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ビフテキのカワムラ　神戸本店

営   ランチ11：30～15：00／ディナー17：00～21：30（L.O）
住  神戸市西区伊川谷町有瀬1524
休   毎週月曜（祝祭日除く）※月曜日が祝日

の場合は翌火曜日が定休日となります。

01

TEL 078-974-5883

～カワムラのこだわり～ 神戸ビーフに
こだわり、更にその品質にこだわり、最高
級の神戸ビーフを提供し続けております。

01 いくら家 丼 伊川谷店

営   ［月～金］11：30～20：00 ［土・日・祝］11：00
～20：00 日曜営業（売り切れ次第終了）

住  神戸市西区北別府5-24-4
休  不定休

02

TEL 078-976-8228

いくら丼鯛汁付き1680円～。仕入れ・
価格・量にこだわったいくら丼専門店！いく
らが苦手な方も是非食べてみてください！！

01

焼肉ノ志志

営   11：30～14：00　17：00～24：00
住   神戸市西区伊川谷町有瀬766-1 
　 ビサイド大蔵谷104
休  不定休

03

TEL 078-939-2799

お肉は契約牧場で一頭育て買い！更に
美味しい！を合言葉に頑張っております。
YouTubeで活動中！焼肉ノ志志で検索！！

01 アジアンカフェレストラン JALAN JALAN

営   11：00～15：00（L.O.14：30）　
　 17：30～23：30（L.O.22：00）
住  神戸市西区大津和1-3-13
休  月曜

04

TEL 078-587-2930

エスニック料理、パスタ、オムライス等メ
ニューも盛りだくさん！広々座敷でお子様連
れの女子会にも是非！ランチセット880円～

01

ぱん工房 yume_

営   10：00～19：00
住  神戸市西区北別府4-14-4
休  月曜

05

TEL 078-940-9603

国産小麦の無添加生地使用。体にやさしい
安全安心のぱんを少しずつ焼き上げて販売
致しております。お気軽にお立ち寄りください。

01 焼処　大山どり・鍋　ゆきひら

営   平日18：00～翌3：00
　 土17：00～翌3：00　日17：00～翌1：00
住  神戸市西区池上3-2-7
休  無休

06

TEL 078-978-0706

ふっくらジューシー焼きたて大山どり、一
品料理からお鍋まで！最大50名入る店内
で各種宴会も大歓迎！深夜3時まで営業！

01

韓国家庭料理ぷっこっちゅ

営   17：00～24：00（23：30L.O）
住  神戸市西区北別府4-3-10
休   火曜（祝祭日の場合は振替。お電話に

てご確認ください）

07

TEL 078-974-5229

お陰様で創業１7年！韓国料理はもちろん、
季節の食材を使った生もの、一品、スー
プ、鍋料理を用意してお待ちしております!

01 炭火焼鳥　とりたけ

営   17：00～23：00（L.O.22：30）
住  神戸市西区白水2-5-17
休  火曜日

08

TEL 078-975-9458

抜群の鮮度が自慢の多彩な朝鶏メニューは
必食!ひっぷ・鶏すじ焼・鶏ホルモン串焼き等
専門店ならではのレアな部位が揃ってます！

01

游月

営   11：30～14：30　
　 16：30～23：30
住  神戸市西区伊川谷町潤和711-4
休  なし

09

TEL 078-977-2983

新メニュー！甘い脂でジューシーやわらか「プ
ラチナポークの豚テキ」種類豊富な肉寿司
や、大切な方の誕生日に当店の肉ケーキを！

01 中華そば中華カレー専門店　美よし

営   火曜18：00～23：00 金曜11：30～14：30/18：00～
23：00 土曜18：00～24：00（売り切れ次第終了）

住  神戸市西区北別府5丁目24-4
休  月・水・木・日

10

TEL 078-976-8228

2019年10月25日NEW OPEN！甘めの
中華そばと中華カレーライスのお店で
す。各限定50食無くなり次第終了です！

01

本焼あなご下村商店　神戸店

営   平日9：30-15：00 土・祝日9：30-12：30
住  神戸市西区北別府3丁目21-4
休  日曜

11

TEL 078-975-1755

創業明治８年、宮内庁御用達本焼あなご下村
商店は贈答品や海外への御土産としても御
利用頂いております。是非御来店下さいませ。

01 カジュアルフレンチ　フェール アン ヌー

営   月～日 ランチ11：30～14：00（L.O.14：00）
　 火～日 ディナー17：30～19：30（L.O.19：30）
住   神戸市西区北別府５-28-４　ハイツサンフレアー１F
休  不定休

12

TEL 078-974-3017

本格モダンフレンチをカジュアルに。ブライ
ダルレストランの総料理長を務めた藤本が
料理をお届け。誕生日・記念日・女子会に♪

01

西区エリア



ビフテキのカワムラ　神戸本店01

有効期限：令和２年11月30日まで

※注文時にチケットをご提示ください。　　　※他券・他サービス併用不可。
※ 1 月は研修期間のため、3 連休を頂戴する場合がございます。詳細はお電話でご確認ください。
※ 1/1 ～ 1/3 は利用不可

