
キャンペーン対象店舗一覧（１０/６時点）

屋　　　号 店　舗　名

H.B.S企画 月若町　8-13 芦屋第3小西商工ビル401
DPT base camp 前田町　5-7
スタジオdp 大原町 11-8
藤本写真 大原町　5-2 ポトラビル４F

フリッシェグラン 業平町　2-14 プロスペリタ芦屋1F
nail salon chocolate 公光町 11-7-303
danae ashiya
ドルフィネイル 芦屋川店 松ノ内町　3-9 芦屋川ハイム201
AMINAS芦屋 松ノ内町　7-20
miro 上宮川町　2-8 プロスパー第19ビル芦屋402
ウララ芦屋 精道町　6-4
カノン芦屋 西山町　11-8
ネイルサロン　シャレード 船戸町　4-1-119 ラポルテ本館1F
ソワン　デュ　カメリア 大原町　4-12 ビューコート芦屋303号
Chitto 大原町　4-13 クゥアパートメント301
Lulii Nail 大原町　5-3 洲崎ビル2階
HERBINDOLL 大桝町  7-15
untier 茶屋之町 11-7 テラーサ芦屋 301
Private salon KAO 茶屋之町　3-19-303 CUR
Rico 茶屋之町　4-13-501
FLORENCE 東芦屋町　8-5 ライフイン芦屋壱番館101
Repos nail ルポネイル 東山町 10-10
爪屋SOJIRO 東山町 10-2-434

ライフクリーナー ダイエー東芦屋 春日町 24-15
まるとみクリーニング 芦屋店 岩園町  3-6
アルファ 浜芦屋 呉川町 16-22
ホワイト急便 浜芦屋店 呉川町 17-11
株式会社 カワキ屋クリーニング店 芦屋駅前店 松ノ内町  2-1
おそうじ本舗 芦屋東店 上宮川町  4-11-101
デイリークリーン 芦屋営業所 清水町  4-3
東洋ランドリー 清水町  4-5
フランス屋 芦屋川西 川西町  2-37
ホワイト急便 大原店 大原町  7-8 タウンクレスト大原102
cl SEIYOSHA芦屋 大原町  9-1
クリーニングコーヨー クリーニングルビ・アン　ラポルテ芦屋店 大原町  9-1
ハリミツクリーニング コープデイズ芦屋店 大原町  9-1-304 ｺｰﾌﾟﾃﾞｲｽﾞ芦屋 2F
サンシャインクリーニング 芦屋駅前店 大原町 12-1
アルファ 打出浜 大東町  9-11
おそうじハーモニー 大東町 17-1-302
株式会社クリーンアシヤ 大桝町　1-4

※店舗の都合により利用できない場合がございますので、ご利用前に店舗へ直接確認をお願いします。

※キャンペーン実施期間：令和２年１０月１日～令和２年１０月３１日

住　　　　所
サービス/ＤＥＰ・印刷・コピー

サービス/エステティックサロン

サービス/クリーニング・各種清掃



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

ホワイト急便 阪神芦屋店 大桝町  4-12
クリーニングコーヨー 芦屋東山店 東山町  2-3
株式会社 カワキ屋クリーニング店 芦屋東山店 東山町  4-8
ホワイト急便 南宮店 南宮町 2-20-105
タカケンクリーニング おしゃれ洗濯じゃぶじゃぶ打出店 浜町 3-11
クリーニングコーヨー 芦屋浜店 浜町 6-12-103

ジャズイットアップスタジオ Jazz It Up Records 三条町 29-12-B-101
ganesha yoga 伊勢町　4-10
BAN KUN MEI 芦屋本店 岩園町　1-8 パルティ芦屋II1F
kRBサロン 宮塚町 12-19 305
Agaru Yoga 宮塚町　1-4 404
kukka ashiya 業平町　4-12 陽光プラザ302
mamaluxe 芦屋本店 業平町　6-16
どうやま健康院 整体院 暖 月若町  8-2-2 アマーレ芦屋川303
Aromatique 公光町　8-4 シルフィー芦屋3F
A.C.S.整体 若宮町　4-12
地産開発 楽ちん 春日町 24-8 ゲマインシャフト芦屋301ゴウ
&aroma 春日町　3-21 インターコート101
リラシード 松ノ内町　1-10 ラリーブ芦屋2階103号
SuperMaestro 松ノ内町　4-6 芦屋パレ・エレガンス305
Ayur Care Salon 華 精道町　4-9
LABO Cocolo 西山町　4-4 ライフイン芦屋弐番館201号室
コンディショニングスタジオReinette 川西町 13-13-105
フィジカルアルモニー芦屋 川西町　2-37 芦屋サウザンドビル308号室
ジャズイットアップスタジオ 船戸町　2-1-108
サロンドレェーブ 芦屋 打出小槌町 11-9
日本四季大学 打出小槌町 15-3
BOXY JAPAN 打出町　1-18 2F/3F
ハウスプランニング 芦屋店 大原町　5-3 洲崎ビル１F
ヒーリングアーツ あまら タイ古式マッサージとチネイザン ヒーリングアーツあまら 大原町　7-22
ソリート・ボディケアサロン 大原町 11-8
リセット整体 エスコート芦屋 大原町 11-24-202 ラポルテ北館2階
Kumi心理カウンセリング研究所 大原町 11-24-214 ラポルテ北館2階
soft balance B JR芦屋駅前店 大原町 11-24-215 ラポルテ北館2f
ボディコンディショニングサロン　テッテ 大桝町　1-14 芦屋川テラスヴィラ2階
総合調査事務所ビットリサーチ 大桝町　5-12 たのしやビル4階
ライトフルプロジェクト プリラボ 茶屋之町　2-24 樋口ビル3階
ハワイアン　ヒーリングサロン　Ti Leaf 茶屋之町　3-19 CUR504
フォトの匠 茶屋之町　6-6-103
一社ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾗﾌｨﾍｱｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ協会 茶屋之町　7-13　カサデフェリス２０２号室
photo office WR 朝日ヶ丘町　7-15-319 朝日ヶ丘レックスマンション
ＣＯＵＧＳ 津知町 11-14 1F
beRELAIR 東芦屋町　3-10 ラフィネ東蘆屋101号室
Medi-PRANA 東山町　2-7 コモド ココ3F T01
salon de estelle 南宮町　1-18-1 Ulysses芦屋102

