
腸内環境を整えて健康な毎日を

いか焼き

気持ちを伝える一筆箋のススメ

エテルノの生前整理サポートサービス
見学会・セミナー・カルチャー教室のご案内

腸内環境を整えて健康な毎日を

いか焼き

知って備えるシニアLIFE

関西いいもん図鑑

ワタシ快適術

撮影協力：チョコレートブランチ

1/26（日）
エテルノ阪急千里

1周年
感謝祭

エテルノ　阪急

冬阪急の信頼と安心のセレモニー
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オーストラリアを中心に活躍する、ショコラティエールの中村有
希さん。彼女が作るボンボンショコラは華やかで、フレーバーの掛
け合わせにも個性が光ります。抹茶や柚子など和のテイストを取り
入れた「ナカムラセレクション」、オーストラリアの伝統食材で作る
「オーストラリアンセレクション」など、大切な人への贈り物に◎。

有名ショコラティエの三枝俊介さんが手がけるショコラ専門
店。50種類ものボンボンショコラや、焼き菓子、ケーキを販売。
店の奥のゆったりとしたサロンで、ティータイムを。「ショコラ3種
とドリンクのセット」（1600円）や、新登場の自家製ココアドリンク
（写真上）など、自分へのご褒美に贅沢な時間が過ごせそうです。

神戸市東灘区岡本2-5-16▽℡078-940-1637▽午前11時～午後6時30分▽
月曜（祝日除く）休　※1月1日・2日休▽阪急岡本駅徒歩10分、JR摂津本山駅
徒歩8分

大阪市北区梅田2-2-22 、ハー
ビスPLAZA ENT 4階 ▽ ℡
06-6341-8081▽午前11時～
午後8時（ラストオーダー午後
7時30分）▽不定休（施設に準
ずる）▽阪急大阪梅田駅徒歩
10分、JR大阪駅徒歩3分

個性が光る華やぎのボンボンショコラ

サロンで楽しむ贅沢ティータイム

冬はチョコレートの味わいが恋しくなる季節。
贈り物や自分へのご褒美にしたいとっておきの品を紹介します。

3

2

2

3

1

1

1 「ナカムラセレクション」（6個入り・2200円）から。
抹茶とホワイトチョコにストロベリーの酸味を加え
た「Green Tea＆Strawberry」（写真手前左）、ス
トロベリー＆ラズベリーの味わい「Wood Berries」
（同右）
2 好みのチョコレート2個&お茶のセット（926円）で
ひと息も。写真は左から「Pistachio&Marzipan」
「Hazelnut Honey」
3 オーストラリアをイメージした明るい雰囲気の店
内。ボンボンショコラは1個300円から販売

1 ポットサービスの「ビーン トゥ ココア」（1500
円）。〝Bean to Bar〟（カカオ豆からチョコレー
トまでを一貫して手掛けること）の工程ででき
る、自家製ココアパウダーを使用するこだわり。
やさしい口どけで、寒い季節にぴったり
2 美しくディスプレーされたショーケース
3 「獺祭　磨き二割三分」使用の「獺祭ショコラ」（6
個入り・2300円）。ビタータイプと塩がアクセ
ントのミルクタイプのセット

Nakamura Chocolate岡本本店 岡本

ショコラティエ  パレ ド オール 大阪 梅田

※価格は一部を除き、税別。

ナカムラ チョコレート

2 3
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チョコレートの製造器を作る企業が、工場内で展開するチョコ
レート専門店。さまざまな原産国のカカオを使った22種類のタブ
レット（板チョコ）や、素材とのマリアージュで生み出される20種類
のボンボンショコラが揃い、香りや食感など、食べ比べも楽しみ。寒
い季節はテイクアウトのホットチョコレートドリンクも人気です。

店主の山川大介シェフは、大阪の有名店「なかたに亭」などを経て独立。お目当て
は、常に5～ 6種類並ぶチョコレートケーキ。目に美しく、独自のアレンジをきかせ
たこだわりの味わいに魅了されそう。オリジナルコーヒー豆やロンネフェルトの紅
茶も販売。店は伊丹酒蔵通りに立ち、散策を兼ねての手土産におすすめです。

