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洗える着物とは

通常20,000円▶

生地の風合いは限りなく絹に近い上質な化繊を使用。自宅の洗濯機でそのまま洗え、お手入れし
やすい着物。水や汚れに強く、型崩れしにくいので雨の日でも気にせず、気軽に着用できる。

場　所

10時～19時・要予約 8月1日より予約開始

西宮市櫨塚町2-20

西宮商工
会議所別館

きもの悉皆屋 株式会社絲ing（シーイング）本社 
摂津市千里丘6-5-8　セントラル千里丘2F きもの シーイング　で検索きもの悉皆屋 絲ing 06-6192-5298 受付10時～19時要予約

3階中会議室
西宮

西宮
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お一人様1点限り 予約優先 仕立代込み

75％
off

特 別 企 画

洗える着物 5,000円
約300反の中からお好みの反物をお選びいただき、あなたのサイズ（5タイプ）に合わせて仕立
て上げてお届けします。袷・単衣・夏物すべて対応できます！

※数に限りがある為、
　予約優先にさせていただきます。
※仕立てには2ヵ月～2ヵ月半かかります。
※感謝期間中は上記以外の商品は取り揃えて
おりません。
※同業者､転売目的の購入者への販売はいた
しかねます｡
※キャンペーン商品につきクレジットでのお支払
いはご遠慮させていただきます。
※一人でも多くの方に、着物の良さをお伝えした
くスタートした企画なので、過去に洗える着物
キャンペーンにご賛同頂いたお客様はご遠慮
させて頂いております。

事前予約いただいた方に
和柄のポーチをプレゼント

予 約 特 典

昨年、たくさんの方にご来場をいただきました「洗える着物キャンペーン」。
前回お越し頂けなかった方の為に追加開催します！ 

　好評につき第3弾、健康に役
立つ体感セミナーを開催。セミナ
ーでは、抗酸化効果が高いと言
われている「エコパラダイス溶液」
を住空間に取り入れた事例を紹
介。また、参加者はエコパラダイ

ス工法で作られた「還元陶板浴」を体感することができる。健
康な暮らしに関心がある人は、ぜひ参加してみては。

健康に暮らす「エコパラダイス工法」健康体感セミナー
Pick up!

20797-21-3313
http://takasho.net/

芦屋市宮塚町12‐21　受／9時～18時 水曜定休
〈お家の無料相談随時開催 ※要予約〉

JR芦屋

芦屋ラポルテ
大丸

かごの屋
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公園

至大阪至三宮

国道2号線

大丸

国道2号線本通北

神戸
トヨペット

ikariikari茶屋之
町北Studio SYLPHY〈スタジオ シルフィー〉 たか しょう

（株式会社高翔）

■日時：8/26（土） 
　　　　  10時半～12時
■場所：Studio SYLPHY
　　　　 （スタジオ シルフィー）
　　　　  芦屋市宮塚町12‐21
■定員：10組
■参加費：無料
■講師：エコパラダイス（株）
　　　　  代表取締役　
　　　　  海野 貴史 氏

芦屋にたたずむ、海辺のオアシス

入館料

岩盤浴料

※入浴とリクライナーの利用、レンタルタオル一式、館内着を含む
※12歳以上の方「入湯税75円」がかかります。（12歳未満は免除）
※お得な21時プランもございます。（手ぶらでご来店下さいませ）

平 日 大人 …1,200円　小人…600円

※全て税別

土日祝 大人… 1,400円　小人…700円

平 日 800円 土日祝 900円

20797-32-1126営/月～土10時～25時（最終受付24時）
　  日　祝 9時～25時（最終受付24時）

潮芦屋温泉 スパ水春 芦屋市海洋町10-2

JR・阪急・阪神各路線より毎時間無料送迎バス運行中 で検索スパ水春詳しくは

8月末まで使える特典
潮芦屋温泉スパ水春限定

2017年

この記事持参で
平日と土曜日
も使える

入館料200円OFF！
大人様限定

入館料200円OFF！
大人様限定

9月末まで使える特典
潮芦屋温泉スパ水春限定

この記事持参で
平日と土曜日
も使える

他サービス併用不可、
1枚で4名様まで有効、日曜・
祝日は利用不可　阪神版

他サービス併用不可、
1枚で4名様まで有効、日曜・
祝日は利用不可　阪神版
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入館料金にタオルセット+
館内着の料金も含まれてる！

アメニティ（女性脱衣所に
化粧水・乳液・クレンジング等）も完備！

約100台のテレビ付リクライナー
でTV・映画が観れる！

コミック・雑誌が約10,000冊設置！

加水・加温無しの高温泉で身体の芯から温まる癖になる温泉泉温49度
（浴槽43度）、ナトリウム・塩化物泉（露天岩風呂、上段は源泉掛け流し）

2017年

水春で「朝活」9月末まで朝9時～営業中！！更にお盆期間8月11日～16日は朝8時～営業！

天然温泉＆炭酸泉＆
ミルキー風呂など13種類の豊富な
お風呂とサウナが楽しめる

「視力検査の結果をそのままにしている」「ついにメガネと言
われかけようか迷っている」「すでにメガネをかけているので諦
めている」という方はお試しを。年齢、視力、近視歴に関係な
く家族で1台をずっと使えるので経済的。有資格者による定
期的なアフターケアがあるの
で着実に回復を実感できます。
塾や習い事感覚で通いながら
続けられるトレーニングプランも
有ります。まずは体験で回復見
込みを確かめて。(要予約)
アイメディカル西宮
20798-63-3222
平日11時～19時（日祝17時）木曜定休
西宮市甲風園1-5-15　ディアーナビル2F
8/14～17お休み
http://eyemedical-hyogo.com

▶当てはまる方は早めの対策を

メガネ・コンタクト・手術以外の選択

視力回復トレーニング家族体験会

□目を細めたり顔を傾けてみる□眼科で目薬治療したが変化なし□色々試したが結局メガネになった□スポーツをするのでメガネをとりたい□メガネを作ったがもう見えにくくなった

無料モニター券 

※有効期限　2017/8/30
※無料体験後、見込みのある方だけにお勧めします

（自宅で無料お試し）先着10名様

8/30水
まで

「自分で決めたことなので目標を
持って頑張っています。学校検査
では1.0(A)に上がって嬉しいです」

西宮市
春風小学校
中村 優月くん
（11才）

使用前 使用
5ヵ月後

〈右〉0.3
〈左〉0.2

〈右〉1.0
〈左〉1.0
〈両目〉1.2

「アイメディカルを始めて2年に
なりますがメガネをかけず過ごし
ています。学校検査でも1.0に
上がったよ。ママと一緒に戻し
た視力です」

芦屋市 打出浜小学校
長町 彩音さん（9才）

　　 梨沙さん（7才）

使用前 使用
10ヵ月後

〈右〉0.6
〈左〉0.6

〈右〉0.9
〈左〉0.8
〈両目〉1.0

使用前 使用
10ヵ月後

〈右〉0.4
〈左〉0.3

〈右〉1.0
〈左〉1.0
〈両目〉1.2

「PC・スマホで目が
疲れる」「レーシック
手術後、また低下」
という大人の方に

朗報！