サービス/クリーニング・各種清掃

サービス/その他サービス



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

うちで整体院 浜町　6-14
PanaChildren1975 PanaChildren潮芦屋 涼風町  5-1 ミズノテニスプラザ潮芦屋

BCS  baseball  performance 芦屋店 岩園町　1-7 4F
M.I.Y. 公光町　4-28芦屋商工会館１F B-１
プロジェクトR ラックス　コンディショニング&ケア 公光町 11-5 山下ビル3F
TopWorks-Body 芦屋店 翠ヶ丘町  9-8
PLUSH5 芦屋店 翠ヶ丘町  9-8
FITCOA 芦屋店 大原町  2-5 ヴィザヴィ芦屋1階
BCS  baseball  performance 芦屋浜校 涼風町  5-1 ミズノスポーツプラザ潮芦屋　多目的コート

ホテル竹園芦屋 大原町 10-1
水春 潮芦屋温泉SPA 海洋町 10-2

杉島総合法律事務所 親王塚町　9-8
くるみ法律事務所 業平町  5-20 トミー・ラ・グラース芦屋５０１

株式会社リージェンシー 1～6号車 春日町 7-2

芦屋薬膳 岩園町 26-6
A MERRY 三条町 11-19
シーズウィッシュ 三条南町　2-9
ジャックポットダンスファクトリー 芦屋教室 川西町 15-3
ピアノ&リトミックstudio芦屋 川西町　2-37-313
BOTTEGA DA YOSHIKO 船戸町　3-27
ダンス夢ファクトリー 芦屋スタジオ 大原町  2-6 ラモール芦屋208
きらうらくっくプロモーション alive書写教室 大原町  7-1-301
ハローパソコン教室 芦屋ラポルテ校 大原町  9-1 芦屋ラポルテ東館2F
KID ACADEMY 芦屋校 大桝町  1-23 1F
MATYwalkingschool 芦屋校 茶屋之町  7-12 集・空・間Tio1階スタジオ
KUMICOS ILLUSTRATION 茶屋之町　4-14-203
スタジオパバローン 朝日ケ丘町 20-8
KUMAMOTO VOCAL SCHOOL 南浜町　8-11

ルーナファーム 宮塚町　8-12
理学整体 にしの健康院 業平町　2-14 プロスペリタ芦屋402号室
SORA鍼灸院 業平町　3-12 SIハイツ芦屋103号
さくら鍼灸整骨院 春日町　4-5
宮川鍼灸院 松ノ内町  1-10 ラリーブ
二宮鍼灸院 松ノ内町　1-20-505
芦屋たなべまり鍼灸院 松ノ内町　3-4 アンクラージュ芦屋松ノ内201
かどた無双房鍼灸院 松ノ内町　3-9 芦屋川ハイム102
檜作鍼灸接骨院 親王塚町　8-6
楓鍼灸院 精道町　2-4
Kawai鍼灸整骨院 前田町 10-9
ありた整骨院 打出小槌町　6-9 CORE打出小槌102

サービス/その他サービス

サービス/施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）

サービス/フィットネスジム

サービス/ホテル・旅館・レジャー

サービス/医療相談・法律相談

サービス/運転代行

サービス/学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

くろき鍼灸整骨院 大原町　2-5 ヴィザヴィ芦屋206
長原整骨院 大桝町　3-16-101
芦屋はりきゅうはまだ三禄堂 茶屋之町　2-1-1F
宮川鍼灸院 茶屋之町　2-21 メイピース芦屋603
黄針灸院 茶屋之町　3-12
芦屋ACU-治療院 東山町　5-14

BICI AMORE 芦屋店 清水町　9-11
靴専科 芦屋店 船戸町  1-25
tinyWEST 船戸町　5-26 マリアキャリーヌビル２Ｆ
パソコン修理・パソコンドック24芦屋店 大原町　1-9 ラポルテ東館1階
ワングッズ 楠町  7-21

アーヴァンロックサービス 前田町 10-7
芦屋サンクスホーム 打出小槌町 14-10
株式会社オーエヌイー 打出町  6-26
コバヤシルーフ 打出町  7-10
アークレーヴ 浜風町  3-8

フォトスタジオfhans 芦屋店 東芦屋町　9-8
下空写真事務所　studio天命音～soramine～ 東山町 25-30 ベルエール芦屋　106
家事代行 まごころ 本店 浜町　2-7

加茂屋株式会社 業平町  1-22
オルヴィス 業平町  3-5
ティーワイ商事 大桝町  1-14

キッズフォレスト エミリア 松ノ内町　4-5 アーベイン芦屋川301

グラム 岩園町　1-15 1F
El Dorado HAIR SALON 岩園町 23-45-102
カットスペースとりい 宮塚町  4-13
ichi  Hair Design 宮塚町　7-7 ZERO芦屋1F
Hair Position YAMAMOTO 宮塚町 12-19 ブルーノ芦屋1F
brace group 芦屋店 業平町  1-20 芦屋アーズ2F
GRAB hair salon 業平町　5-2 芦屋ハウス502
R franc 業平町　6-11 Ashiya GRotto2階
ヴェレッツァ（ｂｅｌｌｅｚｚａ） 業平町　7-27 フィオーレ芦屋1階
ヘアースタジオＹＡＳＵＩ 呉川町　1ー11
アプリ 公光町  7-12 ルバジック　１Ｆ
Hair Stadio Vente 公光町 10-10
アージュ 芦屋 公光町 10-14 フラッテロビル2階
ヘアーサロン ソレイユ 公光町 11-8 202
HAIRCARE  crea 公光町　8ー30ー1F
Hair design Argo 三条南町　4-12 ウエストコート芦屋101
美容室par-ty 芦屋店 春日町  6-16 パーティビル

