SUMMER BARGAIN 2022.6.25 SAT

7.31 SUN

※新型コロナウイルス感染症拡大を受け、
当施設では一部の専門店店舗にて営業時間の短縮及び臨時休業をさせていただく場合がございます。
※各店の営業状況については急遽変更となる場合がございますので、該当の店舗へ直接お問合せのうえ、
ご来店ください。
※お客様に
感染症拡大防止対策としてマスクの着用や咳エチケットなど引き続きご協力いただきますようお願い申し上げます。
はご不便、
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
※またご来館いただけるお客様におかれましては、

お車でお越しの場合は、以下の駐車場をご利用ください。
ソリオ宝塚専門店で1,500円以上お買上のお客様に1時間駐車無料サービス券を進呈
①ソリオ第 1 駐 車 場（ 2 0 0 台 ）
AM6:00〜PM11:00
（入庫はPM10:00まで） 30分毎
宝塚観劇の方限定！

お得に観劇
キャンペーン

営業時間内
1日駐車料金

200円

800円

※事前に出口料金所にて当日の公演チケットを
ご提示いただき、
1日駐車券をご購入ください。

②花のみち駐車場（30台）

ソリオ第4駐車場

③ソリオ第4駐車場（140台）
AM6：00〜AM1：30

AM8：00〜PM10:00
（入庫はPM9:30まで）

30分毎

200円

最初の1時間

200円

（以降30分毎200円）

当日営業時間内

❸

※月極駐車場契約者募集中
問合せ先：0797-81-8206

最大 1,000円

阪急宝塚駅
屋上駐車場

花のみちセルカ

❹

❷

阪急
『宝塚駅』
直結
元旦以外営業

※ただし、
一部休業する店舗がございます。

❶
ソリオ第1駐車場

【営業時間】
10:00〜20:00
（グルメ店舗は22:00まで）
☎0797‑81‑2812

FASHION
ファッションを夏で 彩 ろう 。

グンゼ Tuché（トゥシェ）
フットカバー
1足：418円／3足よりどり：880円
1F

夏物

1F

Ｋ・Ｔコレクション（靴下・雑貨）

カナナリュック

0797-81-3107

19,800円

軽い！ キレイ！ 使いやすい！ 三 拍 子 揃った
リュックです。

LAPAX（バッグ・袋物）

1F

30~50%OFF

0797‑81‑3108

ル・パルファン（婦人服）

トップス
スカート

【通常】23,000円→【バーゲン価格】3,980円

百貨店ブランド、インポートブランドのおしゃれなお洋服
を、お手頃なhappy8（ハッピーエイト）価格でみなさまのご
来店を心よりお待ちしております。

1F

0797‑81‑3238

【通常】42,900円→【バーゲン価格】12,820円

happy8（セレクトショップ ヤングミセス）
0797-85-8818

チラシ
特典

オパール
「希望の石」虹色に輝くオパールが新入荷。

スワロスキーマスクチャーム
マグネット式 1,980円〜

GF
ピーハウスは、常に時代を感じながら、知性を
磨きおしゃれを楽しむスタイルを持った大人の
女性に、かわいらしさと、甘さを表現するスタイ
リングを提案しているブティックです。ぜひ一度
当店にお越しください。皆様のお越しを心より
お待ちしてます。

TAKARAZUKAロココ
GF
（アクセサリー・服飾雑貨）
0797‑84‑2633

GF

0797-81-3228

イヤーカフ

各4,000円〜

華やかな舞台アクセサリーから普段使いできるアクセ
サリーまで…。幅広く取り揃えております！

【チラシ特典】チラシご持参で
アクセサリー10%OFF
1F

Rook（テキスタイル＆アクセサリー）

Instagram

0797-85-1050

ピーハウス（婦人服）
0797‑81‑3068

ベーシックアイテムはクオリティとシルエットを
厳 選！ お店は「かわいい」
「 楽しい」をキー
ワードに、宝 塚のロケーションに合わせた
ファッションストーリーを展開しています。皆
様が満足できるライフシーンを演出するフレ
アフロル。ぜひ一度ご覧ください。皆様のご
来 店を心よりお待ち申し上げます。

