
PAWS （ポーズ）

P有

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9年2月5日
動物取扱責任者：上田 真史

第一種動物取扱業の種別：販売
登録番号：西宮市第201435号
登録年月日：令和2年10月28日
有効期間の末日：令和7年10月27日
動物取扱責任者：吉田 直美

可愛い小鳥達に出会えるお店♥
阪神武庫川駅から徒歩5分のところにある【BIRD SHOP くるみ】さんは、
人気のオカメインコをはじめウロコインコ、小桜インコ、大型鳥なども
扱われている小鳥の専門店。特にウロコインコ、オカメインコには
力を入れておられ、ここでなら珍しい色の子に出会えるかも♥
１羽１羽愛情と時間をかけて大切にお世話された小鳥達は、
きっと貴方のかけがえのないパートナーに♪
オリジナルの餌やグッズ、備長炭爪とぎパーチなどの飼育用品も揃って
いるので、すでに小鳥を飼われている方にもオススメです☆
【BIRD SHOP くるみ】さんで素敵な小鳥をお迎えしませんか ！
▼公式ホームページにて入荷情報を随時更新中▼

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
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

オリジナルシードミックス
小型鳥用・2kg 1,280円相当

5名様

阪神本線 武庫川駅 歩5分

9：00～18：00営

無し休

0798-71-8053
西宮市北山町1-93

http://www.pawsjp.com

阪急甲陽線 甲陽園駅
JR神戸線 さくら夙川駅 車10分

ストレスが少なくのびのび過ごせるペットホテル♪
北山緑化植物園のすぐそばにある【PAWS（ポーズ）】さんは、
豊かな緑に囲まれたペットホテル。
ワンちゃんのお部屋は、冷暖房完備の個室に自由に行き来できる
専用庭も付いていて、ストレスが少なくのびのび過ごせると好評♥
お散歩は事故のない敷地内でされており、夜間もスタッフさんが
常駐されている等、とても安心できます ！ また、ネコちゃんのお預かりも
されていて、こちらも完全個室制で過ごしやすい環境です♥
大切な家族を、安心安全で快適なホテルに預けたい…
そんなお悩みをお持ちの方は是非【PAWS】さんへ ！！
▼公式ホームページも是非ご覧下さい▼

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

A
Present

ペットホテル1泊チケット
4,500円相当

3名様B
Present

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

Spring 2022

2022年 5月8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4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。

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 4月17日～
2022年 5月14日の運勢

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6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】2022年5月31日まで

HAPPYクーポン

C

上映中～4/28（木）

シネ・ピピアシネマ情報

4/22（金）～5/5（木）

2021年／日本／133分 ◎監督・脚本・編集：岸善幸
◎音楽：岩代太郎 ◎出演：有村架純、森田剛、磯村
勇斗、若葉竜也、石橋静河、北村有起哉、宇野祥平

2022年／日本／86分 ◎監督・脚本：白羽弥仁
◎出演：松田るか、石田卓也、仁科貴、宮地真緒、藤本
泉、栗田倫太郎、小笠原拓己、芹沢凜、堀内正美

http://ashiyanokyushoku.com/https://zenkamono-movie.jp/

©2022「あしやのきゅうしょく」製作委員会©2021 香川まさひと・月島冬二・小学館／
映画「前科者」製作委員会

前科者

「スティルウォーター」上映中～4/21
「かば」上映中～4/21
「ブラックボックス：音声分析捜査」上映中～4/21
「ウエスト・サイド・ストーリー」上映中～4/28

緊迫のサスペンスのその先に深い感動が待つ
本格社会派エンターテイメント！！

あしやのきゅうしょく

「学校給食」をテーマに
地域と子どもたち、食文化を描く感動作！

4/24（日）・4/30（土）、白羽弥仁監督による舞台挨拶

■シネマ2上映ラインナップ▶▶▶
■シネマ1
「あなたの番です 劇場版」上映中～4/28
「前科者」上映中～4/28
「ザ・ユナイテッド・ステイツvs.ビリー・ホリデイ」上映中～4/28

「雨とあなたの物語」4/22～4/28
「声もなく」4/22～4/28
「あしやのきゅうしょく」4/22～5/5
「フレンチ・ディスパッチ」4/22～5/5

D
ご

【期限】2022年5月30日まで

平　日 10：00～17：00
土日祝   9：30～17：30
火曜日（ゴールデンウィークは無休）

（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

42022.
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5月14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 11：00～21：00

