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理容院

ヘアーサロン　ごとう

料金100円引き（18歳未満の方）

正法寺647-6 23-7690
ヘアーサロン　中央 立野町10-7 23-3615
理容　円 江本117-1 23-4844
理容　シバチ 中央町4-9 22-2040
シモノ理容所 昭和町3-3 22-4762

ヘアーサロン　たけだ 若松町9-15
大藤ビル1Ｆ1号 22-1998

カットハウス　タナカ 城南町15-1 22-2301
ナカガキ理容所 江本457-1 23-0729
中村理容所 泉町19-31 22-5424
オリオン理容所 泉町7-9 22-5809
西岡理容室 大手町7-27 23-0554
はやし理容所 小田井町12-5 22-6415
ヘアーサロン　ミズシマ 中陰655-5 22-3001
吉井理容所 三坂町3-11 22-6979
榎本理容所 気比3213 28-2322
中川理容院 気比3263 28-2905
理容　ニシムラ 瀬戸115 28-2135
理容　大正軒 瀬戸116 28-2357
理容室クマハラ 城崎町湯島109 32-2116
理容　タカタ 城崎町湯島148 32-3102
ヘアーサロン谷口 高校生以下は10%引き 城崎町湯島402 32-2049
宮本理容所 お菓子進呈（18歳未満の方） 城崎町湯島283 32-2553

タカノ理容店 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348 47-0222

理容　池内

料金100円引き（18歳未満の方）

日高町池上121 42-1592
髪きりどころキタニ 日高町久斗541-8 42-2524
カットショップ　利 日高町鶴岡439-1 42-3746
理容　マコト 日高町東構1207 42-3482
清水理容院 日高町日置34-11 42-2591

理容　ニシムラ 日高町栃本
1376-8 45-0740

ヘアーサロン　フジワラ 日高町国分寺6-3 42-5200
ciao MORI 日高町宵田37 42-1868
保田理容館 日高町府市場391 42-0198
理容　ヨネダ 出石町川原177 52-3370

ヘアーカットルーム家元
①子どもカット2,500円  中学生カット
2,700円　高校生カット3,000円②自店
ポイントカード捺印③家族特別割引

（２人以上につき）
出石町田結庄89 52-2379

hairsalon IWABUKI お菓子サービス 但東町中山578-1 56-0600

不動産
㈱クレス

本社 ①新築工事または1,000万円以上のリ
フォーム工事１件につき商品券5,000
円分進呈②分譲地購入１件につき商品
券5,000円分進呈など

九日市上町28-5 24-7070
カレオ店 若松町6-35 29-2453
日高店 日高町岩中208 43-1177

㈱ライフィットミニミニFC豊岡店
アパート入居者に未成年者がいる場合
に限り、アパート仲介手数料10%引き

（申し出者のみ）
大手町1-27 26-6565

文化施設

市民会館
市民会館主催事業における託児所設置

（要事前申込み、年齢制限あり、一部
事業を除く）

立野町20-34 23-0255

コウノトリ文化館
18歳未満の子ども１人につき｢コウノ
トリ折り紙（折り方説明書付き）｣２枚
をプレゼント

祥雲寺127 23-7750

豊岡市民プラザ
豊岡市民プラザ主催事業における託児
所設置（要事前申込み、年齢制限あり、
一部事業を除く）

大手町4-5
アイティ7階 24-3000

城崎文芸館 小・中学生等（小・中学生およびこれに
準ずる学校の児童・生徒）の入館料を
無料※大人１人の同伴が必要になります

城崎町湯島357-1 32-2575
城崎麦わら細工伝承館 城崎町湯島376-1 32-0515
仲田光成記念館

小・中学生の入館料を無料
竹野町竹野422 47-1555

植村直己冒険館 日高町伊府785 44-1515
但馬国府・国分寺館 日高町祢布808 42-6111

出石文化会館（ひぼこホール）
ひぼこホール主催事業における託児所
設置（要事前申込み、年齢制限あり、
一部事業を除く）

出石町水上318 52-6222

伊藤清永美術館 小・中学生の入館料を無料 出石町内町98 52-5456
日本・モンゴル民族博物館 但東町中山711 56-1000
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※カードを利用の際は、必ず事前にカードを提示し、協賛店にサービス内容を確認
ください。

