
広報とよおか　2011.6.10 �

業　　種 協　賛　店　名 サービス内容 住　　所 電話番号

お土産

錦屋物産

1,000円以上お買い上げの方に記念品
進呈

城崎町湯島264 32-2437
河本商店 城崎町湯島235 32-2003
吉田本店 城崎町湯島105 32-2117
まるみ物産店 城崎町湯島115 32-2590
細口物産 城崎町湯島86 32-2105
井藤物産店 城崎町湯島85 32-2644
太田物産店 城崎町湯島83 32-2054
出口物産店 城崎町湯島82 32-2316
いとう物産 城崎町湯島85 32-2270
全但物産店 城崎町湯島96 32-3219
らくや 城崎町湯島234 32-2102
細口商店 城崎町湯島92 32-2606

額縁 鈴木ガクブチ店 全品10%引き 中央町9-8 22-3407
医療 マリヤ医科興業㈱ 教材10%引き 寿町10-10 22-6155
仏具 仏壇仏具　やました ５%引き（特価品除く） 千代田町1-8 22-2270

ガソリン
スタンド

㈲竹野石油
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2516-3 47-0461
谷垣石油店 竹野町森本509-1 48-0012
木下石油店 竹野町轟216-2 47-0693
北陽石油 竹野町竹野2840-1 47-0219

食堂 大石屋食堂
①子どもにキャンディーをプレゼント
②学生ラーメン、ジャンボラーメンを
注文した方にサービス券進呈（学生限
定）

大手町1-21 22-3098

飲食 高砂 飲み物ワングラス 日高町日置103 42-0255

そば

出石皿そば　一鶴 皿そば一皿追加サービス 出石町福住191-1 52-6655
花水木 御食事10%引き 出石町内町107-1 52-3211
そば処　出石城 皿そば10%引き 出石町町分189 52-2522

茂兵衛 皿そば10%引き（他のサービス券との
併用不可） 出石町町分205-2 52-4560

手打皿そば　左京 ①御食事10%引き②ミルク用お湯提供 出石町内町57-1 52-6273
中華料理 チャイナ（中華料理店） 飲食代10%引き 城崎町湯島783 32-4122
ファースト
フード マクドナルド 豊岡コープ店 ｢ハッピーセットのチーズバーガー

セットを350円｣で提供（３セットまで）
加広町7-32 29-0108

１７８豊岡店 船町332-1 24-5152

喫茶
喫茶　蘭 飲食代10%引き 城崎町湯島399 32-2046

喫茶　あやめ ①切絵はがきプレゼント②ミルク用お
湯提供③授乳場所の提供 城崎町湯島433 32-3318

民宿

みはら荘
１家族ドリンク１本サービス（土曜日
祭日前は除く。他のサービス券との併
用不可）

気比3880-10 28-2281

はし本
宿泊した方に魚釣り、陶芸、いちご狩
り、ぶどう狩りの利用券（４月１日～
10月31日実施分）を提供　利用時要予
約

気比4509 28-2834

民宿　渡船えの本
①無料体験航海（20分程度、荒天中止）

（４月20日～９月20日まで）②赤えびの
おみやげ（同上期間）

田結1806-1 28-2856

宿泊施設 ファームハウス　のの花 春休み、夏休み期間中、家族全員の１
泊２食付宿泊料金５%引き 気比2373 28-3237

旅館 千年の湯　古まん
①外湯めぐり時に子ども用げた・浴衣
の提供②ミルクのお湯、食事時の子ど
も用スプーンなどの提供

城崎町湯島481 32-2331

宿泊施設

兵庫県立城崎大会議館 宿泊料（基本室料）10%引き 城崎町湯島1062 32-3888
城崎観光ホテル東山荘 子どものみジュース1本サービス 城崎町湯島835 32-3315

西村屋ホテル招月庭 女性（大人）のお客様に油とり紙プレゼ
ント 城崎町湯島1016-2 32-3535

ときわ別館 ①ミルクのお湯の無料提供②子ども用
のげたやスリッパの提供など 城崎町湯島1013 32-2814

つちや 小学生以下施設使用料無料 城崎町湯島573 32-2045

城崎温泉　喜楽 お酒・ウーロン茶・ジュースいずれか
を１人に１本サービス 城崎町湯島495 32-2503

ゆとうや旅館
①外湯めぐり時に子ども用げた･浴衣
の提供②ミルクのお湯、食事時の子ど
も用スプーンなどの提供

城崎町湯島373 32-2121

山本屋 毎年４月～10月限定　家族全員に色浴
衣のレンタル無料 城崎町湯島643 32-2114

月本屋旅館 ミルクのお湯、子ども用食器などの提供 城崎町湯島710 32-3121

丹波屋旅館
①ミルクのお湯、食事時の子ども用ス
プーンなどの提供②おねしょマットの
貸し出し

城崎町湯島219 32-2824
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宿泊施設

ぎゃらりーの宿 つばきの旅館
①小学生以下施設使用料無料②子ども
用浴衣の提供③子育てお母さんドリン
クサービス

城崎町湯島781 32-2131

あさぎり荘 子どもにすてきなおもちゃプレゼント 城崎町湯島876 32-2921
大西屋水翔苑 ジュース（もしくはお酒）1本サービス 城崎町桃島1256 32-4571