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

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】2022年5月14日まで
クーポン持参

HAPPYクーポン

テイクアウトのご利用で

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＞

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5月14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

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5月14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5月14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

関西では珍しい今話題のエアバリ ！ 西宮初導入 ！！

エステ・リラクゼーション

http://salon-de-syo.com

エアバリ ヘッド
＋フェイシャル 70分

9：00～19：00営

6,000円

12,000円

アーユルヴェーダ背面 40分
＋エアバリフェイシャル 30分

完全予約制

エアバリは鍼を刺さない美容バリで空気圧でお顔や頭皮のツボを
刺激して肌代謝を上げて血行を良くしていきます ！！ 痛みもなく、
ダウンタイムもありません ！！ ツボ刺激に加えて、お肌に合わせた
美容成分を細かい粒子に分解し、
皮膚の深い層まで届けてお肌に潤い
を与えます。

＜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

阪
急
甲
陽
線

阪
急
甲
陽
線

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

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】2022年5月31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

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。 

【期限】2022年5月14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

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5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＞

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5月14日まで
クーポン持参・サービス併用不可

https://unefee.xyz
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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 ！

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5月14日までhttp://htnotes.net/

完全予約制
info@htnotes.net
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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

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。

阪神
高速
3号
神戸
線

43

阪神本
線

HAIR.LABO
横田

HAIR.LABO
横田

打出 セブン
イレブン

かまどや

打出

エコリング

9：00～16：30営

月曜日、第2・4日曜日休

縮毛矯正の講師としての30年間のキャリアとノウハウで、どんな
癖毛・髪質にも対応し、貴方の悩みを解消し、なりたいを叶えます。

HAIR.LABO 横田 （ヘアーラボ ヨコタ）

0797-34-5608
芦屋市南宮町2-6

阪神本線 打出駅 歩3分芦屋市

髪のダメージを修復して艶々、サラサラに
美容室

完全予約制

【期限】2022年5月31日まで

HAPPYクーポン
＜ご新規様限定＞

クーポン持参・サービス併用不可

27,500円▶19,250円
ショート

33,000円▶23,100円
セミロング

38,500円▶26,950円
ロング

縮毛矯正
(シャンプー・カット・ブロー込)

P有

Before After

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5月14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

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
立花うるま保育園

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

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
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DécouverteDécouverte

グリーンタウングリーンタウン

HAPPYクーポン

2022年4月中にご入会で

入学費 無料 
ご兄弟同時入会で

教科書代 半額14：00～19：00営
火曜日、木曜日、土曜日、日曜日
※生徒数の増加により営業日数は変更

休

0798-31-3505
西宮市松籟荘7-20 ムライビル2F

https://www.kea4kids.com

カナダ人講師が校長の子ども英語教室

英語教室 阪急今津線 甲東園駅 すぐ西宮市

クーポン持参 【期限】2022年4月30日まで クーポン持参 【期限】2022年5月14日まで

甲東園イングリッシュアカデミー

MENU

※価格は全て税込

保育園・幼稚園クラス
小学1年生～クラス
小学4年生～クラス
バイリンガルクラス
中・高実用英語クラス

8,580円／月
9,680円／月
7,260円／月
18,800円／月
9,680円／月

幼児から中高生までを対象とした楽しいレッスンです。英語でコミュニケーションを取る上で基礎と
なる力が「聞く・話す・読む・書く」＋小学生文法です。それらをゲームなどを通して楽しく、遊び感覚で
学習することができます。日本で英語を学ぶ環境や言語特徴など、子どもの日常に寄り添いつつ、
しっかりとした4技能と英文法の知識をつけることで、将来「自分の力で英語を組み立て、コミュニ
ケーションできる能力」へと導きます。 

