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　市では、豊岡の未来を担う子どもの｢明るい笑顔｣と｢夢｣を育むとともに、安心
して子どもを産み、楽しく育てられるよう、商業者などと連携し、子育て家庭を
応援する事業を実施しています。今回は、事業の協賛店を全て紹介します。
　また、事業に協賛いただける企業・事業所店舗を、引き続き募集しています。

《問合せ》経済課商工係☎23-4480

とよおか子育て家庭応援カード事業の
協賛店を紹介します

業　　種 協　賛　店　名 サービス内容 住　　所 電話番号
めがね メガネのオオタニ 全品20%引き 若松町1-2 23-0175

総合スーパー コープデイズ豊岡店
コープ子育てひろば（月１～２回実施。
開催日要確認）への参加（原則、コープ
こうべの組合員に加入のこと）

加広町7-32 0120-44-3100

薬、飲料品 酒とくすりのにしがき 小児用医薬品購入に対して｢たんと
カード｣ポイント３倍サービス 但東町栗尾931 55-0024

薬、化粧品 ハダ薬局 化粧品５%引き 城崎町湯島511 32-2050

薬 ミヤタ薬品 毎月第１土曜日のみユウアイカードポ
イント２倍贈呈 竹野町竹野406-1 47-1195

スーパー

スーパーワダ １回の買い物につき１ポイント加算 城崎町湯島206 32-2661
ショッピングプラザ　まつばら お買得商品の提供（毎月） 日高町日置43-1 42-0131
竹中食料品店 ダイヤカードポイントサービス 日高町江原259 42-0317

ニューあさみせ
景品プレゼント、特定日に割引（ファ
ンシー、子ども）、｢たんとカード｣ポイ
ント加算

但東町久畑950 55-0014

食料品 ㈲花房商店 毎月第１土曜日のみユウアイカードポ
イント２倍贈呈

竹野町竹野375 47-0003
食料品、
化粧品 福八 竹野町竹野402 47-0008

日用雑貨 くらしの店　よだ久 毎日ユウアイカードポイント2倍贈呈 竹野町竹野457 47-0055

贈答品
贈答百貨　フジイ 粗品進呈 寿町2-33 24-1676

アピデ豊岡本店
①出産内祝専用カタログ　ベストセレ
クション15%引き②内祝専用カタログ
スペシャルセレクション33%引きなど

中陰639 24-4083

寝装品、
贈答品 サラダ館豊岡駅通店 店内表示価格より寝装品10%引き、食

品、洗剤5%引き 中央町3-35 22-2909

布団
㈲丸岡商店 丸岡ふとん店 土・日曜日、祝日に限り10%引き（一

部除外品有） 千代田町2-20 22-2750

田村ふとん店
平日特価商品を含む全商品10%引き

（ただし、売り出しセール期間中の特
価商品は除く）

福田1205-9 22-3527

寝装具 寝具・贈答品のかわにし
①ダイヤカードポイント２倍②ギフト
商品３万円以上お買い上げの方に、手
作りお昼寝布団プレゼントなど

日高町祢布998 42-5228

衣料品

コムサイズム豊岡店
①店内専用ベビーカー貸し出し②オム
ツ交換室、トイレの提供③ミルク用の
お湯提供

千代田町11-33 22-1648

ウッドペッカー駅前店
①会員カードポイント2倍②子どもの
日、クリスマスなどに子どもへチョコ
レート、キャンディのプレゼント

大手町1-27 20-1049

サカエ衣料 毎月第１土曜日のみユウアイカードポ
イント２倍贈呈 竹野町竹野394 47-0079

洋品店 ふじい洋品店 ポイント２倍 出石町八木89 52-2107

子供服 子供服　ポケット 景品プレゼント 中央町1-5 22-3703
ちびっこママ 全品10%引き 中央町1-1 23-9392

婦人服

ブティック　ストーク ポイントスタンプ２倍 中央町5-44 23-6606

すずかけ 2,000円以上お買い上げの方にポイン
トスタンプ２つ追加 千代田町10-4 22-2742

ブティック　サンローゼ 全商品５%引き（値下げ商品は除く）ま
たは粗品のプレゼント 中央町9-8 24-1737

家電製品

大坪電気商会 3,000円以上お買い上げの方に300ｇ洗
剤１個プレゼント 瀬戸118-25 28-2014

㈱米田電気商会 毎月第１土曜日のみユウアイカードポ
イント２倍贈呈

竹野町竹野2458 47-0071
ひかり電気商会 竹野町竹野438 47-0105
アトム電器豊岡南店（サントップお
おうえ） 店頭価格より全商品３%引き 日高町池上99-4 42-0736

（平成23年６月１日現在）
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業　　種 協　賛　店　名 サービス内容 住　　所 電話番号
家電製品 渡辺電器商会 ①ダイヤカードポイント２倍②ラムネ

