


いざ外壁塗装を決断しても、業者選びに不
安はつきものです。トラブルを未然に防ぐ
ための小冊子「あなたが外壁『塗り替えリ
フォーム』で失敗しない 7 つの法則」を
読者30 名様に無料でプレゼントします。

今話題の地クラブを中心に、最新のゴルフパーツとギアなら何でもご用意させて頂きます。
店内には試打席と弾道計測器も完備しており、ゴルフに関することなら何なりとサポートさせて頂きます。

月10 日（日）11 午前 8時 45分～
午後3時

平成 27 年
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阪神芦屋駅

消防署 秋まつり会場
（精道小学校）

市役所

鳴尾御影線

国道43号線

会場・芦屋市立精道小学校グラウンドおよび
　　　小学校東側道路

「秋まつり」のお問合わせはこちらへ！
あしや秋まつり協議会（事務局 /芦屋市経済課内）

〒659-0065　芦屋市公光町 5-10秋まつり会場（精道小学校）：芦屋市精道町 8-25

〈ご来場のみなさまへ〉

TEL.0797-38-2033

パレード・ぱれーど・ＰＡＲＡＤＥ
こどもみこしパレード

オープニングセレモニー

だんじり練り回し

芦屋市吹奏楽ステージ

エリナバトンスクール演技

バンド演奏

ビンゴゲーム

主催：あしや秋まつり協議会

三條、山之町、打出、西之町、精道、濱之町のだんじり6基が
精道小学校東側道路で練り回しをします。だんじり引けます！

あしや秋まつり協議会会長 小田 脩造（芦屋市商工会会長）、 
山中 健 芦屋市長 ほか、ご来賓の皆さまよりのごあいさつ

子どもたちによるバトンを使った演技です。

アメリカンポップス「Something For All」

芦屋市吹奏楽連盟加盟団体によるマーチング・ステージ演奏です。

「秋まつり」の会場は、芦屋市立精道小学校とその東側道路です。秋
まつり当日、車は交通規制のため一部通れないところがあるのでご注
意ください。また、駐車場はありませんのでお車でのご来場はご遠慮
ください。※「市民マナー条例」により会場とその周辺は禁煙です。

<だんじり巡行>

だんじりのコース等、詳しくはHPにて！
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7第27回あしや秋まつり

< 構成団体（順不同）> 芦屋市商工会・芦屋市自治会連合会・（社福）芦屋市社会福祉
協議会・芦屋観光協会・あしやまつり連絡協議会・芦屋米親会・芦屋東ライオンズクラブ・
芦屋市子ども会連絡協議会・（一社）芦屋青年会議所
<協力>（特活）あしやNPOセンター

午前9時 40 分～午前10 時 50 分
6基合同練り回し 精道小学校東側道路にて

だんじり市内巡行 コース等詳細はHPに掲載

お好み焼き、から揚げ、ラスク、綿菓子、クッキー、
ソフトクリーム、フライドポテト、ポップコーン、ベビー
カステラ、たこせん、カレー、お茶・ジュース、花苗・
花鉢、バザー、ゲームなどなど約 25 店が集合！お
楽しみください！※出店内容は予定です

芦屋市商工会協賛イベントです。

芦屋市吹奏楽連盟加盟団体が先導し、「芦屋市子ども会連絡協議会」
「芦屋市少年消防クラブ」「市立精道保育所」の子どもたちで作った
手づくりみこし約１０基で、「エリナバトンスクール」「市内ライオンズ
クラブ」の皆さんと一緒にパレードします。

兵庫県穴栗市 <しそう森林王国 > 生鮮野菜、果物、特産品等

芦屋観光協会丹波篠山の黒大豆の枝豆ほか

芦屋のお米・野菜 ほか

※物産展の内容・商品は変更になる場合がございます。

祭りイベント祭りイベント

ふるさと物産展 縁日 9:00～15:00

芦屋市商工会青年部＆女性部も出店します！

芦屋市前田町6-12  TEL 0797-22-6931
営業時間／8:00 ～17:00 　
http://www.kawashita-stone.com 

芦屋市東山町2-7  TEL 0797-31-0707　定休日／日曜・祝日　営業時間／10:00 ～18:00 　
http://www.ashiyagolf.com 

