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17：00～22：00（L.O.21：00）

営

070-8440-1450

韓国チキン 14 （シプサ）

宝塚市小林5-5-36

不定休（Instagram参照）休

no.14sipsa

＜予約可＞

972円相当koko食パン 3名様

計1,000円相当

人気No.1 オリジナルチキン3P
＋ディップソースヤンニョム
＋韓国フェイスパック1枚
＋マスク1枚 4名様

宝塚初出店の韓国チキン ！ 全て国産鶏使用 ！
2021年10月にオープンしたばかりの【韓国チキン 14 （シプサ）】さんは
宝塚市初出店の韓国チキンの専門店 ！ 韓国好きが高じて、韓国の文化や料理に
興味をもったオーナーが、特に大好きな韓国チキンを本場韓国で食べ歩き
「是非この味を皆に食べてほしい ！ 」という一心でオープンされたお店です♪
本場の味を再現した韓国チキンはもちろん、韓国から取り寄せたお酒やジュース、
本格自家製キムチ、その他キンパも人気だそうです☆
テイクアウトがメインですが、イートインやデリバリーにも対応されているので
お店でもお家でも韓国気分を味わえますよ ！ 旅行がしづらい今だからこそ、
【韓国チキン 14】さんで韓国旅行に行った気分を味わって下さい☆

マーガリン不使用の体に優しいパン生地♪
阪神国道駅から歩いて5分の所にある【パン工房 koko （ココ）】さん。
20時間じっくり発酵させたフランスパン、
フレッシュバター100％のクロワッサン、
卵黄と生クリーム仕立てのオリジナルカスタード
たっぷりのクリームパンなど、素材にこだわり、
じっくりと時間をかけて作られたパンの数々☆
店頭に並ぶ姿を眺めているだけでも幸せな気分になります♪
食パンは、店主が厳選した強力粉を使い、1本1本時間をかけて焼き上げるので
ほんのり甘くてもちもち食感に仕上がっており、大好評を得られているそうです♥
【パン工房 koko】さんの、生地にこだわった手作りパンを是非食べてみてください♪

中面にお得なクーポン掲載中 ！
阪急今津線 阪神国道駅 歩5分

8：00～19：00営

0798-35-1922

パン工房 koko （ココ）

西宮市津門稲荷町6-17

月曜日休

中面にお得なクーポン掲載中 ！
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2022年 4月10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3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5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】2022年4月30日まで

HAPPYクーポン

C

上映中～3/31（木）

シネ・ピピアシネマ情報

3/25（金）～3/31（木）

2022年／東宝／127分 ◎監督：田中亮 ◎脚本：古沢
良太 ◎出演：長澤まさみ、東出昌大、小手伸也、小日向
文世、松重豊、瀬戸康史、城田優、生田絵梨花

2021年／日本／86分 ◎監督・撮影・編集・作詞：
大墻敦 ◎出演：小泉和子 ◎語り：小林聡美

https://kirokueiga-hozon.jp/movie/movie-suzusanhttp://confidenceman-movie.com

©映画「スズさん」製作委員会© 2022「コンフィデンスマンJP」製作委員会

コンフィデンスマンJP
英雄編

「スズさん ～昭和の家事と家族の物語～」3/25～3/31
「にしきたショパン」3/25～4/7
「コーダ あいのうた」4/1～4/14

シリーズ第3弾。
これはコンフィデンスマン誕生の

秘密に迫る物語――

スズさん
～昭和の家事と家族の物語～

明治、大正、昭和を生きた小泉スズさんの
人生を、当時の貴重な映像とともに描く。
片渕須直監督『この世界の片隅に』の
すずさんの参考になった本物のスズさん。

■シネマ2上映ラインナップ▶▶▶
■シネマ1
「コンフィデンスマンJP 英雄編」上映中～3/31
「99.9-刑事専門弁護士 THE MOVIE」上映中～3/31
「スパイダーマン ノー・ウェイ・ホーム」4/1～4/14
「ウエスト・サイド・ストーリー」4/1～4/21

★2021秀作映画特集★ 3/20～4/7のラインナップ

「ドライブ・マイ・カー」「AGANAI」「春江水暖」
｢モロッコ、彼女たちの朝｣｢パワー・オブ・ザ・ドッグ」
★作品詳細、上映時間など詳しくはHPで。
【3回券】一般 3,900円、シニア・学生 3,300円、会員 3,000円

