分

安全協会協賛店一覧表

類

宿泊施設

観光施設

旅

行

ゴルフ施設

ゴルフ用品
ボウリング
フィッシング
海水浴施設
スイミングスクール
ダイビングスクール
スポーツ用品

入浴施設

自動車関連

協
六甲山ホテル

賛

店

名

※下記、一覧表の協賛店記載が遅れる場合がございます。御了承下さい。

所 在 地
神戸市灘区六甲山町南六甲

電
話
078-891-0301

寿楼 臨水亭
シーサイドホテル舞子ビラ神戸
神戸西神オリエンタルホテル

神戸市須磨区須磨寺
神戸市垂水区東舞子
神戸市西区糀台

078-731-4351
078-706-3711
078-992-8104

ホテル「ホップイン」アミング
㈱丹波悠遊の森協会
フジヤホテル
グリーンヒルホテル明石
人丸花壇

尼崎市潮江
丹波市柏原町
丹波市春日町
明石市大明石町
明石市大蔵天神

06-6491-8511
0795-72-3285
0795-74-0029
078-912-0111
078-912-1717

夢の井
波賀不動滝公園 楓香荘
東山温泉メイプルプラザ
川口屋城崎リバーサイドホテル
ホテルニューアワジ
淡路インターナショナルホテル ザ サンプラザ
南淡路ロイヤルホテル
旅館 海峡
ホテル浦島

姫路市夢前町前之庄
宍粟市波賀町原
宍粟市波賀町
豊岡市城崎町湯島
洲本市古茂江海岸
洲本市小路谷
南あわじ市福良丙
南あわじ市阿那賀
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

079-336-1000
0790-75-2355
0790-75-2717
0796-32-2611
0799-23-2200
0799-23-1212
0799-52-3011
0799-39-0757
06-6345-3821

神戸シーバス（神戸港遊覧）

神戸市中央区波止場町

078-360-0731

ルミナス神戸2

神戸市中央区波止場町

078-333-8414

M I K I ホーストレック
播州山崎「花菖蒲園」
ウェルネスパーク五色 菜の花ホール
北淡震災記念公園 「野島断層保存館」
奇跡の星の植物園
淡路ワールドパークONOKORO
大鳴門橋記念館うずしお科学館
淡路人形座
はくろ観光バス㈱ はくろツーリスト㈱
㈱明舞ゴルフセンター
青山ゴルフクラブ

三木市別所町高木
宍粟市山崎町高所
洲本市五色町都志
淡路市小倉
淡路市夢舞台
淡路市塩田新島
南あわじ市福良丙
南あわじ市福良甲
姫路市西庄
神戸市垂水区清水丘
姫路市青山

0794-83-8670
0790-62-7727
0799-33-1600
0799-82-3020
0799-74-1200
0799-62-1192
0799-52-2888
0799-52-0260
079-291-0001
078-782-0287
079-266-1125

青山ゴルフ練習場

姫路市青山

079-266-3139

佐用ゴルフ倶楽部
ゴルファーズマート神戸元町店
神戸六甲ボウル
ジェームス山グランドボウル

佐用郡佐用町口金近
神戸市中央区花隈町
神戸市灘区友田町
神戸市垂水区青山台

0790-82-3800
078-361-6100
078-841-3151
078-753-2086

家島フィッシングパーク・Sea遊

姫路市家島町

079-325-8700

海の家 かもめ
伊丹有岡スイミングスクール
PIN diving factory
ナカトスポーツ
万葉倶楽部
月の湯舟
太山寺 なでしこの湯
六甲の恵み からとの湯
民話の温泉 かのこの湯

たつの市御津町黒崎
伊丹市伊丹
尼崎市武庫川町
明石市西新町
神戸市中央区東川崎町
神戸市垂水区青山台
神戸市西区伊川谷
神戸市北区有野町
神戸市北区長尾町

079-322-0028
072-784-1768
06-4869-3202
078-928-0540
078-371-4126
078-752-2619
078-977-0261
078-982-2639
078-986-2745

有馬温泉

神戸市北区有馬

078-904-2291

篠山市河原町
篠山市今田町
宍粟市山崎町生谷
朝来市生野町黒川
朝来市山東町森
南あわじ市広田
神戸市長田区苅藻通
神戸市長田区梅ヶ香町
神戸市垂水区清水が丘
神戸市西区伊川谷町有瀬
神戸市西区岩岡町岩岡
尼崎市浜田町
尼崎市名神町
尼崎市大庄川田町
尼崎市昭和通
伊丹市広畑
伊丹市寺本東
伊丹市桑津
伊丹市南本町
伊丹市高台
伊丹市北本町
伊丹市萩野
伊丹市稲野町
伊丹市南本町
丹波市柏原町柏原
丹波市柏原町南多田
丹波市氷上町石生
丹波市氷上町大崎
丹波市春日町長王
姫路市西今宿