芦屋市打出町1-6  TEL 0797-23-5828
営業時間／9:00 ～17:00 　
http://www.paint-kobac.com/

芦
屋
市
霊
園
の
こ
と
は     

    

お
ま
か
せ
く
だ
さ
い

雑草対策 取っても取っても生えてくる困った雑草も、
防草土に入れ替えお手入れを楽に。

雑草対策前 雑草対策後

有限会社 川下石材店　
創業百余年　まごころ込めたお墓づくり

芦屋市霊園でのご説明 実際の石を見ながら打ち合わせ

（兵庫県）地域活性化集客イベント支援事業

あんしん塗装店ペイントコバック

芦屋ゴルフ

外壁塗り替えシーズン到来！！

外壁塗装前に読むガイド本を
無料で差し上げます

応募は簡単！今すぐ

〒・住所・氏名・電話番号をお伝えください。
はがきでも応募できます。お問い合わせは下記まで

（24 時間録音テープ案内）
（24 時間受付）

電話
FAX
メール

0120-039-011

info@paint-kobac.com
0797-21-5008

貴方にJUST FITのゴルフクラブを創る

会場では子ども用の
電気自動車にも乗れます！

※スケジュール・内容については予告なく変更となる場合があります。

月10 日（土） （日）～10 日11

月10 日（日）11
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涼風町
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若葉町
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潮見町

高浜町

平田町 新浜町
伊勢町

浜風町

呉川町

浜芦屋町

竹園町

南宮町
大東町

浜町

西蔵町

打出町

若宮町

宮川町

精道町

平田北町

宮塚町

清水町
前田町

川西町
公光町

大桝町

津知町

茶屋之町

打出小槌町

春日町
上宮川町

業平町

楠町
月若町

西芦屋町

三条南町

松ノ内町

船戸町

大原町

親王塚町

翠ヶ丘町

西山町

山芦屋町

山手町

三条町

東芦屋町

東山町

朝日ヶ丘町

岩園町

見　　本

いかりスーパーマーケット芦屋店（岩園町）
いかりスーパーマーケットJR 芦屋店（業平町）
グルメシティ芦屋浜店（高浜町）
グルメシティ東芦屋店（春日町）
コープ打出浜（大東町）
コープデイズ芦屋（大原町）
コープ浜芦屋（呉川町）
コープミニ西芦屋（西芦屋町）
コープミニ東山（東山町）
スーパおだ潮見店（潮見町）
スーパおだ本店（浜芦屋町）
スーパーマルハチ南芦屋浜店（海洋町）
株式会社パル・ヤマト芦屋店（川西町）
パントリー芦屋店（公光町） 
ピーコックストア芦屋川西店 ( 川西町 )
ピーコックストア芦屋南宮店（南宮町）

あおやま菓匠（呉川町）
芦屋家族そうざいや岡田（大東町）
芦屋むらかみ（大桝町）
有限会社芦屋昆布（大東町）
魚利（西山町）
お菓子の店 YOSHIKAWA（大原町）
KABENOANA DA UENO（大原町）
神井米穀店（南宮町）
上條酒店（茶屋之町）
かね徳芦屋工房（業平町）
合資会社杵屋（西山町）
有限会社倉橋商店（東山町）
グランアルブル（grandarbre）（宮塚町）
シェフアサヤマ（業平町）
田中金盛堂（大桝町）
寺東米穀店（茶屋之町）
フルーツショップやまもと（大原町）
ボンジュール芦屋（大東町） 
真鍋商店（大原町）
まみーはうす（東芦屋町）
やさい家族・藤田（大東町）
ユーロクラブ芦屋店（大原町）
有限会社六甲味噌製造所（楠町）
ワインガーデンリブゴーシュ（公光町）