ステーキのコース又はステーキのランチをご注文いただいた方に

ソフトドリンクをプレゼント♪
（コーラ・ジンジャーエールを除く）

01

焼肉ノ志志03

有効期限：令和２年11月30日まで

※ディナーのみ

お食事をされた方

神戸牛ハンバーグをプレゼント！！

01

ぱん工房 yume_05

有効期限：令和２年11月30日まで

※キャンペーン割引中の商品と食パン以外で 1000 円を超えた場合に限ります
※他のクーポンとの併用不可

1000円以上（税抜き）お買い上げ時

100円引き！！

01

游月09

有効期限：令和２年11月30日まで

※他のサービスとの併用不可
※クーポン１枚につき、１品に限ります

肉ケーキ通常4,980円が半額！！
（2,490円引き！！）

01

韓国家庭料理ぷっこっちゅ07

有効期限：令和２年11月30日まで

※平日限定
※他クーポンとの併用不可

5000円以上御飲食で

1000円引き！！

01

本焼あなご下村商店　神戸店11

有効期限：令和２年11月30日まで

※他の割引サービスとの併用不可

税抜き3000円以上お買い上げで

350円引き！！

01

いくら家 丼 伊川谷店02

有効期限：令和２年11月30日まで

※伊川谷店のみ予約可！
※他のサービスとの併用不可。

お会計から
200円引き！！

01

アジアンカフェレストラン JALAN JALAN04

有効期限：令和２年11月30日まで

※他券併用不可
※１グループ全員利用可

ランチセットご注文の方

100円OFF！！

01

焼処　大山どり・鍋　ゆきひら06

有効期限：令和２年11月30日まで

※ご来店時に必ずご提示おねがい致します
※コース・各種クーポンとの併用不可　
※１グループ１枚まで利用可能

★平日限定★

5000円（税抜）以上のご飲食で500円引き！！

01

中華そば中華カレー専門店　美よし10

有効期限：令和２年11月30日まで

※他のサービスとの併用不可。

瓶ビール（400円）or
チューハイ（550円）1杯プレゼント!!

01

炭火焼鳥　とりたけ08

有効期限：令和２年11月30日まで

※他のサービスとの併用不可

5000以上のご利用で

500円引き！！

01

カジュアルフレンチ　フェール アン ヌー12

有効期限：令和２年11月30日まで

※１枚につき４名様まで利用可
※１/ １～１/ ６・８/13 ～８/16・12/20 ～ 12/25 の期間は使用できません。

ノンアルコールカクテル（700円相当）
１杯プレゼント！！

01
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備長炭串焼き 大山どり ゆきひら

営   平日18：00～翌3：00
　 土17：00～翌3：00　日17：00～翌1：00
住  神戸市西区二ツ屋1-3-4
休  

13

TEL 078-927-9835

ふっくらジューシー焼きたて大山どり串、一
品料理からお鍋まで！最大40名入る店内
で各種宴会も大歓迎！深夜３時まで営業！

01 夏夏

営   11：00～14：00 　18：00～Last
住   神戸市西区伊川谷町有瀬543-1
　 横山ビル102
休  木曜（昼）/日曜終日

14

TEL 090-6970-1180

神戸学院大学徒歩3分！1品300円～の
食酒場です。鍋コース、女子会コースあ
り！宴会・忘年会お気軽にご相談ください！

01

色々串酒場　正念場

営   18：30～翌2：00
住  神戸市西区伊川谷町有瀬650-1 1F
休  不定休

15

TEL 078-975-2278

メニューが豊富で、特にお手軽に楽しめる本
格的な串カツと串焼きがおすすめ！いろいろ
なお酒がお得になるハッピーアワーが好評！

01 HAIR CREATION BOND（ヘアークリエーション ボンド）

営   9：00～19：00
住  神戸市西区玉津町西河原6
休  月曜

16

TEL 078-912-3656

黒を基調としたロックでカッコいいお店で
す♪地域密着で丁寧な接客、技術を心掛
け、リピーターも多数！是非ご来店ください！

01

からだプラス整体院

営   8：00～19：00
　 土曜日は16時最終受付
住  神戸市西区伊川谷町有瀬１４７-２５
休  日曜日、他不定休

17

TEL 078-223-6420

全身もみほぐし６０分２９８０円から！
自己治癒力を最大限に発揮する整体を
体験してみませんか。

トータルビューティーサロン & きもの着付けサロン EMI

営   9：00～18：00営業時間外のご利用も
お気軽にお問合せください。

住  神戸市西区伊川谷町有瀬1030-7
休  不定休

18

TEL 078-600-2378

凝り固まったお体を頭から足先までじっくり
と全身に働きかけ血行&リンパの流れを改
善！真心込めて極上の癒しをお届けします。

01

ネイルサロン Jasmine（ジャスミン）

営   9：00～17：00
住  神戸市西区北別府5丁目22-1-102
休  日/祝

19

TEL 090-7963-5645

JNEC1級、JNAジェル上級、ネイルサロ
ン衛生管理士取得のネイリスト。技術に
自信があります。ワンカラー￥3,000。

01 Still hair（スティル　ヘア）

営   9：30～　
 　パーマ・カラー17：30／カット18：30まで
住  神戸市西区大津和2丁目9-1 ルナパルク1F
休  毎週月曜　第3火曜

20

TEL 078-976-6138

スティルヘアーはM3Dの公式取り扱い店です。
使用実績13000回以上の安心の方法で、髪
にあなた本来の輝きを取り戻します。

01

aimer by HAIR POCKET

営   9：00～18：00
住   神戸市西区学園西町1-1-2 神戸学園

都市ビル1F
休  月曜

21

TEL 078-794-0445

学園都市駅徒歩1分！気になる髪の悩み
を解消しつつ、簡単スタイリングオシャレ
にキレイを叶えるショート&ボブが人気♪

01 ルアーナ（LUANA）

営   火～金 10：00～19：00（L.O.18：00）
　 土日9：00～18：00（L.O.17：00）
住  神戸市西区大津和2-9-7
休  毎週月曜日、第二・第三火曜日

