円（税込）
VIO

6,600円▶5,500円（税込）

＜お1人様1回限り＞クーポン利用で
最新の高速脱毛が
お得に体験できます♥

美肌も叶う最新脱毛で
毛穴レス透明肌に♪

顔脱毛が人気です ！



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

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11月20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

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

11：00～19：00／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 ？

尼崎の「さつまいもスイーツ」といえばココ ！

【期限】2021年11月20日まで
クーポン持参

HAPPYクーポン

500円以上お買い上げで

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

tsukaguchino_ojosan

ほうじ茶アイス
プレゼント

10：00～17：00営

090-8531-5080

イギリス菓子専門

THE BISCUIT BARREL （ビスケット バレル）

神戸市

神戸市灘区下河原通3-5-7
第一灘マンション102

不定休休

神戸在住のイギリス人パティシエPeter Broadhurstによるオンラ
イン・スイーツショップです。ショートブレッドやビクトリア・スポン
ジケーキなどのイギリス本場のスイーツをぜひご家庭でお楽しみ
ください。

イギリス人パティシエによる本場イギリス菓子

オンラインショップのみの販売となります。ご購入はこちらから▶

https://www.biscuitbarrel.shop/

HAPPYクーポン

【期限】2021年11月20日までクーポン持参

＜初回限定＞
ホームページよりご注文の際に
「ハッピータウンを見た」と
メッセージをいただければ

ちょっとしたお菓子のプレゼント

8：00～20：00営

ぽこあぽこ音楽教室 西宮北口門戸・苦楽園
夙川・甲陽園・甲東園
塚口・武庫之荘
JR尼崎・出屋敷 方面に
教室があります。
詳細はHPをチェック ！

090-6377-4664
尼崎市南竹谷町2-93-6
（出屋敷駅前教室）

西宮市・尼崎市

幼児から大人までリーズナブルな月謝で楽しいレッスン

ピアノ・リトミック教室

https://www.poco-a-poco.net

経験豊かな先生が楽しく丁寧にレッスン。初心者の方も安心して
通えます。お一人お一人のレベルやニーズに合わせてのレッスン
で無理なく上達。 月謝はリトミック 2,250円（税込）、ピアノ 2,250円～
（税込）。無料体験もございますので
お気軽にお問合せ下さい。

HAPPYクーポン

【期限】2021年11月20日まで
クーポン持参・サービス併用不可

＜初回限定＞

ピアノコース
1冊目テキスト

無料
リトミックコース
1ヵ月目レッスン料

無料

11：00～19：00営

入門～上級会話、仏検対策、専門課程
まで充実したプログラムに、講演会・
シャンソン・ワイン・料理などの一日教室。
緊急事態宣言が解除されました ！
衛生管理にはなお万全の注意を払い
ながら、多様なリアル講座を展開して
います。

Découverte （デクヴェルト）
0798-38-5700

西宮市羽衣町7-28 夙川ニシダビル4F

阪急神戸線 夙川駅すぐ西宮市

本当のフランスが見えてくる・・・

フランス語専門教室

日曜日、祝日休
Decouverte 西宮 検索

★少人数制、柔軟な対応
★新規開講クラスも登場！
「初めて学ぶフランス語」
「フランス語に訳そう」

夙川阪急神戸線阪急神戸線

82

DécouverteDécouverte

グリーンタウングリーンタウン

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11月20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

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11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
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ファミリーマート

明和病院 ゲオ

入会金 半額
5,000円▶2,500円

おためし体験パン

川西能勢口川西能勢口
阪急宝塚線
阪急宝塚線

能勢妙見線能勢妙見線

Kitchen Studio SORGA

176

コナミスポーツクラブ

10：00～22：00（20：00スタート最終）営
不定休休

Kitchen Studio SORGA
070-8457-5514

川西市小戸1-3-12 司ビル101

阪急宝塚線 川西能勢口駅 歩5分川西市

誰でも簡単に手ごねパンをご自宅で作れるようになります♪

手ごねパン教室

パン作りは難しいと思っていませんか？コツさえマスターすれば、
簡単に作れるんです♪計量、こね、発酵、成形、焼成と、全ての作業
を共同作業でなくご自身でして頂けます。