ASHIYA Birthday（大原町）
アッシュ・イゴー PARIS（船戸町）
アプト（船戸町）
ａ'ｍ ASHIYA（大原町）
アンレクレ芦屋店（大原町）
インター・△・イトー（船戸町）
インター・ケイ・イトー ジャンフランコ・フェレ（大原町）
ヴェルテASHIYA（船戸町）
ヱビス屋（茶屋之町） 
CUL DE PARIS（船戸町）
クレアヴィレ（船戸町）
クロノス（船戸町）
グラスアデル芦屋店（大原町）
ザ・シーズン（船戸町）
シューズサロンエリーゼ（船戸町）
スープ（船戸町）
セサミ（船戸町）
チュニック（船戸町）
Daily 9（船戸町）
トレンドトラップ（船戸町）
nana（精道町）
パサージュフラヌール（船戸町）
PASADECOCO（船戸町）
パシェロニット（茶屋之町）
花子芦屋店（大原町）
ビースリー芦屋店（船戸町）
HIROSHIYA（大原町）
婦人服飾オーニシ（公光町）
ブティックセイブル（西山町）
ブティックロイヤル（大原町）
Pulique a jour（西山町）
ミズノウエルネスショップ芦屋（船戸町）
メガネの芦屋（公光町）
メガネの田中 ( 船戸町）
洋服の青山芦屋店（前田町）
Light&Shade（船戸町）
La 遇（浜町）
ルラピス芦屋（船戸町）
ロッサ芦屋店（船戸町）
山田宝飾店（大桝町）

ダイソー（船戸町）
マリアンジュ芦屋（春日町）

MS. 倶楽部ヒガシ（浜町）
ヤマダ電機テックランド芦屋店（大原町）

ケーヨーデイツー南芦屋浜店（海洋町）

ウエルシア芦屋打出店（打出小槌町）
ウエルシア芦屋春日店（春日町）
ウェルシアライフガーデン潮芦屋店（海洋町）
株式会社オオハラファーマシー（大原町）
薬マツモトキヨシ（船戸町）
サーバ芦屋大原店（大原町）

えびすや化粧品店（大原町）
シャレードラポルテ本店（船戸町）

クリーニングアルファコープ打出浜店（大東町）
クリーニングアルファコープ浜芦屋店（呉川町）
ツボサカクリーニング（茶屋之町）
ハリミツクリーニングコープデイズ芦屋店（大原町）
ハリミツクリーニングコープミニ東山店（東山町）
株式会社マツミヤ（上宮川町）

ADAN hot & beauty（茶屋之町）
CROSS（西山町）
DEW芦屋店（大原町）
美容室ウインザファースト（船戸町）
美容室 PAR－TY（春日町）
フミ美容室（船戸町）
ホワイトハウス（船戸町）
ロイヤルみどり（船戸町）

愛蓮芦屋店（岩園町）
芦屋土山人（川西町）
芦屋フレンチレストランChez vous（上宮川町）
魚民ＪＲ芦屋北口駅前店（大原町）
江戸そば芦屋店（大原町）
かごの屋芦屋店（上宮川町）
カツ＆カレーの店るう～（大原町）
カフェドブランシュ芦屋病院店（朝日ヶ丘町）
カフェドブランシュ青少年センター店（川西町）
かるびらんど川西店（川西町）
かるびらんど呉川店（呉川町）
キャプテンテリーコーヒースタジアム（船戸町）
京の寿し（船戸町）
神戸・風月堂（船戸町）
神戸屋 cafe（船戸町）
酒房月桂冠（大原町）
食＆人の縁うたげ（松ノ内町）
寿司割烹かつら浜（打出小槌町）
スパッツィオ・イノ（公光町）
鮮華（打出小槌町）
宅配寿司銀のさら芦屋店（清水町）
田毎そば（船戸町）
チャイナカフェレストラン香文（春日町）
中華料理光（公光町）
ティールームユーカリ（船戸町）
東天閣（船戸町）
どすがとす（若宮町）
とんかつむさし（船戸町）
ナワシャンティ（船戸町）
西村屋（船戸町）
フォルクス芦屋店（春日町）
ふくふく亭芦屋（上宮川町）
ポムの樹（船戸町） 
マクドナルド（船戸町）
ミスタードーナツ芦屋ショップ（大原町）
三佳（大桝町）
焼肉あづま（公光町）
山内農場阪神芦屋駅前店（公光町）
やまとラーメン香雲堂芦屋店（川西町）
ユーシーシーカフェコンフォート（船戸町）

