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r阪急西宮ガーデンズ｣ NlLラLflEtT,?で･†A

全出店テナントが決定しました!

阪急電鉄では､ 2 00 8年l lJJド旬に開業をT,定している西日本般人のショッピングセンター｢阪急丙'由'

ガーデンズ｣の令.tJ,FfJテナントが決まりましたo

｢阪急幽宮ガ--デンズ｣の核テナントとして､本格的な.V.揃えの｢阪急H'J矧#｣､阪神開最人の12スクリー

ンを擁するシネマコンプレックス｢TOl10シネマズ西宮Os｣､デイリーーニーーズにお応えする総合スーパー｢イズ

ミヤ｣と､ 7つの人jiLJ_中門)八が出店することはすでにご報告のとおりですが､今般､関西初出店の6 9店舗を

含む全2 6 8店舗が決定いたしましたo　卜質でバラエティ豊かな晶揃えとサービスで､ H々のお買い物から､

特別なE]の記念の晶まで､様々なシーーンとニーズにおl止､えしますo

また､この開業に先＼(I'ち､オフィシャルホ--ムページを9｣｣ 3日(水)に開設いたします｡

なお､ ｢阪急西宮ガーデンズ｣に川.店する中門店モールの概柴はつぎのとおりですo
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1.フロアイメージ

2.専門店モールの特徴

高感度都市型ファッション･ファッション雑貨

｢バナナリパブリック｣や｢ディーゼル｣などのインターナショナルブランドから､カップルでお買い

物を楽しんでいただける｢シップス｣や｢ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング｣など

の都市型カジュアルファッションなど､人気のファッションブランドが集結｡芦屋で人気の｢キュードパ

リ｣､パリに次ぎ国内初出店となる｢NorieM｣など上質なセレクトショップも充実しています｡

キッズ関連店舗･サービス

お子さまはもちろん､お母さまも一緒にコーディネートを楽しんでいただける｢リプラティ　シップス｣

や｢シリリュス｣などのファッション店のほか､テーマ型アミューズメント｢ハローキティのドレミファ

島｣といったお子さまが安心して遊べる店舗も出店いたしますC

インテリア･ライフスタイルショップ

｢ダブルデイ｣や｢カリモク60｣など日々の生活を豊かにする､高感度なインテリアショップの集積に加

え､キッチン雑貨や自然派化粧品なども充実｡五感に響くライフスタイルを提案しますo

l　ビユーティ関連1

ゆったりとした気分でキレイになれるリラクセーションサロン｢ブリリアンデイスパ/アイ　フラッシ

ュ｣や､梅田で人気の-アサロン｢corso｣など､美しさをトータルプロデュースしますo

l文化･趣味】

手芸用品の｢マルグリットホビーラホビーレ｣やスタジオ併設の楽器店｢two-five｣など､初心者から

プロ級の方々までご満足いただける品揃えの店舗や施設を取り揃えています｡
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l飲食･食品l

●ダイニングレジデンス(4階レストランゾーン)

スカイガーデンに面したエリアでは､本格イタリアン｢トラットリアコルティプォ-ノ｣や､青山

で人気のハワイアンレストラン｢h4uu Muu I)1nef｣など､自然を感じながらゆっくりとお食-*Jを楽し

んでいただけます｡宴酬削こ本店を構えるカレーうどん即日店｢LR･鴨l■J~奈)i｣や鹿児島直送の恩豚料

理｢遊食豚彩いちにいさん｣､ ,AJRで人知)チャイニーズ｢r)RAGON lそEl) RrVER｣などは関村初IW占で

すr,

●その他

北欧のインテリアが糸敵なカフェ｢-ルシンキベーカリー｣や女性に人気の｢アフタヌーンティテ

ィ一一ルーーム｣などカフェが充実しているほか､地元で人気の自然派ベーカリーー｢r1-ゲンマイヤー｣の

無添)JHパン､ ｢セルフイユ軽｣l沢｣の刊1…りジャムなど､鯨臼の食中を盟かに彩る店舗が揃っています0

3.オフィシャルホームページの開設

http://nlShinomlya-gardens.com (9)1 3日I O OO開設)