0795-52-1127
079-590-3377
0790-63-1380
079-679-2067
079-670-7070
0799-45-1411
078-671-2041
078-651-0111
078-783-0234
078-975-2120
078-967-2641
06-6418-0333
06-6429-7339
06-6419-7141
06-6411-8481
072-781-1917
072-781-8369
072-784-1600
072-782-3671
072-782-0550
072-770-9323
072-785-2331
072-772-6540
072-782-3202
0795-72-1122
0795-72-3350
0795-82-6967
0795-82-9611
0795-74-1183
079-296-0678

太閤の湯

王地山公園 ささやま荘
こんだ薬師温泉 ぬくもりの郷
生谷温泉「伊沢の里」
黒川温泉（生野町温泉開発㈱）
よふど温泉
サンライズ淡路
本 店
㈲関西モータース
尻池店
多聞自動車整備㈱
㈱あかつき
㈱杉尾ガレージ
㈱ライフワーク
㈱名神自工
㈱阪急阪神エムテック
㈱勝本モーター
北伊丹ダイハツ販売㈱
日生自動車販売㈱
北川パリスオートサービス㈱
㈱伊丹ダイハツ
㈲みづほ自動車商会
兵庫日産自動車㈱伊丹店
㈱山田自動車
信菱モータース
YOU SHOP 金川
ホンダカーズ多可・柏原店
㈲ホンダショップ柏原
井本自動車
㈱ジョイランド
足立自動車鈑金
㈱寿自動車整備

ルールくん

特
典
内
容
宿泊料（ルームチャージ）20％割引 要予約
レストラン 10％割引（対象外あり）
1泊2食宿泊の方に食前酒、モーニングコーヒーをサービス
正規宿泊料金より10％割引 要予約（除外期間あり）
宿泊基本料 10％割引 レストラン 5％割引
要予約（割引対象外、除外期間あり） 他サービスとの併合不可
宿泊基本料金 10％割引 要予約（除外期間あり）
宿泊基本料金 5％割引
宿泊基本料金 5％割引
宿泊基本料金 10％割引 特別設定料金は除外
宿泊基本料金 10％割引 料理代金 5％割引 会員本人のみ 要予約
他の割引と併用不可 カード、クーポン券使用不可（除外期間あり）
宿泊基本料金 10％割引 昼食会席 5％割引 要予約（6名まで可）除外期間有 他との併用不可
宿泊基本料金 10％割引 要予約（6名まで可能）
宿泊基本料金 10％割引 会員1名に付6名まで利用可能 要予約（除外期日あり）
地酒又はソフトドリンクをサービス 但し5名様まで、ホームページで予約の方に限る。
宿泊基本料金 10％割引 要予約（除外期間あり）
宿泊基本料金 10％割引 要予約（除外期間あり）
宿泊基本料金 10％割引 要予約（除外期間あり）
宿泊の方にお土産（海産物）を進呈 但し、グループに1個
宿泊料金 本 館 9,000円〜 15,000円、山上館 14,000円〜 20,000円に割引
但し、サービス料・税別、 要予約（除外期間あり）
乗船料 30％割引 適用はスカイマリンクルーズ45分コースに限る。
割引は本会員を含め10名まで 天候不良、機関調整、イベント開催等で乗船不可の場合あり
乗船料 10％割引 本人を含め5名まで
天候不良、機関調整、イベント開催等で乗船不可あり 船内飲食は割引なし
体験トライアルコース（5,000円）
・体験チャレンジコース（9,000円）10％割引 要予約
入場料 10％割引
入館料 大人500円を400円に割引
入館料 10％割引
入館料 10％割引
館内利用券進呈（大人100円分、子供50円分）、（本人を含め5名まで進呈）