豊中市原田中1-17-5▽℡06-6854-
8028▽午前11時～午後7時▽水曜
休▽阪急曽根駅徒歩20分

伊丹市伊丹2-2-18▽℡072-747-8164▽午前11時～午後7時（売り切れ次第閉店）▽月・火曜休▽
阪急伊丹駅徒歩7分、JR伊丹駅徒歩3分

多彩なカカオの魅力に出合える

麗しのチョコレートケーキを手土産に

「明治なるほどファクトリー大阪」
チョコレートの製造工程の見学や
栄養素・健康効果を学べる施設。高
槻市朝日町1-10▽℡072-685-5031
▽午前9時～午後4時▽土・日曜、
祝日、年末年始、その他指定日休
▽見学は要事前予約

「明治なるほどファクトリー大阪」
チョコレートの製造工程の見学や
栄養素・健康効果を学べる施設。高

2

2

1

1

1 人気のボンボンショコラ（各260円）から。真っ赤な
「ルージュ」（写真手前左）はベリーの甘酸っぱさが
特徴。カカオ型の「テオニア」（同中央）はタンザニア
産カカオ75％を使用
2 ルビー、ホワイトフランボワーズの「マンディアン」
（各170円）はひと口サイズ。「飛行機」（400円）、「コ
アラ」（360円）などかわいいロリポップも豊富
3 ピンクの大きなリボンが目印の店舗
※価格は全て税込み

1 ホワイト、ブロンド、ミルクの3種類のチョ
コレートムースを重ねた「B é B é（ベベ）」
（540円・写真手前）
2 オーナ―が集めたアンティークが並ぶ雰囲
気たっぷりの店内

チョコレートブランチ 曽根

パティスリー ラクロワ 伊丹

体にうれしい栄養成分が豊富

3

チョコレートの原料のカカオには、血圧低下、動脈硬
化のリスク軽減などが期待される〝カカオポリフェノー
ル〟と、便通改善効果が期待される〝カカオプロテイン〟
が含まれます。欧米では昔から健康のためにチョコレー
トを食べる習慣があるほど。皆さんも〝1日に25g程度
食べること〟を毎日、習慣づけてはいかがでしょう。
（明治なるほどファクトリー大阪　見学施設長　和田完治さん）
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エテルノ見学会 /カルチャー教室

申込締切 2月5日（水） 定員 100名 参加費  無料

申込締切 2月17日（月） 定員 40名 参加費  無料

申込締切 3月17日（火） 定員 40名 参加費  無料

申込締切  2月22日（土） 定員 40名 参加費  無料

72
白内障手術で乱視や老眼を改善 健康の秘訣は健やかな腸から

講師：遠谷茂氏●遠谷眼科院長、京都大学医学博士、日本眼科学会認定眼科専門医 講師：李淳子氏●近畿中央ヤクルト販売 広報課係長、管理栄養士

　白内障手術では、眼内レンズの進化
で乱視や老眼が改善できるようになり
ましたが、レンズの複雑な構造のため、
これまでにない見え方のトラブルも出
現してきました。より良い見え方を得る
ためのポイントをお話しします。

　健康な身体を手に入れるためには、
腸内環境を整えることが大切。腸の働
きや、免疫力を高める秘訣などについ
てお話しします。腸や便についてお悩
みの方、腸活にご興味のある方はお気
軽にご参加ください。

10:00～11:00
11:15～12:15

第一部

第二部 セミナー
生前準備セミナー 10:00～11:00

11:15～12:15
第一部

第二部 セミナー
生前準備セミナー

193 木

仏像鑑賞入門「仏像鑑賞のいろは」 『クレモナ』モダンタンゴ・ラボラトリによるコンサート
ピアソラの真髄に迫る

講師：泉本由紀氏●阪急交通社 添乗員 奏者：左から久保田ひかり（ピアノ）、松田あやめ（ホルン）、森脇ゆき（フルート）

　仏像は何のために造られ、どこから
やってきたのか？　仏像を造った人と
は？　など、仏像鑑賞の基礎をご案内
します。「如来・菩薩・明王・天」の見分
け方などを、「京都・観光文化検定2級」
有資格者がわかりやすく解説します。

