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阪神高速3号神戸線

阪急神戸線・伊丹線 塚口駅 歩3分

11：00～19：00／土日祝 10：00～19：00営

06-6415-8124
尼崎市南塚口町1-6-1 山下マンション1F

月曜日休

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

ペア3組6名様週替わりランチ
一人前 880円相当 ・平日限定 

B
Present

2名様よくばりセット 700円相当 
テイクアウト限定A

Present

塚口駅から徒歩3分の所にある【塚口のお嬢さん】さんは元パティシエが作る
こだわりのさつまいもスイーツ専門店 ！
定番のスイートポテトからチーズケーキやパウンドケーキ、プリン、パフェなど
さつまいもを使用した様々なスイーツが楽しめますよ♪
数あるメニューの中でも特に人気なのが『焼き芋ソフト』。ソフトクリームに、
少し塩を効かせた焼き芋と、さつまいものモンブラン、さつまいもビスケットが
トッピングされた一品で、絶妙な甘じょっぱさがクセになります♥
今冬は【塚口のお嬢さん】さんの絶品さつまいもスイーツで、心もホックホクに♪
テイクアウトやデリバリーも出来るので、お店でもお家でも楽しめますよ☆

※写真はイメージです。
　週ごとに内容は変わります。

塚口のお嬢さん 阪神本線 香櫨園駅 歩7分

11：00～15：00／土曜 11：00～20：30営

0798-20-3597
西宮市川添町2-3

月曜日休

だいにんぐ・かふぇ Fujita

【だいにんぐ・かふぇ Fujita】さんはアットホームな洋食屋さん♪
『安全な食材を使用した料理を食べて頂く』をモットーに、オーナー自ら安全な
食材を吟味して仕入れ、丁寧に作られているお料理は絶品♥
砂糖・塩などの調味料も産地や製法にこだわった物を使用、コーヒーも有機栽培の
豆を使用するなど、細部まで徹底されたこだわり様も魅力の一つです。
人気の女子会コースもあり、予算や好み・アレルギーなどに合わせて料理の
ご提案もして下さるので、ちょっとしたパーティーや宴会などにもぴったり♪
【だいにんぐ・かふぇ Fujita】さんで素敵なひとときを過ごして下さい♪

中面にお得な
クーポン掲載中 ！

Happy

2022年 1月 9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12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。

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。

2022年2月28日まで有効のペアご鑑賞券を3組6名様にプレゼント!!

★12/31（金）～1/1（土）は休館

【期限】2022年1月31日まで

HAPPYクーポン

C

12/24（金）～1/13（木）

シネ・ピピアシネマ情報

上映中～

2021年／日本／129分 ◎監督：鈴木雅之 ◎原作：
東野圭吾 ◎脚本：岡田道尚 ◎出演：木村拓哉、長澤
まさみ、小日向文世、石黒賢、沢村一樹、勝村政信

2021年／日本／121分／PG12 ◎監督・脚本：濱口竜介
◎演出：（第1話）古川琴音、中島歩、玄理（第2話）渋川
清彦、森郁月、甲斐翔真（第3話）占部房子、河井青葉

https://guzen-sozo.incline.life/https://masquerade-night.jp/

©2021 NEOPA / fictive© 2021東野圭吾／集英社・映画「マスカレード・
ナイト」製作委員会

マスカレード・ナイト

「偶然と想像」上映中～
「粛清裁判」上映中～12/23
「サマー・オブ・ソウル」上映中～12/29
「ミス・マルクス」上映中～12/30

容疑者500人、タイムリミットは24時間。
大晦日、仮面舞踏会の幕が開く ！！

偶然と想像

ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞 ！
世界が絶賛した濱口竜介監督最新作。

■シネマ2上映ラインナップ▶▶▶
■シネマ1
「燃えよ剣」上映中～12/23
「護られなかった者たちへ」上映中～12/23
「老後の資金がありません！」12/24～1/13

「アウステルリッツ」12/24～12/30
「竜とそばかすの姫」12/24～1/13
「モーリタニアン 黒塗りの記録」1/2～1/13
「由宇子の天秤」1/2～1/13