入館料 10％割引（会員証1枚につき5名まで可能）
入館料 10％割引
当社企画旅行に対し、協会員様に限り旅行代金の5％割引 他のサービスとの併用不可
練習ボール代金 10％割引
1ラウンドセルフ料金（3B 〜 4B）平日7,300円を6,800円に、土・祝11,500円を10,500円に、日13,000円を12,000円に割引
但し、月・金感謝デイ、限定優待日、特別料金期日は、通常料金と同じ。他の割引・優待との併用不可
ボール貸出用 IC カードチャージ特典 5,000円で10ポイント 10,000円で40ポイント
20,000円で120ポイント 付与
ゴルフ 平日7,500円 土日祝10,000円 その他施設割引あり
全品、店頭商品価格の5％割引
ボウリングゲーム1ゲーム 50円割引
一般料金より100円割引 お子様貸靴無料（小学生以下に限る） ※他の割引との併用はできません。
大人男性（中学生以上）13,000円を12,000円 大人女性（中学生以上）10,000円を9,300円
子供（小学生以下）7,000円を6,300円に割引 要予約
潮干狩り 100円割引 海水浴 200円割引
入会金（ジュニア3,000円、大人6,000円）を無料 年会費 ジュニア無料
DIVING SCHOOL受講料 59,800円を 50,000円に割引（オープンウォーターのみ）
スポーツ用品 10％割引
入館料 平日 大人 2,300円を1,900円、土日祝 大人 2,300を2,100円に割引
入浴料 50円割引
日帰り温泉入浴手ぶらセット（入浴券・レンタルタオルセット・ソフトドリンク券）850円を650円に割引（会員本人のみ）
入浴料 大人700円を600円 小人350円を250円に割引
入浴料 大人600円を500円 小人300円を200円に割引
入館料 平 日:大人2,400円を2,160円 小人1,200円を1,080円 幼児400円を360円に割引
土日祝等：大人2,600円を2,340円 小人1,300円を1,170円 幼児500円を450円に割引
（会員本人と同伴5名まで利用可能、詳細については、受付で確認願います。）
入浴料 大人500円を400円に割引
入浴料 大人のみ700円を630円に割引（会員証提示で5名様まで適用）
入浴料 大人600円を500円に割引
入浴料 大人600円を500円に 100円割引（会員本人のみ）
入浴料 大人600円を500円に 100円割引（会員本人のみ）
入浴料 大人400円に割引
車検時 内装清掃・ボディワックスがけ、車検後 エンジンオイル交換無料券進呈
車検、点検及び板金塗装工賃の5％割引
エンジンオイル交換工賃 無料 バッテリー交換工賃無料 夏季限定500円割引
自動車修理全般 工賃の30％割引
車検・法定点検時エンジンオイル交換 無料
車検入庫後エンジンオイル交換 無料（3回分チケット進呈）
車検・法定点検時エンジンオイル交換 無料
車検・法定点検時エンジンオイル交換無料（普乗・軽四に限る。）
法定点検基本料金 10％割引
法定点検基本料金 10％割引
法定点検基本料金 10％割引
法定点検基本料金 10％割引
法定点検基本料金 10％割引
法定点検基本料金 10％割引
法定点検基本料金 10％割引
法定点検基本料金 10％割引
法定点検基本料金 10％割引
エンジンオイル交換 50％割引（ガソリン車に限る。）
エンジンオイル交換 工賃無料、法定点検時 エンジンオイル交換 工賃無料
車検、法定点検時 エンジンオイル無料交換、車検時 室内清掃無料
12 ヶ月点検 工賃10％割引
ボディーコーティング5％割引 鈑金、塗装工賃5％割引
車検時洗車サービス 車検後のエンジン・オイル交換無料 法定点検10％割引