サービス/保育施設

サービス/理容・美容

サービス/自動車整備・各種修理

サービス/住宅建設・リフォーム

サービス/接客業

サービス/不動産賃貸料・管理費・初期費用

サービス/施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

HAIRPRODUSE風神 春日町 14-22 芦屋パインクレスト101-B
Hair Make UNITY 春日町 23-8 ベッサボーネン芦屋102号
Queens ASHIYA 松ノ内町　2-9
HAIR MAKE WASHAW 松ノ内町　3-4 アンクラージュ芦屋101
シェリー・エトワール芦屋川 松ノ内町　10-18 ボヌールバンドウ201
MATILDA 上宮川町　2-10 岸田ビル2F
La petite 上宮川町　9-4-302
ALEX 芦屋店 親王塚町　8-6 ノイ芦屋２階
Lavatera Ashiya 親王塚町 11-38 芦屋Kビル2階
a/ju 親王塚町 11-38
Curl 精道町　1-16
Bell port 精道町　1-18 ルネッサコートASHIYA1F
HAIRLAND FAIRY 精道町　4-3-101 奥山ビル
Hair space 貴方の髪様 精道町　4-9
fleur 精道町  6-10 芦屋ガーデンハイツ１０４
CROSS 西山町 12-2
stuart 西山町 23-16
美容室　ル・ミラク 川西町  4-25 １Ｆ
LINDA 川西町　8-13
アヴェイル 川西町 15ー20
Cecile 船戸町　2-1-109 ラポルテ西館1F
alegre hair resort 船戸町　3-5-102
Enchante 芦屋店 船戸町  3-25 ラインビルド芦屋船戸502号室
CANDYmore 芦屋ラポルテ店 船戸町  4-2-214
ウイン・ザ・ファースト 船戸町　4-1-131 ラポルテ本館1階
フミ美容室 船戸町　4-1-202
L’atlier de chouchou 船戸町　5-26 1F
Asso 船戸町　7-5 芦屋プレシャスコート1階
Hodo Hodo hair+more 打出小槌町 13-21
アビアン打出店 打出小槌町 13-7-102
Hair Make SORA 打出小槌町 14-10 サンパレス門1階
AKALA HAIR ~Laule’a~ 打出小槌町 14-11
HAPPY HOUSE 大原町　2-6-122 ラ・モール芦屋
PERFECTION 大原町　4-13-2 est-ami芦屋2F
ミミュー 大原町  5-5 vivi芦屋2F
Moana 大原町　6-15-2F
カットスタジオアスカ 大原町　7-8 １０３
マツコのまつげサロン 芦屋店 大原町  8-2 ラフォーネ芦屋1F
Studio Good (スタジオ グー) 大原町　8-8-201
Kuvel 大原町 13-23
asha hair solution 芦屋店 大桝町  4-15
Luce 大桝町　4-18
hair salon【eden】 大桝町　4-20-1 2F 芦屋セントラルビル
Jill 大桝町　5-13 芦屋グランドビル3F
Sayan フェイシャルエステ 大桝町  5-17
Hana Beauty Ashiya パラジェルサロン 大桝町　7－10 bluestar芦屋3F

サービス/理容・美容



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

WHITE HOUSE ASHIYA ASHIYA店 茶屋之町  2-4
BRICK.S 茶屋之町　3-2 201
VALON 茶屋之町　3-12 2F
mon-perche-mignon 茶屋之町　4-11 第2増田ビル2階
SR 美髪の研究所 茶屋之町 11-7 テラーサ芦屋一階
クレイヴ 東芦屋町　1-24
SENSE by plushair 芦屋店 東芦屋町  8-5 ライフイン芦屋 205号室
Teo hair 東芦屋町　9-8
chill out hair Logic 東山町　6-12 第三吉田ビル202
シャンバラパピヨン 東山町 29-22-104
ヘアー・ラボ・横田 南宮町　2-6 １０１
COLORE 南宮町　5-7
ドレス 南宮町 10-25 ヒルクレーン102
Cielo azul シエロアスール 楠町　5-15 アドバンコート芦屋101
HairSalon Comfy 浜風町　3-12

フレッシュネスバーガー 芦屋 大原町  9-1ラポルテ東館1階

芦屋川 むら玄 奥池南町　1-23
PIZZAやLIBERTE 岩園町　2-3
小金屋 宮塚町　2-6 101
Tea Saloon MUSICA 宮塚町 12-24 旧宮塚住宅
居酒屋 桜 宮塚町 15-2
ＩＣＨＩＪＩ 業平町　1-20
芦屋 あらに心 業平町  5-1
リストランテ　ベリーニ カーシャ　ベリーニ 月若町  2-17
ヒパニ 呉川町　1-9 2F
お好み焼き 世良 呉川町　1-10
ちもとり 呉川町　2-16
かるびらんど 呉川店 呉川町　5-12 ラ・ロワイヤル 1階
焼肉　あづま 公光町　2-2
若葉カフェ 公光町　2-3
Caprice Cafe 公光町　3-4
イレラ 公光町　4-25 1F
ふる里 公光町　8-6
SPAZIO INNO 公光町　9-3 izaビル3階
Okonomi Life KAGITA 公光町 10-5
Cafe&Bar R 公光町 10-10 Bブロック
トラットリア ジョヴァンニ 公光町 10-10Bブロック1階
アシヤ　ゴメンヤ 春日町　1-15 フリックコート105
日韓食菜 はた坊 春日町　3-6
あんかけや 春日町　3-6 春日マンション1F
『はるのうた』喫茶店 春日町　3-6-103
江戸前すし 竹 芦屋本店 春日町 20-1
Restaurant一喜 春日町 21-6
居酒屋 大地 鮮魚と炭火焼き居酒屋 大地 松ノ内町  1-20 アルパ芦屋西