D
ご

【期限】2022年4月30日まで

平　日 10：00～17：00
土日祝   9：30～17：00
火曜日 ※3/29・4/5は営業

（季節により
　変動あり）

楽しく遊んで
健康促進！

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）

2022年 3月20日～
2022年 4月16日の運勢

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

32022.
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
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HAPPYクーポン

【期限】2022年4月16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

月曜日休

パン全品

10％OFF

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4月16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

西図書館西図書館

小林小林 イズミヤ
ココカラファイン

韓国チキン 14
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HAPPYクーポン

【期限】2022年4月20日まで
クーポン持参・サービス併用不可

11：30～14：30（L.O.14：00）
17：00～22：00（L.O.21：00）

営

070-8440-1450

阪急今津線 小林駅 東口 歩5分

宝塚初の韓国チキン専門店です ！

韓国料理

韓国チキン 14 （シプサ）

本場韓国の味、ヤンニョムチキンを
はじめ、大人気のキンパや自家製キムチ
を取り揃えております。韓国から取り寄せた
食材や、チキンは全て国産鶏を使用する
等、全ての食材にこだわっています。

宝塚市

宝塚市小林5-5-36

不定休（Instagram参照）休

テイクアウトご利用で
自家製

だいこんキムチ
無料サービス

no.14sipsa

＜予約可＞

11：00～15：00
土曜 11：00～21：00

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

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4月16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

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
0798-54-1955

西宮市門戸荘17-62 グリーンヒル門戸102

スタイルアップには癒しが必要です
ヨガ 阪急今津線 門戸厄神駅 歩3分西宮市

HAPPYクーポン

クーポン持参
【期限】2022年4月16日までhttp://htnotes.net/

完全予約制
info@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
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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。重力と自分の骨格とのバランス、大きな呼吸、
動きのエラーを感じていただきます。
防音室で癒しの時間をお過ごし下さいませ。

初回体験

1,000円

◀営業情報を
　お確かめください ！
htnotes.net

気持ちに正常な日常を取り戻しましょう ！
ウイルスの飛んでいない場所で
ゆっくり呼吸しましょう ！ （家や公園、神社など）
胸呼吸、腹呼吸、体のあちこちで呼吸。
しっかりと心身自律神経を維持しましょう ！
ゆっくり呼吸は心身を落ち着かせてくれます。

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4月16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

090-2891-5463

【期限】2022年4月16日まで

クーポン持参・サービス併用不可
他クーポンとの併用不可

HAPPYクーポン

不定休休

Salon de syo 照

西宮市南越木岩町3-13 アンダンテ302

阪急甲陽線 苦楽園口駅 歩3分西宮市

身体のだるさ・偏頭痛…根本から改善し快眠・免疫力UP

エステ・リラクゼーション

http://salon-de-syo.com

アーユルヴェーダ体験 100分
（足つぼ、ボディ＆フェイシャル

マッサージ付）

9：00～19：00営

8,800円

8,800円
【温熱 ほぐし】ラジオ波&吸引
最強ヒップアップ美尻コース 60分

完全予約制

スリランカ直送高濃度薬草オイル使用。身体の悩みは心の悩みと
連動する事からマッサージをするだけではなく身体療法×マインド
療法を通じて身体の健康&心の健康を独自のメソッドで全体の
エネルギーを上昇させます。免疫力アップ
メニュー 熟練の技術でリピート率97%の
1日2組限定女性専用アーユルヴェーダサロン。

＜初回限定＞

＜初回限定＞

＜近隣にコインP有り＞

苦楽園口苦楽園口
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池田
泉州銀行
池田
泉州銀行

ローソン上島珈琲
本店

いかりスーパー
Salon de syo

照

080-4340-5487

クーポン持参 【期限】2022年4月16日まで

HAPPYクーポン

日曜日、祝日不定休休

エステ＆リラクゼーション tocorotie

宝塚市川面5-3-17 ジェンヌ201

宝塚市

不眠・頭痛・むくみ・冷え・重だるくてしんどい等ご相談下さい

エステ・リラクゼーション

10：00～18：30営

完全予約制

女性限定・完全個室の隠れ家サロン。
頭蓋骨＆頭皮＆デコルテから引き上げる
フェイシャルエステは、施術後の視界の
変化、目力UP↑、リフトUP↑、小顔の
効果も感じて頂けます。 フェイシャル
ピーリングコースもあり♪

