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大阪府内の店舗一覧

「未来づくり、組合員の力で」
力を寄せ合い「くらしの安心づくり」をすすめます。

「安全で安心できる食べものがほしい」という組合員の
願いからスタートした取り組み『フードプラン』。トレーサビ
リティがしっかりした、食べる人にもつくる人にも安全で、
環境に配慮して生産された食品をお届けしています。

コープこうべ くらしの情報センター  0120-443-100
●火～金／8:30～19:30　●土～月／8:30～18:00
※12/31～1/3は8:30～18:00 コープこうべ 検索

コープこうべキャラクター
「コーピー」

豊中市
コープ東豊中
豊中市東豊中町4-3-13
06-6848-2561
営/1F 9時～21時、
2F 9時半～20時
コープ蛍池
豊中市蛍池中町3-2-1
06-6842-3711
営/10時～22時
コープ桜塚
豊中市南桜塚2-1-10
06-6854-6111
営/9時～20時50分
コープミニ桜の町
豊中市桜の町2-1-6
06-6857-2001
営/9時～22時
コープミニ泉丘
豊中市東泉丘2-14-20

06-6840-0661
営/9時～22時
コープミニ城山
豊中市城山町2-5-12
06-6864-6711
営/9時～22時
コープミニ西緑丘
豊中市西緑丘1-1-38
06-6858-0855
営/9時～22時

箕面市
コープ箕面
箕面市桜ヶ丘5-6-6
072-721-2025
営/10時～21時
コープ箕面中央
箕面市坊島1-1-15
072-720-3021
営/10時～20時50分

コープミニルミナス箕面
箕面市如意谷4-6-19
072-724-8761
営/9時～22時

池田市
コープミニ伏尾台
池田市伏尾台3-4-1
072-753-7631
営/9時～22時
コープミニ井口堂
池田市井口堂2-7-18
072-762-9141
営/9時～22時
コープミニ上池田
池田市上池田2-4-6-101
072-754-6551
営/9時～22時

吹田市
コープ吹田
吹田市五月が丘西1-1
06-6337-3651
営/10時～21時
コープミニ山田
吹田市山田東
4-17-12-101
06-6875-6181
営/9時～22時

茨木市
コープ茨木藤の里
茨木市藤の里1-10-2
072-643-3461
営/10時～20時
コープ茨木白川
茨木市白川2-2-10
072-630-0110
営/9時半～20時50分

高槻市
コープミニ氷室
高槻市氷室町4-2-5
072-690-3501
営/9時～22時

豊能町
コープ新光風台
豊能郡豊能町新光風台
2-18-5
072-738-5901
営/10時～20時

島本町
コープ島本
三島郡島本町青葉1-2-10
075-962-3501
営/1F 10時～20時50分、
2F 10時～20時

お買い物は、生協にご加入のうえ近くのお店へ

年中無休

無料

医療機関提携サロン ファニービー
http://www.funny-bee.jp/
驚きのビフォー・アフター写真はHPに掲載！ 今スグチェック

■吹田店 206-6386-0013
吹田市片山町1-6-23　
グランロゼビル２Ｆ　
JR吹田駅東出口から徒歩1分
営／月曜～金曜11時～20時  
　　土曜・祝日10時～18時　
日曜定休

■茨木本店
   2072-645-1107
茨木市西中条町1-1 ハタセVIビル3F
JR茨木駅から徒歩1分 
営／月曜～金曜11時～20時  
　　土曜・祝日10時～18時　
　　日曜定休　Pあり■高槻店 2072-672-5520 阪急高槻市駅から徒歩１分 ※喫茶ぶいえいと上3Ｆ

1.キャビテーション〈溶かす〉
特殊な超音波で「脂肪とセルライトを溶かす」

4.デトックスマッサージ
手技によって余分な脂肪をさらに排出。
「しっかり解し、血流、リンパ液の流れを正
常に」

2.ラジオ波＋ＬＥＤ〈燃やす〉
温熱効果により血流改善。「脂肪を燃や
して排出する」
3.毒だしゲルマベッドマッサージ〈排泄〉
身体を芯から温め、大量発汗を促す。
「老廃物を排出させ、代謝を上げる」

健康的にキレイに早く痩せたい人には 「キャビリボスリム」

　昨年のダイエット大会優勝など、数々のコンテストで受賞実績を上
げているファニービー。最新の施術と親しみやすい接客で地域の人
に愛されている。関西初導入の「キャビリポスリム」は、短時間で効果
的に痩せると口コミでも評判。ラジオ波・キャビテーション・LEDを3つ
同時に施術可能。1回で5～6回分の痩身効果があるという。「高血
圧が気になる」「体質を改善したい」という人にもおすすめのメニュー。