※上記サービス内容は一例です。詳しいサービス内容や事業対象者の確認方法など
は、各協賛店に問い合わせください。金融機関などでは、カード以外に保険証な
どにより確認する場合があります。

金融

但馬信用金庫

本店営業部
①マイカーローン｢カーライフプラン｣ 
　22歳未満の子を扶養している親が本
商品を利用する場合に年0.5%の優遇を
行う。
②住宅ローン｢ロングライフ新型｣ 
　18歳以下の子を扶養している親が本
商品を利用する場合に年0.5%の優遇を
行う。
③リフォームローン｢快適ライフⅡ｣ 
　18歳未満の子を扶養している親が本
商品を利用する場合に年0.2%の優遇を
行う。

中央町17-8 23-1200
大開支店 千代田町8-25 23-2400
豊岡南支店 弥栄町1-23 22-6300
豊岡西支店 正法寺599-1 24-1161
豊岡北支店 上陰151-6 24-1671
城崎支店 城崎町湯島278 32-2724
竹野支店 竹野町竹野1463-1 47-1755
日高支店 日高町江原160-3 42-1301
出石支店 出石町柳63-1 52-3100
中山支店 但東町中山552-4 56-0341
但東支店 但東町出合81-1 54-0101

たじま農業協同組
合

本店営業部

①住宅ローンの金利優遇
②教育ローンの金利優遇

立野町20-2 24-6601
八条店 九日市中町15 22-2231
三江支店 鎌田79-1 22-2391
豊岡北支店 野田161-1 22-4487
豊岡南支店 木内215 22-6264
港支店 気比3570-23 28-3191
城崎支店 城崎町湯島77-8 32-2811
竹野支店 竹野町竹野407 47-1155
森本店 竹野町森本518-3 48-0002
日高支店 日高町宵田234-1 42-1555
日高西支店 日高町十戸335-1 44-0221
出石支店 出石町町分386-1 52-3385
但東支店 但東町出合108 54-0201
資母店 但東町中山805 56-0331

近畿労働金庫但馬支店
住宅ローン（生活アシスト制度）年
0.05%優遇　子育て支援優遇（中学生以
下の子どもが３人以上いる世帯）

千代田町11-15 23-4131

㈱山陰合同銀行豊岡支店
子育て家庭（同居または扶養の22歳未
満の子どもが２人以上の世帯）からの
ごうぎん教育ローン｢がくえん｣申込み
の場合、年0.2%の金利を優遇

寿町11-８ 22-3191

商工団体 但東町商工会 ①教育資金などの窓口相談など②但東
町内の観光案内、道案内 但東町中山268-1 56-1178

自動車

ワタキ自動車㈱
①新車購入時10,000円分の用品サービ
ス（メーカー不問）②オイル交換特別割
引（例：軽自動車１台１回1,500円）など

寿町11-5 22-4155

但東自動車㈱ オイル交換半額（車持込の方のみ） 但東町出合51 54-0206
㈱マルナカ エンジンオイル交換半額 福田1462 23-2678
㈱カーサービスオオツキ エンジンオイル交換半額（現金に限る）出石町宮内230-1 53-1021

クリーニング ㈱白バラドライ

本店

男女学生服クリーニング料金20%引き

城南町16-35 24-1378
下陰店 下陰708-4 24-5728
コープ店 加広町7-32 22-7177
新田店 今森472 22-8502
正法寺店 正法寺49-1 24-0076
泉町店 泉町4-32 24-3973
元町店 元町12-10 22-5663
九日市店 九日市下町262 23-7998
京極店 中央町12-11 23-5093
城崎店 城崎町湯島348-10 32-2439
江原店 日高町日置56-6 42-4148
日高店 日高町祢布988 42-4844
出石店 出石町町分391-24 52-0411
町分店 出石町寺町521-2 52-5305

造園 ㈲集楽園 造園・エクステリア工事の見積もりを
依頼した方に粗品進呈 木内418-1 23-9248

総合建設業 ㈱川嶋建設　プロテックセンター
①｢かすみが丘｣モデルハウスへ来場し
た方に粗品進呈（初回のみ）②｢かすみ
が丘｣分譲地を購入の方に特別割引な
ど

香住15-1 29-5121