22

TEL 078-995-5099

クセや毛流れ毛の量など個性を活かしたスタ
イルだからこそ思った通り♪予想以上♪
LUANAでワクワクの時間を体験しませんか♪

01

HAIR BRAND Link 伊川谷店（ヘアーブランド リンク）

営   9：30～19：30
　 （パーマ・カラー17：30、カット18：30受付）
住  神戸市西区池上3-1-1 エルアペリオA号
休  毎週月曜日

23

TEL 078-974-3560

高い技術力や上質な空間など一つ一つ徹
底的にこだわり、最旬のトレンドで、毎日の
扱いやすさ重視したヘアスタイルをご提供！

01 きもの着付サロン EMI

営   9：00～18：00　営業時間外のご利用も
お気軽にお問合せください。

住  神戸市西区伊川谷町有瀬1030-7
休  不定休

24

TEL 078-600-2378

着物をもっと身近に。師範認定講師がTPO
に合わせたトータルコーディネートのお手伝
いをさせて頂きます。ヘアメイク承ります。

01

西区エリア



備長炭串焼き 大山どり ゆきひら13

有効期限：令和２年11月30日まで

※ご来店時に必ずご提示おねがい致します。
※コース・各種クーポンとの併用不可。
※ 1 グループ 1 枚まで利用可能。

★平日限定★

5000円（税抜）以上のご飲食で500円引き！

01

色々串酒場　正念場15

有効期限：令和２年11月30日まで

※何杯飲んでも OK!!
※入店時にチケットをご提示ください。

22時までに入店いただいたお客様
酎ハイ各種 通常380円→290円（90円引き！！）
カクテル各種 通常480円→290円（190円引き！！）

01

からだプラス整体院17

有効期限：令和２年11月30日まで

酸素カプセル６０分
２２００円→１５００円（７００円引き!!）又は

遠赤外線ドーム温浴
６０分１９８０円→１２００円（７８０円引き!!）

01

ネイルサロン Jasmine（ジャスミン）19

有効期限：令和２年11月30日まで

※完全予約制、駐車場あり。
※６本はワンカラーとなります。

ご新規様限定　アートコース4本

通常価格5,000円から 1,000円引き

01

夏夏14

有効期限：令和２年11月30日まで

※ 1 会計 1 枚まで使用可。

夜限定！3000円以上お食事で
300円引き！！

01

HAIR CREATION BOND（ヘアークリエーション ボンド）16

有効期限：令和２年11月30日まで

※完全予約制　お電話でご予約の上、ご来店ください。

ご新規様限定

カット3000円（税抜）から500円引き！

01

トータルビューティーサロン & きもの着付けサロン EMI18

有効期限：令和２年11月30日まで

※出張施術も可能。お気軽にお問合せくださいませ。
※完全予約制プライベートサロン（キッズルーム完備お子様連れ大歓迎）

ご新規様限定！！タイ古式マッサージ&
オイルマッサージ全て1000円引き！！

01

Still hair（スティル　ヘア）20

有効期限：令和２年11月30日まで

※他のクーポン等との併用不可　

ご新規様限定
M３DトリートメントW+カラー+カット+シャンプー+ブロー

19,000円→13,300円（税抜き）5700円引き！！

01

aimer by HAIR POCKET21

有効期限：令和２年11月30日まで

※他の割引と併用不可

ご新規様限定
カット4500円（税抜）→1000円引き！

カット・カラー10500円（税抜）→2000円引き！

01

HAIR BRAND Link 伊川谷店（ヘアーブランド リンク）23

有効期限：令和２年11月30日まで

【平日】カット+パーマ￥5,540割引（￥11,340→￥5,800）
【平日】カット+カラー￥5,000割引（￥10,800→￥5,800）

01

※新規のお客様限定！
※土日祝は￥500 アップ

ルアーナ（LUANA）22

有効期限：令和２年11月30日まで

※他の割引との併用不可。
※完全予約制。

お会計から
500円引き！!