　「リベルタンゴ」で有名な
バンドネオン奏者「アスト
ル・ピアソラ」。その音楽を
専門とする国内唯一のプロ
の木管室内楽団「クレモナ」
が、皆さまをピアソラの音
楽の世界へと誘います。

10:00～11:00
11:15～12:30

第一部
第二部 セミナー

生前準備セミナー 10:00～11:00
11:15～12:15

第一部

第二部 コンサート
生前準備セミナー

192 水

金

申込締切
2月6日（木）

定員
20名

参加費（税込み）
一般…1000円
会員…500円

申込締切
2月17日（月）

定員
20名

参加費（税込み）
一般…2000円
会員…1500円10:30～12:00

カルチャー教室

春メイク !!一足先に春よ来い !! フェイクスイーツの
ゼリーパフェを作ろう

エテルノ見学会
　お葬式の生前準備について考えてみませんか。いざというときには
慌ててしまい、お葬式が終わってから後悔することも少なくありませ
ん。生前準備のポイントをご紹介するとともに、お葬式の流れや葬儀
費用についてもお話しします。

第一部

過
去
開
催
の

見
学
会
の
様
子

生前準備セミナー

「いざというとき
慌てないための生前準備」

　メイクアップから春色になりませんか？　アンチエイジング対
策のベースメイクのコツをはじめ、ご自身で簡単にできる、お手軽
春色メイクのポイントをお伝えします。
【持ち物】ご自身のメイク道具（貸し出しも行います）
講師：高木乃子氏・横田瑛子氏●Total Beauty Salonホットマミーグループ主宰

　身近にある材料で、本物に似せたおいしそうなゼリーパフェを制
作。アイス・プリンも手作りし、たっぷりクリームを絞って、フルーツ
などをトッピングします。お好みでメモスタンドにもできます。
【持ち物】ウエットティッシュ・（汚れが気になる方は）エプロン
講師：くまさかよしえ氏●フェイクスイーツ&アクセサリー　Pink velvet（ピンク
ベルベット）主宰

★イベント当日にご入会の場合でも会員価格でご参加いただけます。

木2 13
10:30～12:30

振休・月2 24

振休・月2 24

※イメージ

※
作
品
例

※見学会の時間が変更になりました。ご注意ください。（軽食はありません）
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阪急千里1周年 /エテルノセミナー /会館オープンデー

●  4～ 5ページ掲載の各種イベントへの参加申し込み方法は8ページをご参照ください。
●  参加申し込みは、先着順とさせていただきますので、お早めにお申し込みください。
● キャンセルの場合は、事前にご連絡をお願いします。
● 開始が遅れますと、ほかの参加者のご迷惑となりますので、開始時刻には余裕をもって
お集まりください。

● エテルノ池田には係員が常駐しておりません。イベント開催日時以外でご見学希望の方
は、右記までご連絡をお願いします。

エテルノセミナー

　エテルノ阪急千里は、おかげさまで開業1
周年を迎えます。皆さまのご愛顧に感謝して、
「1周年感謝祭」を開催。家族葬についてのセ
ミナーや、各種体験ブース、販売コーナー、ハ
ズレくじなしの大抽選会も行います。ぜひお
気軽にご参加ください。

各種イベントのお問い合わせ・申し込み  0120-661-033

　最近、家族葬を希望する方が増えています。一般的な葬儀との違いや
家族葬を行う際のポイント、注意点などについてお話しします。家族葬
の正しい情報を知って、お葬式について考えてみませんか。テーマ以外
のご質問にもお答えしますので、お気軽にご参加ください。

1級葬祭ディレクターによるセミナー
「家族葬」

第一部

葬祭サービス エテルノ　 0120-01-3242

会館オープンデー
　館内のご見学、ご葬儀の相談や見積もりなど承ります。下記以外の日
時でご来館をご希望の方は、 0120-01-3242へご連絡をお願いします。

申　込 不要 無料参加費

1/15㊌1/21㊋2/13㊍2/19㊌3/7㊏3/29㊐各日10:00～15:00
毎日 9:30～18:00
毎日 10:00～16:00
毎日 10:00～16:00