芦屋カーテン館石（大原町）
芦屋堂（大原町）
e-JAF STATION ASHIYA（打出小槌町）
インテリアート（船戸町）
おもちゃの国アポロ（大原町）
有限会社きくや家具店（津知町）
香ぎゃらりぃ（船戸町）
阪本商会（打出小槌町）
三甲画材（大原町）
手芸の丸十（船戸町）
ジュンク堂書店芦屋店（大原町）
心斎橋西川（船戸町）
中央コンタクト（船戸町）
パフィオDEニラク（船戸町）
文寶堂（船戸町）
未来屋書店（船戸町）

芦屋隠れ家サロン shin.shin（茶屋之町）
E.S．小島塾（上宮川町）
ECCベストワン芦屋打出校（春日町）
E×Life（三条南町）
神戸相互タクシー株式会社ＪＲ芦屋駅前営業所（船戸町）
COMランゲージスクール（松ノ内町）
（株）三洋航空サービス阪神芦屋営業所（公光町）
写真屋さん４５コープデイズ芦屋店（大原町）
シャレード（船戸町）
たちばな行政書士事務所（東芦屋町）
DEW Nail & BeautyShop（大原町）
ナチュラルガーデン（船戸町）
ネイルサロン・シャレードラポルテ店（船戸町）
パソコンドック２４芦屋店（大原町）
ハーモニックボディ（加圧トレーニング）（大原町）
ひろ鍼灸整骨院（大原町）
Boo工房芦屋店（業平町）
ブルーム・アンド・グロウ（山手町）
マジックミシン（船戸町）
リペアーショップ芦屋店（大原町）
私のお針箱コープデイズ芦屋店（大原町）

大丸芦屋店（船戸町）

商品券が使える店舗には
このステッカーがあります！

サンクス芦屋東山町店（東山町）

スーパー 衣料・身の回り品取扱店

家電販売店

飲食店

その他小売業

その他のサービス業

ホームセンター

ドラッグストア

化粧品店

クリーニング

理容・美容店

雑貨店

百貨店

コンビニ

飲食料品店

芦屋市プレミアム付き商品券利用可能店舗一覧【★印はアシラブGP参加店】

焼肉で美味しく元気に！

芦屋市茶屋之町4-12 
TEL 0797-22-0340
定休日／月曜日
営業時間／10:30 ～18:00 

パシェロニット芦屋店
PASCELLO KNIT ASHIYA

芦屋市上宮川町2-8-201 TEL 0797-22-0828
定休日／月曜日、第1・3火曜日
　　　  （祝日営業、翌日休み）
営業時間／ランチ     11:30 ～14:00(L.O.)
　　　　   ディナー17:30 ～21:00(L.O.)

芦屋のフレンチレストラン

食べれば食べるほど元気になるフランス料理

Chez vous
日本野菜ソムリエ協会認定レストラン。自家菜園や契約の
農家から届く新鮮な野菜を使って、フランス人が日常親し
んでいるヘルシーなフランス料理を提供致します。

芦屋市プレミアム付き商品券 
利用可能店舗

参加店舗

芦屋市プレミアム付き商品券 
利用可能店舗

芦屋市プレミアム付き商品券 
利用可能店舗

参加店舗

芦屋市プレミアム付き商品券 
利用可能店舗

参加店舗

芦屋市プレミアム付き商品券 
利用可能店舗

参加店舗

芦屋のキッズ＆レディースファッ
ションをリードしてきたリトル
パークスタジオが、新たなセレ
クトショップとしてリニューア
ル。ウキウキするような秋らし
い装いを提案致します。