01

きもの着付サロン EMI24

有効期限：令和２年11月30日まで

※完全予約制プライベートサロン
※出張着付けお気軽にお申し付けください。（神戸西区・明石市出張費無料）
※きもの着付教室随時受付中（キッズルーム完備お子様連れ大歓迎）

成人式、入学式、卒業式、七五三等々におすすめ！ご新規様限定‼

女性着付けコース全て2,000円引き‼

01

西区エリア



メナードフェイシャルサロン Belle Fleur（ベルフルール）

営   9：00～17：00　営業時間外のご利用
はご相談ください。

住  神戸市西区北別府5丁目22-1-101
休  日/祝日

25

TEL 090-7963-5645

2018～2019年オリコン顧客満足度調査
フェイシャルエステ第1位のメナードフェ
イシャルサロン！伊川谷駅明石駅送迎可！

01 tavola calda monstera（ターヴォラ カルダ モンステラ）

営  昼11：30～14：30
　 夜17：00～22：30L.O.各30分前
住  明石市本町2丁目9-1 高野ビル2F
休  火曜　第二月曜

26

TEL 078-917-5777

木を基調とした落ち着いた雰囲気のお店で
す。備長炭で焼き上げたお肉、明石の海の幸
を使うお料理が自慢！是非ご来店ください！

01

居酒屋　漁太

営  17：00～24：00
　 （フードL.O.22：30・ドリンクL.O.23：30）
住  明石市大明石町1-8-8 孫助ビル1F
休  日曜

27

TEL 078-913-2275

おいしいお酒と、肴と、はずむ会話。地元明
石の美味を織り込んだ季節感のある料理
で、とびっきりの笑顔になれるお店です。

01 明石串カツ　うおんかつ

営  16：00～0：00
住  明石市本町1丁目3-21-2  E棟
休  火曜日

28

TEL 090-7102-4285

明石焼からインスピレーションを得た、新
感覚の出汁で頂く串カツ「明石串カツ」
は必見！是非お試しください！！

01

酒道場

営  15：00～22：00（L.O.21：30）
住  明石市大明石町1丁目6-1 パピオスあかし1階
休  月曜日・元日

29

TEL 078-911-8083

旬の食材を使用したお造りや、てんぷら・煮
付け・串焼・おでんはもちろん、明石名物の
蛸を使用したお料理もご用意しております。

01 Restaurant Bar Ohtani（レストランバー オオタニ）

営  11：30～14：00
　 17：00～23：00
住  明石市本町2-5-14
休  日曜、祝日月曜

30

TEL 078-911-5181

国産和牛やブランド豚、美味しい明石の
鮮魚、それらに合った、こだわりのワイン、お
酒を多数取り揃えてお待ちしております！

01

釣り船　 海蓮丸

営  5：30～13：00（季節により変更あり）
住  明石市本町1丁目20
休  火曜日
　 （4月～11月は火曜・水曜となります）

31

TEL 090-1590-4461

明石駅より徒歩５分！明石のタコや季節の
魚釣りが出来る釣船です！ご予約・お問合
せ等、詳しくはホームページをご覧ください！

01 明石　焼き穴子　魚輝　林本店

営  10：00～17：00 
 　※無くなり次第終了
住  明石市林3-15-47
休  月曜

32

TEL 078-922-7457

創業50年以上！厳選した肉厚あなごを、串を
使わず箸で一本一本丁寧に焼き上げていま
す。自家製ダレをかけてお家であなご丼に！

01

鉄板焼き処　喜八　

営  17：00～23：00
住  明石市本町2丁目2-8
休  日曜

33

TEL 078-777-7364

隠れ家的な雰囲気のお店でこだわりの
料理を提供！ビールに合う鉄板焼きの
数 と々お好み焼きを是非ご堪能下さい！

01 お好み焼　つくし　2 号店

営  17：00～23：30
住  明石市大明石町1丁目8-8
休  不定休

34

TEL 078-911-5602

明石で40年以上！お好み焼以外にも30種
類以上の鉄板焼メニューや飲み放題付
コースあり！居酒屋としてもご利用ください！

01

ポルコ食堂

営  11：30～15：00（L.O.14：00）
　 17：00～23：00（L.O.22：00）
住  明石市東仲ノ町10-18  5F
休  不定休

35

TEL 078-969-5800

明石駅から徒歩３分！メインはパスタ・ドリ
ア・ビーフシチュー。その他のスープ、サ
ラダ、副菜、パン、ドリンクは食べ放題！！

01 いくら家丼 明石本店

営  11：30～16：00 （売り切れ次第終了）
　 日曜営業
住  明石市本町2丁目2-9 1F
休  不定休

36

TEL 078-912-1908

いくら丼鯛汁付き1680円～　仕入れ・価
格・量にこだわったいくら丼専門店！いくら
が苦手な方も是非食べてみてください！！

01

西区エリア 明石エリア



メナードフェイシャルサロン Belle Fleur（ベルフルール）25

有効期限：令和２年11月30日まで

※他コースもございます。詳しくはホームページをご覧ください。
※お試しの際には、スタンダードコースのご案内と商品案内をさせていただきます。
※完全予約制 　事前にご予約の上ご来店ください。