1F

BIJOUX PRADO（宝飾・ジュエリー）

フレアフロル（婦人服）
0797‑85‑0771

レガーレ

エター（3way ver.） 39,600円

クラッチフォルムの落ち着きに奇抜な遊び感を加える
事によって、
どこにも無いニューレトロファッションを楽
しんでいただけます。

GF

エフ.ぷらす（バッグ・袋物）
0797-61-5344

ワンコインきもの着方教室
〜あなたとつくるレッスンプラン〜
1時間500円
お客様のペースで、
マンツーマン♪ 予約
制ですので、お気 軽にお問い合わせ
ください。

1F

SUMMER SALE
1F

チラシ
特典

西尾呉服店（呉服・和装小物）
0797‑85‑3520

30%OFF
J・Ｋ SUMMER BARGAIN開催中！
1F

J・K（婦人服）

0797‑81‑7575

開催中

lune et soleil（セレクトショップ）
0797‑87‑8843

このマークがある店舗では、
このチラシをご持参で特別な特典を受けられます。特典は各店舗をご確認ください。

※金額は全て税込み価格です。

GOODS

暑さを 乗り切るグッズをご 紹 介 。
チラシ
特典
青

1,850円／赤

1,480円

今年の夏は、保湿吸湿効果がある
「い草」
を使用したスリッパで足元快適！！

１F

家庭雑貨ヤスダ（家庭雑貨）
0797-86-2080

鉄道開業150周年 日本鉄道大地図鑑

スキンアクア
ネクスタシールドセラムUVエッセンス
1,530円

ステンレスボトル（500ml） 2,200円
TBC ボディスクラブソープ

“のび〜る”ふわとろ体感ボディスクラブで、洗い
上がりはもちもち・スベスベ☆ 週 1 回の贅 沢
エステを楽しんでみては♪

1F

オトナの肌の日焼けによるシミ・ソバカス
を防ぐ美容液パックUV。

保冷バッチリ！ 氷も入れやすい口径で毎日
の水分補給にオススメ！

1,980円

GF

HAPiNS（インテリア雑貨）

1F

070‑1556‑7460

39,600円

無料配送も承ります！ 予約受付中！
（8/26（ 金）締切）
2大特典付き
①吉田初三郎の傑作鳥瞰図風呂敷
②復刻版「運転事務用鉄道路線図」

【チラシ特典】チラシ持参でサンクスポイントカード3倍
GF

ブックランドサンクス（書籍・文具）
0797‑83‑0311

宝塚クレハ薬店（薬・化粧品）
0797‑86‑1523

B&Vノニヤ（コスメティック）
0797‑81‑3280

クレ・ド・ポー ボーテ
コレクチュールエサンシエルn（170ml） 9,350円

チラシ
特典

微細なパウダーがテカリもベタつきも抑え、
なめらかな肌へ導く
「水磨き美容液」。

【チラシ特典】クレ・ド・ポー ボーテを
3,300円以上ご購入でサンプルセットプレゼント

ノニヤ薬局（薬・化粧品・処方調剤）

1F

本格麦酒グラス
（2客セット） 2,200円

0797‑86‑4036

こだわりのひと時を演出する、360ml。口当たりの
よい琥珀色ビヤーグラスです。

GF

グラスハウス（手作りガラス・陶器・雑貨）
0797‑81‑5161

〜暮らしに花を〜「安くて新鮮な花を！」をモットーにお客
様のニーズに合わせてお届けいたします。さまざまな場面に
お花を！皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしております。