頭蓋骨＆頭皮＆デコルテから引き上げる
フェイシャルエステ 90分

11,700円▶8,800円

12,600円▶8,800円
リンパアロマオイルトリートメント 90分

6,600円▶5,000円
ボディケアマッサージ 60分

6,500円▶5,000円
足つぼ・リフレクソロジー（足湯付） 50分

ネット予約

tocorotie ＜近隣にコインP有り＞

（トコロティエ）

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
浜学園

tocorotie

JR線 宝塚駅 歩3分
阪急線 宝塚駅 歩4分

＜初回限定＞

0798-31-3985

育毛ケアリストが最先端の育毛ケア
を提供しています。10～20年の経歴を
もつ美容師が薄毛をカバーした髪型
に仕上げます ！ 満足度98％ ！
髪のお悩みはお任せ下さい。

【期限】2022年4月30日まで
クーポン持参・サービス併用不可

HAPPYクーポン

or

第2・4月曜日、第1・3・5日曜日休

ScalpSalon Caluna

西宮市羽衣町7-21-101

阪急神戸線 夙川駅 歩2分西宮市

抜け毛や薄毛の悩みを解消 ！

美容室・育毛ケアサロン

全メニュー

20％OFF

https://caluna.jp

育毛ケア お試し 100分
7,700円

＜初回限定＞

予約優先

10：30～19：00／金 12：30～21：00営

＜店前にコインP有り＞

（スキャルプサロン カルナ）

夙川 阪急神戸線阪急神戸線

82

ScalpSalon
Caluna

夙川グリーンタウン

セブン
イレブン

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】2022年4月16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

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（オーナー：篠岡）

【期限】2022年4月16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
（ご予約直通）

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

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】2022年4月16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▶8,500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▶3,900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 ！

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

立花うるま保育園立花うるま保育園

千歳公園千歳公園

JR神戸線
JR神戸線

Cut&Beauty
MOON

Plus 1 Style 伊丹

阪
急
伊
丹
線

行基町

本家かまどや332

月曜日、第3日曜日休

9：30～19：00 （パーマ・カラー 18時まで）
木・金曜 ～20：00 （パーマ・カラー 19時まで）

営

Plus 1 Style （プラス ワン スタイル）
072-772-0271

伊丹市西台2-4-12

伊丹市

お誕生日月の方は、全メニュー50％OFF♪
お誕生日月は
何回来ても

美容室

パーマ、カラー、シャンプー剤まで、
全ての薬剤に天然温泉水配合
なので『ミネラルたっぷり』。
髪と頭皮に潤いを与えます！

阪急伊丹線 伊丹駅 歩3分

＊ カット（S・B付）

＊ スクールカット（高校生まで・S・B付）

＊ 温泉水パーマ（C・S・B付）

＊ 温泉水カラー（S・B付）

＊ ヘナカラー

3,850円（税込）

2,750円（税込）

8,800円～（税込）

6,050円～（税込）

6,600円（税込）

予約優先

半額！！

Facial YOGA

予約優先お問い合わせはLINEまで

studio_loose_itami

P有10：00～17：00
（金曜は＋19：30～21：30）
営

火曜日休

伊丹市昆陽東6-9-4-3F

https://happinessyellow.amebaownd.com

『健康美の習慣』ヨガと顔ヨガ・季節の養生セルフケア  ★オンラインレッスン対応

ヨガ・顔ヨガ 阪急伊丹線 新伊丹駅 歩16分伊丹市

女性のためのプライベートヨガスタジオルース。季節の養生を取り入れながら、気持ちよく伸ばし、ほぐして、自分軸を整えます。健康的な
美しさ。いくつになっても笑顔で過ごせることをベースに。顔ヨガは呼吸とともに表情筋を動かすお顔のヨガです。笑顔が苦手、シワたるみ
が気になる、滑舌の悪い方、眼瞼下垂でお悩みの方などにもおすすめです！ ～お気軽に体験にお越しください～
 ★ホームページが見やすくなりました

Total Natural Beauty
YOGA Studio Loose

（トータルナチュラルビューティ ヨガスタジオ ルース）

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

クーポン持参・サービス併用不可 【期限】2022年4月16日まで

HAPPYクーポン
＜初回限定・先着順＞

MENU
入会金＋登録料
ヨガ初回体験 体験1回
ヨガ初回体験 体験2回
顔ヨガ初回体験　プライベートレッスン
顔ヨガ初回体験　グループレッスン
『ふれるAroma瞑想』素に還る、しあわせ時間

5,000円
2,000円
3,000円
6,000円
3,500円
3,000円

お問い合わせは下記まで
◆ LINE： @nsj4933k（初回から使えるお友達追加クーポンあり）
◆ メール： nanairoyoga33@gmail.coｍ

新規ご入会で

ヨガマット
プレゼント

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4月16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