HAPPYクーポン

（キッチンスタジオ ソルガ）

http://sorga.sakura.ne.jp/top.html

【期限】2021年11月20日まで
クーポン持参・8名様まで

おためし体験
【ハムマヨ＆シナモンロール】

1つの生地でお惣菜パンとお菓子パンを作ります

＜初回限定＞

完全予約制

3,500円▶1,500円

かぼちゃのカンパーニュ クランベリーチーズ

金平牛蒡パンパンプキン･グラタン

studio.sorga@gmail.com

☆使える楽しさをぜひ、あなたにも☆
せっかくのパソコン、しっかりと使って
みたい。とお考えではありませんか？
☆生徒さんが主役☆がモットーです。
授業料 980円／50分、入会金・諸費用
不要。 

パソコンスクール JR神戸線 尼崎駅 歩15分／阪急バス 「尾浜」バス停 歩5分尼崎市

尾崎パソコン教室

尼崎市久々知西町1-11-18
10：00～20：00営 土曜日、日曜日休

090-8826-3974（直通）
06-4977-3717（教室）

ベイコム
野球場
ベイコム
野球場住友精密工業

名和小名和小

尼崎尼崎

13

JR神戸線
JR神戸線

名神高速名神高速

尾浜
バス停
尾浜
バス停

尼崎市
卸売市場

尾崎パソコン
教室

尼崎市
卸売市場

尾崎パソコン
教室

http://opc2.web.fc2.com

【期限】2021年11月30日まで

HAPPYクーポン

授業で使える～♪
ちょっとお洒落な

USBメモリー
プレゼント！

“本講座”では、専門用語・長々説明など一切、ナシ。
プロジェクターで、お手本を見ながら、ご一緒に操作。

ちょっとわかる

なんとなくわかる

しっかりとわかる

自信を持ってパソコンが使えるようになる講座

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11月20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。

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11月20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 無料

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▶0円

10：00～19：30営
木曜日休

はりきゅう処えのん
LINE：@307buqeu
西宮市相生町6-5
パールビル202

阪急神戸線 夙川駅 歩1分西宮市 鍼灸

来院される8割の方がハリは未経験、
初めての方にも安心。
「病院の薬で治らない」「治るか不安」
なかなか他の人に理解されない身体
の悩み“えのん”に相談してみませんか？

首こり・肩こりに悩んでいる方のための鍼灸院

完全予約制

夙川

はりきゅう処
えのん 三井住友銀行

阪急神戸線

鍼灸コンパス　えのん 検索

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/ のぶ治療院 検索

9：00～19：00営

火曜日休

0798-53-1399
宝塚市仁川北3-7-14 ペガサスビル302

阪急今津線 仁川駅 歩1分

詳しくは「のぶ治療院」で検索、治ったら何がしたいですか？

鍼灸・整体

のぶ治療院

内臓と筋肉・関節の機能回復には絶対の自信があります。
もちろん、肩こり腰痛をすぐに治してほしいという方は是非どうぞ！
すぐに痛みを消して、今後も楽になるように指導致します。

P有

宝塚市

【期限】2021年11月20日まで

HAPPYクーポン

クーポン持参

のぶ治療院のぶ治療院
阪
急
今
津
線

阪
急
今
津
線

仁川仁川さらら仁川さらら仁川
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はらの
内科

予約優先

4,000円なら3,000円に！

＜初回限定＞

1,000円引

メディカルアロマ・リンパケア 60分
メディカルアロマ・リンパケア 90分
メディカルアロマ・リンパケア 120分
《季節限定》フットバス＋脚のリンパドレナージ90分
★ICAAメディカルアロマセラピスト資格講座受講生募集中

7,150円
11,000円
13,640円
11,000円

MENU
ご予約・お問合せはメールまたはLINEにて

＜出張あり＞

re.previs@gmail.com

9：30～20：30営

完全予約制

日曜日、祝日（相談可）休

080-6166-1155

西宮市馬場町5-4-203

https://www.info-previs.com

メディカルリンパケアルーム PREVIS

リンパ浮腫対応 ！！ 医療アロマセラピーサロン

リンパ浮腫ケア・メディカルアロマ・スクール 阪神本線 西宮駅 歩4分西宮市

リンパ浮腫専門看護師のアロマサロンです。一人一人に向き合い
「どうなりたいか」に近付くようケア方法を考えています。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。