マナーちゃん

分

類

自動車関連

自転車・
オートバイ販売等
自転車販売等
レンタカー
運送・引越
ガソリン
駐車場
自動車用品
自動車用硝子
運転代行
自動車保険
交通災害共済
食品販売

飲食店

料理教室等
家電販売
OA機器・オフィス家具等

ギフト・記念品

活水販売

メガネ

観賞魚販売

お菓子

パン
酒類販売
玩 具
着

物

着 物
着物レンタル
写 真
婦人帽子
婦人服・洋品
洋 服
家事代行サービス

協 賛 店 名
所 在 地
㈱ホンダ販売姫路
姫路市飾磨区中島
㈱浜田自工
姫路市白浜丙
日東運輸㈱
姫路市飾磨区思案橋
西播産業㈱
揖保郡太子町老原
カーコンビニ倶楽部 クイックピット福崎店
神崎郡福崎町南田原
㈱鳩自動車
神崎郡神河町福本
㈱小林モータース
佐用郡佐用町力万
㈲波賀自動車整備
宍粟市波賀町日見谷
岩屋サービス
淡路市岩屋
木下自動車㈱
淡路市志筑新島
ホンダカーズ津名
淡路市多賀
㈱前田モータース
淡路市久留麻
㈱近藤モータース
淡路市室津
広瀬モータース㈱
淡路市竹谷
飛沢モータース
淡路市志筑
福条モータース
淡路市志筑
新崎自動車整備工場
淡路市志筑
㈲井上良モータース
南あわじ市福良甲
大石商会
丹波市山南町谷川
TECHNICAL SHOP しらさぎ
明石市鳥羽
雑本サイクル
神戸市須磨区飛松
サイクルショップ マツウラ
西宮市上大市
サイクルショップ マツモト
尼崎市東難波町
サイクルモトショップ吉野商会
尼崎市尾浜
AIレンタカー垂水店
神戸市垂水区福田
赤帽 太田運送
神戸市中央区港島中町
㈱浜田運送
姫路市白浜乙
伊丹産業㈱ 県下全店
伊丹市中央
植田石油㈱ 県下直営12給油所
加西市北条町
海神社
神戸市垂水区宮本町
夏本不動産
尼崎市南塚口町
はとパーキング
姫路市南駅前
八幡神社外苑駐車場
洲本市山手
オートバックス 道意店
尼崎市道意町
小田安全硝子㈱ 本社姫路、県下10営業所 姫路市京町
加古川市平岡町
運転代行センターあんしん
神戸市西区神出町
運転代行センターあんしん神戸西
たつの市揖西町
運転代行 ACTION
神戸市中央区元町通
㈱アシュール
神戸市中央区栄町通
MS神戸株式会社
神戸市中央区雲井通
神戸市民生活協同組合
神戸市中央区二宮町
㈱カネヰ（カツオ節）
神戸市須磨区須磨寺
茶の森園
芦屋市楠町
㈲六甲味噌製造所
尼崎市浜田町
フードストア 和田店
三田市南が丘
㈱丹波屋（佃煮） 三田本店 駅前店
神戸市東灘区魚崎北町
レストラン モーヴ
神戸市中央区波止場町
喫茶ワラジヤ
神戸市中央区中山手通
中国料理 CHINESE 宗家
神戸市中央区下山手通
炭火焼鳥・一品料理 炭火 しゅう家
尼崎市杭瀬本町
割烹 小松
尼崎市杭瀬南新町
割烹 近江
尼崎市武庫川町
創作串料理 串むら
川西市丸の内
グリル りんどう
川辺郡猪名川町万善字竹添
食事処 そばの館（道の駅「いながわ」）
丹波市氷上町朝阪
食事処 割烹 夫婦橋
丹波市市島町
喫茶 ファースト
明石市本町
活魚料理 いずも亭
明石市本町
家庭料理 みつぼし
姫路市網干区垣内南町
カフェ＆ブティック タカハラ
神崎郡市川町
リフレッシュパーク市川
神崎郡神河町
㈱グリーンエコー笠形
姫路市辻井
フレッシュ青汁
宍粟市波賀町上野
喫茶 ケルン
西宮市小松南町
家庭薬膳料理教室 大恵
明石市本町
㈲ヤマシタ電化
神戸市兵庫区菊水町
神港商会
神戸市中央区中町通
平山商会
神戸市垂水区福田
㈱コウヨウビジネス
芦屋市東山町
芦屋工芸
佐用郡佐用町円応寺
おくりもの専門店 イシザワ 佐用店
宍粟市山崎町船元
山崎店
宍粟市千種町黒土
千種店
相生市向陽台
相生店
川西市東久代
㈱あづま商事
神戸市東灘区住吉本町
メガネのイシガミ LIV住吉店
㈱ビジョンメガネ 三宮店ほか県下30店適用 神戸市中央区三宮町
尼崎市神田中通
センター店
尼崎市塚口本町
メガネのアマガン つかしん店
尼崎市立花町
立花店
伊丹市中央
伊丹中央店
メガネのマトバ
尼崎市塚口本町
つかしん店
丹波市柏原町柏原
㈱ウエキ
加東市天神
礒野時計店
姫路市網干区新在家
㈱手塚商店
神戸市東灘区岡本
ブランカ 岡本
きねや本舗 5番町店 長田セントラルビルB1店 神戸市長田区五番町
神戸市垂水区本多聞
舞の夢
西宮市今津出在家町
本店
甘辛の関寿庵
神戸市兵庫区荒田町
ハートフルみなとがわ店
三田市三輪
西村清月堂 本店のみ
丹波市柏原町柏原
一菓喜心 明正堂
丹波市春日町野上野
夢の里 やながわ本店
丹波市氷上町本郷
お菓子の夢工房 ときわどう
丹波市市島町市島
コンフェクト タナカ
明植堂 桜町本店、タルヤ町店、明石ステーションプラザ店
丹波市柏原町柏原
自然酵母パン店 よしだ屋
丹波市柏原町柏原
パンの蔵 穂音
三田市三田町
松本酒店
小野市東本町
おもちゃのタナカ
尼崎市塚口町
創作着物「まるひめ」
丹波市春日町黒井
きもの処むらかみ
㈱原田呉服店
赤穂郡上郡町上郡
振袖レンタルブティック ティアラ
写真スタジオ105
神戸市中央区北長狭通
㈱マキシン
明石市本町
ファッションハウス こじま
丹波市春日町野村
ファッションハウス まるなが
神戸市中央区磯上通
サニーメイドサービス

