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　毎日通ってくれる組合員さんも多い箕面
店。地域行政と連携して高齢の方の見守りを
するなど地域に根ざした環境づくりを目指し
ています。手作りの共済スペースがお子様に
好評で、お母さんの買い物もはかどります。コ
ープ商品のファンが多く、充実した品ぞろえ
が特徴です。

地域と共につくる
快適な環境が魅力

暮らし上手な皆さんにはおなじみのコープこうべ。各店のこだわりや魅力をお届けしていきます。

店長  
二宮 
かおりさん

コープ箕面 箕面市桜ケ丘5-6-6
2072-721-2025
営／10時～21時
無休（元旦を除く）

大阪府内の店舗一覧　

全粒ライ麦ブレッド
（山型） 224円

オススメ商品

食物繊維豊富な全粒ライ麦配
合。ふわり軽い食感の山型が
店長のオススメ。

糸もずく（三杯酢仕立て・
シークワーサー仕立て）
太もずく（三杯酢仕立て）
（50ｇ×3） 各204円

オススメ商品

オススメ商品

沖縄恩納村産のもずく使
用。のど越し爽やかでツル
ッとおいしい。

きみのたまごドレッシング(150ｍｌ) 267円
お子様にもっと野菜をと考案されたドレッシン
グ。マヨネーズ風味。

〈豊 中〉
●コープ東豊中
　豊中市東豊中町4-3-13
●コープ蛍池
　豊中市蛍池中町3-2-1
●コープ桜塚
　豊中市南桜塚2-1-10
●コープミニ桜の町
　豊中市桜の町2-1-6
●コープミニ泉丘　
　豊中市東泉丘2-14-20
●コープミニ城山
　豊中市城山町2-5-12
●コープミニ西緑丘
　豊中市西緑丘1-1-38

〈箕面市〉
●コープ箕面
　箕面市桜ヶ丘5-6-6
●コープ箕面中央
　箕面市坊島1-1-15
●コープミニルミナス箕面
　箕面市如意谷4-6-19

〈池田市〉
●コープミニ伏尾台
　池田市伏尾台3-4-1

●コープミニ井口堂
　池田市井口堂2-7-18
●コープミニ上池田
　池田市上池田2-4-6-101

〈吹田市〉
●コープ吹田
　吹田市五月が丘西1-1
●コープミニ山田
　吹田市山田東4-17-12-101

〈茨木市〉
●コープ茨木藤の里
　茨木市藤の里1-10-2
●コープ茨木白川
　茨木市白川2-2-10

〈高槻市〉
●コープミニ氷室
　高槻市氷室町4-2-5

〈豊能町〉
●コープ新光風台
　豊能郡豊能町新光風台2-18-5

〈島本町〉
●コープ島本
　三島郡島本町青葉1-2-10

コープこうべ くらしの情報センター
20120-44-3100（無料・年中無休）
火～金 ： 8時半～19時半　土～月 ： 8時半～18時
※12/31～1/3は8時半～18時

春は桜、秋に
はイチョウがきれ

いな通りが近くにあるの
で散歩がてらお立ち
寄りください。

職員の吉田さんによる共済コーナーは季
節ごとに楽しい仕掛けがあります。

　美容に興味のある方、一緒に働きませんか？キャルムは未経験から
学べるアットホームな職場です。ノルマがなく、徐々に覚えてもらいな
がら仕事内容に応じて昇給。お子さんがいても家族の予定や行事に
合わせて無理なく働けます。美容の知識だけでなく、経営についても
学んで少しずつ力をつけていけるので、独立したい人にもいい環境で
す。オープン当初から来てくれているスタッフがお客様に「だんだんキ
レイになってるね」と言われます
が、学んでいるうちに自分も綺
麗になれますよ。

ほとんどの方が未経験でスタート
人柄のいいスタッフが当店の自慢です

求人概要

2072-646-9946

茨木市西駅前町5-30
佐々木ビル407号室
営/10時～18時
不定休

エステルーム Calme 〈キャルム〉

パ アパ ア エステの施術・接客・サロン業務全般 ＪＲ茨木駅
徒歩３分

給 900円～（仕事内容に応じて
昇給あり）資 不要。未経験、経
験者どちらも歓迎休  時応相談
応ノルマ無し待 交通費全額支
給。スキルアップセミナー受講可
能。肌の知識や経営学も学べま
す。
気軽にお問い合わせください。

担当：高橋

　立命館大学内にある雰囲気の
良い広々としたオシャレなカフェ。キ
ッチン・ホール業務を募集！調理は
包丁が使える程度でOK！アクセスも
良く働きやすいので、まずは気軽に
ご相談下さい。