「マスカレード・ナイト」12/24～1/13
「リスペクト」12/24～1/13

E
ご

【期限】2022年1月31日まで

平日・土 10：00～16：30
日　 祝 10：00～17：00
火曜日、12/27～1/1、1/11～14、17～21

（季節により
　変動あり）

楽しく遊んで
健康促進！

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

プレゼン
ト

プレゼン
ト

D
ウインターカーニバルウインターカーニバル
3種類の屋外スケートリンクと
雪あそびを楽しめるスノーエリアで
ひらかたパークの冬あそびを楽しもう！

2/27〔日〕まで  開催時間は日により異なる
※期間中休園日あり。
※天候やコンディションなどの状況により一部中止または
　時間変更する場合があります。
※入場料（600円）に加えて入園料金が別途必要です。

開催期間
ウインターカーニバルの利用には、手袋の着用が必須となります。

※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

122021.
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

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】2022年1月15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

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
お越し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
阪
急
今
津
線

北今津

すき家

尼信

2

606
阪神国道

パン工房
koko

食品館アプロ

HAPPYクーポン

【期限】2022年1月15日まで
クーポン持参・サービス併用不可
品切れの場合はご了承下さい

8：00～19：00営

0798-35-1922

阪急今津線 阪神国道駅 歩5分

マーガリン不使用の体に優しいパン生地

パン

パン工房 koko （ココ）

店主が厳選した強力粉のkoko食パン、
20時間発酵したフランスパン、
卵黄仕立てのカスタードのクリームパン…
生地にこだわった手造りパンを
ぜひご賞味下さい♪

西宮市

西宮市津門稲荷町6-17

月曜日
【年末年始】12/31～1/3 お休み
休

パン全品

10％OFF

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】2022年1月15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

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

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】2022年1月15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

193

〒

GS
JR神戸線

西宮阪神本線

2

Masarge

みなと
銀行

セブン
イレブン

10：00～18：00営

温活オイルリンパ 90分
（所要時間150分）

9,900円▶7,880円
セラミド保湿コース 50分
（所要時間100分）

7,700円▶6,700円

080-4497-1225

リンパマッサージ・フェイシャルエステ、
トータルでご利用頂けるサロンです。
お客様一人一人の体調に合わせた丁寧
な施術で、最高の癒しと満足感を是非
ご体験下さい。 

クーポン持参 【期限】2022年1月15日まで

HAPPYクーポン

不定休休

エステサロン Masarge （マサージュ）

西宮市和上町5-29 パラツィーナ和上603

阪神本線 西宮駅 歩5分西宮市

＜近隣にコインP有り＞

エステ

“大人女性”のための癒しサロン
【極上温活リンパ・免疫力アップ】

＜初回限定＞

予約優先

ボディケア 60分

3,000円▶2,000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

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

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 ！
ぜひ、一度この機会にご利用下さい。
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

オープン半年記念 ！ 営業時間延長★料金大幅改訂
リラクゼーション・整体

【期限】2022年1月15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/

予約優先

P有
10：00～22：00営

不定休休

0797-26-6855
宝塚市栄町1-6 花のみちセルカ2番館2F

宝塚歌劇OGのネイルサロン・セルフハイフサロン

ネイル・エステ 阪急宝塚線 宝塚駅 歩5分宝塚市

【期限】2022年1月15日まで

HAPPYクーポン

宝塚大劇場徒歩1分 ！ 今、都内で話題沸騰の最新HIFUが期間限定 
500円～。確実・簡単に理想ボディーへ。
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500色、ネイルパーツ300種からSNS映えの
人気デザイン、世界に1つの特別デザインが可能☆

MENU
セルフハイフ フェイシャル 4,000shot
セルフハイフ ボディー 4,000shot
セルフハイフ ボディー 8,000shot 
お得なセルフハイフ 4,000shot×12回コース
ワンカラー・ラメグラデーションジェルネイル
ハンドジェルネイル定額1
ハンドヅカネイル定額1
ハンドやり放題 90分

2,480円
2,480円
4,960円
27,280円
5,200円
6,500円
6,800円
9,000円

「HappyTownを見た」とお伝えください

お悩み改善パック
プレゼント

「HappyTownを見た」で
Alice Tierra Nail & Beauty Salon
（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