電
話
079-234-0590
079-245-2561
079-234-8285
079-277-0221
0790-22-8919
0790-32-0810
0790-86-0812
0790-75-2363
0799-72-2369
0799-62-0695
0799-85-1500
0799-74-2224
0799-84-0092
0799-85-1045
0799-62-3269
0799-62-3087
0799-62-2013
0799-52-0073
0795-77-0674
078-995-5244
078-732-2286
0798-52-2036
06-6481-3158
06-6429-7926
078-708-0555
078-303-3671
079-245-4111
072-783-0001
0790-43-1511
078-707-0188
06-6429-3060
079-222-7635
0799-22-3039
06-6413-0500
079-284-6200
079-426-2083
078-964-3388
090-6983-2495
078-331-7072
078-392-5341
078-241-2266
078-221-7180
078-731-1487
0797-32-6111
06-6418-7288
079-562-4552
078-452-2313
078-331-7049
078-242-8722
078-393-3353
06-6401-7968
06-6401-5761
06-4869-3202
072-757-0117
072-767-8600
0795-82-4313
0795-85-2366
078-911-5057
078-911-3381
079-273-3320
0790-27-0313
0790-32-1307
079-266-6806
0790-75-2083
0798-41-1855
078-912-8855
078-511-0937
078-351-1551
078-708-0021
0797-31-2283
0790-82-2200
0790-64-4577
0790-76-8700
0791-24-7477
072-759-0261
078-854-5525
078-325-3789
06-6411-8965
06-6420-3760
06-6428-0550
072-772-1025
06-6420-3850
0795-72-0046
0795-47-0066
079-273-8828
078-862-6389
078-575-4843
078-785-7818
0798-32-3039
078-531-1734
079-562-0345
0795-72-0217
0795-74-0123
0795-82-8145
0795-85-2583
078-912-3600
0795-72-3386
0795-78-9460
079-562-2229
0794-62-4497
06-6421-0434
0795-74-0051
0791-52-0227
0791-52-5298
078-331-6711
078-911-2786
0795-74-2747
0120-32-2017

特
典
内
容
オイル交換 半額
車検工賃 10％割引 車検時のエンジンオイル及び交換工賃 無料
車検及び点検工賃の5％引き
オイル交換割引 キズコーティング工賃 10％割引
キズ、へこみ、鈑金、塗装、オイル交換各工賃 5％割引
一般整備、点検、鈑金、各工賃の5％割引 エンジンオイル交換工賃のみ無料
車検基本工賃 10％割引
毎月29日エンジンオイル交換 500円／ℓ
法定点検 10％割引
定期点検 10％割引
法定点検 10％割引
法定点検 10％割引
法定点検 10％割引
法定点検 10％割引
法定点検 10％割引
法定点検 10％割引
法定点検 10％割引
車検及び点検工賃の5％引き
修理工賃代金 3％割引
修理・タイヤ交換 5％割引 車検時のオイル交換無料 バイク販売・買取時の特典有
店頭価格の3％割引
修理（工賃、パーツ代込み）10％割引
店頭価格の3％割引
修理 10％割引 部品・商品 10％割引