申込締切
2月28日（金）
定　員
100名
参加費
無料

申込締切
3月11日（水）
定　員
40名
参加費
無料

申込締切
1月30日（木）
定　員
40名
参加費
無料

10:00～11:00第一部 セミナー「家族葬」
11:15～12:15第二部 セミナー

10:00～11:00第一部 セミナー「家族葬」
11:15～12:15第二部 セミナー①②

10:00～11:00第一部 セミナー「家族葬」
11:15～12:15第二部 セミナー

　遺産分割の方法を誤ってしまうと、相続人の
間でトラブルになる可能性も。相続人全員が納
得できるような知恵と税金
対策についても解説します。
セミナー後、個別相談会も開
催します。

　終活として、また今後の生活をより過ごしや
すくするために、ご自宅の片付けやお墓につい
て考えてみませんか。約30分ずつ、2つのミニ
セミナーを実
施します。

　お金の不安を解消し楽しい老後生活を送る
ため、今からできることとは？　何もしてない
のに大切な資産が目減りし
ていく現代、資産寿命を延
ばし人生100年時代を生き
抜くために、誰にでもできる
対策や裏技をお話しします。

阪急阪神不動産タイアップセミナー
相続財産分割の知恵と相続法改正

“幸せの老い支度”生前整理セミナー
～知って得するお片付け術～
最近のお墓事情～永代供養と墓じまい～

①

②

聞くだけでまるもうけ！
今日から始める人生100年プラン

講師：吉田博一氏●吉田博一税理士
事務所代表、行政書士オアシス相
続センター代表

講師：①徳王美紀氏（写真左）●LIFE FIX
整理収納サービス代表、ハウスキーピン
グ協会整理収納アドバイザー②金曽久
純氏（同右）●加登 営業推進部　

講師：鈴木重愛氏●ファイナンシャルプランナー／マネー
ドクター（FPパートナー）

13 日

133 金

12 土

エテルノ阪急千里　1周年感謝祭

▼午前: 10:00～ 10:30
▼午後: 12:30～ 13:00

（午前・午後ともに内容は同じです）
◆セミナー「阪急の家族葬」

血管年齢測定（無料）
入棺体験（無料）
念珠作り体験（会員無料・一般500円）

◆体験ブース
◆ハズレくじなし大抽選会9:30～14:00

日1 26 ※一部体験コーナーは有料

申　込 不要
参加費 無料

※イメージ
フラワーバイキング
新鮮野菜・フルーツ
線香・ローソクなどの仏具

◆販売コーナー
（13:30まで。売り切れ次第終了）

★お好きな時間にご来場ください。
★当日は駐車場はご利用いただけません。公共交通機関
　をご利用ください。
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エテルノ倶楽部からのお知らせ/知って備えるシニアLIFE

　お墓じまいの検討、実家の片づけをしたいなど、お
困りごとはありませんか？　エテルノでは、専門家が
皆さんの悩みを解消するお手伝いをいたします。
　生前整理とは、亡くなった後に残された家族が困ら
ないように、自宅や家財、お墓・お仏壇の整理などにつ
いて元気なうちに準備をしておくことです。ご利用の
流れは、まずはエテルノに連絡を。その後、専門家との
ご相談・現地確認や見積
もりを経て、作業開始と
なります。相談・現地確認・
見積もりは無料。見積もり
までのご依頼もお受けし
ます。まずは電話で気軽
にお問い合わせください。

　一般的に男性はおなかがゆるく、女性は便
秘がちだといわれますが、皆さんはいかがで
すか？　便の様子で腸内の状態がわかるの
で、ぜひ自分の便を観察してみてください。形
がバナナ状や半練り状、黄褐色から薄い茶色
であまり臭わないのが、理想的な便です。
　小腸では食べ物を消化、栄養分を吸収し、
大腸では水分を吸収して便を作ります。腸に
はおよそ1000種類、約100兆個の菌がすみつ
き、それらは乳酸菌やビフィズス菌などの体
に良い菌と、ウェルシュ菌などの悪い菌、中間
的な菌に分けられます。口から入る病気の原
因となる細菌やウイルスから、体を守るのも
腸の役割といわれています。