飲食 / デリバリー・ファストフード

飲食/飲食店・喫茶店

サービス/理容・美容



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

うちで食堂 cuvee couleur 松ノ内町  1-20
自家農園のあるサラダ屋さん　ta. 松ノ内町  1-20 アルパ芦屋2号棟103
芦屋BAR 松ノ内町　2-2 コスモ第一ビル2F
LeBonheurPARIS 松ノ内町　4-6 芦屋パレエレガンス302号
カフェ ati 松浜町　1-12
リストランテ　アゼータ 松浜町 12-12 レジデンスミラ芦屋３０２
ナマステガネーシャマハル　 芦屋店 上宮川町　3－7 1階
芦屋nana 上宮川町　5-12-101 サンロイス芦屋3号館
芦屋ぎんなん 上宮川町　5-12-103
屋台 おもいつき 親王塚町 10-1 4階
たこべー 精道町　3-5
Dining Cafe Tea 音 精道町　4-9
インド料理アンビカダイニング&Bar 精道町　6-12
次郎長 精道町　7-29
The Clapham Inn 西山町　2-4
焼肉食堂ジェット 西山町　2-4
Silvicola 西山町　3-10
キンノワラジ 西山町 10-1
クッチーナ・エ・バール ジュリエッタ 川西町　2-37
かるびらんど 芦屋川西店 川西町　2-37 芦屋サウザンドビル 106
焼・炉端ばたばた 川西町　2-37 アシヤサウザンドビル102
旬菜風 川西町  3-21
depadova Caffe e DePadpva 川西町  4-2 VIVO芦屋1F
鮨 さ藤 川西町　4-4
芦屋土山人 川西町　7-3-112
POLPO 川西町 13-6
ピエール 船戸町　1-25-116 アルパ芦屋
大阪地下街食堂 芦屋モンテメール店 船戸町  1－29
喫茶去 モンテメール芦屋店 船戸町  1-31 モンテメール1F
GRIDDLE SAKAI 船戸町　2-1 ラポルテ西館1F
曽ろ利 船戸町　2-1
Jackson's　NY　DINER 船戸町　3-4
焼肉 花菜 船戸町　3-5 エルフコート1Ｆ
BOTTEGA BLUE 船戸町  3-27
ティールーム　ユーカリ 船戸町　4-1-102 ラポルテ本館　1F
work and place 芦屋 船戸町　5-26
株式会社戎家 戎家 前田町  4-10
塩梅 前田町  5-8 西崎ビル
寿司・割烹 かつら浜 打出小槌町　2-3 打出小槌ビル地下1階
うちで食堂 打出町　1-14
オッズクラフトカフェ 打出町　1-16-101
串昌 打出町　2-12
ちょっと 打出町　2-16 コモディータ芦屋102
たまりBar 大原町  5-4 芦屋ベースビル3F
風天 大原町  6-3
てこや JR芦屋駅前店 大原町  9-1-131 ラポルテ東館

飲食/飲食店・喫茶店



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

Magnet Cafe竹園 大原町 10-1
CAFE&BAR Takezono 大原町 10-1
レストラン あしや竹園 大原町 10-1　3階
和食 孤一 大原町　4-12 ビューコート芦屋1階
芦屋威風 大原町　7-8 202
酒肴　瞬 大原町　8-2 ラフォーネ芦屋B1
にくてん割烹鈴 大原町　8-2
五福飯店 大原町　9-1 ラポホテ東館B1F
pasta&wine DA UENO 大原町　9-1-120 ラポルテ東館1F
words+worth 大桝町　5-13 グランドビル2F
PATISSERIE etonne 大桝町　5-21
花菜 芦屋店 大桝町　6-8
Cuisine Peri亭 大桝町　6-12
てこや 阪神芦屋駅前店 大桝町  7-3 SEIRYUMAISON ASHIYA 1
unfalo 大桝町　7-9 スコラ
お好み焼きダイニングだいち 芦屋店 茶屋之町　1-1 第一ブラウンビル103
肉菜花苑 茶屋之町　1－1 102
come come 茶屋之町　1-12
スペースR 茶屋之町　1-12
ピースカレー 茶屋之町　2-24
花咲 茶屋之町　3-3-102
ＷＨＩＴＥＣＡＦＥ 茶屋之町　2-4
バラッカASHIYA 茶屋之町　3-4
Le Petit Cadeau 茶屋之町　5-12 スタアリイアイ芦屋2階
美食美菜　いちごいちえ 茶屋之町　5-12 スタイリイアイ芦屋1Ｆ
efuca. 茶屋之町　6-14
GENTO 茶屋之町　7-16
パンタイム 茶屋之町 10-6
OLL KITCHEN 茶屋之町 11-11
Il mattino 朝日ケ丘町  6－11
cafe hiko 朝日ケ丘町 11-3 サンヒルズ芦屋1-208
パティスリータケアート 朝日ケ丘町 13-43-201
カジュアルフレンチKuro96 津知町 11-15
にんにく料理のお店 Aglio 東芦屋町  1-20
串柾 芦屋店 東山町 15-12 ネスト芦屋B1F
すし寅 東山町 30-4
来たろう 南宮町　7-22
北京料理 豚々亭 南宮町 10-25
COOL Wind 南宮町 10-25 ヒルクレーン2F
珈琲家ミニザ 南宮町 17-33
Patisserie Le Hiro（パティスリー ル•ヒロ) 南浜町 17-1
芦屋らーめん処　花麺 楠町　4-10
Chez Mori 楠町　7-16
梧桐 浜風町　3-7
メゾン・ド・タカ 芦屋 平田町　1-3
茶々処 ひとの和心 涼風町　6-18

