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高槻スマイルネットワークに参画している全11店舗をご紹介！お得な特典

が受けられるこの機会に、あなたのお気に入りのお店を見つけてください。

高槻市北園町にあるスマイルプランさくら歯科クリ
ニックが中心となって発足したネットワーク。クリ
ニックの診察券を提示すれば、各参画店舗
でお得な特典を受けることができます。全11
店の参画店舗詳細は各店舗にて受け取ることが
できる冊子に記載されていますが、今回は各店の
オススメポイントをピックアップしてご紹介します。ぜ
ひ、冊子を片手に街めぐりをしてみてくださいね。

こちらが
その冊子です

高槻スマイルネットワークとは

※スマイルネットワーク特典（診療券提示）の
　有効期限は、2016年3月31日まで。［スマイルネットワークに関するお問合せ］ 

スマイルプランさくら歯科クリニック　
高槻市北園町13-28　TEL．072-686-2200
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行こう！

　生地から手作りしている窯焼きピッツァやバリ
エーション豊かなパスタなど、豊富なイタリアンメ
ニューが揃う。明るくて、可愛らしい雰囲気の店
内は女性のお一人
様も大歓迎してくれ
るので、気軽に利
用できると人気。

イタリアンカフェ＆ダイニング 
+39〈プラスサンキュウ〉
高槻市北園町13-26
営／11時～23時（ランチタイム11時～17時）　無休
2072-682-9888

【特典】 注文時に診察券を提示で
来店ごとにランチタイムはランチご注文でランチドルチェを、
ディナータイムはドリンク（アルコール含む）を1杯プレゼント！
※ただしどちらもフードメニューの注文がある場合に限る。

　街なかで本格的な温泉が楽しめる施設。珍し
い炭酸の温泉や様々な種類のお風呂がある露
天風呂など、ゆったり
心地よく過ごせる癒
しの空間。全46室
の宿泊施設も完備
しているので、お泊り
利用する人も多い。

高槻天然温泉
天神の湯〈テンジンノユ〉
高槻市高槻町16-5
営／10時～24時（最終受付は23時）　不定休
2072-681-1388

【特典】 診察券を提示で
初回時には通常有料の会員入会費が無料に
2回目以降は会員特典のタオルレンタルに加えて、
入浴後のソフトドリンク無料プレゼント！
（※初回時に入会された方のみ、2回目以降の特典を受ける事が可能。）

　「高槻の街をオシャレな人でいっぱ
いに」をモットーに駅周辺で5店舗を展
開する美容室・美容院・ヘアサロン。
努力を惜しまないプロフェッショナル達
が集結し、5店舗それぞれ趣の違った
コンセプトを持つ地域密着型サロン。

HAIR TIME 〈ヘアータイム〉
営／10時～19時　
月曜定休（全5店舗）

2072-683-3841

gem店 
高槻市高槻町9-19

2072-681-0218

flare店
高槻市紺屋町9-35

2072-683-5955

Credo店 
高槻市白梅町4-8 
ジオタワー3Fミューズフロント 2072-685-9533

rest店
高槻市高槻町8-24

2072-681-9855

preem店
高槻市芥川町1-7-24

【特典】 診察券を提示で
（予約の際に診察券提示する旨をお伝えください）
新規の方、初回来店時の技術料が
会計時に20％OFFに
※特典はグループ内の1店舗に限る。
★シティライフ持参でもOK（その際は2月末まで）

　JR高槻駅徒歩すぐとアクセス抜群なので、とっ
ても利用しやすいスポーツクラブ。ジムやスタジ
オ、プールの他にお
風呂などの癒しの
施設も充実してい
る。営業時間が長
いので、仕事帰りに
利用する人も多い。

ティップネス 高槻店
高槻市上田辺町1-36
営／9時半～23時　木曜定休
2072-686-2720

【特典】 診察券を提示で
（電話予約時又は店頭にて診察券提示する旨をお伝えください）
1日体験が1,000円（税別）で利用可能に。（大人・子ども共通）
更に体験後1週間以内の入会で登録料が無料に！
※定員に達すると体験できない場合があるので、事前に連絡を。

　高槻駅前で美味しい鶏が食べたくなったら、
同店がオススメ。朝引き地鶏の焼き鳥は驚くほ
どジューシーで秘伝のたれも絶品！4名以上の予
約で使用できる個室はわいわい飲むのにぴった
りなので、ぜひ予約
して行ってみよう！