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



▼▼アドレス直接入力▼▼占い占い今月の今月の 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。

ジュピター占い師
KANA☆ （かな） 先生

2021年 10月17日～2021年 11月20日の運勢

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 予約優先

月曜日、日曜日、祝日休

10：00～19：00営

大阪漢方薬房 （おおさかかんぽうやくぼう）

06-6855-5733
豊中市本町1-9-10 マストモール2F

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。

お悩みの不調を根本から解決

漢方相談専門 阪急宝塚線 豊中駅 歩1分豊中市

漢方薬の金額  1日あたり500円～

相談は無料です。漢方薬の金額は患者さんによって異なりますので
おおむね次の価格を参考にしてください。

◆ 基本となる1薬方の場合
　 1週間あたり 3,500円～4,500円前後
◆ 複数の薬方が必要な場合や、補助剤を使用する場合
　 1週間あたり 5,000円～6,000円前後
しっかり治すためにはある程度の期間、漢方薬を飲み続ける必要があります。
続けられるご予算内での提案もしておりますので遠慮なくご相談ください。

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

10：00～18：00営

川西市小花1-12-16-101
176

13

阪急

小花1丁目小花1丁目

川西能勢口

川西池田
トクエイ

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072-758-3025
漢方のトクエイ

阪急宝塚線 川西能勢口駅 歩5分川西市

貴方にピッタリの治療法がきっとあるはず

薬店

HAPPYクーポン

日曜日、祝日休

【期限】2021年11月20日まで
クーポン持参

5日分進呈

目に良いサプリ
『天眼』

漢方のトクエイでは、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。

西宮高原
ゴルフ倶楽部

セブンイレブン 善照寺

船坂
交差点

オートサポート
グループ

→
生
瀬
駅

82

51

9：30～18：30営

盆、正月休

オートサポートグループ
0120-517-444

西宮市山口町船坂119-2

JR福知山線 生瀬駅 車12分西宮市

神戸初・自社リースで車購入が可能です ！！

中古車販売

他社でローンが通らなかった方も、当店なら自社リースで車が買えます。
在庫常時100台以上。 カーセンサー・グー掲載店 ！
中古車選び・車検・修理・鈑金…何でもご相談下さい ！

P有 ＜送迎致します＞

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

宝塚

宝塚

宝塚

阪急

JR宝塚線
JR宝塚線

阪急

ソリオきた
ユニベール宝塚
ソリオきた

ユニベール宝塚

阪急今津線

阪急今津線

176

With Cloth

浜学園

【期限】2021年11月20日まで
クーポン持参・サービス併用不可

HAPPYクーポン

お直し・オーダーメイド・教室

10：30～17：00営

月曜日、日曜日、祝日休

宝塚市川面3-23-5
村上ビル2F

JR線 宝塚駅 歩2分
阪急線 宝塚駅 歩4分

0797-86-2213

宝塚市

With Cloth （ウィズクロス）

洋服のお直し・教室

丁寧で美しい仕上がり

いずれか
10％OFF

＜初回限定＞

スタッフ募集中！
詳細はお気軽に
お問合せ下さい

紳士スーツ、婦人服のお直しいろんな
ご相談に応じています。オーダーは
立体的で、バランスの良い仕上がりです。
着物からも可能です。
教室は初心者の方も大歓迎です。

生徒作品

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！

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

0120-09-8710

9：00～20：00 【オイル交換】 10：00～18：00
【整備（車検）受付】 9：00～18：00
営

無し休

ビッグモーター 西宮店

0798-36-2000
西宮市浜松原町5-12

阪神本線 今津駅 歩7分西宮市

日々のありがとうを価格に ！！

自動車販売・整備・車検

http://www.bigmotor.co.jp/

ハナテン中古車センター♬のフレーズでお馴染みの、あのハナテン
が　　　　　　　　　　へ名称変更致しました！

43

マルナカ

バーミヤン
ヤマダ
電機

関西
スーパー

セブン
イレブンエディオン

342

阪神高速3号神戸線

臨港線臨港線

マルナカ

バーミヤン
ヤマダ
電機

関西
スーパー

セブン
イレブンエディオン

ビッグモータービッグモーター

西宮IC

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

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

10：00～17：00営

木曜日休

0798-22-2200
西宮市羽衣町7-16 安井ビル1F

https://reformclubcustom.com

Reform Club Custom 夙川店 ★支店もございます★

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 阪急神戸線 夙川駅 歩3分西宮市

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。

婦人服のお直し
スカート
　ウエスト直し
　丈直し
　丈直し（フレアー）
　ファスナー取替
ワンピース
　肩で丈直し
　丈直し
　丈直し（フレアー）
　アームホール