国家公務員共済組合連合会　城崎保
養所　ＫＫＲ城崎玄武

①小学生以下１泊２食（お子様ラン
チ・朝食）5,500円②夕食時のジュース
50%引き（１泊２食利用時）

城崎町湯島75 32-2631

こだま荘 子ども１人につき宿泊料300円引き 但東町相田36 53-4048

ホテル
奥城崎シーサイドホテル 売店商品、カラオケルーム割引 竹野町竹野4 47-0666

神鍋リゾート開発㈱ブルーリッジホ 
テル

宿泊料金30%引き（部屋代のみ）ただ
し、弊社プラン、他プランは適用外

（カード利用の連絡要）など
日高町栗栖野55 45-1200

温泉施設

㈱北前館
温泉を利用、レストランで飲食または
特産品売場で1,000円以上の買物をし
た家庭の子どもに｢またきてね券（入浴
無料券）｣を発行（有効期限６カ月）

竹野町竹野50-12 47-2020

かんなべ湯の森ゆとろぎ ｢かんなべ湯の森ゆとろぎ｣利用料20%
引き 日高町栗栖野60-1 45-1515

湯の原温泉オートキャンプ場 温泉入浴料20%引き 日高町羽尻1510 44-0001

出石温泉館　乙女の湯 子ども回数券（18枚綴り）を10%引きで
販売（通常3,000円→2,700円） 出石町福住882 52-2778

㈱シルク温泉やまびこ ①ミルク用お湯無料提供②ソフトク
リーム20%引き 但東町正法寺165 54-0141

学習塾

学研

ことぶき教室

学年別対応漢字表･算数公式表プレゼ
ント

寿町4-1 26-6000

豊岡リリー教室 駄坂665-6インテ
リア田中ビル2F 27-0721

村尾教室 福田1208-1 23-9378
ファクト教室 百合地1147 22-5610
中筋すまいる教室 圡渕63-1 23-9225
たけの教室 竹野町竹野駅前 47-1537
日高プライム教室 日高町山本220-24 43-1122
国府教室 日高町府中新24 42-2886
出石教室 出石町福住1171 52-5672

公文式教室

豊岡三坂教室

①子育て・教育に関する相談受付②読
み聞かせと歌の大切さを楽しく書いた
｢えほんだいすき｣プレゼント

三坂町1-11 23-9816
千代田教室 中央町18-10 090-7108-3845

庄境教室 庄境128-1
光ハイツ2号室 090-7108-3845

豊岡戸牧教室 戸牧260-6 23-5994
豊岡こうのす教室 駄坂656-22 27-0817
豊岡弥栄教室 弥栄町1-11 22-7541
豊岡正法寺教室 正法寺612-1 090-7880-4955
豊岡泉町教室 泉町1-28 22-2016
豊岡中陰教室 中陰197-1 24-0298
城崎教室 城崎町湯島348-3 090-5123-2764
兵庫竹野教室 竹野町東2922 47-1482
兵庫日高教室 日高町国分寺 42-1797
三方教室 日高町芝135 090-5641-6501

国府教室 日高町上石
国府テラス集会所 090-3269-9916

ワン・ツー・ワン個別学院 ①体験授業料無料②入会金（10,500円）
無料

日高町日置
23-18-2F 42-3203

パソコン教室　わかるとできる日高
校

①入会金半額（10,500円→半額の5,250
円）②授業料割引　特別プラン料金で
受講可能③家族入会の方は、２人目か
ら入会金無料

日高町日置
23-18-1F 42-3271

国際交流センター地球村
入会した方にアルファベットカード＆
オリジナルフォニックスＣＤプレゼン
ト

戸牧500-1 24-7000

美容院 美容室　流雛 100円相当の品物プレゼント 中央町3-34 24-5294
美容室　リリー辻田 幼児、小、中、高校生カット10%引き 城崎町湯島847-6 32-3788

理容院

朝日理容所

料金100円引き（18歳未満の方）

中央町12-8 22-4038
メンズヘアー　あしだ 下陰440-52 22-7419
大開理容塩津店 塩津町24-155 24-1555
ミサカ理容所 桜町24-14 22-2540
理容　キシダ 中央町5-7 23-1693
ＣＵＴ　ＩＮ　キタニ 高屋896 23-0867
木谷理容所 京町8-20 22-2240
クロノ理容所 中陰282-1 23-1625