飲食/飲食店・喫茶店



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

あしかふぇ 六麓荘町 13-22 芦屋大学内

Ｂａｒ　ｋａｒｍａ 公光町  8-4 シルフィー芦屋
アシヤ食堂manchos 松ノ内町  1-20 アルパ芦屋西
イリュージョン 岩園町　1-7 ロイヤルパーク芦屋2階
焼鳥げん家 宮塚町　2-1 センチュリー宮塚1F
THE BAR 宮塚町 11-18 １０２
食楽 螢 宮塚町 11-18 フリックコート アネックス105
BARあしや川 月若町　8-13 芦屋月若第三小西商工ビル1南4号室
とり松 呉川町　1-9 クロスロード芦屋1F
焼く鳥シャポン 呉川町　1-10 エファレンド芦屋1F
旬菜魚しらん 公光町　8-6
BAR芦屋日記 公光町　9-3 izaビル 4階
beone 公光町　9-4 アルコープB102
芦屋 串揚げ コパン 公光町 10-17 オルヴィルⅡ 2階
炭火焼き鳥専門店　まさや 芦屋西店 松ノ内町  1-10
City Lights 松ノ内町　1-20 アルパ芦屋2号館110号
芦屋とり千 松ノ内町　2-2 コスモ第一ビル
VITO 上宮川町　2-8 第19プロスパー芦屋1階
Shuwa Shuwa 上宮川町　4-11-103
TacosBar Roots 川西町　2-37 芦屋サウザンドビル301
串倶楽部 川西町　7-3 芦屋川ビューハイツ1Ｆ
ALMARZA 船戸町　1-25
お好み焼き てつ 芦屋店 船戸町　1-25 アルパ芦屋１号棟1F
芦屋鳥きよ 船戸町　1-25-113 アルパ芦屋1F
Loung Bar Mackey 船戸町　3-25-101 ラインビルド芦屋船戸
Bar F Ashiya 船戸町　3-27 三番館ビル2F
海のいえ南風 打出町  1-13
Amistad UCHIDE 打出町  1-18
串カツと博多水炊きのお店　笹 打出町　2-19
ラムール 大原町　2-5 ヴィザヴィ芦屋B1F
グータン 大原町　2-5 ヴィザヴィ芦屋B1F
焼鳥まさや JR芦屋東店 大原町　2-6 ラモール芦屋104
驢馬 大原町　8-2 ラフォーネ芦屋B1
酒房　月桂冠 大原町  9-1 ラポルテ東館１Ｆ
ブルックリンカフェ 大原町　9-1-129 ラポルテ東館１Ｆ
ほーきや 大桝町　4-5
Mimi et Gege 大桝町　4-20
たのしや 大桝町  5-12
焼鳥せっちゅう 大桝町　6-12
bAR伊藤 大桝町　6-12 ネオックスビル2階
フー・ド・ヴァン 大桝町　7-13
柚子商店 竹園町　2-2
Isshiki 東山町　2-6
炭火焼鳥　水茶屋　満月堂 南宮町　1-20
今日のワイン 南宮町 12-25

飲食 / 居酒屋・パブ・バー

飲食/飲食店・喫茶店



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

ファジーバーアンク 浜町　2-13 錦ビル2F

芦屋貴兆陶家 芦屋店 朝日ケ丘町 28-25
LOWKEYS神戸 清水町  9-5 杉本ビル（汐見マンション）
Logos Dance School 芦屋浜校 海洋町 7-1 芦屋市立潮芦屋交流センター
HEDGE 芦屋店 海洋町  9-2 ライフガーデン潮芦屋南ブロックB棟
animani 業平町　3-5 ディ・エステ・ガーデンビル2F
アイシスオートサービス 呉川町 12-16
株式会社ロイヤルクイーン 芦屋教室 公光町  7-11 有沢ビル2Ｆ
Bake Base 公光町　9-3 イザビル1階
エジソン・アインシュタインスクール協会 関西オフィス 松ノ内町  2-1 パインモール3F
IMPERIAL AUTO 精道町　2-6 TMパレス1階
白蘭堂 大原町  5-4
えびすや化粧品店 大原町  9-1 ラポルテ東館　１Ｆ
HANAKO　芦屋店 大原町　9-1-104 ラポルテ東館１F
レソノン・ミュージック 大東町　1-11 シェイナボーネン芦屋501
不動産テラス芦屋 ホライゾンホーム 大桝町　1-22
月光百貨店 茶屋之町 12-2
バルーンバルーン 東山町　2-4
ル・ドラゴン 東山町　7-32
サイクルショップヤマムラ 南宮町 11-8

中島モータース 業平町　2-17
パソコンくらぶ 芦屋 業平町  6-17
オリゾナス・ホリィオ 春日町　8-15 春日ハイツ１０１
風文庫 西山町 11-6 303号
NTSリユース芦屋 川西町　2-37 芦屋サウザンドビル104号
D+E MARKET ASHIYA Cont’d 大桝町  3-18 ASHIYA Cont’d 1F
プチコパン 朝日ケ丘町 28-27

