
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