3,300円～
2,200円～
3,300円～
2,200円～

3,850円～
2,200円～
3,300円～
4,400円～

紳士服のお直し
パンツのすそ
　丈直し シングル
　丈直し ダブル
　丈直し ジーンズ
　丈直し ダメージ加工
パンツ・スラックス
　ウエスト直し（後中心）
　ウエスト直し（三方）
　ファスナー取替
　ウエストゴム交換

1,100円～
1,430円～
880円～

1,650円～

1,650円～
4,400円～
2,200円～
2,750円～

（リフォームクラブ カスタム）

★お仕上がりの目安★ 受付から約1週間後のお渡し
※内容や混雑状況によって異なりますので、ご注文時に店頭にてご確認ください。

詳細やその他のメニューは公式HPにてご確認下さい

お直しMENU（一例）

HAPPYクーポン

【期限】2021年11月20日まで
クーポン持参・サービス併用不可

090-4646-1526

阪神本線 久寿川駅 歩3分

【ディスカウントショップ K&K】 NEW OPEN ！

ディスカウントショップ

ディスカウントショップ K&K

西宮市

西宮市今津曙町11-11 北野ビル1F

不定休休

レディース・子供服など…格安提供★
サイズが合えば超お買い得 ！
お出かけついでに、お買い物ついでに
お気軽にお立ち寄り下さい。

500円OFF

3,000円以上
お買い上げで

NEW OPEN ！

阪神本線
旧国道

名
神
高
速

久寿川

ディスカウントショップ
K&K

ディスカウントショップ
K&K

久寿川
ランドリー
洗王 甲陽園駅→

北山貯水池夫婦岩

PAWS

山陽
新幹
線
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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

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

小鳥専門 阪神本線 武庫川駅 歩5分西宮市

13：00～17：30／土日祝 11：00～17：00営

火曜日、水曜日休

BIRD SHOP くるみ
0798-27-5860

西宮市小松南町1-1-11

https://www.birdshop-kurumi.com

可愛い小鳥達に出会えるお店
BIRD SHOP くるみでは、人気のオカメインコ、ウロコインコ、
小桜インコ、大型鳥等、多数お店に居ています。
どの子も良く慣れていてとても可愛い子達です。
パートナーにピッタリな子と出会えると思います♥
飼育方法等もお気軽にご相談下さい。
餌・用品も取り扱っています。

武庫川
兵庫医科大学病院

BIRD SHOP
くるみ
小
松
商
店
街

三和公園
平成記念
会館

阪急神戸線

園田学園
女子大

〒
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塚口

塚口

名神高速

J
R
宝
塚
線会場

本社

さんさんタウン

南塚口町2丁目

13 ロイヤル
ホームセンター

水曜日休
【電話受付】10：00～20：00営

P有 ＜ご予約で塚口駅からの送迎可＞

松田楽器ピアノギャラリー
06-6421-0155

【会場】尼崎市南塚口町5-15-10
甲東プラザ1F

阪急神戸線 塚口駅 歩14分尼崎市 ピアノ販売

10/22(金)・23(土)・24(日)
10：00～18：00

前日までの
ご来店予約で
割引特典あり！！

ピアノ工房セール!!
一例）ピアノ本体198,000円、付属品、運送費含め
      総額 237,600円（税込） ※阪神間1階納品の場合

LINE

【期限】2021年11月20日まで
クーポン持参・サービス併用不可

HAPPYクーポン

初回トリミング料金

10：00～18：00営

水曜日休

西宮市樋之池町14-7 ハニーマンション102

https://lucianna.jp

0798-78-3113

西宮市

LUCIANNA （ルチアーナ）

ペットサロン・ホテル

犬猫ちゃんの本当の幸せをサポートします♪

30％OFF

＜初回限定＞
★Happy Town 限定★

安心で高品質なフードやおやつ等の
販売、特注部屋でカメラ完備のホテル、
月額会員制や美容中のお写真をお送り
するなど当店だけの特別なサービスも
多数です♪

阪急甲陽線 苦楽園口駅 歩10分

完全予約制
阪
急
甲
陽
線

阪
急
甲
陽
線

北夙川小北夙川小

樋之池公園樋之池公園

尼信

苦楽園口苦楽園口

LUCIANNA

〒〒
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