Bonheur 上宮川町  2-8 メインステージ102
kyasalon 伊勢町　5-28-203 ベルトピア芦屋2
HEDGE 芦屋店 海洋町  9-2 ライフガーデン潮芦屋南ブロック
AMEERIEGA TORIBITATTA 宮塚町 12-24 旧宮塚住宅102
ツムジ靴店 宮塚町 12-24 旧宮塚町住宅1階3号室
火の果ぐらす 宮塚町 12-24-4
olga 業平町　5-16 航洋ビル1F
atelier Matka 呉川町 18-4
ブラデリスニューヨーク 芦屋店 公光町  7-10 芦屋 イシカワビル1F
リズム姫路本館 リズム芦屋店 公光町  9-4 アルコーブ芦屋 103号
ジブ 芦屋店 公光町 10-14 フラッテロAFMビ3F
ワークキューブ 公光町　3-4
ボニー洋品店 公光町　9－2
株式会社ラパス LAPAZ 公光町　9-4-102 アルコープ芦屋
m-gravity 山芦屋町 14-16-4
赤帽円満堂サービス 春日町　13-20

飲食 / 居酒屋・パブ・バー

各種小売 / リサイクル・中古品

各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

各種小売 / その他（小売）



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

マリアンジュ芦屋 春日町　2-15
芦屋ファイブポジション 春日町 23-8 ベッサーボーネン芦屋ビル1階西側
Atelier Mallet 松ノ内町　2－2 コスモ第一ビル3F
SELECTSHOP AILA 松ノ内町  2-2-101
nico*nina 松ノ内町  3-9 芦屋川ﾊｲﾑ103
プチポワ 松ノ内町　3-14 チェリービュー芦屋川1階
LiSA LiSA 松ノ内町　3-14 チェリービュウ芦屋川
芦屋グレイス 松ノ内町　3-33
poupee 松ノ内町　4-6 芦屋パレエレガンス２０８
Ritmo Latino 松ノ内町　4-6
Moe ano 松ノ内町　4-6 芦屋パレ・エレガンス2階303号
CHECK&STRIPE fabric&things 松ノ内町　4-8-102
ブラッドワイエフ 松ノ内町　7-12
ati アティ ジュエリー ジャパン 松浜町　1-12
北條トラスト 上宮川町　9-4-201
ひまわりとてんとう虫 親王塚町 10-1 1階
芦屋Rose Blanc 親王塚町 12-24
エソラワークス 翠ヶ丘町　1-1
みどり屋 翠ケ丘町 3-27 エメロード翠ケ丘２０２
ギャラリーPaw アート作品販売店 精道町　2-15
underwear shop nana 精道町　6-15 桑原ビル1F
boutique SEIBURU 西山町 12-14 ドムス芦屋川
Utsubo Stock 芦屋店 西山町 23-21 ２階
有限会社アトリエ ラ グラン 川西町　3-23
Kgem 川西町　4-2-201
カデンツァ・KOBE・下山手 ギャラリー店 船戸町  1-25-103 アルパ芦屋
手芸の丸十 芦屋店 船戸町  4-1 ラポルテ本館２階
Jasmin Speaks 芦屋店 船戸町  4-1 ラポルテ本館1F
アンプラグド 本店 船戸町  4-1 ラポルテ本館　1F
CUL DE PARIS 芦屋店 船戸町  4-1-124
Light & Shade 芦屋ラポルテ店 船戸町  4-1 224 ラポルテ本館2階
ＮｏｗＮ 船戸町  5-26
PEONY 芦屋サロン 船戸町  9-16-103
シューズサロン エリーゼ シューズサロン エリーゼ 船戸町　1-25 アルパ芦屋　１１２
ASHIYA-GALLERY-T 船戸町　1-25 103
wow！nail 船戸町　1-25-103 アルバ芦屋
salon Angelica 船戸町　1-25-103
KURUKURU JR芦屋店 船戸町　1-25-117
e-RECYCLE 船戸町　3-25-203 ラインビルド船戸2階
Sei&Kei 船戸町　4-1 ラポウテ本館223
Daily9 船戸町　4-1 ラポルテ本館2階
MASUYA 芦屋ラポルテ店 船戸町　4-1 ラポルテ本館2階
ＧＲＡＰＥＳ　芦屋店 船戸町　4-1 ラポルテ本館2
NowN 船戸町　5-26
ＮＰＯ法人芦屋華蓮 船戸町　8-24
Palm maison store 打出小槌町　14-10 サンパレス門 2F

各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

trinity-G 打出小槌町　9-12-206 芦屋打出小槌アーバンライフ
ステラ ステリーナ 打出町　1-16 1階
Cameron Line 打出町　1-17
yubae design office. mol room 打出町　2-19 yubae design office.  1F
CANNAGARA 大原町  5-18 ＤＡＮビル１０１
ブティックロイヤル 大原町　5-19 コートハウス5番館1階
KAFUKA 大原町  6-15
NPO法人芦屋ワールドピース倶楽部 アートルーム中村 大原町  6-16
アンプラグド 東館 大原町  9-1 ラポルテ東館　1F
Gingham 芦屋店 大原町　9-1 ラポルテ東館2階
芦屋メンダー 大原町　9-1 Ｂ123
Re.Cre 芦屋店 大原町 11-24 ラポルテ北館1階
シャンデリア 芦屋 大原町 11-7
ACCESOIR 大原町 11-7
Monet 大原町 12-1
シューギャラリーオオタ芦屋 プリンチペッサ芦屋 大原町 12-28
mokono 大桝町　2-20
Cle de L'esprit LUXE 芦屋店 大桝町  3-16
BENNY LOOKS COMPANY. 大桝町　4-20-1 芦屋セントラルビル1F-A号
LE PAS DU COEUR 東芦屋町　2-14 エクセレント芦屋Ａ
芦屋マーティー 東山町　4-8
LIEN 東山町　5-10
ROCHE DE  PORT COTON 東山町 29-25
天使のドレス屋さん 南宮町　1-13アーバンライフ打出地下１階
Bon Partie 南宮町　6-20 上條ビル
あとりえ暢あしや 浜町　2－14
長青株式会社 浜町　4-2-202
La遇 浜町　6-12-105 ラヴィーヌ浜町

