
OPEN!
明石観光PR隊
オープニングイベント

ハッピーときめき
STAGE

12/10  土12/9  金 12/11  日

ラジオ関西のパーソナリティー「ばんば
ひろふみさん」などによる特別番組の公
開録音を実施。ぜひお越しください。

13:30～16:00（予定）時間

2Fあかし市民広場会場

地域で活躍しているパフォーマーが、パ
ピオスあかしに大集合! オープンをお祝
いするステージイベントです。

10:30～17:00時間

2Fあかし市民広場会場

明石観光PR隊などによるダンスやチャリティーコン
サートなどステージイベントを実施。パピオスあかしに
入居するお店のPRブースも出店します。

9:00～21:00（予定）時間

2Fあかし市民広場会場

明石駅前が
ますます便利に!

明石駅前  パピオスあかし

ばんばひろふみ
パーソナリティー

暮ら
しのオアシス、明石に誕生。暮ら
しのオアシス、明石に誕生。暮ら
しのオアシス、明石に誕生。暮ら
しのオアシス、明石に誕生。

ラジオ関西
公開イベント

楽しい記念イベントも続々開催！ぜひご来場ください！

ht tps://papios .jp/

約40店舗のショップが
オープン!

あなたの暮らしをサポートする
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1月オープン

予定店舗

暮ら
しのオアシス、明石に誕生。暮ら
しのオアシス、明石に誕生。暮ら
しのオアシス、明石に誕生。暮ら
しのオアシス、明石に誕生。

〈NEW OPEN記念〉フランス高級
シャンパン モエ・エ・シャンドン
グラス1杯 1,300円→980円

［1F/ステーキレストラン］

［1F/韓国料理］

［3F/皮膚科］

12月下旬OPEN予定
ここには「ありきたりじゃない」
兵庫、明石の名物料理があります。

［1F/牡蠣・タコ 居酒屋］

12/10（土）までのお申し込みで
冬期特別招待講習3講座に

無料招待!