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。
今年15周年を迎える当教室 ！
コロナ後には、楽しい記念イベントも
登場します♪

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
9：00～13：00／15：30～20：30営

日曜日休

Hui O Nā Pua Hala Aloha
090-3973-2288

宝塚市川面5-4-5 アルテ宝塚201

https://www.napuahala.org/

JR線・阪急線 宝塚駅 歩3分宝塚市 フラダンス教室

完全予約制

【期限】2022年4月16日まで

HAPPYクーポン
体験レッスン後の入会で

クーポン持参
体験レッスン料1,000円は必要

入会金 0円
＋

1ヵ月レッスン料 無料

宝塚駅から3分、ハワイの文化を感じるフラ教室
ライフスタイルに合わせて、朝・昼・夜
のグループレッスンと個人レッスンが
あります。子供クラスは幼稚園～高校生
クラスまであります。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。 

宝塚

宝塚

宝塚

宝塚

阪急

JR宝塚線
JR宝塚線

阪急
阪急今津線
阪急今津線

176

Hui O Nā Pua Hala Aloha
ローソン

（フイ オー ナー プア ハラ アロハ）

阪急オアシス

〒

阪
急
今
津
線

仁川
宝塚 木の家スタジオ

くるみ
幼稚園

10：00～15：00（土日 15：00～）営

不定休休

宝塚 木の家スタジオ
090-7553-2899

宝塚市仁川高台1-11-7

https://kinoie-studio.com/

阪急今津線 仁川駅 歩8分宝塚市

隠れ家的ヨガ スタジオ
お一人様やご夫婦でくつろぎの時間を

ヨガ・カルチャースペース

完全予約制

日本の木材で建てたこだわりの空間を、多目的スタジオとして開放。
メインは体質改善ヨガプログラム、大人の初心者ピアノレッスンなど。 

【期限】2022年4月30日まで

HAPPYクーポン

初心者向けヨガ
マンツーマンレッスン

クーポン持参・サービス併用不可 
初回1,000円

＜初回限定＞

P有

090-3996-7013

スケジュールは
公式HPにてご確認下さい

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

もうすぐ新学期 ！ 新しい習い事に
バレエを始めてみませんか ？
みんな仲良くレッスンをしています。
お気軽に体験へお越しください ！！

HAPPYクーポン

（ソレイユ バレエスクール）

https://www.soleil-ballet.com

【期限】2022年4月30日まで
クーポン持参

★新学期キャンペーン★

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

市民運動場前
バス停 

↑廣田神社

青木

大社公民館

西宮中央
運動公園

関西スーパー

広
田
参
道
筋
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室川町 西宮北口駅→

毎週土曜日 18：00～20：30
（初心者講習は19：30まで）
営

西宮スクエアダンスクラブ
0798-45-1496（青木 宣夫）
0798-71-3649（大社公民館）

西宮市柳本町1-37 大社公民館2F講堂

ウォーキングは健康にいい。どうせ歩くなら音楽にあわせて仲間と
楽しく歩けばあっという間に1万歩。歩くダンスで新しい世界、新しい
仲間が広がります。アメリカから伝わった歩くダンスです。
「百聞は一見にしかず」 まずは一度お試し下さい。

ライフスタイルもっと楽しく ！

スクエアダンス教室 阪急バス・阪神バス 「市民運動場前」バス停 西に歩5分西宮市

HAPPYクーポン

【体験会 会期】2022年4月2日～4月30日まで
問合せ時「ハッピータウンを見た」とお伝え下さい

https://sites.google.com/site/nishinomiyarunrun/

★4月無料体験会★
4月中の土曜日（全５回）は
無料で体験できます。

１名様から１回でも複数回でも
参加可能です。P有

スクエアダンス 無料体験会
アメリカ生まれの歩くだけのダンス♪
初心者歓迎・見学のみもOK ！
【日時】 ２０２２年４月の毎週土曜日 １８：００～１９：３０
【場所】 大社公民館２F講堂
【費用】 無料
【服装】 自由（男性長袖着用）、上履き不要（歩きやすい靴でご参加下さい）

5月以降の料金
【5月～7月】
初心者講習費用（3か月分）
テキスト代

1,500円
1,000円

500円
5,000円

【8月以降】
入会金（初回のみ）
会費（6か月分）
★会費の家族割引・子供料金あり

1名様から
何度でもOK！

※4月時点でまん延防止等重点措置が解除されていない場合、
　5月以降に延期となる場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。