芦屋美蓉館 本店 宮川町　1-11-1
Plaisir Jingumae Ashiya 公光町 10-18公光ビル４階
アロマビーナス 清水町　1-9
シャレード 船戸町　4-1-132 ラポルテ本館1F
ダイコクドラッグ 芦屋駅前店 大原町  8-20 藤本ビル
HAPPYBIRTH 茶屋之町　2-5

クレア 岩園町 23-2
yoshida pottery 宮塚町 12-24 2F
ホーム・プロダクション 公光町　2-10
bonton. 公光町 10-10 B.Block S-2
Air Buggy BUILD 芦屋店 春日町 1-12 MAIN STAGE 1F
Payung 精道町　6-10 芦屋ガーデンハイツ
ル・グラン・トレゾワ 芦屋店 西山町  1-8
うつわ クウ 西山町  3-11
depadova 川西町  4-2
Pine Flat 打出小槌町 14-10 サンパレス門1階

各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ

各種小売 / 医薬品・化粧品・ドラッグストア

各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

CONO 大原町 28-1 パルティ芦屋1F
芦屋堂 大原町　9-1 コープデイズ3F
芦屋カーテン館　石 大原町　9-1 ラポルテ東館1F 105
Blanc de Juillet 芦屋店 大桝町　7-6-1F
木と工房家具 Jクオリア 茶屋之町 10-7-1F
きくや家具 津知町　3-15
N’s Select 東山町　7-31
ヒガシでんき 浜町　6-12-102

ぱぴぷぺっと 芦屋店 宮塚町 2-1 センチュリー宮塚203
SLOW FLOWER DESIGN 宮塚町 16-2
光風流いけばな教室 芦屋教室 業平町  8-24
千富 春日町 10-8 301
スター動物病院 春日町 12-4 グレイスシティ芦屋　１０１
Dog &Cat salon はなこ 春日町 17-6
atelier carino 松ノ内町　4-6 パレエレガンス201
ドギーパレス 芦屋店 清水町 10-10 ドギーパレス 芦屋店
DEDICA 川西町　5-2
ガーデンガーデン 芦屋店 船戸町  1-31
hanamariproduction 船戸町　9-7
花鏡園 前田町　5-9
jardin du I'llony 芦屋本店 打出小槌町 14-9
フラワーブティック花園 打出町　1ー6
フラワーショップみかさ 芦屋店 大原町  9‐1 ラポルテ東館125
トリミング処 犬の和心 大桝町　3-13
ドックブティック芦屋mint 大桝町　4-12
Natural18dog’s 大桝町　7-8 1F
ポップマート花工房芦屋店 竹園町　2-19
minimumdog 茶屋之町　8-14
le cocotier. 茶屋之町 12-13
犬の美容室ひまわり 朝日ケ丘町 11-3
マール動物診療室 津知町　2-21
サロン・ド・ブーケ芦屋 東芦屋町  7-5 芦屋アーチストビラ1階
flower zakka Syrup 南宮町 12-23
DOG STUDIO Jimmy's 楠町　7-13 PCLビル1F
PET GRAND ASHIYA 陽光町　5-3-401

Ｊｅｍ・ｌｏｆｔ・ＵＥＤＡ 岩園町 23-45 シャトル岩園1階
サンタイム 宮塚町　3-4-103 エーアイ宮川
YUKINE 山芦屋町　5-8
Jewelry Glad 山手町　9-18
クーデール 芦屋サロン 船戸町　9-16 ストークハイツ久保103
株式会社 ハナヤ勘兵衛 前田町　3-6
阪神補聴器センター 芦屋店 大原町　2-6 ラ・モール芦屋106-1
芦屋ジュエリー工房　Feel 大原町　5-4 大原町ビル　102
CANNAGARA 大原町　5-18 DANビル101号室

各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品

各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カメラ



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所

グラスアデル 芦屋店 大原町　9-1-212ラポルテ東館２階
COCOLOCK 大東町　9-1 105
ベイコレクション 東芦屋町　1-23

岩田酒店 岩園町　2-12
芦屋ウィッシュ 岩園町 38-13
ランサポーレ　ワインショップ 芦屋事業部 山手町 26-2-306
Le Petit Comptoir 大原町　4-12
上條酒店 茶屋之町　6-14
小田酒店潮見店 潮見町　7-10

Boo工房 芦屋店テニスショップ 業平町　1-19 MNビル１階
大利昭文堂 月若町　8-1
芦屋宝盛館 公光町 11-8
W.P.I 山手町 24-12 102
堀萬昭堂 ラポルテ店 船戸町　4-1 ラポルテ本館1階
バルネット 前田町　3-4 ２０２
おもちゃの国・アポロ 大原町　9-1-114 ラポルテ東館1F
モデルバーン 本店 大原町 11-24-212
堀萬昭堂  本店 大桝町　6-5
サイクルショップリンリン芦屋店 茶屋之町　2-19