西口
三井住友銀行 甲

東
園
阪
急
今
津
線

ローソン
マクドナルド

鳥半YANO甲東園
イングリッシュ
アカデミー



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

HAPPYクーポン

体験レッスン後の入会で

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

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

9：00～13：00／15：30～20：30営

日曜日休

090-3973-2288
宝塚市川面5-4-5 アルテ宝塚201

完全予約制

https://www.napuahala.org/

水曜日19：00～20：30クラス開講 ！

フラダンス教室 JR線・阪急線 宝塚駅 歩3分宝塚市

クーポン持参 【期限】2022年5月14日まで

Hui O Nā Pua Hala Aloha
（フイ オー ナー プア ハラ アロハ）

新しく水曜日大人クラスが開講します。新しい事、一緒にはじめ
ませんか。ハワイの美しく豊かな文化、フラを楽しみましょう。
適度な運動量で、笑いの絶えない教室です。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。

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

9：30～12：00営

土曜日、日曜日、祝日休

宝塚 木の家スタジオ
090-7553-2899

宝塚市仁川高台1-11-8

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5月31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

☆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5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

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5月14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

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5月14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！（施術指導もいたします）

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

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5月14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

坂田鍼灸接骨院
0798-48-5541

月～土 9：00～13：00／16：00～20：00
（火・木は21：30まで）
祝日・第1・3日曜 9：00～12：00

営

日曜日、祝日の午後休

西宮市古川町2-25

阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 歩7分西宮市

あなたのカラダとココロの窓口
鍼灸・接骨・カイロ

1979年に開院して以来、地域の方々と共に歩んでまいりました。
当院では、患者様のご要望にお応えすべく、接骨治療（保険治療）、
鍼灸治療、カイロ治療などの技術を提供しております。

P有

http://www.sekkotu.jp

武庫川女子大武庫川女子大
兼子医院兼子医院

阪神本線阪神本線阪神高速3号神戸線

阪神高速3号神戸線

鳴尾町2丁目
浜甲子園中

坂田鍼灸接骨院鳴尾町2丁目
浜甲子園中

坂田鍼灸接骨院
341

鳴尾・武庫川女子大前

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】2022年5月14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
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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

不定休休

巻爪レスキュー尼崎
090-6059-4211

尼崎市南塚口町1-12-8
サウサービル2F

阪急神戸線 塚口駅 南出口 歩3分尼崎市 巻き爪矯正

10：00～17：00営

https://makidumerescue-amagasaki.com

当店の巻き爪矯正は日本生まれの
ペディグラス社で『信頼』のある技術です。
巻き爪矯正だけではなく、爪切りや角質
ケア、出張爪切りもお任せください。

痛くない ！ 巻き爪矯正 『看護師』にお任せください ！

MENU
巻き爪矯正（1箇所）
 40度～50度
 60度
 70度
 80度～100度

5,500円
6,600円
7,700円
8,800円

出張爪切り（店舗より2kmまで）
※介護保険サービス利用者限定

爪切り料金＋1,500円

完全予約制
さんさん
タウン

塚口
阪急神戸線阪急神戸線

阪急塚口駅前阪急塚口駅前

セブンイレブンセブンイレブン

みずほ銀行

巻爪レスキュー
尼崎

ネット予約

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

〒
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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

9：00～19：00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5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

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

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

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



info@happy-t.co.jp
TEL：0745-53-3800

info@happy-t.co.jp
TEL：0745-53-3800

夙川阪急神戸線阪急神戸線
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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
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With Cloth

浜学園

【期限】2022年5月14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

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 4,400円（税込）～  遠近両用 11,000円（税込）～
公式アプリDLはこちら

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 ！！
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

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

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9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

第一種動物取扱業の種別：販売
登録番号：西宮市第201435号
登録年月日：令和2年10月28日
有効期間の末日：令和7年10月27日
動物取扱責任者：吉田 直美

予約優先

クーポン持参 【期限】2022年5月14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

HAPPYクーポン

10：00～20：00営
水曜日
（会員様は年中無休で相談可）
休

西宮市六軒町7-9

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

090-9716-2999

西宮市

ハピネス婚サルティング

結婚相談所

「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

上記3点 プレゼント

＜初回限定＞

阪急甲陽線 甲陽園駅 歩13分

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。

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

〒〒

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

武庫川
兵庫医科大学病院

soul color dining
のののねこ

小
松
商
店
街

三和公園
平成記念
会館17：30～22：00

（時間外は要予約）
営

不定休休

090-6652-0369
西宮市小松南町1-1-11-101 LINE

https://www.nonono369.com

阪神本線 武庫川駅 5分

癒しの空間でエネルギー感じてみませんか
スピリチュアルカウンセリング

soul color dining のののねこ

スピリチュアルの開花…不思議なご縁
に導かれ、この地に辿り着きました☆
ハーブの色素を使った球体の氷で、
それぞれの方のエネルギーに近い色で
提供させて頂けるようになりました。 

