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　阪急電鉄広報部の吉井さんにお話をお伺いしたところ、これは「ワンハンドル運転台車両導入40周
年」を記念した列車。運行している区間は神戸本線と今津（北）線で様 な々装飾がされているとのこと。
　まずはヘッドマーク。2015年10月1日～2016年1月7日と2016年1月8日～3月下旬の2回に
分けて2種類の記念ヘッドマークを掲出。そして車体には現在の社章を撤去し、ワンハンドルマスコ
ン運転台装備車両の象徴となっていた「Hマーク」と、1992年まで使用していた旧社章をシールで
復元。Kさんの旦那さんが見られたのはまさしくこれ！この記念列車の運行時間は当日にならないとわ
からないとのこと。運行時間は固定ではなく、運行しない日もあるのでご注意を。
　「ワンハンドル運転台車両導入40周年」を記念したグッズもあるそうで、今年開催されるイベント
などでグッズ販売の予定があるそう。グッズの詳細は下記の阪急電鉄ホームページをご覧ください。

調査日：1月8日（金）
調査員：木下

今回は神戸市のKさんから情報をいただきました！「先日阪急電鉄ファンの旦那がふと電車を
見ると旧社章とHマークがついた車両が走っていたそう。もう1度見たいと思ってもなかなか
見れません。いつだったら見れるのか教えて下さい」とのこと。早速調べました！

グッズの詳細は阪急電鉄ホームページで確認を！　http://www.hankyu.co.jp/railfan/topics/150925_2200_40th.html

まちの気になるネタ、根堀り葉掘り調査します！！

車体に旧社章とHマークがついた阪急電鉄の車両はいつ見れるの?

身近な気になる
情報をお寄せ
ください！

採用された方には
素敵なプレゼントを進呈
■応募方法■
氏名・住所・電話番号・調査依頼内容をご
記入いただき、ハガキ、FAX、メールのいず
れかで応募ください。採用情報はお電話
にて連絡させていただきます。

宛先 ： 〒566-0001
　　　大阪府摂津市千里丘
　　　1-13-23
  気になる情報係

FAX ： 06-6368-3505

mail ： kininaru@citylife-new.com

募集

気になるネタ

調査結果
Kさんの旦那さんが偶然見られた列車はなかなか見ることのできない貴重な記念列車でした。現在は
第2装飾ヘッドマークを掲示した列車が運行しているのでぜひチェックを！

第1装飾ヘッドマークデザインを掲出した「ワンハンドル運転
台車両導入40周年記念列車」（現在第2装飾ヘッドマーク
デザインに掛け替え）

こちらが現在の
第2装飾ヘッドマークデザイン

西宮市羽衣町5-13　ワジュール夙川ビル6F（KOSHOクリニック上）
営業時間9：00～19：30　定休日：日曜、祝日、年末年始、お盆

℡0798-33-2400 完　全
予約制
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〈阪急線 夙川駅より徒歩3分〉
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この度、KOSHOクリニック併設のクリニカルエステ「K+Labo」がリニューアルしました。最新の美容医療とエステを
融合させた、美容の専門医が監修する最先端のクリニカルエステ。完全個室で極上のひと時をご堪能いただけます。

医療 現場でも使われている植物療法でお身体を改善。芸能
人ご用達のスイスの高級オイル「ポールシェリー」のハーブ
の力で血流やリンパの流れを促すスペシャルトリートメント
ポールシェリードレナージュ（100分）
脂肪厚がわかる超音波BFI測定付
15,000円→5,000円（税抜）
施術内容：BFI→リラクシングマッサージ→ドレーニン
グマッサージ→体質別バンテージ→デトックス

クリニカルエステ ケーラボ

リニューアルオープン記念特別プライス

しみ・しわなどに効果の高い医療用美容コスメ
を使ったフェイシャルトリートメントコース
エンビロンフェイシャルトリートメント（90分）
肌を細胞レベルから分析する美肌診断付
13,500円→5,000円（税抜）
施術内容: 肌診断→トリプルクレンジング→イオン導
入→お仕上げ

ボディ フェイ
シャル

キャンペーン
期　間
2/29まで

5,000円（税抜）たっぷり100分

応募方法／はがきもしくはFAXに
解答と〒・住所･氏名･年令･職業･電
話番号を明記の上、編集部までお
送りください｡抽選で5名様に記念
品をプレゼント。(毎月25日〆切)

応募先／FAX　06-6368-3505
〒566-0001  摂津市千里丘1-13-23　
シティライフ「クロスワード」係

●1月号の答え　北方領土

日本内科学会正会員／日本プライマリ・ケア
連合学会正会員／日本抗加齢医学会正会
員／日本東洋医学会正会員　日本美容外
科学会正会員／日本美容皮膚科学会正会
員／日本美容外科医師会会員