［3F/予備校］

暮らしの手続きは
明石駅前で！

［6F/市役所窓口］

あかし総合窓口
［5・6F/広場］

こども広場

「こども健康センター」
「あかし子育て支援センター」
「一時保育ルーム」が
オープンします。

12/9（金）～31（土）限定!
チラシご持参で

『頭金 5,400円割引』！

［1F/携帯電話］

お客さま一人ひとりに合わせた
メガネをご提案いたします。

［1F/メガネ･サングラス･補聴器］

一級時計修理技能士の
店主の安心できる

「地元の時計屋」です。

［1F/時計販売及び修理］

昭和34（1959）年以来 玉子焼一筋。
水を始め、使用する素材全てを吟味し職人が
一つ一つ丁寧に作り上げてます。代々受け
継がれた味を是非ご賞味ください。

［1F/玉子焼専門店］

5種類の明石焼と17種類の
たこ焼きを是非どうぞ！

［1F/明石焼･たこ焼･玉子焼］

土日もご利用可能な全自動
貸金庫を設置しております。

ご利用時間は
8時～20時と便利に！

［1F・2F/銀行］

12月中旬以降OPEN予定
兵庫県産の食材を主に使用し、釜飯・
一品料理を中心とした ジャンルに
捕らわれない創作料理をご堪能あれ！

［1F/創作ダイニングバー］

あごだしを使用して作るお好み焼き。
モダン焼きや焼きそばにもこだわって
作っています。是非一度ご賞味ください。

12/1(木)～7(水)限定！
特選ピビンバ･冷麺
100円OFF

［1F/お好み焼き･鉄板焼き］

［1F/イタリアン バール］

12/10日(土)限り、串かつ
盛合わせ通常7本756円の
ところ 648円にてご提供！

［1F/串かつ･焼鳥･おでん］

釜いっぱいに炭を入れ、
炎を10cm以上立ちのぼらせて

焼くのが秋吉流！

［1F/やきとり屋］

高価買取、激安販売
実施中！

［1F/リサイクル］

本チラシご持参で
お会計より10％OFF！
※平成28年12/31（土）まで有効

［1F/炭焼 やきとり］

12/1（木）～31（土）
 平日限定5名様

ALLメニュー 500円OFF！

［3F/美容室］

お部屋探し賃貸のご契約から、
不動産の売買、自宅のリフォームなど
住まいのお悩みはホームメイト
FC明石駅前店にお任せください。

［1F/不動産取引 賃貸･売買･管理･リフォーム］

［3F/眼科クリニック］

明石にない糖尿病、
腎臓病、消化器病全ての
専門医をもつ内科。

［3F/内科］

［3F/脳神経外科･神経内科］

12/1（木）～30名様限定！
もれなくオリジナルTシャツ

プレゼント！

［1F/串カツ･焼トリ･寿司］

12/2（金）～15（木）限定！
オープンセールとして、

人気の定食4品を100円引き
にてご提供します。

［1F/とんかつ］

12/8（木）～11（日）オープン記念！
ハイボール・焼酎・チューハイに
限り280円（通常380円）

［1F/居酒屋］
　

当店ご利用のお客様先着100名様に
「コーヒー苗木」プレゼント！
※12/9（金）～なくなり次第終了

［1F/喫茶］

結納品、祝儀袋、念珠、線香などを
取り扱う儀式品専門店です。

［1F/儀式品］

オープニングキャンペーンとして、
12/9（金）～18（日） 無料撮影
イベントを開催！（限定300組）
その他撮影も承っております。

［2F/フォトスタジオ］

1/27（金）～先着1,000名様限定！
オリジナルマグカップをプレゼント！
※3,000円以上お買い上げの方限定

［2F/書籍･文具］

「マチのホットステーション」として、
皆様のご来店をお待ちしております。

［2F/コンビニエンスストア］

時計電池交換500円！
（国産時計10気圧未満）

［2F/眼鏡･時計］

オープニングイベントで
新しい明石を発信！

ぜひ、あかし市民広場へ！

［2F/広場］

両ワキor両ヒザ下
脱毛体験コース 1,000円

※ご新規様限定、お1人様１回限りの特別体験 
※12/9（金）～29（木）限定

［2F/エステティック］

12/9（金）～13（火）の５日間、
先着50名様に

そばかりんとうをプレゼント！

［2F/そば］

［3F/サービス］

あなたに合った保険を
専門家が無料アドバイス！

明石漁港直送の鮮魚を使用した
刺身は、鮮度バツグン！

［1F/海鮮居酒屋］

［1F/不動産 賃貸・売買・管理］

焼きたてナンと本格カレーのお店です!
本チラシご持参でランチ50円OFF
ディナー セット100円OFF、単品10%OFF

※12/1（木）～

［1F/インド・ネパール料理］

［1F/焼肉・しゃぶしゃぶ］

※表示価格は、全て税込価格です。  ※掲載内容は、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。

［1F/鮨］

［3F/矯正歯科（歯列矯正専門）］

歯の裏側からの見えない
矯正にも力を入れています。

3年ぶりに明石駅前に
マクドナルドが帰ってきました！！

［2F/ハンバーガーレストラン］

皆様の「読みたい」「知りたい」
「調べたい」にお応えします。
※開館時間 平日:10時～21時、土日祝:10時～19時　

休館日第3火曜日

［4F/図書館］

12/9（金）～11（日）の3日間限定！
先着100名様に記念品プレゼント！

［1F/居酒屋･お好み焼･玉子焼］

12/1（木）〜暮らしを彩る、約50店舗がぞくぞくオープン!12/1（木）〜暮らしを彩る、約50店舗がぞくぞくオープン!

［3F/調剤薬局］

（西店）

［3F/調剤薬局］
（東店）

［3F/歯科］

予防を中心に、痛くない治療や
最新滅菌システムを取り入れた、
精密かつ幅広い治療をいたします。

［2F/サービス］

賢い保険の選び方を
無料アドバイス。

あなたにぴったりの保険が
きっと見つかる！

〒673-0891 明石市大明石町一丁目6番1号
https://papios.jp/

パピオスあかし 検索

駐車場
P ※入庫後24時間以内、

　最大1,200円  
※25：00～7：00は
　入出庫不可

駐車時間
利用料金

7：00～25：00

駐車台数 154台 ※軽車両5台含む
30分200円
60分100円

［7：00～20：00］

［20：00～7：00］
お車でお越しの場合の経路

アスピア
明石
駐車場

明石駅東口

明石駅前
2

明石公園

 山陽明石駅

JR

 山陽電車
バスターミナル

駐車場入口

JR明石駅
piole明石

グルメファクトリー

魚の棚商店街

N

P

市立駅前
駐車場

大明石町
2丁目

明石駅西口

大明石町1

パピオスあかし

パピオスあかしにお車でご来場の際は地下駐車場をご利用ください。イベント等により混雑が予想されますので、周辺の駐車場もご利用願います。

078-915-1212

078-911-2369

078-918-0017

078-912-4502

078-917-6330

078-915-2822

078-918-9750

078-915-1880

078-915-0377

078-911-0024

0120-21-4187

078-915-8577
078-911-1146

078-915-1340

078-919-1535
078-915-2525

078-913-0070

078-940-6070

078-915-8555

078-912-1558 078-915-2060 078-913-0155

078-925-9100 078-913-8411

078-911-1403 078-919-4343

078-917-7717

078-917-1709
078-964-5252

078-913-4136

078-917-3717 078-915-0023

078-940-8040
078-911-8083

078-913-3110 078-915-2878 078-913-4646

078-912-0091
078-918-6038 078-917-2330

078-915-2332

078-918-2323

078-915-2157

0120-395-257

078-914-4129

078-914-3250

http://www.kanamori-eye.com
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