　健康維持のためには、良い菌を増やし、悪
い菌を減らして腸内環境を良好に保つことが
大切。腸内環境を整える生活（別項参照）を心
がけましょう。

　「プロバイオティクス」という言葉を、最近
よく聞くようになりました。これは腸内環境を
整える微生物のうち、生きて腸に到達できる
有用な微生物を指し、1989年にイギリスの微
生物学者によって定義されました。
　代表的なものに乳酸菌やビフィズス菌があ
り、これらには腸の働きを助け、免疫調節作用
があるとされます。店頭にはプロバイオティク
ス入りのさまざまな飲料やヨーグルト、サプ

リメントなどが並んでいるので、取り入れる
のも一つの方法。健やかな腸で、若々しく健康
な毎日を過ごしましょう。

エテルノの生前整理サポートサービスをご利用ください

※ご入会には背表紙の入会申込用紙もご利用いただけます。

　人が生きていく上で大切な役目を果たしている

「腸」。腸も年齢を重ねるとともに老化するといわれて

います。健やかな毎日を維持するためのアドバイスを、

近畿中央ヤクルト販売の李淳子さんに聞きました。

腸内環境を整えて健康な毎日を
●教えていただいたのは
近畿中央ヤクルト販売

李 淳子さん
総務統括部広報課係長。管理栄養士。
工場見学や講座の開催など地域広報
活動に携わる。

便の観察で腸内チェック

乳酸菌やビフィズス菌を取り入れて

シニア
LIFE

知
って備える

腸内環境を整えるポイント

●暴飲暴食を控え、和食などバランスの
　良い食事を摂る（肉食に偏らない）

●適度な運動をする

●睡眠をしっかりとる

●ストレスをためない

エテルノ倶楽部 入会金3,000円（税込み）年会費・積立金など一切不要
エテルノ阪急千里 1周年

入会金無料キャンペーン
（2020年 1月～ 2月末）

※李さんのお話をより詳しく聞きたい方は、
3/19㊍エテルノ仁川「見学会」（詳細は4ページ）
にご参加ください。

◆ホームページ エテルノ倶楽部

◆資料請求　エテルノ倶楽部事務局
　 0120-661-033 平日9:30～17:30（土・日・祝日を除く）

詳しい内容・資料請求・ご入会申し込みは

※相談は無料ですが、個別の手続きには費
用が発生します。

エテルノでご葬儀をされた皆さまへ

相談無料の「相続手続き
サポートサービス」
　葬儀後の手続きや相続について、
司法書士、行政書士、税理士ら専門家
がサポート。遺産分割方法の提案か
ら、不動産や預貯金の名義変更、税務
申告まで、窓口一つのワンストップ
サービスでお手伝いいたします。まず
はご相談ください。

◆ お墓やお仏壇のお引っ越し

◆ 納骨先の紹介
　（永代供養墓、納骨堂、樹木葬、霊園など）

◆ ご遺骨の一時お預かり

◆ お墓じまい

◆ お仏壇じまい（買い替え、廃棄処分）

◆ お仏壇の一時お預かり

◆ ご自宅の家財の分別・処分

◆ 施設・転居先などへのお荷物の搬出

◆ ご自宅の片づけ・清掃

サービス例
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関西いいもん図鑑 /ワタシ快適術

　1日平均約8000枚を売り上げる、阪神
名物「いか焼き」。1957年、スナックパー
クの前身である「おやつセンター」誕生時
に、販売がスタートしました。最初の価格
は、阪神電車の初乗り料金と同じ10円。当
時から連日行列のできる人気店だったと
いいます。
　「秘伝のダシと小麦粉、カットしたイカ
を専用の鉄板で挟んで一気に焼きあげ、
特製ソースを塗って完成させます。モチモ
チとした食感とうま味が口に広がり、何枚
でも食べたくなるおいしさです」と東原さ
ん。現在では卵と一緒に焼きあげた「デラ
バン」、卵とネギを入れたあっさりしょう
ゆ味の「和風デラ」などバリエーションも