芦屋市茶屋之町2-21-302　TEL 0797-98-6172
定休日／火曜日　営業時間／10:00 ～21:00 

ADAN　HOT&Beauty
気楽に “よもぎタイム！” 私にいいかも！

秋の装い揃いました！

女性の味方【よもぎ蒸し】。穴のあいた椅子に座ってよもぎ
や生薬の成分をダイレクトに体内に吸収・浸透。吸収率が
圧倒的な子宮を通して内臓までしっかり温め、たまった老
廃物をキレイにデトックス！

流通記録を明示した黒毛和牛は安心・安全。
うまみたっぷりのお肉とオモニの手作りチゲ鍋で疲労回復！
美味しくスタミナをつけましょう！

http://ashiya-aduma.com/ http://www.ashiya-adan.com/

芦屋市公光町2-2　TEL 0797-22-2631
定休日／火曜・第3水曜日
営業時間／17:00 ～23:00（L.O.22:30）

芦屋市公光町 9-3　TEL 0797-22-4247
定休日／日曜日
営業時間／10:30 ～18:00 

着心地のよさにこだわって …

上質でさりげなく香るエレガンス。着やすく、装う楽しみ
広がるお洋服を取り揃えています。サイズも７～１７号まで
ご用意、お気に入りの一着をどうぞ。

婦人服飾オーニシ
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★

★

★

★

★

★

★

★
★

★
★

★

★
★

★

★

★

★

★

★
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http://ashiya-chezvous.com/

住所など店舗の詳しい情報は「芦屋市プレミアム付き
商品券」のホームページをご覧ください。★印のお店
は「アシラブグランプリ」にも参加しています！ぜひ
ご利用ください。

シェヴー

有効期間

平成27年芦屋を盛り
上げ
よう
♬

10月1日 12月31日（木）～ （木）

食べつくしＧＰ改め「アシラブＧＰ」でも
商品券が使えます！

毎年好評の「芦屋ブランド食べつくしグランプリ」が飲食店だけではなく、美容、
エステ、小売店などなど多くの芦屋のお店がエントリーした「アシラブグランプリ」
として帰ってきました！10月31日（土）芦屋みどりの音楽祭が実施される会場周辺
でパンフレットを配布する予定です。商品券をもってぜひぜひ巡ってみてね！（商
品券利用可能参加店舗は下記一覧の★印でチェックしてね！）

平成 27年 10/31Sat 11/29～ Sun日時

海外旅行やプレステ４などの
豪華賞品多数！
海外旅行やプレステ４などの
豪華賞品多数！

引き換えられた芦屋市プレミアム商品券、お手元にお持ちでしょうか？
10月1日（木）より、ご使用が可能となっています。二次販売分の引き換えは10月23日（金）まで
5,000円で 6,000円分のお買い物、あなたならどう使う？

いつものお買い物や実用的な出費でなにげなく使ってしまうのもアリですが、
例えばこんな使い方もオススメ！

そのほか、こんな使い方も…
・いつものお買い物を少しだけランクアップ！

クリスマスや年末の
お買い物に！

・市外で買っていたものを市内でお買い物！

本やお酒など値下がり
しにくいものを！

美容室・エステで
綺麗をアップ！

・アシラブGP参加店舗に行って豪華賞品もGET!!
・行ったことがないけれど気になるお店を一覧表でチェック！

このステッカーが目印！



芦屋みどりの音楽祭

イベントインフォメーションがんばってます！ 
芦屋市商工会

商人塾 販路開拓編 シリーズ〝伝わる〟セミナー受講者募集中
「伝わるPOPとキャッチコピーで売上促進」

「伝わる商談術で販路開拓」

日時
場所
主催

11月3日（火・祝）10:00 ～15:00
ＪＲ芦屋駅北側　ペデストリアンデッキ
芦屋市商工会女性部・環境処理センター　

日時
場所
主催

11月3日（火・祝）
ミズノスポーツプラザ潮芦屋
芦屋市商工会青年部 Tel 0797-23-2071

第5回 芦屋川プロジェクト2015

●発行/ 芦屋市商工会 〒659-0065芦屋市公光町4番 28号   TEL.0797-23-2071
●発行部数 /19,000 部　●編集・デザイン / 株式会社 芦屋人　