レンタカー料金 10％割引 他の割引併用不可
引越代金 5％割引
引越運賃 10％割引 引越梱包資材無料 トランクルーム 10％割引
ガソリン・軽油・灯油 店頭現金価格 2円／ℓ割引（使用前に必ず協会員証を呈示）
ガソリン店頭価格 2円／ℓ割引（使用前に必ず協会員証を呈示）
駐車料金 100円割引（700円を600円）
月極駐車場仲介手数料1箇月＋消費税を半月分+消費税
現金支払いに限り、利用料金から100円引き
駐車料金 一時預かり400円を300円に割引
店頭価格の5％割引（特価品は除く）
自動車硝子の交換及びカーフィルム施工 10％割引（対象外あり） 他の割引併用不可
代行料金 300円又は10％割引
代行料金 200円又は10％割引
代行料金 10Kmまで200円、20Kmまで300円、20Km以上400円割引（1台当たり）
自動車保険の無料診断・見積り
自動車保険の診断・見積 無料、来店された方に安全グッズ進呈
交通災害共済 掛金（一般1口年額1,000円）1口当たり 120円割引
通常小売価格の20％引き（一部除外品あり）
購入価格の5％割引
商品の20％割引（会員証呈示後同社会員登録）
店頭価格の5％割引
店頭商品の5％割引（百貨店売場は対象外）
グラスワイン又はデザートのコーヒー・紅茶をサービス
オムソバメシとコーヒーセット 10％割引
飲食代金 10％割引 団体割引 別途有
ドリンク1杯又はやきとり盛合せ4本 サービス
飲食代金 5％割引
飲食代金 5％割引
飲食代金 20％割引
飲み物 5％割引
ざるそば定食（1000円）を10％割引
食事代金 0.5％割引（アルコール類を除く）
店内で飲食の方について、ワッフルセット10％割引
1ドリンクサービス（同伴者も）
5000円以上ご利用の方に限り飲食代金の5％引き
特別カレー 500円（20食限定）
どんぐりころころ館での食後のソフトドリンク半額
レストラン定食メニュー 50円引き
ペットボトル 500ミリリットル 720円 350ミリリットル 520円を5%引く
定食後のコーヒーをサービス
受講料（1回）3,800円を3,300円に、貸キッチン 5,500円を4,800円に割引（3日前までに要予約）
店頭価格の5％割引
ソリッド防犯カメラ（IPC-07W） 販売価格の7％割引
店頭価格の5 〜 10％割引
1万円以上お買上げの方に粗品を進呈
通常割引価格から更に5％割引
お買い上げの方に粗品進呈
活性化水素水特別割引 横断幕、テント名入れ
メガネ・サングラス・補聴器 10％割引（他の割引併用不可）
メガネフレーム・レンズ・補聴器 10％割引 コンタクト 5％割引（割引除外品あり）
メガネ・サングラス・補聴器 10％割引（他の割引併用不可）
試験場同機種深視力練習 無料（センター店のみ）
メガネフレーム・レンズ 10％割引
深視力・立体視の練習無料 （他の割引併用不可）
視力測定 無料、メガネフレーム・レンズ 10％割引
時計、メガネについて、店頭価格の10％割引
5000円お買い上げ粗品進呈
購入価格の5％割引（送料別）
自店製造商品 15％割引
店頭価格の5％割引
和菓子・化粧品等店頭価格の5％割引 喫茶料金5％割引（本店のみ）
但し、アルコール類は除く。 他の割引との併用不可
俵最中を5％割引
お買上げに応じ、次回の割引券進呈
2,000円以上（税込）お買上げの方に「丹心ミニバウム」1個進呈
ケーキセット 50円割引
1,000円以上お買上げ 5％割引
1000円お買い上げ 5％割引
お買上げ額に応じた次回の割引券進呈
1,000円以上お買上げのお客様に100円引き
店頭価格の10％割引
店頭価格の10％割引
店頭価格 10％割引 レンタル 5％割引
店頭商品価格の5％割引（一部除外品有）
着物クリーニング 10％割引 和グッズプレゼント（毎月1人1回限り）
振袖レンタル 98,000円を35,000円に割引（64％割引）
撮影料 無料、着付料金 50％割引、写真 4つ切り8,500円＋額又は台紙進呈
1万円以上お買い上げ の方に粗品進呈
店頭商品の10％割引 割引商品は対象外 クレジットカード使用の場合 5％割引
お買上げのお客様に粗品進呈
定期プランにおいて一般料金から5%割引