立命館大学内に昨年オープンしたオシャレなカフェ
月に数回夕方勤務できる方募集

求人概要

2072-657-7587
採用担当まで

茨木市岩倉町2-150
立命館大阪いばらきキャンパス内

エームサービスジャパン株式会社

パ アパ ア キッチン・ホールスタッフ〔未経験者歓迎〕 JR茨木駅
徒歩5分

職 Dinining Cafe Camping Kitchenでのキッチン・ホール業務をお任せします。
時 16時～22時、シフト制（時間は相談可）
給 930円～
待交通費支給（規定内）、制服貸与、自転車OK
資 年齢不問、学生さん、主婦（夫）大歓迎休 GW、お盆、年末年始、有給休暇
応まずはお気軽にTEL下さい。

職 職種 待 待遇 時 時給 地 勤務地 資 資格 給 給料 諸 諸条件

掲載お申し込み・お問い合わせは 206-6338-0640 「求人係」まで

『住みなれた街で働きたい』そんなアナタを待ってます！

地 元 で 働 く
女性のための
求 人 サ イト http://machishigoto.citylife-new.com/

毎月更新

　日本の確かな伝統技術に裏づけされた“商品力”と着
物を着る生活スタイルから生まれる“美しさやしなやかさ”
を伝えることで「着物文化」の継承を目指している会社で
す。華 し々い着物に囲まれながら、自分のライフスタイル
に合わせて着物の魅力を伝えていきませんか？家事や仕
事の合間に3時間～可。着物の知識や販売経験がなく
ても大丈夫。まずは“お仕事説明会”に参加してください。

50代・60代の方も活躍中
着物の素晴らしさを伝えるお仕事

206-6192-5298　
受付10時～19時
駐車場完備

摂津市千里丘6-5-8　
セントラル千里丘2F

きもの悉皆屋  
株式会社絲ing（シーイング）

パ委 営業アシスタント
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洋服の青山

岸部北

求人概要
まずは「お仕事説明兼面接」をご案内いたします。安心して働
けるようにお仕事内容等を事前にお話しさせていただきます。

給 [委]完全出来高制　※報酬例:1日2時間2,000円～
（販売金額によっての成果報酬）※ノルマは一切ありません。
職 展示会場での案内 時 1日3時間～
地 京阪神の展示会場 応 お電話にてご連絡ください

きもの シーイング　で検索

大阪府吹田市江の木町1-39 セーレ江坂7F　※東急ハンズ向かい
関西ブライダル 江坂 検索

↑

（PC）

ホームページ http://www.bridal-eterna.com
関西ブライダルはCMSマークを取得しました。結婚相手紹介サービス業マル適マーク

関西ブライダル江坂店［エテルナ］結婚
相談

営／10時～20時　休／火曜日
よい 　フーフ  に  なろう

ホテルニューオータニ5/28●日

14時～
男性：40歳～57歳位まで（四大卒or年収400万円以上）
女性：37歳～54歳位まで（高卒以上）

【40代・50代メイン】

11時～
男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収300万円以上）
女性：25歳～39歳位まで（高卒以上）

【30代メイン】 17時～
男性：55歳～69歳位まで
　　 （年収500万円以上or弁護士・医者等）
女性：45歳～63歳位まで（高卒以上）

【ハイステータス婚活】

参加費は 男女とも8,000円

スイスホテル南海大阪5/14●日

男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収35０万円以上の方）
女性：25歳～38歳位まで（高卒以上）

お出かけ好きの方大集合！
男性：56歳～72歳位まで
　　 （年収250万円以上）
女性：46歳～69歳位まで（高卒以上）

男性：42歳～57歳位まで（四大卒or年収40０万円以上）
女性：37歳～52歳位まで（高卒以上）

11時～【30代メイン】

14時～【40・50代メイン】

17時～【50歳からの婚活パーティー】
参加費は 男女とも8,000円 男性8,000円　女性6,000円

①婚活パーティスタート
着席し1対1で3～5分お話いただき、
第一印象をチェック。
②食事付きフリータイム
食事時間は20分～30分。なるべく多く
の方と話をしましょう。
③アプローチタイム
10分～15分のアプローチタイム。お
気に入りの方にアピール。
④司会者による参加者紹介タイム
最終チェックに向けてお気に入りの
方、気になった方の名前をチェック。
 ⑤最終チェック
マッチング表にまた会いたい人の番
号を記入。

※企画により変更する場合があります。
     事前にお問い合わせください。

婚活パーティーの流れ

婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？
婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？

シティライフ読者限定
パーティ参加者500円OFF
シティライフ読者限定

パーティ参加者500円OFF
参加者
1万人突破！
参加者
1万人突破！

他のパーティ情報は
ホームページをご覧ください。

70120-4122-76