155cm・45歳のお客様

3か月で
－10.55kg！ 体重   62.2kg

ウエスト   76.8cm
51.65kg
67.6cm

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

「食欲旺盛なのに、本当に痩せるの？」半信半疑でした
【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】2022年1月15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）

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

0798-78-5613

メーカーの余剰在庫を買い取ることで、新品ながらアウトレット
価格で提供しています。 社会問題の解決と地域貢献に取り組む
セレクトショップです。 掘り出し物を見つけに来てください。

【期限】2022年1月15日まで
クーポン持参

対象商品は店舗にて確認ください

HAPPYクーポン

土曜日、祝日休

セレクトショップ WinField

西宮市甲子園七番町17-28-B109

阪神本線 甲子園駅 歩6分西宮市

有名ブランドアパレル・雑貨の格安販売 ！

セレクトショップ

http://winfield-outlet.com/

クーポン持参で

火～金 11：00～19：00
日・月 14：00～19：00

営

（ウィンフィールド）

アパレル1着
無料プレゼント

阪神本線

甲子園

甲子園球場

ららぽーと

阪神高速3号神戸線

WinField

セブン
イレブン

43

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

阪神高速3号神戸線

西宮西宮
グルメ
シティ
グルメ
シティ ファミリー

マート

〒

尼信

43

cheri

阪神本線阪神本線

体質別五行カウンセリング
＆よもぎ蒸し

＆温活アロマ診断 65分

★最大4名様までのグループ対応可★

5,600円

＜近隣にコインP有り＞

090-4802-1221

【期限】2022年1月31日まで
クーポン持参

HAPPYクーポン

日曜日、祝日休

cheri （シェリー） 温活よもぎ蒸し協会®

西宮市戸田町4-7 シティコーポ西宮402

阪神本線 西宮駅 歩3分西宮市

温めるだけでキレイになれる ！！ 温活美人 ！

温活専門よもぎ蒸しサロン・スクール

https://cheri331.shopinfo.jp

10：00～18：00営

完全予約制

身体の内側からキレイを☆完全プライ
ベート空間で内側温活よもぎ蒸し☆
体の芯から温め、心も体もスッキリ ！ 
体質別五行カウンセリング＆アロマ
診断でなりたい未来をお約束♪

体質別五行カウンセリング
＆よもぎ蒸し

＆温活アロマ診断 65分
＋施術10分延長

6,600円

＜初回限定＞

10：00～19：30
土日祝 9：00～18：30

営

火曜日休 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

予約優先

P有
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

髪からあなたのココロを癒すヘアサロン

理容室 JR神戸線 立花駅 歩5分尼崎市

【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。髪や頭皮、フェイシャルケアに関するアドバイスを受けら
れるのも当店の魅力です ！ エイジングケアにも力を入れており男性
のみならず、女性も通える個室理容室です♪
★尼崎素肌美人増加プロジェクト中

MENU ※価格は全てご新規様限定価格

◆ メンズカットコース
カット、シャンプー、顔剃り、眉カット
◆ メンズスパコース
カット、シャンプー、顔剃り、眉カット、頭皮チェック付、ヘッドスパ
◆ メンズエステコース
カット、シャンプー、顔剃り、眉カット、フェイシャルエステ、濃密炭酸パック
◆ メンズカット、カラー
カット、シャンプー、顔剃り、眉カット、カラー
◆ レディースシェービングコース
襟剃り、眉デザイン、スチームシェービング×②、スキンケア
◆ レディースシェービング、エステコース
襟剃り、眉デザイン、スチームシェービング×②、フェイスエステ、スキンケア、濃密炭酸パック
◆ レディースシェービング、ヘッドスパコース
襟剃り、眉デザイン、スチームシェービング×②、スキンケア、
頭皮チェック付、シャンプー、ヘッドスパ、システムトリートメント

3,500円　

6,500円～

6,000円～

8,500円　

2,500円　

5,000円～

8,000円～

Cut&Beauty MOON
（カットアンドビューティ ムーン）

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 ！ 最新 ！ E-lightフォトフェイシャル

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

手の届く範囲は事前にシェービングをお願いします
クーポン持参・サービス併用不可 【期限】2022年1月15日まで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