スーパーマルハチ マルハチ南芦屋浜店 海洋町  8-1
オーガニックプラザ 芦屋店 船戸町　1－30
スーパーストアおだ 浜芦屋町　1-3

（株）エース 伊勢町　1-8
ほのかの果実 本店 岩園町 23-45
食楽弁当 宮塚町 11-18 フリックコートアネックス103
サンドウィッチ＋ベーカリー coco 芦屋店 業平町　2-10 芦屋濱口ビル1階
かね徳 芦屋工房 業平町　4-1 イムエメロード 1階
cherry.c 月若町　5-12
あおやま菓匠 芦屋本店 呉川町　2-17
Rios 芦屋浜 呉川町  12-15
ワインガーデン・リブゴーシュ 公光町　4-18
ティティコファ 公光町　8-8
mamanyuki 芦屋店 春日町　6-14
いこまや 松ノ内町　8-2
松浜珈琲焙煎所 松浜町　2-20
明日の食パン 芦屋本店 上宮川町　3-4 ステラハウス
MUSICA  TEA 精道町　10-7
シルビコラ 西山町  3-10
幸屋 西山町　1-1
WAFLA 西山町　1-9
芦屋ぷりん 西山町　7-4

各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カメラ

各種小売 / 食品販売店

各種小売 / 食品販売店

各種小売 / 酒類・リカーショップ

各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD

各種小売 / 食品スーパー



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所
御菓子司 杵屋豊光 西山町　9-2
芦屋味楽 西山町 10-1
Pon pon Muffin 船戸町　1-30 芦屋駅改札外催事店
ジュピター 芦屋モンテメール店 船戸町  1-31 モンテメール 本館３階
たかやマルシェ 船戸町　5-26
Rios ラ・モール芦屋 大原町  2-6
ほのかの果実 JR芦屋駅店 大原町　2-6
ユーロクラブ 芦屋店 大原町  9-1 ラポルテ東館B1F
ブルーレモン 芦屋店 大原町  9-1 ラポルテ東館B1F
あしや竹園 芦屋本店 大原町　10-1-101
株式会社サンライズ 梅ちゃん食堂芦屋店 大原町 11-8
Beans Pot 芦屋店 大原町 11-24 ラポルテ北館101号
CA ORGANIC GOOD LOCAL MARKET CA 大原町 12-1 プティビル102
ワインショップイデア 大原町 12-7
エレファントリング 大桝町　4-20-1 アシヤセントラルビルディング1F
CHOP STOCK 大桝町  5-13 芦屋グランドビル
Pâtisserie Peri亭 大桝町　6-8
芦屋 善国 竹園町　3-1
ごろたん COMECOME芦屋 茶屋之町　1-12 come come1階 テラス
cherry.c Le chocolate 茶屋之町  2-24 ヒグチビル1F
丹波篠山近又 芦屋店 丹波篠山近又 芦屋店 茶屋之町　4-12-103
Pave artisaN 茶屋之町　4-13-101
Vegenovation Tierra 茶屋之町　11-5 ベルアミー芦屋101
株式会社ラ・グリュー 朝日ケ丘町　6-11-105
ASHIYA-RAKUZEN 東山店 東山町  4-9
グランドフードホール 芦屋本店 東山町　6-6
株式会社 センチュリー 東山町　7-21
倉橋商店 東山町 30-6
Le Chaton 本店 南宮町　2-18 プロスパ芦屋 103号
ASHIYA-RAKUZEN 打出店 南宮町　6-20
イトー屋 直売所 浜町　3-8
CAKE NATURE 芦屋 浜町　5-12
玉井自然堂 本社 平田町　6-20
コーヒーポート芦屋浜 涼風町　14-3

薬局芦屋ファーマシー 公光町　9-7 モントルービル102
楠公堂薬局　芦屋浜店 高浜町　7-2-105 芦屋浜医療センター内
ＭＹ薬局 吉田薬局　芦屋店 船戸町  3-24-1
新世薬局 芦屋東山店 東山町  15-12 1F
株式会社アイメディクス ロゼ調剤薬局 南宮町　10-24 アシヤウィズ１Ｆ

フィッシングマックス 芦屋店 平田町  1-41 フィッシングマックス芦屋店

ｳｴｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｱｳﾄﾄﾞｱｽｸｰﾙ 月若町　8-13 芦屋月若第３小西商工ビル２０３号

神戸個人タクシー事業協同組合 1469 國廣 孝信
交通 / タクシー

各種小売 / 製剤薬局

各種小売 / 百貨店・GMS・ディスカウントストア・ホームセンター

娯楽 / テーマパーク・遊園地・水族館・博物館

交通 / タクシー



屋　　　号 店　舗　名 住　　　　所
神戸個人タクシー事業協同組合 0349 山下 隆男
阪神個人タクシー協同組合 小坂タクシー
神戸個人タクシー事業協同組合 1805 福岡 廣幸

永松クリニック 松ノ内町  10-18
藤田歯科診療所 公光町　7-10-201
ひだまり歯科 公光町　7-11
芦屋R いいだ内科クリニック 公光町　11-5 芦屋山下ビル301
スイミー動物病院 松ノ内町　3-19
芦屋川 聖栄歯科医院・矯正歯科 松ノ内町　4-5 アーベイン芦屋川Ｇ１０１
ふじクリニック 精道町　6-13
ならばやし内科・呼吸器内科クリニック 船戸町　1-29 モンテメール西館五階
芦屋駅前眼科クリニック 船戸町　1-29 モンテメール西館5階
すみおか歯科口腔外科 大原町　2-6 ラ・モール芦屋113-1
芦屋セントマリアクリニック 大原町　5-20
ルークス芦屋クリニック 大原町　8-2-2F むービル
あいかブレストクリニック 大桝町　5-13 芦屋グランドビル2階
芦屋こころとからだのクリニック 茶屋之町　3-2チェリープレイス１０１号
村岡歯科 東山町　5-14 カウム芦屋2階
芦屋やまもとクリニック 東山町　29-19 ジェットビルB1
芦屋さくらメンタルクリニック 南宮町　6-22 コミカ南宮203

公共サービス / 病院