安全協会協賛店一覧表

分 類
衣類プリント
化粧品
理

容

エステサロン
整体・サロン
健 康
サプリメント
雑貨等
クリーニング
家 具
不動産
住宅 新築
リフォーム
ハウスクリーニング
水 道

建築塗装

印

刷

家事・育児・介護サービス
病院
高齢者住宅
美容外科
歯科医院
接骨院
接骨院
鍼灸院
手技療法
医薬品
警備業
人材派遣業
保育園等
学習塾
英会話＆サロン
カ ギ
動物霊園
仏 具

葬

祭

協 賛 店 名
所 在 地
㈱フォーティーン
丹波市市島町
ほりこし
南あわじ市福良
ヘアーサロン トモイ
丹波市柏原町柏原
ぐすく hair salon
三木市志染町東自由が丘
女性お顔そり店 なでしこ
三木市志染町東自由が丘
ボディ サプライズ
神戸市中央区三宮町
㈱トルマリアロハ
神戸市須磨区明神町
みやび健康倶楽部MM
尼崎市立花町
三田ローズガーデン
三田市三輪
花崎
南あわじ市福良乙
㈲登日商店 アウトレット店 津名店
南あわじ市市福永
㈲海王商事
芦屋市奥池町
㈱こだま不動産
姫路市土山東の町
インプレスホーム㈱
明石市大蔵八幡町
㈱セルビーハウジング
姫路市大津区天神
ミューズ
姫路市北平野
山岡水道工業㈱
南あわじ市広田
ペイントヒロカワ
明石市魚住町中尾
浦上塗装店
西脇市西脇
安田塗装工業㈱
加古川市加古川町稲屋
㈱池田塗装店
加古川市加古川町寺家町
㈱三島塗建工業
加古川市平荘町一本松
㈲古田塗装店
加古川市東神吉町出河原
三美塗装工業㈱
加古郡稲美町六分一
前田塗装㈱
高砂市今市
東郷塗装㈱
姫路市野里
㈱小林塗装
姫路市東山
西尾塗装工業㈱
姫路市南今宿
難波塗装店
姫路市京口町
㈱ヒメ
トサービス
姫路市西庄乙
㈲トラヤ塗装工芸社
姫路市南畝町
本上塗装㈲
姫路市苫編
千代田塗装工業㈱
姫路市飾磨区英賀西町
三光塗装工業㈱
姫路市大津区吉美
網干塗装工業㈱
姫路市網干区大江島
㈲かさい塗装店
たつの市御津町釜屋
矢木塗装㈱
揖保郡太子町老原
㈲笠松塗装店
相生市青葉台
㈲濱地塗装店
赤穂市中広
㈱明石塗装店
赤穂市加里屋
国重塗装店
宍粟市山崎町中野
西播塗装
宍粟市山崎町木谷
㈱岩田塗装店
宍粟市山崎町三津
㈱ 日創
神戸市中央区元町通
服部プロセス ㈱
神戸市長田区東尻池
ニチイライフ
神戸市中央区港島南町
医療法人松浦会 姫路第一病院
姫路市御国野町
サンケアホーム神戸三宮
神戸市中央区琴ノ緒町
ルネッサンス美容外科医院
神戸市中央区八幡通
神谷歯科医院
神戸市中央区中山手通
神田接骨院
神戸市中央区御幸通
小林接骨院
姫路市南条
小林鍼灸院
KOBA接骨院
高砂市米田町
KOBA鍼灸院
KCSセンター明石中央
明石市大明石町1丁目
古流整体 千手堂
小野市市場町
漢方・免疫のドラッグピュア
神戸市北区鈴蘭台北町
近畿システム管理㈱
尼崎市北大物町
㈲本四警備保障
南あわじ市市善光寺
㈱ハーロー企画
神戸市中央区下山手通
つばさほいくえん
神戸市兵庫区上沢通
つばさカルチャースクール
学習塾・予備校 セクター
揖保郡太子町
THE QUEEN S Manor
姫路市大津区恵美酒
カギの110番㈱ 姫路本店 加古川・明石・神戸各支店
宝塚動物霊園
宝塚市御殿山
㈱クリヤマ
神戸市須磨区須磨寺
㈱花義
神戸市東灘区甲南通
二葉典礼㈲
神戸市長田区二葉
㈱フィール 葬祭会館 ゆうあいホール
神戸市北区山田町
セレモニーホール なごみ
淡路市中田
㈱片山葬祭 ふるさとホール
淡路市大谷
サンセットホール北淡
淡路市育波
サンセットホール東浦
淡路市浦
小さなお葬式

大阪府大阪市

レンタカー料金割引協賛店

地

区

神

戸

淡

路

阪

神

播

丹

姫

路

但

馬

宍

粟

協 賛 店 名
㈱コウベドライヴクラブ（コウベレンタカー）
㈱トヨタレンタリース兵庫
タイムズカーレンタルFC神戸本部（㈱神戸マツダ）
オリックスレンタカー関西㈱三宮店
㈱トヨタレンタリース神戸
Fレンタカー兵庫㈱
兵庫スバル自動車㈱
JR西日本レンタカー＆リース㈱
キノシタレンタリース（木下自動車㈱）
㈱伊丹レンタカー
㈱カメウチ（カメウチレンタカー）
ニッポンレンタカー北大阪㈱神戸三宮
㈱SHC
㈱滝野自動車
ニシワキレンタカー（ステップ㈱）
㈱エフエムコーポレーション・オリックスレンタカー加古川店
㈲清水自動車（香住レンタカー）
㈲寺谷観光バス
㈱出石モータース（いずしレンタカー）
㈱ベルテックス自動車販売
佐用自動車㈱

電
話
0795-85-3186
0799-52-3080
0795-72-0085
0794-84-0828
0794-87-1159
078-381-6671
078-731-6115
0120-15-3802
090-7762-1954
0799-52-0107
0799-42-0165
0797-38-1271
079-295-4528
078-914-2595
079-230-2111
079-260-6818
0799-45-0226
078-946-5630
0795-22-0441
079-423-4802
079-422-2515
079-428-3231
079-431-0426
079-495-0278
079-442-4455
079-224-3142
079-245-5427
079-293-3393
079-284-0981
079-299-2345
079-223-4249
079-295-8469
079-236-0481
079-272-3320
079-273-2455
079-322-0336
079-277-3528
0791-28-0965
0791-42-0193
0791-43-2419
0790-65-0359
0790-62-3484
0790-62-0761
078-351-1510
078-682-8855
0120-212-295
079-252-0581
078-242-8000
078-862-6500
078-321-2332
078-862-1303