まことや
高槻市高槻町7-12 2F
営／17時～23時（L.O.22時半）　月曜定休
2072-685-7708

【特典】 注文時に診察券を提示で
来店ごとに名物の「とりかわ大王」をサービス！
※ただし、フードメニューの注文がある場合に限る。

　キレイな外観のお店の中には、素敵でかわい
いスイーツ達がぎっしり。旬を取り入れた色とりど
りのスイーツは、どれにしようか選ぶのに苦労しそ
う。テイクアウトはも
ちろん、店内イート
インも可能で、ドリン
クも充実している。

Patisserie Enchante
〈パティスリー アンシャンテ〉
高槻市北園町1-29
営／10時～21時　火曜定休
2072-686-5678

【特典】 診察券を提示で
1度のお会計が1,000円以上だと、
スマイルネットワークオリジナルの焼き菓子をプレゼント！

　高槻産にこだわった素材で作る「高槻バー
ガー」は、ご当地グルメの代表格。バーガーグラ
ンプリ1位など数々の賞を受賞するなど実力も
折り紙つきだ。お店
ではレトロアメリカ
を感じながら、様々
なフードとドリンクが
楽しめる。

T’s★DINER〈ティーズ スター ダイナー〉
高槻市城北町2-11-5 南園ビル1F
営／ランチ（平日）11時半～14時、（土日祝）11時半～14時半、
ディナー17時～翌2時（L.O.）
※ディナーはワンドリンク制、ハンバーガー売切れの場合は、
営業を終了している場合あり。　不定休
2072-672-0721

【特典】 注文時に診察券を提示で
来店ごとに飲食代金より3％OFFに！
★シティライフ持参でもOK（その際は2月末まで）

　ボリューム感たっぷりのサラダがついたランチ
は、どのメニューもオススメ。フルーツいっぱいの
もちもちパンケーキをはじめ、どのフードメニューも
丁寧に作られてい
る。高槻にいなが
ら、ハワイアンなひと
時を感じることがで
きるお店。

GOOD LIFE SURF DINER
〈グッドライフサーフダイナー〉
高槻市高槻町11-9 イバラキヤアネックスビル2F
営／11時～22時　月曜定休（祝日の場合は振替）
2072-685-6388

【特典】 注文時に診察券を提示で来店ごとに
ランチタイムはランチ注文でランチオリジナルプチデザートをサービス！
ディナータイムはソフトドリンク・サワー・スタンダードカクテルから1杯プレゼント！
※診察券1枚の提示につき、1つの特典が受けられる。
★シティライフ持参でもOK（その際は2月末まで）

　元気いっぱいのスタッフが笑顔で迎えてくれ
る同店。こだわりが随所に散りばめられたお好
み焼きをはじめ、焼きそばや変わり種の鉄板焼き
まで美味しい料理
を堪能することがで
きる。「スジコンねぎ
焼き」は特にオスス
メしたい一品！

海豚〈いるか〉

高槻市高槻町12-13 1F
営／12時～24時（日祝は～23時）　
※平日ランチ休みの場合17時～オープン　
第2・4月曜定休
2072-685-6550

【特典】 注文時に診察券を提示で
スピードメニュー3品の中から
1品をサービスorソフトドリンク1杯サービス！

　朝早くから開店しているので、朝食にバッチリ
のパンが豊富！全てのパンが丁寧に作られてい
て、それぞれの個性も楽しめる。「今日はどのパン
にしようかな?」と、
毎日通っても飽きが
こないパン屋さん。

LA GAMINERIE
〈ラ ギャミヌリィ〉
高槻市高槻町15-2
営／8時～20時　月曜定休
2072-669-8169

【特典】 診察券を提示で来店の度に、
1,000円以上のお会計でお会計金額より10%OFFに！
★シティライフ持参でもOK（その際は2月末まで）

　神田川敏郎氏監修のお持ち帰り専門の唐
揚げ屋さん。国産の鶏肉や吟味された調味料
に徹底的にこだわっている。数量限定のお弁当
屋やどんぶりも人気
メニューで、電話に
て事前注文すれば、
アツアツを準備して
くれるので、ぜひ。

神とり 高槻本店
〈カントリ〉
高槻市高槻町15-11
営／10時半～21時（日曜は～20時）　
無休（月曜休みの場合あり）　
2072-686-1128

【特典】 注文時に診察券を提示で
来店ごとにお会計の金額より5％OFFに！
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