
業　　種 協　賛　店　名 サービス内容 住　　所 電話番号
メガネ 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 薬と酒の店にしがき 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 なりい薬局 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51-4 47-0170

ミヤタ薬品 竹野町竹野406-1 47-1195

スーパー

㈱ガンピー食品館 お米全品、パン全品５％引き 中央町12-23 22-3171
スーパーワダ １回のお買い物につき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
鮮魚 おっとっと 竹野町竹野494-1 47-0877
日用雑貨 くらしの店　よだ久 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％引きほか

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

ふとんのコバヤシ 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1430-1 47-1700

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ほか

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、トイレの提供ほか 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、キャンディーのプレゼント

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

　市では、豊岡の未来を担う子どもたちの「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
する事業を平成19年12月から平成23年３月31日までの間、実施しています。
　現在までに「とよおか子育て家庭応援の店」として登録いただいた297の協賛店を、再
度紹介します。
　また、市では、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》商工課☎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

保存版

（平成22年３月１日現在）



業　　種 協　賛　店　名 サービス内容 住　　所 電話番号

家電製品

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

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

携帯電話 安達住設　豊岡大開店 お菓子プレゼント 千代田町2-16 22-7788
時計・メガネ 三輪時計店 ①全品10％引き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、家族写真他スタジオ写真10％
引き②パスポート、受験用証明写真
10％引き（学生は20％引き）

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 大手町1-21 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S

シ ョ ッ プ
HOP

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㈲ 駅前営業所 お米全品５％引き 大手町2-3 22-2739

大開営業所 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
書籍 ことぶき書房 ポイントサービス、粗品進呈 千代田町10-3 22-5081
鞄 ふるはし鞄袋物店 ５％引き（指定鞄を除く） 千代田町10-4 22-2072

尾畑かばん店 お買い上げ商品10％引き（指定鞄を除く） 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
①子供部屋、リビングのカーテン、カー
ペットの特別割引②お買い物時にポイ
ント２倍ほか

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 日高町江原192-1 42-0092

化粧品 メークサロン　ヨシイ コスメティック化粧品以外10％引き 中央町12-22 22-3302
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

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

洋菓子 ベイクハウス
高校生以下はケーキとセットでドリン
クを注文した場合、定価300円のドリ
ンクを100円に割引

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 全品10％引き 城崎町湯島908 32-3367

和菓子 大阪屋 全品10％引き 中央町8-1 22-2760
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 お花のサービス 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



業　　種 協　賛　店　名 サービス内容 住　　所 電話番号

お土産

樽屋六波羅

1,000円以上お買い上げの方記念品進呈

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
錦屋物産 城崎町湯島264 32-2437
丸井物産店 城崎町湯島674 32-2543
河本商店 城崎町湯島235 32-2003
船谷物産 城崎町湯島223 32-2640
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子どもにあめプレゼント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

出石そば　一鶴 皿そば１皿追加サービス 出石町福住191-1 52-6655
㈲そば庄　鉄砲店 御食事10％引き 出石町宵田129 52-2432
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
併用は不可） 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
日高マックスバリュー店 日高町土居367 43-2470

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･
祝日前は除く。他のサービス券との併
用は不可）

気比3880-10 28-2281

はし本
宿泊された方に魚釣り、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（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１日～10月31日）②大人の宿泊者
赤エビ１パック1,000円相当土産ほか

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

千年の湯　古まん
①外湯めぐり時に子ども用下駄・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

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）客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
の下駄やスリッパの提供ほか 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下駄･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



業　　種 協　賛　店　名 サービス内容 住　　所 電話番号

宿泊施設

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

心の宿　三國屋
毎年４月～10月限定　①ファミリープ
ラン　平日子ども１人宿泊料無料（予
約の際に要連絡、旅行業者扱いは不可）
ほか

城崎町湯島221 32-2414

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
クサービスほか

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（またはお酒）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5,500円（１泊２食・夕食
はお子様ランチ）②１泊２食利用者の
夕食時ジュース代50％引き（予約の際
に要連絡）

城崎町湯島75 32-2631

こだま荘 子ども１人につき宿泊料300円割引 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

①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）ほか

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

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「湯の原館」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2階 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
学習空間アルファスタジオ 教育講演会への優待 日高町日置23-18  3階 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→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　1階 42-3271

国際交流センター地球村
入会され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
B
ビ ュ ー テ ィ ー

EAUTY　S
サ ロ ン

ALON　E
エ イ コ

iKO 小さな子どもへあめまたはお菓子など
を提供 中央町5-46 23-3797

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円割引（18歳未満の方）

中央町12-8 22-4038
メンズヘア　あしだ 下陰440-52 22-7419
髪工房　あしだ 中央町9-27 22-3726
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



業　　種 協　賛　店　名 サービス内容 住　　所 電話番号

理容院

クロノ理容所

料金100円割引（18歳未満の方）

中陰282-1 23-1625
ヘアーサロン　ごとう 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
大開理容九日市 九日市中町132 23-1064
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1

階1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円割引（18歳未満の方）

日高町池上121 42-1592
うえやまヘアーサロン 日高町栗山1-1 44-1018
岡本理容所 日高町江原135 42-0490
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
理容所　中嶋 日高町庄境396 44-0505
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
c
チャオ

iao　M
モ リ

ORI 日高町宵田37 42-1868
保田理容館 日高町府市場391 42-0198
ヘアーサロン　タニグチ 出石町福住411-1 52-4618
ヘアーサロン　モリガキ 出石町松枝172 52-2081
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・中学生カット300円引き　
高校生カット500円引き　妊娠中の顔
剃1,000円引きほか

出石町田結庄89 52-2379

h
ヘ ア ー サ ロ ン

airsalon　I
イ ワ ブ キ

WABUKI 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円分進呈ほか

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

㈱ライフィット豊岡駅前店
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

旅行 きほくツアーズ㈱旅サロンとよおか 来店時あめプレゼント 千代田町11-30 23-0001

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
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 小中学生など（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

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



業　　種 協　賛　店　名 サービス内容 住　　所 電話番号

金融

但馬信用金庫

本店営業部

マイカーローン、住宅ローン、リフォー
ムローンなどの利用者に対し、22歳未
満の子を扶養している親が本商品を利
用する場合は金利を優遇

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
豊岡東支店 庄境116-1 24-1561
豊岡北支店 上陰151-6 24-1671
豊岡北支店市場出張所 福田121-1 24-4111
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人以上居る世帯）

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」の申込
みの場合、金利を年0.2％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

農産物直売 ㈲植田農園
①いちご狩りの値引（３月15日～５月
10日まで）②イチゴパックの値引（11月
20日～５月10日まで）

但東町唐川61-1 54-0771

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）ほか

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

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 有限会社　集楽園 造園・エクステリア工事の見積もりを
依頼された方に粗品進呈 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さ
れると粗品進呈（初回のみ）②「かすみ
が丘」分譲地購入の方に特別割引ほか

香住15-1 29-5121

※カードを利用の際は、必ず事前にカードを提示の上、協賛店にサービス内容を確認ください。
※金融機関などで、カード以外に保険証などを確認する場合があります。なお、サービス内容は変更される場
合があります。
※カードの有効期限は、平成23年３月31日です。
※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。
※18歳未満の子どもや妊娠中の方が居る家庭で、カードを持っていない方は、申請してください。