増え、冷凍食品も大阪土産として人気に。
2014年には「大阪産（もん）名品」に認定。
大阪を代表する味わいと認められました。

　売り場では楽しいエピソードも。「ジャ
ンボ宝くじの販売時期に、大阪駅前第4ビ
ルの特設会場の列と間違って、いか焼き
の列に並んだお客さまがおられました。お
客さまの〝バラ○○枚〟という言葉を、店
員が〝デラ○○枚〟と聞き間違え、互いに
気づくのが遅くなったことも」と東原さ
ん。また、「阪神タイガースファンのお客さ
まの表情から、試合結果がすぐわかるの
も、この売り場ならでは」とも。
　新たな取り組みとして、松茸いか焼き、
めんたいチーズ、あおさいか焼き、梅わ

さびなど、遊び心のあるいか焼きも販売。
「100年後、それ以上先にも残したい大阪
の味であり続けられるよう、努力を続けて
いきます」と話してくれました。

色やデザインなど、一筆箋の
種類は豊富（写真は寿さんの
私物）。和紙の一筆箋に、筆ペ
ンで書くのもおすすめです

関
西 図鑑

第12回 「いか焼き」

写真手前から「いか焼き」（テイクアウト152円、
イートイン154円・全て税込み）をはじめ、「デ
ラバン」「ネギいか焼き」「和風デラ」などがライ
ンアップ

　阪神梅田本店スナックパークの「いか焼き」は、長年愛され

る大阪の味。製造・販売する栄食品の東原藍さんに聞きました。

遊び心あふれる新テイストも提案

気
持
ち
を
伝
え
る

一
筆
箋
の
ス
ス
メ

　一筆箋は、相手へ気軽に気持ちを伝えることができ

る便利なツールです。書き方のコツなどを、池坊短期

大学教授の寿マリコさんに聞きました。

●教えていただいたのは
池坊短期大学環境文化学科教授

寿マリコさん
池坊短期大学環境文化学科長。ビジネス
マナーについての講演を行うほか、情報
サイト「All About」でビジネスマナーの
ガイドもつとめる。
https://allabout.co.jp/gm/gp/1768/

　一筆箋とは、短冊形の細長い便箋。手紙よりも気軽
に書けて、「ひと言気持ちを伝えたい」ときに活用でき
ます。季節の挨拶やお土産、お裾分けなどの品物に添
えて、また、借りたものを返却するときなどに書いて
みてはいかがでしょう。手書きのぬくもりが伝わり、
印象もアップしますよ。
　一筆箋には、さまざまなデザインがあります。縦書
きでも横書きでもOKですが、目上の人にはシンプル
な柄の縦書きにするなど、相手に合わせた用紙選び
を。キレイに書くコツは、あらかじめ全体の文字数や
バランスを考えることから。適度に改行して余白を作
るのがポイント。文章が多くなるようなら、2枚に分
けて書きます。基本的に封筒は不要ですが、内容を見
られたくないときや、2枚になるとき、丁寧な印象に
したいときは封筒に入れるとよいでしょう。

適度に改行、余白を作るのが
キレイに書くポイント

ワ
タ
シ

ワ
タ
シ

ワ
タ
シ快

術
適

1日8000枚を売る“大阪産（もん）”

●「拝啓」「敬具」などの
　頭語・結語は不要
●宛名、挨拶、本文、結び、
署名の順に書きます

書き方のポイントは
ココ！
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見学会 人数 セミナー 人数 カルチャー 人数