創業34年を誇る本格派サロン　
ダイエット大会優勝の確かな技術力
創業34年を誇る本格派サロン　
ダイエット大会優勝の確かな技術力

特　典　34周年特別価格「シティライフを見た」で
● キャビリポスリム（150分）.........通常35,640円→5,000円
● まつ毛パーマ......................................2,160円→1,620円
（10月末まで・要予約・初回限定）

吹田

1 2

3

今まで何をやっても痩せなかっ
たのに、「キャビリポスリム」の痩
身メニューで3ヶ月という短期間
にも関わらず、無理なく10㎏の
ダイエットに成功しました。痩せ
ただけでなく、コラーゲン増の美
肌効果で肌もキレイになり、体
調も改善しました。
（52歳　Mさん）
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毎週火曜日  20分限りの

タイムサービス実施中！
●11：00～11：20　青果コーナー全品2割引セール
●11：00～11：20　魚コーナー全品2割引セール

年中無休

まねき屋亥子谷店
吹田市山田西1-13-1 106-6875-1122

大漁魚市

お客様感謝デー

肉と新米特集

KOHYO 山田店SUPER
MARKET

吹田市山田西4丁目1-2-101
206-4863-5040

山田店
阪急山田駅

デュー阪急山田1F

10/1（土）
     2（日）

鹿児島特集
秋のうまいもん特集

10/8（土）
     9（日）

10/15（土）
      16（日）

10/22（土）
      23（日）

10/20（木）
      30（日）

スタッフ大募集

106-6846-8001
シェフカワカミ 桜塚店
豊中市南桜塚3丁目6-27

〈種別〉パート募集
〈作業〉事務・レジ・惣菜 など
〈時間〉7：00～20：00
　　　（週20時間以内）

●パート
時給／870円
　　～900円
各部門
まずはお気軽に
お電話ください。

阪急曽根店

豊中市曽根東町3丁目1-1　ティオ阪急曽根1F
KOHYO 阪急曽根店106-6842-5040SUPER

MARKET

※メンバーさん・アルバイトさん募集中です。
　水産部･レジ、その他のお仕事も募集中です。まずはお電話下さい。

　　　　　　 感謝デー！！

●毎月15日 GG感謝デー！！

●10/20（木）
●10/30（日）

コープ東豊中
豊中市東豊中町4丁目3番13号 106-6848-2561

月掛金は1,000円から
家族みんなの
基本の保障 《たすけあい》

コープ共済

CO・OP《たすけあい》はその名のとおり、組合員同士の
助け合いの気持ちが形になった共済です。生協だから
こそできる、組合員のくらしにやさしい安心の保障です。

千　里　店　豊中市新千里南町2-6-12
蛍　池　店　豊中市螢池中町２-４-１７
桜の町店　豊中市桜の町3-5-8
山　下　店　川西市見野2-24-11
茨 木　店　茨木市元町8-1
石 橋 店  池田市豊島北2-4-6

106-6872-8739
106-6843-0589
106-6151-2224
1072-795-1552
1072-665-4567
1072-761-7777

毎日 安い !

箕面2丁目
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1.日本アーユルヴェーダスクール監修の
技術をこの機会にぜひお試しを

2.水たまりができるほど
発汗でデトックス

3.ガチガチ凸凹脂肪もギュ～っと絞る！

4.ウエストは100回以上絞り込む！
熟練の手技は感動もの！

　創業33周年のヴァンベールが誇るインド伝承アーユル
ヴェーダで全身のリンパやセルライトを熟練の手技で削る
ように絞る！身体を芯から温めて代謝UPへ。「１回でもサイ
ズダウンを実感していただける自信があります」とスタッフさ
ん。加齢により代謝が低下したと感じる方や太りやすくなっ
た女性はぜひ訪れてみて。
（体験のみ歓迎/シャワー有/AEA認定サロン）

スタッフのみなさんが一生懸命
取り組んでくださって、ダイエット
に成功しました
　　　　（sorakoさん40代） 
　
腹部の贅肉が落ちてよかった。
スタッフさんも話しやすいです　
　　　　（まゆみんさん50代）

夏に溜めた老廃物を大掃除して
体質から改善へ
夏に溜めた老廃物を大掃除して
体質から改善へ

箕面市箕面5-12-71
ライフ箕面ビル4F
営/10時～20時
（土日祝10時～19時）
70120-384136
https://www.van-veal.com/

ヴァン・ベール 箕面店
特　典　
エステを試したことのない方へ！
ヴァン・ベール創業33周年記念
高い技術を知っていただくための特別企画
【アーユルヴェーダ体験】
● 気になる部位1ヶ所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
● 全身5ヶ所 全部まとめて（60分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,980円
●シミ根こそぎケアコース（フェイシャル、80分）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,300円→3,000円
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