初回限定！！スタンダードコース（イルネージュ使用）ビジター価格6000円+税が

　2000円+税！！（4000円引き！！）

01tavola calda monstera（ターヴォラ カルダ モンステラ）26

有効期限：令和２年11月30日まで

お食事のお客様に

食後のコーヒーを１杯プレゼント！！
230円→０円（230円引き！！）

01

居酒屋　漁太27

有効期限：令和２年11月30日まで

ねぎたこポン酢

700円から100円引き！！

01

※他のクーポン等併用不可
※１会計１枚のみ使用可

明石串カツ　うおんかつ28

有効期限：令和２年11月30日まで

3000円以上お食事で

300円引き！！

01

酒道場29

有効期限：令和２年11月30日まで

※一会計一枚まで使用可
※他のサービスとの併用不可　

2000円以上お食事で

200円引き！！

01Restaurant Bar Ohtani（レストランバー オオタニ）30

有効期限：令和２年11月30日まで

※要予約※他のサービスとの併用不可

ランチセット1000円～ご注文のお客様に

バニラアイス（250円相当）プレゼント！！

01

釣り船　 海蓮丸31

有効期限：令和２年11月30日まで

※完全予約制　ご予約の上お越しください。

乗合乗船料8000円から
500円引き！！

01明石　焼き穴子　魚輝　林本店32

有効期限：令和２年11月30日まで

※売り切れ次第終了　

焼き穴子3000円分お買い上げで

300円引き！！

01

鉄板焼き処　喜八　33

有効期限：令和２年11月30日まで

※１会計１枚のみ使用可
※他のサービスとの併用不可　

１グループ様お会計より

100円引き！！

01

ポルコ食堂35

有効期限：令和２年11月30日まで

※他のサービスとの併用不可
※チケット１枚につき１グループ使用可
※平日限定　

ランチセットから

50円引き！！

01

お好み焼　つくし　2 号店34

有効期限：令和２年11月30日まで

※一枚につき１杯
※他のサービスとの併用不可　

ハイボール400円一杯無料！！
（400円引き！！）

01

いくら家丼 明石本店36

有効期限：令和２年11月30日まで

※伊川谷店のみ予約可！
※他のサービスとの併用不可。

お会計から
200円引き！！

01

明石エリア西区エリア
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プロフィール

●年齢：たこ年齢40歳
●住んでいるところ：明石海峡（明石の海）
●家族構成：たこファミリー８人家族
●好きな食べ物：ママたこがつくったカレー
●性格：熱血（青いネクタイと白いハチマキ締めて明石をPR）
●好きな音楽：パパたこイェー！！（ワタナベフラワー）

●性格：猪突猛進 （…豚だけど） ●長所：好奇心旺盛
●好き：西区産の果物・野菜、雌岡山からの眺め
●特技：縄まわし　　　　　　　　●苦手：縄跳び
●お気に入りアイテム：投げ縄、ブドウ色に染まった
　　　　　　　　　　 ナデシコ柄のスカーフ
●ウエスト：249（ニシク）cm ！
●ひみつ：（足が短くてウエスタンブーツが履けない）

西区西区
プロフィール

神戸ウエストン物語

パパたこパパたこ
明石観光PR隊長

明石明石

キャラクター紹介

神戸ウエストン神戸ウエストン
西区公式マスコットキャラクター

　2000年に「たこフェリー」の営業マン（マスコットキャラクター）として誕生。
後の失業を経て、今は全国に向けて明石をPRする「明石観光PR隊長」に就任。
全国各地のイベントに出没し、体を張って明石のまちをPRしています。
　ぱっちりしたおめめとキュートなお口がチャームポイント、8人家族の大黒柱。ツイッターでみ
んなとお話しすることが大好き。青いネクタイ白いハチマキを締めて、今日も元気に明石をPR！！

　好奇心旺盛な神戸ウエストンは、各地を旅して駆け回り、親切な人たちに食べ物を分けてもらいな
がら暮らしていました。「もうこれ以上食べられないだぶー。」
　あるとき、西区にたどり着き、西区のおいしい野菜や果物が大好きになって、住み着くようになりまし
た。「ぼくのお気に入りのスカーフ、ぶどう色に染まっちゃった！」
　ある日、いつものように走り回っていると、川に落ちて溺れてしまいました。そんなとき、カウボーイの
おじさんに投げ縄で助けてもらい、その投げ縄とテンガロンハットをもらいました。「顔が濡れて力が出
ない（・・・たぶん）」以来、カウボーイに憧れるようになり、投げ縄の練習を始めました。そして、自分を
助けてくれたこの投げ縄で、西区の元気な未来を捕まえようと、今日もウエストンは駆け回っています。