今から始めて夏はツルツルに♪ シミの気になる方に★
全身脱毛（顔なし・VIO込み）
19,800円▶8,900円（税込）

両ワキ脱毛
3,300円▶990円（税込）

顔脱毛
4,950円▶4,000円（税込）

E-lightフォトフェイシャル
60分

※ビフォーアフターの写真を
　広告宣伝に使用OKの方は
　3,900円（税込）

16,500円▶7,900円（税込）

E-lightフォトフェイシャル 60分
16,500円▶初回7,900円（税込）

HAPPYクーポン ＜お1人様1回限り＞

今までより強力なフォトで、特にシミの気に
なる方にオススメです♪
毛穴ケアと美白の美容液をイオン導入する
ので、毛穴レスな透明感のあるお肌に。
更にRFラジオ波で、お肌の弾力もアップして
リフトアップ効果も ！

※ビフォーアフターの写真を宣伝広告に使用してもOKな方は、
　3,900円（税込）でさせて頂きます ！ （限定10名様）

※効果には個人差があります

女性/E-light 5回施術

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】2022年1月15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
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門戸厄神門戸厄神

阪
急
今
津
線

阪
急
今
津
線

完全予約制



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

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

☆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】2022年1月31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

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】2022年1月15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

うずまきあんこ オレンジパネトーネ

生ハムリングミートツイストピザ

studio.sorga@gmail.com
090-3996-7013

スケジュールは
公式HPにてご確認下さい
【年末年始】12/28～1/6 お休み

営

Soleil Ballet School

尼崎市次屋1-29-8 ミラパレス次屋102

JR神戸線 尼崎駅 歩13分尼崎市

楽しく気軽にバレエを習おう ！！

クラシックバレエ教室

5月にリニューアルオープンしたばかり
の新しい教室で、バレエをはじめてみま
せんか ？ みんな仲良くアットホームな
教室です。新しいお友達を待っています ！

HAPPYクーポン

（ソレイユ バレエスクール）

https://www.soleil-ballet.com

【期限】2021年12月27日まで
クーポン持参

★年末キャンペーン★

7,000円▶無料
入会費

尼崎

ローソン

キリン堂

キューズ
モール

〒

浜小〒

JR神戸線

Soleil Ballet
School 松本五差路

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】2022年1月15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

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】2022年1月15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による体幹トレー
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

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

  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

10：00～19：00営
水曜日、日曜日、祝日
【年末年始】12/29～1/5 お休み
休

足脚の整体院 Kur （クーア）
0798-57-2555

西宮市仁川町2-5-5

阪急今津線 仁川駅 東口 歩3分西宮市 整体

【期限】2022年1月15日まで
クーポン持参

HAPPYクーポン

＜初回限定＞

足脚のお悩み、専門技術でスッキリ解消 ！

外反母趾矯正整体

足脚は私たちが生きていくうえで大切
な身体の部位です。足脚のトラブルを
放置して取り返しのつかないことに
なってしまう前に、対処して将来の
あなたの健康を一緒に守りましょう。

無料体験

仁川

さらら仁川北館

さらら仁川南館

仁川橋

阪
急
今
津
線

Kur

337

完全予約制

ashinoseitaiinkur

LINE友達登録

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/

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】2022年1月15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。

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

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

P有 ＜送迎致します＞

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 ！

神戸初、自社リースあります ！ 提携ローン会社もあります ！
是非一度お気軽にお問い合わせ下さい ！ お待ちしております ！
車両価格、他店と比べて下さい。ただの中古車店と思われがちですが、
実は法人向けの車両リース、コストカットの提案、保険会社さんと
タイアップ、が本業です。グループはネット通販部門もあります。
ヤフー、楽天、アマゾンで新品自動車部品、約４０万アイテムも販売してます。

神戸初・自社リースで車購入が可能です ！！

中古車販売 JR福知山線 生瀬駅 車12分西宮市

中国道の西宮ＩＣから車で１０分。西宮高原ゴルフ倶楽部が目印。
わかりにくければ、お気軽にお電話下さい。

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

あらゆる不動産のお悩みにお応え致します！
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！

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

9：30～18：30営

みやしん不動産(株)

