
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