特
典
内
容
取扱商品の10％割引
マックスファクター、カシー、オリーブマノンお買い上げ 5％割引 配達無料
3,000円以上のメニュー 300円割引、店頭販売 10％割引
ヘアカラー、メンズエステ、頭皮育毛エステ 20％割引 店頭販売品 10％割引 他との併用不可
お顔そりをされた方に首の美白パックを無料サービス 他の割引との併用不可
初めて利用の方に限り、全コース30％割引
体験 初回のみ無料（料金2,000円）
スッポンにんにく 1,980円 「元気の粒」 商品価格の10％割引 送料無料
薔薇・レース雑貨 全品10％、薔薇アロマオイルマッサージ 20％、占い20％ 割引
取扱商品の5％割引
家具3万円以上お買い上げの方に粗品進呈
仲介手数料の11％、売買・請負金額の5％、コンサルティング（相談）料の11％を割引
賃貸契約：仲介手数料 30％割引 売買契約：仲介手数料 10％割引
リフォーム工事代金 3％割引 神戸市、明石市のみ対応
新築・リホーム工事代金 3％割引 姫路市・たつの市・揖保郡太子町のみ対応 他の割引との併用不可
見積り価格の10％割引 在宅住宅内でも可
水まわりの応急修理費 5％割引

メーカー設定価格から 10 〜 20％割引
（建物の形態により、上記の割引が出来ない場合有り）

出版印刷物・商業印刷全般 見積価格の10％割引、自費出版アドバイス・価格相談 無料
カタログ・パンフレットなど商業印刷・ホームページ制作 御見積り価格の10%割引 （御新規様のみ）
デビュープラン（スタッフ1名・1.5h）3,980円（税込）、スポットプラン 5％割引
半日・1泊2日人間ドック 5％割引（2名以上で申込みの場合10％割引）
入居時より3 ヶ月間 家賃5,000円割引 他との併用不可
施術費用（定価）より10％割引 初診相談料（3,150円）無料
初めて来院の方に 歯ブラシ1本進呈
初検の方に シップをサービス
材料代をサービス
079-281-9542
初検料 50％割引
079-451-5191
材料代無料
079-451-5193
初検料 50％割引
078-914-7177
初回施術料 半額、遠赤粘着貼付仕様（伸縮シート）シップ 進呈
090-5043-8088 初回施術料 10％割引（要予約）
（他との併用不可）
078-591-3592
血流計測定無料、店頭商品価格の5％割引
06-6482-5641
警備料金 5％割引
0799-42-5057
警備料金 5％割引
078-331-0823
パーティー企画料金 無料
0120-283-415
一時保育料金（480円〜）20％割引、月極保育入会金（10,000円）50％割引
0120-283-296
入会金（5,000円）無料、体験レッスン料 50％割引
079-277-1905
入塾金無料、塾で使用する用品・文具（保護者が会員の場合）
079-230-4181
入会金 10％割引（ご家族の方：入会金無料）
079-223-6987
店頭商品、出張工事代金を5％割引
0797-84-1117
葬儀・火葬・埋葬 火葬・埋葬料 10％割引、ブーケ・六文銭進呈 ペット健康祈願 2,000円割引 詳細については応談
078-731-4090
仏壇 20％ 仏具 10％割引（線香、ローソクを除く）
078-411-2310
葬儀・法要会館「花義ホール」使用料 10%割引
078-621-0845
基本祭壇料金 10％割引、供花1対贈呈
078-583-9990
会員制度入会金（5,000円）無料 （事前の入会に限る）
0799-52-4400
葬儀費用 20％割引 仏壇・仏具 20％割引
0799-64-2100
0799-84-1230
葬祭・法要会館使用料 20％割引
0799-74-0182
【全国対応】
【兵庫県 190式場で利用可能】必要な物品・サービスを全て含んだ「定額葬儀サ−ビス」
0120-968-297
通常プラン193,000円〜643,000円を20,000円〜40,000円の割引

所 在 地
神戸市中央区国香通
神戸市長田区北町
神戸市兵庫区東柳原町
神戸市中央区八幡通
神戸市兵庫区水木通
神戸市中央区神戸空港
神戸市灘区岩屋中町
尼崎市潮江
淡路市志筑
伊丹市船原
尼崎市大庄北
神戸市中央区旭通
西宮市分銅町
加東市下滝野
西脇市西脇
加古川市加古川町
美方郡香美町
美方郡新温泉町
豊岡市出石町
朝来市和田山町
佐用郡佐用町

電
話
078-241-5151
0120-712-489
078-671-5275
078-261-0543
0120-81-1515
078-306-1134
078-861-8331
06-4868-8501
0799-62-0695
072-784-0848
06-6417-6521
078-231-0911
0798-23-7885
0795-48-2392
0795-22-5450
079-421-0302
0796-36-0015
0796-92-1221
0796-52-3232
079-670-2277
0790-82-3737

※宿泊施設等で「要予約」の協賛店がありますので、ご注意下さい。

特

典

内

容

５〜1０%割引
※割引率や一部車種を除く場合等、事業者によ
り異なります。
また、他の割引とは重複いたしませんのでご了
承下さい。
※ご利用前に必ず会員証を呈示して下さい。
（兵庫県レンタカー協会加盟・割引制度参加事業者）

※予告なく、内容が変更されているものがありますが、ご了承下さい。