西宮市高座町15-23

P有水曜日休

あらゆる不動産のお悩みにお応え致します

全  国  の  不  動  産  に  対  応

賃 仲売買・ 貸・ 介・管理

contact@miyashin-f.com
完全予約制

9：00～19：00営 水曜日休

いえはぐ不動産部 ひふみむ合同会社
0798-57-1236

西宮市松籟荘7-22-3F

【期限】2022年1月31日まで

不動産仲介・買取 阪急今津線 甲東園駅 歩2分西宮市

仲介手数料が20％OFFのWeb割 ！
いえはぐ不動産部では、ご購入やご売却の初期相談をWebでしていただくと、
ご購入やご売却に係わる仲介手数料を20％割引きいたします。
まずは、お電話かメールでご連絡ください ！

仲介手数料

20％OFF
★購入・売却をお考えの方★

HAPPYクーポン

「Happy Townを見た」とお伝えください ！

阪
急
今
津
線

阪
急
今
津
線337

いえはぐ
不動産部

甲東園甲東園
アプリ甲東園

マクドナルド

いえはぐ 検索

info@iehagu.com

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！
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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

1,300



info@happy-t.co.jp
TEL：0745-53-3800

info@happy-t.co.jp
TEL：0745-53-3800

完全予約制

10：00～18：00営

水曜日休

0798-78-3113
西宮市樋之池町14-7 ハニーマンション102

LUCIANNA （ルチアーナ）

犬猫ちゃんの本当の幸せをサポートします♪

ペットサロン・ホテル 阪急甲陽線 苦楽園口駅 歩10分西宮市

【期限】2022年1月15日まで
クーポン持参・サービス併用不可

https://lucianna.jp

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

〒〒
初回トリミング料金

30％OFF

HAPPYクーポン ＜初回限定＞
★Happy Town 限定★

詳細はwebでチェック ！

美容は無駄な物を省き本当に犬猫に必要な物を厳選し、優しい施術をします♪
さらに美容中などの様子をお写真や動画でお送りします☆ その他、安心で高品質なシャンプーや
フード、おやつ等の販売以外にもわんちゃん用ケーキを取り扱い、ギフトラッピングも行っております♪
ホテルは広 と々した特注部屋でカメラ完備、幼稚園では社会性を身につけるサポートもいたします ！ 
月額会員制など他にも当店だけのお得なサービスも多数です♪ 

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
洋服のお直し

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

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】2022年1月15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

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 ！ 来年の運勢はいかに ！？

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

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 3,990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】2022年1月15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!!

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

※写真はイメージです

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
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

阪急神戸線阪急神戸線
武庫之荘

おたからや
武庫之荘店

KOHYO

ティップネス

アロー
ミュージック
スクール

10：00～18：30／日祝 10：00～18：00営

水曜日休

おたからや 武庫之荘店
06-6431-8677

尼崎市南武庫之荘1-7-1 プラザ1番館1F

http://mukonoso.otakaraya.net

古物商 兵庫県公安委員会
第62232R034017号

【期限】2022年1月15日まで

買取 阪急神戸線 武庫之荘駅 歩3分尼崎市

20％UP

HAPPYクーポン

一部除外品あり・クーポン持参

買取金額

＜近隣にコインP有り・ご成約で500円サービス＞

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）

10：00～20：00営

松田楽器ピアノギャラリー
06-6421-0155

尼崎市南塚口町2-15-10
MYTビル2F（1F auショップのビル）

阪急神戸線 塚口駅 歩3分尼崎市 ピアノ販売

12/25(土)
まで

LINE

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

＜要予約＞

期間中、ピアノ(新品・中古）を
ご成約のお客さまに

カタログギフトをプレゼント！！

Xmas プレゼント
キャンペーン

水曜日【年末年始】12/29～1/3 お休み休

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】2022年1月15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＞

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

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。
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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）
「大人になる」
自分の行動に制限を感じたときは
できるだけ周囲との調和をはかって
みて。思い通りにしようとすると空回りや
孤独を感じてしまいそう。ライバル意識
を燃やすより協調性が問われます。