GF

水内生花（フラワーショップ）
0797‑86‑3187

SERVICE
キラキラした 夏の思い 出 作りに 。

ディンプルキー

2,500円〜

当店ならディンプルキーの合鍵も20分程
度で作製！ まずはご相談を！

GF

修理屋トパーズ（くつ修理・合鍵）
0797-81-3192

チラシ
特典

カラダファクトリー

【初回限定特別価格】60分

平日祝日：3,500円／土日：3,980円

当店イチオシコースは 、整 体・骨 盤 調 整 6 0 分コース。
頭 部 調 整 付となっており「 首・肩・腰 」などが気になる
方におすすめです。

GF

■ネイル
【ワンカラー・カラグラ】
コース 3,590円
除去付+選べるデザイン定額コース 4,990円

カラダファクトリー
ソリオ宝塚店（整体・ボディメンテナンスサロン）

追加アートを沢山したい方には【プレミアムアートコース】
♪
6,290円 ※持込デザインOK
最新パーツや流行のデザインもご用意しております♪

0797-86-1333

■アイ
次世代まつげパーマ
【パリジェンヌッシュリフト☆オフ無料】 4,980円
【アイブロウ】黄金比率☆
美人眉スタイリスト☆オフ無料 3,980円

フィルム写真をスマホにダウンロード

総合鑑定（20分） 3,300円
開 運 の エキスパ ートが あ なたの「 元 気 」
「 やる
気」
「 勇 気 」をフルサポートします！

【チラシ特典】チラシご持参で総合鑑定を
受けられた方にもれなく10分延長サービス
1F

同時プリント
現像料770円+プリント料+ダウンロード料550円
現像のみ
現像料770円+ダウンロード料770円

GF

フォトショップ ソリオ店

HP

（DPE・写真用品）

0797‑81‑4858

開運館Ｅ＆Ｅ（全国ネットの占い館）
0797-87-2008

一部商品

20%OFF

ドッグウェア
エースJTB（旅行パンフレット）

さあ夏 休み！ 旅に出かけよう！ 国 内
旅行 好評受付中！！

GF

JTB 総合提携店
えすぽツーリスト（旅行案内）
0797‑61‑7101

これからの季節にお役立ちのクールウェアが
20%OFFでお求めいただけます。
※除外品あり ※画 像はイメージです

1F

阪急ハロードッグ

（ペットグッズ・トリミング・ヘルスケア・しつけ）

0797-26-6706

【ナチュラルつけ放題☆オフ無料】高級ミンク
（上）4,280円
マツエクも、
さまざなつけ放題メニューをご用意しております♪

GF

フラッシュネイル＆フラッシュアイ

（ネイルサロン・まつげエクステ）

0797-86-3939

FOOD

お す すめグルメでスタミナをつけ て 。
1F

Tea House SARAH

1F

（喫茶）

0797-86-1615

珈琲専科
coffee Canon

1F

（珈琲専科）

（和菓子・フルーツ大福）

0797‑81‑3027

イングリッシュスコーンと
ロイヤルミルクティーの
セット 2,500円

モカ

0797-86-4636

まるごと入った無花果大福
680円〜

600円

酸味・甘味・苦味が調和する一流
の味とコク、香りが楽しめます。

オンラインショップを開設いたし
ました。 インスタグラムのプロ
フィールにURLがございますので
是非ご利用ください。各種ティー
リーフも取り扱いしております。

覚王山フルーツ大福
弁才天

弁天才の人気商品！ 上品な甘味
と柔らかな酸味、
なめらかな食感。
「不老不死の果実」
とも呼ばれ、
様々な栄養素を含んでおり、女性
に嬉しいフルーツです。秋頃まで
の販売を予定しております。

Instagram

GF

サブウェイ
ソリオ宝塚店

GF

0797‑69‑7377

まっちゃフロート
いちごみるくフロート

えびアボカド
（単品） 530円

永楽庵

GF

（手造り宝もなか・宝あわせ）

0797-86-3863

0797‑81‑3494

スパイシーバターチキン
カレーソースオムライス
1,090円
3種類のスパイスを使った特製の
スパイシーバターチキンカレ ー
ソース。少しピリッとくる辛さに
ヨーグルトソースのまろやかな
風 味 が 初 夏 にぴったりの 一 品
です。