《ご参考》 l阪急幽宮ガ-ーデンズ｣の施設概要

所在地 兌ｩ�侈y�ﾈｷｸ�8ﾘ(鉑*ﾃ�IMC(ﾘh-�*��

アクセス 迭�ｷﾙ�ｩ5:)�YI"ﾉfｴﾄh陽8.h.�6h6(4ﾈ,Y+ﾈﾈｲ�6h6(4ﾈ,�,ﾘ8��ｸ7(984�4X4��ｸ4�/��
設置します) 

建物階層 �&��3H､ｸﾎⅸ自YCX､ｹ5ﾂ�Bt�?��ﾉ?逸H�ｨ/��*ﾒ��

敷地面積 冩�s�ﾃ����4ﾒ�

建築南棟 冩�SRﾃ����7b�

延べ床面積 冩�#Crﾃ���ﾓ"�

岱貸ltl]L積 冩���rﾃ���'&由�

店舗数 �"�*C�5云ﾂ�

駐車場 冩�2ﾃ����B�

以上

【ニュース川一相川先】育灯クラブ､近畿電鉄記者クラブ､人阪南L記者会､ &J馴⊥政記者クラブ

【添付資料】 ｢阪急西宮ガ一一デンズ｣テナントリスト
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【参考資料】阪急西宮ガーデンズテナントリスト

1枚 �5云ﾂ�5云ﾉkﾂ�会社名 倚Iz��新薬鎚 亊i�ﾂ���5��兵陳県 初出店 ��ﾈｷｳveB���5��

1 2 3 宙嵎���ﾈｷｸﾞ8ｷﾒ�485�7�8B� 儷8无5���ﾘﾘx5ぺ7��ｲ� �� ��ｲ��ｲ�

●フ �4�685h8�92�7H4�6(5h8x98�(�2�5洩ﾇFﾉkﾂ���会社名 俤稲ﾒ�新常態 亊i�ﾂ���5��兵庫県 初出店 ��ﾈｷｸ�2���5��

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 i小 17 1B lD ～0 部Ue2�42ﾒ�9H5ｒ�乘H�檍��8��ｸ8ｸ6��ｩH�檍���Y���エイシヨン �8ﾈ6h4(5り8�985��8ﾈ6h4(5��5h8X�ｸ5��○ ○ ��｢��｢��｢��｢�〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ��｢��｢��｢��｢��｢��｢��｢����｢��｢��｢��｢��｢��｢��｢���ﾒ�

株式会社アズノウア 株式会社ナイスク 株式会社アイウオ 株式会社イウチ 株式会社ワ-ルド 株式会社レ1.カズ 株式会社サンエ- 株式金手土エフタイ 株式会社ポイント �5��8�6(7b�ﾘ8��7�6X4(�ｸ5��92�8��レディス レディス シューズ 靴下 レディス レディス レディス レディス レディス 

株式会社クロス力､ 株式会社キヤン �6ﾘ6�?�ﾒ�レディス 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 37 38 38 �&�vｈ8�7B��冲ﾈﾌ�檍��8�7H6�6�����檐GH4x986�8ﾂ�ｩH�檍��-�,ﾈ."�一一ド.ボップ ヒル ス ツクス �8ﾅDｨ485��8ﾈ6h4(5��8ﾈ6h4(5��4�4�5ｨ5H8ｨ�ｲ�4�4�5ｨ5H8ｨ�ｲ�8ﾈ6h4(5��○ ○ ��｢��｢��｢��｢�〇 〇 〇 0 〇 〇 0 ������｢����｢��｢��｢��｢��｢��｢��｢��｢����｢��ｲ��ｲ�*ﾘ,"�

株式会社キャビン 株式会社ポイント 株式会社coQUL 株式会社菅田 株式会社コ-エン �6慰�8��8�ｨ8ｲ�8ﾈ5rｲ����檍���R�ﾘ8��6(4�5��レディス インナーウエア レディス レディス.メンズ レディス.メンよ レディス ジュエリー レディス レディス レディス レディス 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5D H 52 53 54 55 56 57 58 59 6〔) 61 62 63 64 65 68 噺筏ｲ�9�4ﾂ��乘H�檠��7�5H7ﾘ92�ｩH�檍��4x8�6R�ｩH�檍��5ｸ8ﾘ42�ｩH�檍��7�8ｲ�ｩH�檍��8h6�42�ｩH�ｾ�詹7�8�8ｲ�､9�ﾉ>ﾉ�ﾈｩH�橙�ｩH�檍��8�4X92�ｩH�檍��4�ﾘ6��ｩH�檍��7ﾘ8ｸ42�ｩH�檍��蓼ｺhⅲ�ｩH�檍��4�8ﾘ5��ｩH�檍��6��ｸ92�ｩH�檍��6h8h8��ｩH�檍��78�ｸ6��ｩH�檍��8定4x5��ｩH�檍��4�8�7B�ｩH�檍��ﾔ�484��ｫx�檍��7(�ｸ6r�ル ーナショナル ��ﾈ*ﾘ685��5h8X�ｸ5��6�6(4��4�4�5ｨ5H8ｨ�ｲ��8ﾈ6h4(5�� ��｢��｢����｢��｢����ｲ��ｲ�0 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ��｢��｢��｢��｢��｢��｢��｢����｢������｢��｢����｢��｢��｢��｢��｢������｢��｢��｢��｢��｢��｢�

CO｣ unltO GRAS ivory AIsO JIN■S 印( URB C○l¶ VtSA GEN 8arth Prom DUR PEA L'E gTarl A&F STU G-. ���4�8�6ｨ5ｒ�4892���2�6X8h8�5ｒ��6�4�8ﾘ�ｸ5��8��4�5��4x6ｲ�6�4X6r�6ﾘ5H�ｸ6��8�5�8(�ｸ6��7�?�爾�8�92���4x7B�レディス レディス.メンズ レディス.メンズ レディス.メンズ メガネ メンズ レディス一メンズ レディス.メンズ メンズ レディス一メンズ レディス.メンズ レディス レディス レディス インア-ウエア レディス レディス.メンズ レディス.メンよ レディス.メンよ 
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■フ �5云ﾉkﾂ�会社名 ��8,ﾒ�新薬鮎 亊i�ﾂ��GFﾉ5��兵庫県 初出店 ��ﾈｷｸ�2���5��

87 �� �5h8X�ｸ5�� ��○ ��ｲ�

68 ��株式会ネ土玉局 �8ﾈ6h4(5��○ ��ﾂ��() ��ﾂ��

60 番��ﾂ�7ﾘ4�5鋳�株式会社F.l.ら 册育�� ��○ ��ｲ�

70 ��阪神商串株式会社 �8ﾈ6h4(5��○ ��ｲ�Cl ��ｲ�

71 ��輸式会社イウチ �� �� ��ｲ�

72 �� �8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

73 �� �8ﾈ6h4(5�� �� ��

74 �� �8ﾈ6h4(5�� �� 窒��

75 ��FR宙4x6R�� �4�4�5ｨ5H8ｨ�ｲ� �� ��ｲ�

78 �� �8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

77 �� �8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

78 �� �8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

79 ��株式会社パル �8ﾈ6h4(5�� ��○ ��ｲ�

80 �� �8ﾈ6h4(5�� ��ﾂ��() ��ｲ�

81 ��株式会社ヰノセント �� �� ��ｲ�

82 �� �6�6(4�� �� ��ｲ�

83 �� �8ﾈ6h4(5�� ��○ ��ｲ�

84 �� �8ﾈ6h4(5�� �� ���

85 �� �8ﾈ6h4(5�� ��○ ��ｲ�

86 �� �4�4�5ｨ5H8ｨ�ｲ� �� ��ﾂ��

87 �� �8ﾈ6h4(5�� ��○ ��ｲ�

BB �� �8ﾈ6h4(5�� ��○ ��ｲ�

89 �� �8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

90 �� �8ﾈ6h4(5��⊂) 窒��○ ��ｲ�

91 �� �8ﾈ6h4(5り8�985�� ��○ ��ｲ�

92 �� �� �� 窒��

93 �� �8ﾈ6h4(5り8�985�� �� ��ｲ�

94 �� �8ﾈ6h4(5り8�985�� �� ���

95 �� �8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

98 ��株式会社阪急百貨店 ��○ ��ｲ�⊂) �*ﾘ,"�

97 �� �4�4�5ｨ5H8ｨ�ｲ� �� ��ｲ�

98 �� �� �� ��ｲ�

9g �� �8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

100 �� �5h8X�ｸ5�� ��ｲ�○ ��ｲ�

10ー �� �8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

1D2 �� 倬霽b� �� ��ｲ�

103 ��株式会寸土プア=- �4X4x5�5�99U(旆� ��○ ��ｲ�

104 �� �8�985定8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

1OS �Dﾇ2�488ｲ��株式会社エル ��ﾈ*ﾘ685�� ��○ ��ｲ�

106 �� �� �� ��ｲ�

107 �� �8ﾈ6h4(5り8�985�� ��○ ��ｲ�

108 �� �8ﾈ6h4(5り8�98.b� �� ��

109 �� �8ﾈ6h4(5り8�985�� �� ��ｲ�

110 ��株式会社上野同会 �� ��○ ���

十ト �� �8ﾈ6h4(5り8�985�� ��○ ��ｲ�

112 ��栄光商事株式会社 �8ﾈ6h4(5り8�985�� �� ���

113 �� �8ﾈ6h4(5り8�985�� ��ﾂ��○ ���

114 �� �8ﾈ6h4(5�� ��○ �*ﾘ,"�

115 �� �48986��ｸ4X4x4�� �� ��ｲ�

116 �� �� ��⊂) ��ｲ�

117 �� �8ﾈ6h4(5�� ��ｲ�○ ��ｲ�

110 �� �� �� ��

119 �� ��○ ��ｲ�○ ��ｲ�

120 番ｴRさ�B�� �4ﾈ6(5�� �� ���

121 �� �4ﾈ6(5�� �� ��ｲ�

122 �� �4ﾈ6(5�� �� ��ｲ�

123 �8�4ｸ6ﾈ,ﾈ5�6處ﾒ� �8�4ｸ6ﾂ� �� ��ｲ�

124 �� �8ﾈ6h4(5�� �� ��ﾂ��

125 �� �5h8X�ｸ5�� �� ��

126 ��株式会社タカキュー �8ﾈ6h4(5り8�98.b� ��ｲ�○ ��ｲ�

127 ��株式会社三食 �5x8X4x8ｨ�ｲ� ��ｲ�○ ��ｲ�

128 �� �8ﾈ6h4(5��○ ��ｲ�○ ��ｲ�

129 �� �8ﾈ6h4(5�� ��ｲ�○ ��ｲ�

130 �� �8ﾈ6h4(5�� ��ｲ�○ ��ﾂ��

131 �� �8ﾈ6h4(5�� �*ﾘ,"�○ ��ｲ�

132 ��株式会社銀座マギー �8ﾈ6h4(5�� ��ｲ�○ ��ｲ�

133 ��株式会社クレヨン �8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

134 �� �8ﾈ6h4(5�� ��○ ��ﾂ��

千.lチ �� �8ﾈ6h4(5�� ��ｲ�○ ��ｲ�

138 �� �8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

137 �� �8ﾈ6h4(5��0 ��ｲ�○ ��ｲ�

138 ��株式会社キング �8ﾈ6h4(5�� �� ��ﾂ��

139 仞(ﾜ�*�,ｸ-ﾈ,"�株式会社かねまつ �5h8X�ｸ5�� ��○ ��ｲ�

140 ��大阪産業株式会社 �4�4�5ｨ5H8ｨ�ｲ� �� ��ｲ�

ー41 �� �8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

142 �� �8ﾈ6h4(5�� ��○ 宙�ﾒ�

ー4く】 ��株式会社ロリサ �8ﾈ6h4(5�� �� ��ｲ�

144 ��株式会社金子真珠 �5x8X4x8ｨ�ｲ�0 ��ｲ�⊂) ��ｲ�

145 ��株式会社ポニー �8ﾈ6h4(5��○ ��ｲ�○ ��ｲ�

148 �� �8ﾈ6h4(5り8�985�� �� ���

147 �� �8ﾈ6h4(5り8�985��○ ��ｲ�く) ��ｲ�

148 �� �8ﾈ6h4(5�� ��○ 窒��

149 ��株式会社オプト商緒 �8�4ｸ6ﾂ� ��○ ���

150 �� �4�4�5ｨ5H8ｨ�ｲ� �� ��ｲ�

151 �� ��○ ��ｲ�0 ��ｲ�

152 �� �4�4�5ｨ5H8｢ﾒ鞴x旆� ��○ ��ｲ�

153 154 ��株式会社クイ-ポ �5h8X�ｸ5�� ���○ ��ｲ�
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mn k,u
●生 �5云ﾉkﾂ�会社名 ����白ﾇEd��関西 初出店 兌ｨﾌ侈r���5��酉電市 初出店 

1 ��ﾄ�､��7h8�9B�� 冲�?ﾉ�hｨ井x旆��� ��○ 

2 �� �6�8�43x98及�ﾒ��� ��○ 

3 ��株式会社横綱 �4ﾈ888�4�5��ｸ艀旆��� ��0 

4 �� ��賃 �� �� 

5 �� �6��ソグストア �� �� 

6 �� ��貨 ��○ ��ｲ�0 

7 �� ��品 �� �� 

8 ��株式会社たち古 ��貸 �� ��○ 

9 ��換武重牡さが典 ��貨 �� ��⊂) 

10 �� �ｸ�V���� �� 

ll �� 偃泳�V���� ��ｲ�○ 

12 �� ��hｨ�&��ﾒ��� ��○ 

ー3 �� ���� ���○ 

ー4 �� �48986X8ｨ4����○ 飛�○ 

15 �� �48986X8ｨ4���� ��() 