またはあめプレゼント 日高町江原161-1 42-0414

時計・めがね 三輪時計店 ①全品10%引き（一部除く）②あめ、お
菓子の提供 千代田町11-26 22-2431

写真

カメラの富士光芸社
①七五三、家族写真ほかスタジオ写真
５％引き②デジカメプリントＬ判１枚
19円。ただし、20枚以上に限る

千代田町8-23 22-2622

こうぜき写真館 カラープリント、デジカメプリントの
割引 中央町18-3 22-3317

㈱写真のミツタ　出石本店 景品プレゼント 出石町柳25-1 52-2360

田舎の写真屋　三和 デジカメプリント１枚19円　 証明写
真（本人のみ）10%引き 千代田町2-16 26-4123

地場産品 （財）但馬地域地場産業振興センター 
じばさんSHOP 2,000円以上お買い上げで粗品進呈 大磯町1-79 24-5551

スポーツ用品 オカダスポーツ　アスポ店 全商品５%引き（一部商品を除く） 千代田町1-1 23-4848

米 北但米穀㈲　 駅前営業店 お米全品5%引き 大手町2-3 22-2739
大開営業店 中央町3-38 22-3334

酒

上治酒店

毎月第１土曜日のみユウアイカードポ
イント２倍贈呈

竹野町草飼559-15 47-0109
山下酒店 竹野町竹野384 47-0112
森垣酒店 竹野町竹野454-2 47-0701
藤田酒店 竹野町竹野338 47-1131

酒、たばこ 福丈商店 竹野町竹野98 47-0111

鞄
ふるはし鞄袋物店 お買い上げ商品５%引き（指定かばん

を除く） 千代田町10-4 22-2072

尾畑かばん店 お買い上げ商品10%引き（指定かばん
を除く） 千代田町8-27 22-2302

雨具 インテリア雨具　小西 傘20%引き（セール品を除く） 千代田町9-1 24-1212
物販 わたぬき ポイント加算 日高町日置951 42-0040

靴

植村靴履物店 10%引き（学校指定靴、特価品を除く）千代田町2-20 22-2775
㈲川崎屋履物店 毎日曜日全品10%引き 千代田町9-5 22-2629

有田履物店 お買い上げの方に｢お買い物チケット｣
サービス 城南町3-28 22-3019

インテリア 生活　ハウス　ミヨシ ディズニーカーテン店頭価格の15%引
き さらにお買い上げの方には、ディ
ズニーカフェカーテンプレゼントなど

日高町江原
センター街 42-3090

㈲ミヨシインテリアアート 日高町岩中201-5 42-3448

手芸 ㈱丸信 全商品10%引き 千代田町7-1 22-3061
河本毛糸店 ダイヤカードポイントサービス２倍 日高町江原192-1 42-0092

化粧品、衣料
品、お茶 かみさき化粧品店 コスメティック化粧品以外10%引き　

ワコール商品、日本茶10%引き 城崎町湯島222 32-2705

化粧品 ゆりおか ダイヤカードポイント２倍 日高町江原53-4 42-0162

洋菓子 ベイクハウス バースデーケーキなど、１ホール予約
した場合５%引き 中央町10-10 24-6147

パン コンセルボ大開店 パン５%引き 中央町1-5 24-1678
工房グリーン 全商品10%引き 城崎町湯島908 32-3367

和菓子 懐菓子処　おらんだ屋 当店のポイントカード１ポイント追加 千代田町8-24 22-2538
花 こしの花店 花のサービス 千代田町2-24 22-3644

文房具

岡田商店 毎月第１土曜日のみユウアイカードポ
イント２倍贈呈

竹野町竹野306-5 47-0107
河原商店 竹野町竹野430-1 47-0073

㈲文森堂 ①学童品、学用品の割引②ダイヤカー
ドポイント２倍 日高町日置22-5 42-1392

人形 人形専門店　谷山人形店 ①節句人形お買い上げの方に粗品進呈
②店内に幼児向け絵本設置 中央町10-11 22-2316

お土産

中島物産

1,000円以上お買い上げの方に記念品
進呈

城崎町湯島507 32-2246
伊賀屋 城崎町湯島529 32-2657
城崎堂 城崎町湯島445 32-2002
えびす民芸店 城崎町湯島440 32-3046
かみや民芸店 城崎町湯島431-1 32-3259
谷垣物産 城崎町湯島431 32-2752
まるさん物産店 城崎町湯島406 32-2352
ふるや商店 城崎町湯島429 32-2649
花兆庵 城崎町湯島441 32-3811
みなとや商店 城崎町湯島416 32-2014
いたや 城崎町湯島413 32-2095
むぎせん民芸店 城崎町湯島378 32-2526
樽屋六波羅 城崎町湯島270 32-2783
花屋 城崎町湯島265 32-2016
田中物産 城崎町湯島666 32-2557