西宮市

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

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

＜近隣にコインP有り・ご成約で500円サービス＞

おたからや 武庫之荘店

阪急神戸線 武庫之荘駅 歩3分尼崎市 買取

【期限】2022年5月14日まで

HAPPYクーポン

一部除外品あり・クーポン持参

20％UP
買取金額

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 ！

10：00～20：00営

松田楽器ピアノギャラリー
06-6421-0155

【工房】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

LINE

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

＜要予約＞

水曜日休

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

国産・輸入ピアノ販売

新品 中古

阪急神戸線

園田学園
女子大

〒

142

塚口

塚口

名神高速

J
R
宝
塚
線工房

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

GWセール
4月23日～
5月8日まで！！
要予約

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5月14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）
「焦らずじっくり」
テンションが上がる反面やみくもな
言動は裏目に出るかも。特にネット等の
バーチャル世界やネガティブな妄想は
現実と掛け離れやすく注意が必要。
客観的な視点を忘れず冷静な対応を。

牡牛座　（4/21～5/21）
「自由になる」
義務や責任から自分を解放する流れ
が到来。限界を認めて理想を崩して
しまえば楽になれそう。過去よりも未来
の希望に目を向けてこれからの可能性
を考えて。顔を上げて過ごすと吉。

双子座　（5/22～6/21）
「頭が冴える」
思い付きで発言したことが意外な形
で採用されて戸惑ってしまうかも。一
度決めたことはブレずに最後までや
り遂げる覚悟をもって。どんな質問を
されても答えられるように下準備を。

蟹座　（6/22～7/22）
「経験が生きる」
自分の得意分野で活躍できる兆し。
これまでに体験したことが無駄では
なかったことが分かり、今後の自信に
つながりそう。自分の心の深い部分
を癒す人との出会いがあるかも。

獅子座　（7/23～8/22）
「本気を出す」
自分が変わることに抵抗がなく、変化
を楽しめるとき。これまでできないと
思い込んで諦めていたことに再チャ
レンジを。成長した今の自分だから
こそ成し遂げられることがある。

乙女座　（8/23～9/23）
「信じて委ねる」
一人で何でもやろうとせず、誰かに
任せてみると良いものが出来上が
る。自分に課した思い込みや制限を
取っ払うことで可能性を広げて。破天荒
な人がアイデアをくれるきっかけに。

天秤座　（9/24～10/23）
「実力をつける」
仕事が忙しく回りそう。現場で実践を
積みながら経験値を増やし能力を
高めることができる。相手の期待に
応えることが嬉しく喜んでもらえると
もっと頑張りたくなる気持ちに。

蠍座　（10/24～11/22）
「創造する」
長年叶えたかったことを手伝って
くれる協力者が現れそう。そのため
には自分が思い描くことを上手に言葉
にして伝えることが必要。自分を表現
することで生き生きと輝きが増していく。

射手座　（11/23～12/21）
「ツメをしっかり」
気心の知れた人と過ごす時間が一番。
会話がなくても気を遣わない居心地の
良い仲間と美味しいご飯を食べて。
仕事面では中途半端はNG。誤解を
うまないよう言葉の使い方に注意。

山羊座　（12/22～1/20）
「バランスをとる」
遊びのなかで仕入れた情報が仕事に
役立ちそう。時間を上手に使って、オフ
の日は好きなことでリフレッシュすると
仕事の効率もアップ。外食よりも自炊
で栄養のとれる食事を心掛けて。

水瓶座　（1/21～2/18）
「価値観の変化」
求めるものや趣味に変化が起こりそう。
好みが本物志向に変わり、中途半端な
妥協ができなくなる。それに伴い仕事
に対するモチベーションもアップ。
関わる人も環境も大きく変わる予感。

魚座　（2/19～3/20）
「自主的に動く」
受け身でいても現実は回るが、自分
から行動した方が満足度も高く達成感
が得られそう。未経験のことにチャレ
ンジすると結果の有無に関わらず自分
の糧になるはず。いつもと違う選択を。

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 2022年4月17日～2022年5月14日

【期限】2022年5月14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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