GF

ポポラマーマ

（生パスタ・ピザ）

GF

天ぷら和食 まんてん

（天ぷら和食）

0797-62-7782

まんてん定食

1,200円

海老天、野菜天、たまご天、小鉢
がついたボリューム満 点の定 食
です。

GF

チラシ
特典

チラシ
特典

GF

漢江

（韓国家庭料理）

0797-84-0250

コンクックス
（豆乳ソーメン）
1,000円
6/25〜7/31までの期間中、冷たい
豆 乳 ソ ーメンをセール 価 格 で
ご提供。

【チラシ特典】
チラシご持参で
900円でご提供

GF

とんかつ かつ里

（とんかつ）

信州そば処 そじ坊

（そば）

0797-87-1221

うな重定食

2,150円

【チラシ特典】
チラシご持参で
おそば半玉大盛無料

吉 野で本 葛を作り続ける、創 業
140年の老舗の原材料を使用して
います。

0797-83-1031

おいしい生パスタを、
いつももっと。

10個・12個入
消費期限3日間（地方送り不可）
15個から50個入
賞味期限7日間（地方送り可）

わらび餅 192円
抹茶くず餅 235円

詰めたてのパリッ！とした食感を
お楽しみいただける寶あわせは、
あんこを冷 凍 庫で冷やしていた
だくと、固く凍らず絶妙な塩梅で
お召し上がりいただけます。暑い
夏にも冷たい最中を、ぜひお楽
しみください。

ロムレット

まるしげ

0797-85-3528

寶あわせ（10個入）
〈ご家庭用〉 1,550円

（オムライス専門店）

0797-87-2453

各520円

（お菓子館）

きねや

（乙女餅）

乙女餅
1,200円（10個入）から

ソフトクリームがオン！

店 内で毎日焼き上げるパンに、
こだわりの具 材と、シャキシャキ
の野 菜を挟んだサンドウィッチ
を、好みに合 わせてお 作りする
オーダーメイドスタイルが特徴です。

GF

GF

0797‑81‑3540

（サンドイッチ＆カフェ）

GF

アンドゥ

（カフェ＆サンドイッチ）

TAKE OUT
商品

GF

いつ葉

（ビーフカツサンド）

070‑4127‑2341

ビーフカツサンド
（テイクアウト）

1,300円

ビーフカツサンド
テイクアウトの方限定！
缶コーヒーとペットボトルのお茶100円
さっぱりと食 べられるヒレ肉を
使ったビーフカツサンドです。
（ピクルス付）

GF

0797-85-9021

台湾甜商店

（台湾スイーツ・タピオカドリンク）

0797-84-0639

おろしロースかつ定食＋
沖縄黒糖アイス 1,500円

ミックスフルーツかき氷
1,080円

夏の定番おろしロースかつ定食
＋沖 縄 黒 糖アイスのセットを特
別価格でご提供。

日本のものとは一味違う、台湾の
かき氷です。ふわふわの雲のよう
な食感が特徴です。

GF

オーガニック・プラザ
ソリオ宝塚

（オーガニック専門店）

0797-81-9353

グリューナーフェルトリーナー
（白ぶどうジュース）
ロートブルガー
（赤ぶどうジュース）
各1,944円
オーガニック 認 証 を 受 けた 畑
で育ったワイン用ぶどうを使用
した、大人のための天然グレープ
ジュース。※ノンアルコール

GF

たこやき ひね屋

（たこ焼き 居酒屋）

080-3809-1199

おいしいたこやきをどうぞ！
お持ち帰りはもちろん、店内でも
ごゆっくりお召し上がりください。