院長 医学博士　木下 孝昭
きのした こうしょう

20798-22-4466
http: / /www.koshocl inic.com/
西宮市羽衣町5-13  ワジュール夙川ビル1・2・3F

阪急「夙川（しゅくがわ）駅」
南出口、西へ徒歩約3分

ＪＲ「さくら夙川（しゅくがわ）駅」
北西へ徒歩約8分
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【診療時間】 一般診療 ［9：00～12：30／16：30～19：30］
 予約診療 ［9：00～19：30まで受付中］
【休 診 日】 水曜午前・日曜・祝日
各種保険取扱  各種クレジット・医療ローン対応  パウダールームあり
脱毛センター・ミラドライ（ワキガ・多汗症）センター・手術室完備

当医院は日本美容外科医師会により
認定された適正医療機関です。

コウショウ クリニック

漢方内科・皮膚科・形成外科・美容外科・美容皮膚科

厚生労働省が正式に認可した国内唯一の
食欲を抑える薬（28日分処方）
＋ 脂肪の吸収を抑える治療薬（28日分処方）
＋ 脂肪燃焼点滴 1回10分×4回（基礎代謝をUP！）

＋ AC BODY 1回のダイエット施術付き！今だけ

● 1回の食事量が多い
● 早く痩せたい　
● 時 ド々カ食いをしてしまう
● 間食してしまう

こんな方にオススメ

1ヵ月
集中コース 28,400円
無理な食事制限もつらい運動もなし！ 確実に、

安全に

やせる！

ＢＮＬＳ小顔脂肪
溶解注射
（腫れない小顔輪郭注射）

ＢＮＬＳ小顔脂肪
溶解注射
（腫れない小顔輪郭注射）

シミ、脱毛、ニキビ、赤ら顔、小じわ、
肝斑までの多種・多様なお悩みに対応
6種類のフィルターを搭載することで、多種・多様なお
悩みに対応可能。単照射～連続照射が自由に選択
でき、効果を最大限に追及できるようになりました。

アドバンスド美白・美肌スペシャルコース
（ソラリ＋サリチル酸マクロゴールピーリング＋ビタミンＣイオン導入）
【顔全体】
１回37,100円→15,000円 （初回のみ）

しわ・たるみしわ・たるみ

ボトックス注入
※アラガン社製ボトックス取扱いあり。

ヒアルロン酸
目の下のくま  37,140円（初回のみ）
ほうれい線  37,140円（初回のみ）

※価格は全て税抜き表記となります。

ウルトラアクセント＋脂肪溶解注射
（痛みがほとんどない脂肪溶解アクシダーム）

通常70,000円→

医療痩身
お試し1DAY
スペシャル

医療痩身
お試し1DAY
スペシャル

キャンペーン価格 12,800円
美容カウンセリング無料

目指せ１ヵ月－５㎏！医療の力で
小顔になりたい！

眉間のしわ 10,000円
（初回のみ）
額のしわ・・・10,000円
（初回のみ）

新型次世代光治療器
ルートロニック社・ソラリ！！
新型次世代光治療器
ルートロニック社・ソラリ！！

ピンポイントで熱凝固を起こし
強力リフトアップ

ウルトラフォーマ目元リフトUP

通常100,000円→29,800円

最新リフトアップ治療機器
HIFU
（高密度焦点式超音波エネルギー）

最新リフトアップ治療機器
HIFU
（高密度焦点式超音波エネルギー）

1cc 10,000円→ 7,700円
（初回のみ）

導入キャンペーン価格

新導入

（初回のみ・他部位もご相談ください）

（初回のみ）

（初回のみ）

ドクターズダイエットドクターズダイエット
引締め効果もある小顔脂肪
溶解注射が登場！
腫れない、短時間、最短3週間
で効果が期待できます。
理想の小顔を手に入れましょう！

発行
自分らしい「暮らし」発見マ

ガジン

子どもが育っていくなかで、
家がもたらす役割について考えた家づくりをご紹介。

「Life+」はスーパー、ショッピングセンターなどの
シティライフ設置店約600店舗で手に入ります。

2/15
号

巻頭特集は「子どもの力を育む家」

社会の価値観が変化する中で、子どもに必要な力も、与えられる「知識や技
術」だけでなく、「生きる力」だと言われるようになりました。「子どもの生きる
力」は、日々の暮らしや人との関わり合いの中で育まれるもの。今回は、「子ど
もの力を育む学び」を考えた家づくりについてご紹介します。

次号は

発行 !!
※表紙写真は11/15号です