串の天ぷら屋　ツキイチ

営  17：00～24：00（L.O.23：30）
住  明石市花園町3-13-112
休  日曜

37

TEL 078-920-8005

串カツの天ぷら版！串に刺すことで食べや
すく、見た目も可愛い♪衣はカリカリでサ
クサク！色んな食材を試してみてください！

01 焼きとん PORCO ROSSO（ポルコ ロッソ）

営  17：30～23：30
住  明石市本町2丁目2-25 旭ビル1F
休  日曜日

38

TEL 078-911-7555

明石駅より歩いて5分！じっくり焼いた豚モ
ツに自家製の味噌ダレをつけて食べる焼
きとんは絶品！！是非一度ご堪能下さい！

01

ライブハウス＆レストラン POCHI

営  18：30～23：00
住  明石市本町2-1-1 インティビルB1
休  月曜

39

TEL 078-911-3100

音楽の楽しさを最大限に演出できる広さと
音響で、日本各地から集めた米、酒、肴を使
い、こだわりの音楽、料理を提供致します。

01 お好み焼道場

営  11：00～21：00（L.O.20：30）
住  明石市大明石町1丁目6-1 パピオスあかし1階
休  無休（元日のみ休み）

40

TEL 078-911-8084

当店のイチ押しは「玉子焼（明石焼）」です。
熱々を常温の出汁にくぐらせて食する「玉子
焼」本来のスタイルで提供いたします。

01

TEPPAN BAR TSUKUSHI

営  17：00～24：00
住  明石市桜町14-19 KUKIビル1F
休  年末年始

41

TEL 078-912-5725

明石で40年以上愛され続けている老舗お
好み焼き店の新業態！宴会、二次会など幅
広い用途で創作料理をお楽しみください！

01 明石夢工房 西明石店

営  AM11：00～PM22：00（L.O.21：45）
住  明石市花園町3-13（国道2号線沿い）
休  火曜日

42

TEL 078-929-1188

西明石駅から徒歩4分！あかし玉子焼ひろ
め隊隊長のお店！冷凍あかし玉子焼も販
売しております！是非お立ち寄りください♪

01

すし処 酒処 道場

営  10：00～22：00（L.O21：30）
住   明石市大明石町1-1-23 ピオレ明石東館1F
休  ピオレ明石に準ずる

43

TEL 078-911-8081

老若男女、道場歴60年以上の方も毎日通
うほどの明石の馴染み店。明石名物タコ
の足の巻ずし｢オクト巻｣は是非お土産に！！

01 明石麦酒工房　時

営   16：00～22：30（日祝は21：30）
　 3月～10月は土日祝12時～L.O.各30分前
住  明石市大明石町1丁目9-22 グランドメゾン明石105号
休  月曜（月曜祝日の場合、翌日火曜が振替休み）

44

TEL 078-202-6725

併設の地ビール工場で作っている、ここに
しかない地ビールが飲めるビア居酒屋で
す！ビール好きの方は是非ご来店ください！

01

手打ちうどん　海士麺蔵

営  11：00～15：00　
　 18：00～21：00
住  明石市本町1丁目7-17
休  月曜

45

TEL 078-585-6751

もちもち自家製麺と、明石の食材を取り
入れた料理はまさに絶品！お得なセットも
ご用意しております！

01 焼肉　平和園

営  昼 11：30～14：30（ＬＯ14：00）（月曜休業）
　 夜 17：00～23：30（ＬＯ23：00）
住  明石市西新町3丁目9-23
休  無休（元日のみ休み）