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4月16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

カスタード角食 カフェオレちょこばなな

スプリング･パンキッシュ赤紫蘇バンズ

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】2022年4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

丁寧に手入れした中古ピアノは

198,000円から！
個性豊かなピアノを取り揃えております

10：00～20：00営

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）

LINE

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

＜要予約＞

水曜日休

松田楽器ピアノギャラリー

尼崎で43年。ピアノ選びのご相談は当店へ ！！ 『買う』『学ぶ』『奏でる』『楽しむ』ができるピアノ専門店です♪

ピアノ販売 阪急神戸線 塚口駅 歩3分尼崎市

電子ピアノから国産・輸入ピアノの新品・中古を販売。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♪
音楽教室では、ピアノ、ギター、フルート、ソルフェージュ・年少・年中さんのための音楽クラスを開講しており、現在4歳～80代の生徒さんが
楽しくレッスンされています。人気の貸スタジオは1時間～。お気軽にご連絡下さい ！ 

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）

国産・輸入ピアノ販売

新品 中古
【全12回】少人数制 初心者のための
クラシックギター講座 生徒募集 ！
この講座はまったく弾いたことの
ない初心者の方を対象とした
始めの第一歩となる基礎講座です。
まずはギターの構え方から一緒に
始めましょう♪
※クラシックギターをお持ちでない方は
　ご準備前にご相談下さい。

【期　間】 2022年4月
　　　　 ～2022年9月
【日　時】 第1・3日曜日
　　　　 14:00～15：00
【受講料】 6,600円／月
【定　員】 最大6名
※入会金5,500円別途必要

  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

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

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】2022年4月16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。
エステティシャン／鍼灸師／柔整師／登録販売者
作業療法士／理学療法士／看護師／整体師
ネイリスト／トレーナー／インストラクター等

 募集中です！（施術指導いたします）

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/

2

JR神戸線

阪
急
今
津
線

西宮

阪神国道

フレンテ西宮

ローソン

食品館
アプロ

〒

すき家

ゆめ整骨院

8：30～13：00／15：30～20：00
土祝 8：30～13：30

営

日曜日、土曜・祝日の午後休

ゆめ整骨院
0798-22-8882

西宮市津門稲荷町6-29

https://www.yume-seikotsuin-nishinomiyaeki.com
P有

予約優先

JR神戸線 西宮駅 歩9分西宮市

体の不調は歪みから ！

鍼灸・整骨

【期限】2022年4月16日まで
クーポン持参・サービス併用不可

HAPPYクーポン

骨盤矯正 半額
2,000円▶1,000円

＜初回限定＞

骨盤矯正で痛みを取り、レッドコードに
よる運動で痛みの出ないバランスの
良い体を維持します。
さらに酸素カプセルで活性酸素を
除去し病気に強い体へ ！

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】2022年4月16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

337

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

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

10：00～18：00営

川西市小花1-12-16-101
176
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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4月16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。

0120-09-8710

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

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

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4月30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

西宮市の不動産売却は、いえはぐ不動産部にお任せください ！
いえはぐ不動産部は相続も得意です。無料査定実施中。
相続対策専門士が、みなさまに寄り添い、経験を活かした最良のご提案を
いたします。お気軽にご相談ください。

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

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4月16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。

着物の生地からのオーダー

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4月16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

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

みやしん
不動産(株)

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」バス停 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

予約優先 ・プロフィール写真代（20,000円）
・フェイシャルエステ 1回(1回 5,000円)
・人気の黄土健葉蒸し 1回(1回 3,850円)

ご入会
特典

上記3点 プレゼント

「結婚したい」と思ったら仲人がいる ハピネス婚サルティングへ

結婚相談所 阪急甲陽線 甲陽園駅 歩13分西宮市

クーポン持参 【期限】2022年4月16日まで
ご入会時、ご成婚時に口コミを記載して下さる方に限る

10：00～20：00営
水曜日
（会員様は年中無休で相談可）
休

090-9716-2999
西宮市六軒町7-9

ハピネス婚サルティング

https://www.happiness-consulting.wedding/

HAPPYクーポン ＜初回限定＞

P有 要事前連絡

甲陽園小甲陽園小

ハピネス婚サルティング

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

〒〒

MENU
スタンダードプラン
初期費用
月会費
お見合い（1回あたり）
お見合い同席費（1回あたり）
ご成婚料

100,000円
5,000円
5,000円
1,000円

200,000円

プレミアムプラン
初期費用
月会費
お見合い（1回あたり）
お見合い同席費（1回あたり）
ご成婚料

250,000円
10,000円

0円
1,000円
50,000円

日本仲人連盟加盟、全国約73,000名。良質な出会いをご提供致し
ます。 結婚相談所で出会った夫婦だからこそ適切かつ効率的な
サポート・アドバイスを親身に致します。無料面談、オンライン面談、
無料出張致します。