18 �� �ｸ��蕀V���� �� 

17 �� ���� ��○ 

18 昧�ﾖ���6�6鋳� ��hｨ��x旆���○ ��ﾂ��0 

TO �� ��hｨ��Xｭ����ｲ�○ ��ｲ�0 

20 �� �4��ｸ6x舐b��� ��○ 

21 �� �ｸ�ﾅﾘ軏��� �� 

22 �� 俘��R���○ ��ｲ�○ 

23 �� �ｸ�V���� �� 

24 �� ��漢 �� �� 

25 ��株式会社パルス ��貰 �� �� 

28 �� ��演 �� �� 

27 ��株式会社脇木工 ��テリア �� ��ｲ�0 

28 �� ��･ペットウエア �� ���○ 

29 �� �� ��○ ��ｲ�○ 

30 �� ���� ��ｲ�○ 

31 �4ｨ8ｨ8(4緜�� �hｾ����○ 窒��0 

32 ��イトキン株式会社 �4�ﾒ粨6x7H8�8��ｲ��� ��○ 

33 34 �� �4B���○ ��ｲ�0 

L蝕 �*ｸ*ｲ籌��5或�kﾂ�会社名 凵･rL 剞V薬態 亊i�ﾂ���5��兵庫県 初出店 ��ﾈｷｸ�2���5��

t �� 刄Jフェ � �� ��

2 �� 刄y-.カリ- � �� ��

3 ��株式会社水軒商店 刄Rロッケ � �� ��

4 ��換式会社曲EEl商店 刄Jレー. � �� ��ﾂ��

5 �� 刄nンバーガー � ��○ ��ｲ�

6 �� 刄}ンゴーデザート � �� ��ｲ�

7 �� � � ��○ ��ｲ�

8 �� 刄Aイス 坪8�� ��ｲ�○ ��ｲ�

9 ��ﾈ���闔B� 剔� �ｨ耳7��ｲ� �� ��

1D �� 剩� 傴ｲ� �� ��

ll ��株式会社丸梅雨店 刄Jフェ � �� ��ｲ�

12 �� 刄Jフェ 凵ｼ) �2��○ ���

り �� 刄`ョコレート � �� ��ｲ�

14 �� 剞｢界のお茶 � �� ��

15 �� 剞H品 � ��ｲ�○ ��ｲ�

18 �� 刄Jフェ � �� ��

17 ��株式会社雷光 刄Pーキ&カフェ � �� ��ｲ�

18 ��株式会社四季 刄Jフェ � ��(つ ���

19 ��井上初歩株式会社 � � �� ��ｲ�

20 �� 刹� �6�484ﾈ984�� �� ���

21 �Hｧhﾚｉ|ﾘ5ﾈ4Y|ﾒ�� � �8h687H4r�○ ��ｲ�○ ��ｲ�

22 ��株式会社大舟艇崖 刮謾ﾂ好司 � ��○ ��ｲ�

23 ��ﾉvﾙ��-ﾘ,(*�2� 剽m食 � ��○ 宙,"�

24 �� 剪�ﾘ � �*ﾘ,"�○ ��ｲ�

25 �� 凾､どん � ��○ ��ｲ�

28 ��東宝不動産株式会社 刄I 唸6�8ｨ4�� ��ｲ�○ 窒��

27 �� 剄� �� ��ｲ�○ ��ｲ�

28 �� 剔n ����○ ��ｲ�○ ���

29 ��株式会社中村屋 剽m食 � ��ｲ�○ ���

30 �� 刄Cタリアン � ��○ ��ｲ�

31 �*ｸ+��."�株式 ��和定食 凵� ��ｲ�○ ��ｲ�

32 ��株式 倆��Xﾞ87Bﾘ6��お好み焼.鉄櫨焼 � ��⊂) ���

33 ��ソル ��ハワイアン � ��ｲ�○ ��ｲ�

34 ��クレノ 坪ｩH�檍���和泉 � ��○ ��ｲ�

35 ��株式 ��鴎国料理 凵� ��ｲ�○ ���

36 ��株式会社古森屋 刄Jレーうどん � ��ｲ�くつ ���

37 ��株式会社フクナガ 凾ﾆんかつ � �� ��ｲ�

38 �� 剪�ﾘ 凵� ��ｲ�○ ���

39 �� 剌ﾄ肉 � ��ｲ�くつ ��ｲ�

40 �� 刄Cタリアン � ��ｲ�○ ��ｲ�

41 42 ��;.=L; 劍aカフェ カフェ 凵� 0 ��ｲ��ｲ�0 ● ����ｲ�

Hankyu Corporation 阪急阪神東宝ウループ



mnk,u
■サ 坪7(5��5逸)>�kﾂ�会社名 價ﾘﾄ��所業憾 亊i�ﾂ���5��兵陣県 初出店 ��ﾈｷｸ�2���5��

1 �� 處rﾈﾄ88ｨ7�4�� �� ��ｲ�

2 �4ｨ8�8�,ﾈ4�7ﾘ6ﾒ� 處ﾘ8�9"胼�R� ��○ ���

8 �� ��Dﾒ� �� ��

4 �� ��挽� �� ��

5 �� ��Dﾒ� �� ��

8 �� ��Dﾒ� �� ��

7 僮)vﾘ��株式会社白洋舎 �4�8ｨ�ｸ6ｨ984�� �� ��

8 �� 儻�*ﾘ+b� �� ��

8 �� �6ﾈ488ｸ5H8ﾘ92� ��○ ��ｲ�

10 �� �� �� ��ｲ�

ll �� �� ��○ ��ｲ�

12 �� 几xﾗ2� �� ��

ll �� �7x4�5H8ﾘ92� ��0 ��ｲ�

14 �� �� ��○ ��ｲ�

15 �� �� �� ��

18 �� �7��ｸ684x5�6R� ��ｲ�() ���

17 �� �� ��ｲ�○ ���

18 �� 几�ﾘﾆ因B� �� ��

19 �� �7H4(6(6x6ﾈ5�� �� ��ｲ�

20 ��株式会社アネピー ��○ 宙�ﾒ�○ ��ｲ�

21 �� �� �� ��ｲ�

22 �� �� �� ��

23 �� �� �� ��ｲ�

24 �� �4x5�6R� �� ��ｲ�

25 �� 佝y��6H闥� �� ��

28 �� 佝y��6H酲�2� �� ��

27 28 唸��聊�� 佝y��ｵH輦�r靂r� �� ��ﾂ�

‖ankyu Corporation
阪急阪神東宝ウ)Lr7