46

TEL 078-922-8045

黒毛和牛を中心に、赤身肉希少部位やホルモ
ン類など種類豊富に扱っています。希少な牛
ユッケや牛の刺身など生肉も扱っています。

01

BAR toy box

営  19：00～26：00
住  明石市本町1丁目2-17  2F
休  月曜日

47

TEL 078-955-7027

約300種類のお酒の中から、ご要望に合わ
せてカクテルを作らせて頂きます。歴史など、
色々な話をしながらお酒を飲みませんか？

01 Round Leaf Holly（ラウンド リーフ ホリー）

営   昼12：00～15：00夜18：00～21：00
　 金・土・祝前日23：00（各L.O.30分前）
住  明石市大明石町2-2-3
休  月曜日

48

TEL 078-940-8905

明石の隠れ家オシャレカフェバル☆ホロホロ
やわらか名物スペアリブ☆ディナータイムは
おしゃれなカクテルもご用意しております♪

01

明石エリア



串の天ぷら屋　ツキイチ37

有効期限：令和２年11月30日まで

※他のクーポン等との併用不可
※クレジットカード払い不可
※コース注文時は使用不可　

２人以上でご来店で

500円引き！！

01

ライブハウス＆レストラン POCHI39

有効期限：令和２年11月30日まで

※どちらかのみ使用可。
※他のサービスとの併用不可。
※お一人様１杯のみとさせて頂きます。

生ビール550円→０円！！ 又は
ソフトドリンク500円→０円！！

01

焼きとん PORCO ROSSO（ポルコ ロッソ）38

有効期限：令和２年11月30日まで

※３名様以上利用可
※他のクーポンとの併用不可　

4000円以上のコース

400円引き！！

01

お好み焼道場40

有効期限：令和２年11月30日まで

※一会計一枚まで使用可
※他のサービスとの併用不可　

2000円以上お食事で

200円引き！！

01

TEPPAN BAR TSUKUSHI41

有効期限：令和２年11月30日まで

※一枚につき１杯
※他のサービスとの併用不可　

ハイボール400円一杯無料！！
（400円引き！！）

01

すし処 酒処 道場43

有効期限：令和２年11月30日まで

※一会計一枚まで使用可
※他のサービスとの併用不可　

2000円以上お食事で

200円引き！！

01

明石夢工房 西明石店42

有効期限：令和２年11月30日まで

※他のサービスとの併用不可。
※お１人様につき１つまでの割引となります。

１グループ全員！！あかし玉子焼き（明石焼）
580円（10個入）が50円引き！！

01

明石麦酒工房　時44

有効期限：令和２年11月30日まで

※１グループお一人様１杯ご利用可
※１会計につき、１枚のみ使用可
※他のサービスとの併用不可　

600円以上のビール各種

100円引き！！

01

手打ちうどん　海士麺蔵45

有効期限：令和２年11月30日まで

※１会計１枚に限ります。
※他のサービスとの併用不可。

大海老天トッピング（350円相当）
無料サービス！！

01

BAR toy box47

有効期限：令和２年11月30日まで

19：00～21：00の間にご来店のお客様

2000円以上のご利用で200円引き！！

01

焼肉　平和園46

有効期限：令和２年11月30日まで

※ファーストドリンク注文時にご提示ください。

ご来店者様全員に
お好きなドリンク無料（５００円まで）

01

Round Leaf Holly（ラウンド リーフ ホリー）48

有効期限：令和２年11月30日まで

※グループで使用可　

お一人様1000円以上お食事で

デザート200円引き！！

01

明石エリア



おっちゃんの店

営  9：00～19：00
住  明石市本町1丁目3-16
休  不定休

49

TEL 078-585-6044

店主自ら厳選した、自慢のドライフルーツ
の数々を揃えております。なんと、お客様の
８割がリピーター！夏はかき氷もやってます！

01 季節料理　扇翠　

営  17：30～22：30　
　 L.O.21：30
住  明石市鍛治屋町4-16
休  火曜日

50

TEL 078-911-8344

和食一筋40年以上！伝統的な日本料理
をだしと味付けにこだわり低価格で提供
しています。是非一度ご来店ください！

01

浅の

営  【平日・土・祝】17：30～
住  明石市大明石町1-9-22 グランドメゾン明石106
休  日曜日（日曜が祝日の場合は月曜も休み）

51

TEL 078-777-6478

明石駅より徒歩5分！コース4000円～　
日本酒に合わせて料理を食べられる、隠
れ家のような創作和食居酒屋です。

01 HAIR POCKET style

営   10：00～19：00
住   明石市大明石町1-3-16
　 サンタウン・明石ウエスト1F
休  月曜

52

TEL 078-917-1112

大人のスタイルに必要な「品」や「遊び」を
とり入れたデザインに。まわりとちょっと差
をつけてあなたの毎日をお洒落にHappy

01

HAIR POCKET merry

営   9：00～18：00
住  明石市朝霧町3-14-1
休  月曜

53

TEL 078-917-1200

HAIR POCKETのカットは簡単スタイリ
ングと評判☆時間を短縮して毎日のスタ
イリングもオシャレもどんどん楽しく♪

01 MIKUMIKU

営  10：00～最終受付時間20：30
　 （電話の最終受付は19：00です。）
住  明石市中朝霧丘8-18
休  日・祝日（月1は研修の為、臨時休業を頂戴します。）

54

TEL 078-203-1701

フォルムと持ちにこだわったネイル♪サ
ンプル多数！カラージェル２００色以上！Jr
メニューワンカラー+アート2本3500円～

01

シバニ化粧品店　本店　

営  9：00～20：00
住  明石市大明石町1-6-14
休  1月1日、1月2日

55

TEL 078-918-1001

エステルーム完備。多数の化粧品を取り
揃え、明石で一番のお得なサービスと丁
寧なカウンセリングを心がけております。

01 ヘアーサロン レフア

営  火～土10：00～19：30（L.O.19：00）
　 日・祝10：00～18：00（L.O.17：30）時間は応相談
住  明石市東仲ノ町4-1-2F
休  毎週月、（12月不定休）