牡牛座　（4/21～5/21）
「成長のとき」
立場が人を作るということを実感する
かも。自分だけの理想論では話が
まとまらずそれぞれに事情があることを
理解する必要があります。相手の話を
否定せずに聞くと絆が深まるでしょう。

双子座　（5/22～6/21）
「落ち着いて判断を」
好きな人の態度に振り回されてしまい
そう。自分ルールの勝手な想像や思い
込みはやめて、客観的に物事を見て
みましょう。お酒の飲みすぎや睡眠不足
には気を付けて自己管理の徹底を。

蟹座　（6/22～7/22）
「オープンマインド」
自分が心を閉ざさなければもっと広い
世界と繋がっていけそうです。人との
関わりを怖れず思い切って飛び出して
みましょう。面白そうな人がいたら興味
を持って自分から話しかけてみて。

獅子座　（7/23～8/22）
「想像力を使う」
上手くいっている時こそ、自分のことを
謙虚に受け止めてみましょう。自分に
何ができるのかを探して、積極的に
関わる姿勢を見せることです。長い
目で見て続く方法を選択すると吉。

乙女座　（8/23～9/23）
「クールダウン」
近い人ほど素を出せますが、心の声が
そのまま出てきてしまうかも。失言や
暴言には気を付けて。モヤモヤする
ときはワンクッション置いてから返事を
すると冷静な会話ができるでしょう。

天秤座　（9/24～10/23）
「意思表示」
自分自身を表現することを怖れずに、
個性を認めてみましょう。好き・嫌い・
快・不快を誰かに決めてもらうのでは
なく自分自身で選択すること。周りの
目を気にせずに堂々としましょう。

蠍座　（10/24～11/22）
「自分の世界に浸る」
好きなことにのめり込んで夢中になれ
ますが没頭しすぎて周りが見えなく
なる可能性が。勢い余って自分に無理を
させないよう、休憩も忘れずに。いつも
客観的に自分を見るよう心掛けて。

射手座　（11/23～12/21）
「信頼関係の構築」
言葉の使い方や態度に気を付けま
しょう。リップサービスや大盤振る舞い
しすぎるとかえって八方美人に思われて
しまうかも。距離感を保って適切な
表現方法を選ぶことでトラブル回避。

山羊座　（12/22～1/20）
「役割分担」
一年の疲れをゆっくり癒すこと。年末
年始のしわ寄せを自分一人で抱え込ま
ないよう、周りの人と情報を共有して
助けてもらいましょう。スケジュールは
余裕を持たせて詰め込まないこと。

水瓶座　（1/21～2/18）
「雰囲気に飲まれない」
お友達のノリの良さに巻き込まれない
ように注意しましょう。気分が上がった
時に大きい約束をしてしまうと後に
なってから戸惑ってしまいそう。気に
なることは事前に確認しましょう。

魚座　（2/19～3/20）
「現実逃避」
ロマンチックな世界にどっぷり浸ること
が至福の時間。すこし現実から離れて、
映画やドラマを見て思いっきり泣い
たり、趣味に打ち込んでみると気力
回復。頭を休めて過ごしましょう。

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12月19日～2022年1月15日

【期限】2022年1月15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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芦屋高

芦屋芦屋

芦屋芦屋

2

上宮川町西交差点

〒

西法寺
税務署

ぱぴぷ
ぺっと

P

水曜日【年末年始】12/29～1/3 お休み休
10：00～19：00営

ぱぴぷぺっと 芦屋店
0797-57-0112

芦屋市宮塚町2-1 センチュリー宮塚203

http://www.papipu-pet.com

＜提携駐車場有り＞

★ミニミニサイズのワンちゃん専門店★
ティーカップサイズのトイプードルや
ミニサイズのミックスちゃん、
テレビなどで話題の豆柴など、
かわいいお顔が勢揃い。
ビションフリーゼの赤ちゃんもいます。
期間中はいつもの価格よりプライスダウン ！

子犬販売 JR神戸線 芦屋駅 歩3分芦屋市

【12/28まで】子犬まつり開催中 ！

㈱Plus生活　兵動第1511439
西谷光代　R3.2.24～R8.2.23

ぱぴぷぺっと 検索

事前予約来店で
個別に対応 ！

トイプードルも待ってるワン ！
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