★その他、黄土健葉蒸し、フェイシャルエステ、パーソナルカラー診断、
　オーダーリボンバッグなどのメニューもあります。
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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】2022年4月16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＞

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4月16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＞

8,131円/g8,131円/g

8,131,000円8,131,000円
※価格は2022/3

/14現在

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）
「理想を崩す」
向上心は大切でも自分でハードルを
上げすぎないように。全て理屈で片付け
なくてもグレーゾーンを残すことで
心の余裕にもつながるはず。割り切れ
ないことがあることを認めると楽に。

牡牛座　（4/21～5/21）
「新旧交代」
新しい目標が見つかるとやる気が出て
きそう。自分自身の幸せや喜びを最優先
して。勇気を出して方向転換するにも
今がチャンス。いつか使うと思って
取ってあるものは処分がおすすめ。

双子座　（5/22～6/21）
「包容力」
組織においては厳しくしつけるよりも
褒めて伸ばすことを意識すると効果的。
寛容さをもって相手の話に理解を
示すことでキャパのあるリーダーとして
信頼を勝ち取ることができる。

蟹座　（6/22～7/22）
「多面的な見方」
過去の経験から自分が体得したことが
誰かの助けになるかも。広い視野で
物事を捉えると学びが深まり向上心
が高まりそう。寄り添う気持ちで話を
聞くことは自分にとってもプラスに。

獅子座　（7/23～8/22）
「責任感」
これまでのことが評価されて立場が
変わり、今まで通りを貫くわけには
いかない様子。物事の本質を見極めて
優先順位をはっきりさせて。自分に
とっての当たり前の基準を変えること。

乙女座　（8/23～9/23）
「可能性に気付く」
たくさんの人との出会いによって、自分
の世界観が壊れてより大きな視野で
人生を捉えることに。やりたいことを
サポートしてくれる仲間にも恵まれる
ため勢いに乗って進むことが吉。

天秤座　（9/24～10/23）
「マナーを守る」
小さな約束も一つ一つ守ることで自信に。
仕事を後回しにせず誠実な態度でいる
ことが開運の鍵。才能を出し惜しみ
せず今の自分にできることは全力で
やりきると次の展望が見えるはず。

蠍座　（10/24～11/22）
「自己主張」
自分の想いを曖昧にせずきちんと態度
に出すことが成功の秘訣。駆け引き
や相手を試すことはＮＧ。複数の選択肢
に迷う場合は納得いくまで自問自答
して中途半端にしないこと。

射手座　（11/23～12/21）
「シンプル思考」
複雑に考えると素直に受け取ること
が難しくなってしまうかも。まずは自分
が一番乗りで楽しむ気持ちを持つこと。
ルールを根本的に考え直すことで
大きな飛躍につながる暗示。

山羊座　（12/22～1/20）
「状況判断」
全て理屈で割り切って片付けること
には無理がありそう。独断で計画を
進めるよりは関係者の声を聞いて参考
にする方が偏りのない判断ができる
はず。迷う時は一旦保留にすることが吉。

水瓶座　（1/21～2/18）
「レベルアップ」
現状に甘んじることなくより良いもの
を追求するとスムーズに結果が出せる
兆し。逆に手を抜くと厳しいツッコミ
が入ることも。任されたことは責任感
を持って最後までやりきって。

魚座　（2/19～3/20）
「根拠を探す」
キーパーソンとして周囲から注目され、
意見を求められることがありそう。
自分の考えに裏付けを持つと自信を
もった振る舞いが可能。抜かりなく
準備しておくことがおすすめ。

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 2022年3月20日～2022年4月16日

【期限】2022年4月16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

JR神戸
線

JR神戸
線

阪神本
線

阪神本
線

43

芦屋高

芦屋芦屋

芦屋芦屋

2

上宮川町西

〒

西法寺
税務署

ぱぴぷ
ぺっと

P

水曜日休
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。

子犬販売 JR神戸線 芦屋駅 歩3分芦屋市

春フェア開催中 ！
新しい家族のお迎えは今がチャンス

㈱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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