56

TEL 078-915-8815

明石駅より徒歩5分！ 落ち着きやすい店
内です♪メンズ/ファミリーご来店OK☆
幅広い年齢層・テイストに対応してます！

01

HAIR POCKET ritta

営   10：00～19：00
住  明石市大明石町1丁目7-33 大手ビル2F
休  月曜

57

TEL 078-919-6330

明石駅徒歩3分。カウンセリングを大切に
し、1人1人に似合うヘアーデザインを提案。
いつもと違うワンランク上のスタイルへ。

01 Hair Studio Air（ヘアースタジオ エアー）

営  10：00～19：00
　 営業時間外のご利用は要相談
住  明石市天文町1丁目4-11 サンハウス天文2F
休  月曜

58

TEL 078-911-0125

当店はアルマダ電子トリートメント取扱い
店です！オープン26年！リピーター様も多
数！ご新規様も安心してご来店ください。

01

フミ美容室　ulu 店

営  9：00～19：00
住  明石市本町1丁目2-33 興生ビル2F
休  月曜日

59

TEL 078-911-3678

丁寧なカウンセリングでお客様に何時も綺
麗なスタイル提案を心がけています。チャイ
ルドブース・バリアフリー設備個別使用可。

01

明石エリア



おっちゃんの店49

有効期限：令和２年11月30日まで

パイナップル、オレンジ、マンゴー

各種1000円袋から100円引き！！

01

浅の51

有効期限：令和２年11月30日まで

※1会計1杯まで使用可。

平日限定！生ビール500円→0円！！
ソフトドリンク350円→0円！！

01

季節料理　扇翠　50

有効期限：令和２年11月30日まで

※事前にご予約の上、ご来店ください　

3600円のコースが→

 3000円（600円引き！！）

01

HAIR POCKET style52

有効期限：令和２年11月30日まで

※他の割引と併用不可

ご新規様限定
カット4500円（税抜）→1000円引き！

カット・カラー9500円（税抜）→2000円引き！

HAIR POCKET merry53

有効期限：令和２年11月30日まで

※他の割引と併用不可

ご新規様限定
カット4500円（税抜）→1000円引き！

カット・カラー9500円（税抜）→2000円引き！

01 シバニ化粧品店　本店　55

有効期限：令和２年11月30日まで

※他サービスとの併用不可　

毛穴おそうじエステ

1000円→900円（税抜）100円引き！！

HAIR POCKET ritta57

有効期限：令和２年11月30日まで

※他の割引と併用不可

ご新規様限定
カット4500円（税抜）→1000円引き！

カット・カラー9500円（税抜）→2000円引き！

MIKUMIKU54

有効期限：令和２年11月30日まで

※完全予約制。
※他クーポンとの併用不可。

Jrメニュー3000円以上のお会計で
300円引き！！

01

ヘアーサロン レフア56

有効期限：令和２年11月30日まで

※完全予約制。
※他の割引との併用不可。

カット4000円（税込み）から500円引き!!
カラーリングのみ7000円（税込み）から1000円引き!!

01

01 Hair Studio Air（ヘアースタジオ エアー）58

有効期限：令和２年11月30日まで

※じもポンを見たとお伝えください。
※完全予約制。

ご新規様限定！ご予約の上ご来店で

カット 3600円（税抜）から500円引き！！

01 フミ美容室　ulu店59

有効期限：令和２年11月30日まで

※他のサービスとの併用不可　

サロン専用炭酸発生機トルケアを使用  炭酸泉でピュア髪に

通常価格500円を無料サービス！！

明石エリア



西区の四季折々の自然や祭りなどを紹介する
「神戸市西区 新・風土記アーカイブ」や、
外国の方が愉快に西区の魅力を紹介する「ストー
リーオブ神戸市西区」や、まなぶ、はぐくむ、
つながるをテーマとした西区の特色や暮らしを紹
介する「FARM CITY 西区」など、是非ご覧
ください！あなたの知らない西区がここに！

サイト「#どこでもアカシ」では、明石
観光協会会員店舗のテイクアウト・デリバ
リー・通信販売情報を紹介しております。
ご自宅でも明石自慢の美味しいグルメを
ご堪能ください。

あかしあかしのの
美味しい美味しいをを
おうちでもおうちでも

西区チャンネルで検索又はQRコード
よりお進みください。
※神戸市西区HPよりご視聴ください

西区チャンネル 検索

神戸市西区神戸市西区ののYouTube動画YouTube動画がが
あるって知ってましたか？あるって知ってましたか？
地元の方にも、地元じゃない方にも是非一度見て欲しい！

神戸市西区のPR動画が神戸市西区役所HPで掲載されています！

「どこでもアカシ」で検索又は QR
コードよりお進みください。
※�明石観光協会HP内サイトに掲載さ
れております。

どこでもアカシ 検索



■ 発行　株式会社谷工務店　〒651-2113　神戸市西区伊川谷町有瀬1456-3 TEL 078-974-7710
■ 印刷　株式会社ソーエイ　〒673-0898　明石市樽屋町6-6 TEL 078-911-2918
■ 留意事項
● あらかじめ本サービスチケットをご利用の前に各施設に電話等での事前確認をお勧めします。
● 急遽、各施設でのサービス提供の廃止、変更等に関しては一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
● 商品・サービス内容に関するお問い合わせは、各施設へお願い致します。

●神戸市西区役所　
●神戸市西区役所伊川谷出張所
●あかし案内所
●その他周辺金融機関、掲載店舗等

主主 なな じじ もも ポポ ンン 置置 所所設設 場場

大手チェーンもいいけれど 大手チェーンもいいけれど 
 地元 のお店へ来て欲しい！ 地元 のお店へ来て欲しい！

神戸市西区・ 明石市を神戸市西区・ 明石市を
今よりもっと盛り上げたい！今よりもっと盛り上げたい！

掲載料完全無料！！

申込は株式会社谷工務店
じもポン担当 松浦まで

（Tel.078-974-7710）
※じもポンに掲載したいとお伝えください。

じもポンはそんな思いから生まれました。じもポンはそんな思いから生まれました。
地元で頑張っている皆様と協力し、地元を盛り上げる地元で頑張っている皆様と協力し、地元を盛り上げる

活動に是非ご協力ください！活動に是非ご協力ください！

TAKE FREE

グルメ・キレイの情報満載

創刊号

令和元年6月1日～11月30日

June
2019

6
ご利用可能期間

地域ガイドマップ掲載

のクーポン集！！
のクーポン集！！

25,000円以上
総
額25,000円以上
総
額

地域の皆様を応援します！

©2013 神戸市西区 No30-022

西区公式マスコットキャラクター

発行部数3000部限定
発行部数3000部限定
発行部数3000部限定

西区･明石
地元応援割引クーポン

神戸市

「谷工務店  じもポン」で検索又は「谷工務店  じもポン」で検索又は
QR コードよりお進みください。QR コードよりお進みください。
※谷工務店 HP 内に掲載されております。※谷工務店 HP 内に掲載されております。

谷工務店　じもポン 検索

神戸市西区・明石の掲載店舗募集！！神戸市西区・明石の掲載店舗募集！！