□
2/7（金） 名

□
3/1（日） 名

□2/13（木） 名

□2/24（振休・月） 名

□
3/19（木） 名

□
2/1（土） 名

─ ─

□
2/19（水） 名

─ ─ ─ ─

□
2/24（振休・月） 名

□
3/13（金） 名

─ ─

※エテルノ倶楽部会員の方は、会員番号と氏名のみご記入ください。
★会員以外の方は、その他の項目もご記入ください。

この方向にファックスしてください

エテルノ倶楽部　イベント申込・入会申込用紙

【株式会社阪急メディアックスが取り扱う個人情報について】
　株式会社阪急メディアックスが、エテルノ倶楽部NEWS申込用紙で皆様からお預かりした個人情報は、当社が責任を持って管理します。当社への催しのお申し込み、プレゼントやアンケートのご応募、
資料請求でいただいた個人情報は、お申し込み内容の確認や案内の連絡、当選賞品や資料の発送のみに使用します。また、アンケートなどの集計結果は個人を識別できない形にデータ処理をし、当社
の事業活動に使用します。当社では、ご本人の承諾のない限り、収集した個人情報を前述の目的以外に使用、第三者に提供することはありません。

〈イベント申し込み〉 （先着順）

エテルノ倶楽部入会の申し込み
※入会ご希望の方には、別途申込用紙をお送りします。入会を希望します

エテルノ倶楽部会員番号

葬祭サービス「エテルノ」へのお問い合わせ
24時間・年中無休便 利 な 阪 急 の 葬 祭 会 館 は こちら

平日9：30～17：30（土・日・祝日を除く）
0120-661-033
0798-66-8836
〒663-8202　西宮市高畑町2-27
株式会社阪急メディアックス
「エテルノ倶楽部事務局」

各種イベントのお問い合わせ・お申し込み

https://www.eterno.jp
ホームページからも
各種お申し込みできます

〈発 行〉㈱阪急メディアックス　〒663-8202 西宮市高畑町2-27　 0120-661-033　FAX.0798-66-8836　https://www.eterno.jp　〈制作協力〉サンケイリビング新聞社
2020年冬号 ●次回 エテルノ倶楽部NEWSの発行は2020年4月の予定です

宝塚市仁川北2-1-24
（阪急仁川駅から徒歩約3分）
TEL.0798-51-0983

吹田市古江台6-1-50（阪急山田駅から徒歩約
6分・大阪モノレール山田駅から徒歩約4分）

TEL.06-6836-6988

池田市綾羽2-5-16
（阪急池田駅からバス約5分）
TEL.072-750-1333

西宮市高畑町2-25
（阪急西宮北口駅から徒歩約7分）

TEL.0798-66-6622

NNN N

阪急神戸線

山手幹線

GS

至171号線至宝塚

至今津

阪急西宮
ガーデンズ

西宮北口駅

自動車学校
敬愛会病院

芸術文化ｾﾝﾀｰ

至宝塚 至大阪梅田阪急宝塚線
池田駅

五月山公園

大廣寺●

バス停

体育館● 箕面池田線

●池田市役所

至伏尾

モノレール

中国自動車道
中央環状線 マツダ

至北千里

至淡路

弘済院
附属病院

山田駅

GS

コーナン

Dew
阪急山田

173

176

名神高
速

仁川橋

小仁川橋

至宝塚

至西宮北口

阪神競
馬場

●

ロータリー

さらら
仁川北館

●
仁川交番

●

エテルノ倶楽部に入会すると葬儀基本料金の割引も

詳細は｢エテルノ倶楽部事務局｣へ
0120-661-033  平日9:30～17:30（土･日･祝日を除く）

●葬儀基本料金の20％引き
●互助会解約手数料の一部負担
●エテルノ主催イベントの参加費優待
●信託銀行、税理士、司法書士など
　専門家の紹介

●仏壇・仏具の割引
●遺品整理などの葬儀後サポート
● 阪急阪神東宝グループ各社の特典
　（ホテル、旅行、不動産など）
●阪急沿線のお出かけに便利な特典

❶お申し込み　上段の申込用紙またはホームページ
〈入会方法はカンタン〉

年会費・積立金など一切不要
エテルノ阪急千里
1周年キャンペーン( )

2020年1月～
2月末まで入会金  無料

❷入会金お支払い　詳細はお問い合わせください
❸手続き完了　会員証を送付します
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