市民の皆様に芦屋の街やお店を愛していただき、商工会会員のお店を応援したい！商工会はさまざまな活動をしています！

毎回好評の秋のフリーマーケットを
今年も下記のとおり開催します。
皆様お誘い合わせのうえ、ぜひお越し下さい！

今年は従来のクリーン婚活だけでなく、体験型婚活としてカクテル作りや、
もちつき体験などができます！！二人で一つの作業を協力して行うことに
よって、クリーン活動で知り合った人とさらに交流を深めましょう。

皆様のお気に入りのお店を
ご紹介ください！
「アシヤ流」で紹介したいお気に入りのお店やグッズ
をご紹介ください。順次紙面で取り上げさせていた
だきます（掲載選考は商工会で）。

ジャズ、クラシック... プロ、アマ等
ジャンルを超えた普段着の音楽を楽しみましょう♪

業務時間 /8:30～17:30（定休日 /土日祝）

〒659-0065芦屋市公光町4番 28号

芦屋市内で事業（お店）を営んでいる方は、どなたでも商工会へ
ご入会いただけます。所定の加入申込書と共に、会費を添えて
事務局にて加入手続きをおねがいいたします。

日時

場所
主催

平成 27年10月31日（土）・１１月1日（日）

あなたの店の商品・サービスはお客様の心に届いていますか？

10月19日（月）
19:00 ～ 21:00

10月5日（月）
19:00 ～ 21:00

「伝わるプレゼン術で販路拡大」10月27日（火）
19:00 ～ 21:00

「伝わるHP対応で増収増益！」11月5日（木）
19:00 ～ 21:00

１講座1,000 円
（非会員の方は1講座 2,000 円）

お申込みは芦屋市商工会事務局まで
（TEL.0797-23-2071）

ＪＲ芦屋駅北側　ペデストリアンデッキ周辺
芦屋観光協会

後援 芦屋市・芦屋市教育委員会・芦屋市商工会

会費は、従業員５名まで/１ヶ月あたり1,000 円（年会費12,000 円）から。
会費は<従業員割り> となっております。入会金などはありません。

利用内容や加入手続きについては、ご連絡いただきましたら、事務局職員が
ご説明にご訪問させていただきます。お気軽にお申し出ください。

芦屋市商工会
TEL.0797-23-2071  FAX.0797-32-4177

芦屋市商工会へ入会しませんか？

ask0110ashiyagawa@ashiya-net.or.jp12:00 ～19:30 11:00 ～ 19:0031日 1日

講師　株式会社ビーアップ　代表取締役　石川香代氏
内容　店頭での自社商品・サービスの売り方・魅せ方はどうすればよいか

講師　株式会社ゴールドボンド　営業部長　岡本丈一氏
内容　販路開拓したい商品を商談にもっていくにはどうすればよいか

講師　アニバーサリーボイス　代表　東大悟氏
内容　商談等で自社商品・サービスを売り込む話し方や資料の作成はどうすればよいか

講師　リバースエイト　代表　阿波雅士氏
内容　これだけでお客様の反応が変わった！とっておきのホームページ実践法

Vol.28 秋号アシヤ流 2015 AutumnAshiya Ryu

商工会会員の方は
４講座全てお申込みで2,000円に！！

女性部 青年部

商工会

セミナー

秋のフリーマーケット 体験型婚活！！

 受講費

HPも情報満載 http://www.ashiya-net.or.jphttp://www.ashiya-people.com/kankou/

今年は「アシラブグランプリ」の
オープニングセレモニーを開催します！
今年は「アシラブグランプリ」の
オープニングセレモニーを開催します！
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