
安全協会協賛店一覧表
分　類 協　賛　店　名 所　在　地 電　　話 特　　典　　内　　容

マナーちゃんルールくん

会員証を呈示すると、
特典が受けられます

宿泊施設

観光施設

旅　 行

ゴルフ施設

ボウリング

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

神戸市須磨区須磨寺
神戸市垂水区東舞子
尼崎市潮江
芦屋市大原町

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

姫路市夢前町前之庄
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
神戸市中央区波止場町

神戸市中央区波止場町

三木市別所町高木　
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

姫路市青山

佐用郡佐用町口金近
神戸市灘区友田町
神戸市垂水区青山台
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

神戸市北区有馬

宍粟市山崎町生谷
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
伊丹市荻野
伊丹市稲野町
伊丹市南本町

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）
宿泊基本料金 10％割引　要予約（除外期間あり）
・ご宿泊のお客様 お部屋グレードアップ
（年末年始、ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク期間及び団体客貸切の場合は除く。）
・宴会場  ご本人を含むグループ全員に乾杯用スパークリングワイン1杯サービス（事前確認の必要あり）
・あしや竹園芦屋本店 10,000円以上購入で野球カレー1個プレゼント
・マグネットカフェ竹園 食事利用のご本人を含むグループ全員にアルコールを含むワンドリンク
サービス（年末年始、ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク期間を除く。）
・但馬牛専門店レストランあしや竹園 食事利用のご本人を含むグループ全員にアルコールを含む
ワンドリンクサービス（年末年始、ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク期間を除く。）
・CAFE & BAR Takezono  ご本人のみにドリンク注文でプチケーキサービス（年末年始、
ゴールデンウィーク、 お盆、シルバーウィーク期 間を除く。）
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
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）
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　6,000円で12ポイント、11,000円で44ポイント、
22,000円で132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　
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。
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 65,780円（税込価格）を60,000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）950円を750円に割引（会員本人のみ）
入浴料　大人750円を650円、小人370円を270円に割引
入浴料　大人650円を550円、小人310円を210円に割引
入館料　平日　大人2,640円を2,240円　小人1,239円を1,039円　幼児440円を340円に割引
　　　　土日祝等　大人2,860円を2,460円　小人1,430円を1,230円　幼児550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　初回のみ無料
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
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
法定点検基本料金 10％割引

078-731-4351
078-706-3711
06-6491-8511
0797-31-2341

0795-72-3285
0795-74-0029
078-912-0111
078-912-1717

079-336-1000
0796-32-2611
0799-23-2200
0799-23-1212
0799-52-3011
078-360-0731

078-333-8414

0794-83-8670
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

079-266-3139

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

078-904-2291

0790-63-1380
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

寿楼　臨水亭
シーサイドホテル舞子ビラ神戸
ホテルヴィスキオ尼崎
ホテル竹園芦屋

㈱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

夢の井
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
神戸シーバス（神戸港遊覧）

ルミナス神戸2

M I K I ホーストレック
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」
あわじグリーン館
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

青山ゴルフ練習場

佐用ゴルフ倶楽部
神戸六甲ボウル
ジェームス山グランドボウル
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

有馬温泉　太閤の湯

生谷温泉「伊沢の里」
よふど温泉
サンライズ淡路

㈲関西モータース 本　店
 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

※　一覧表の協賛店記載が遅れる場合がございます。 ※　予告なく内容が変更されている場合がございます。
※　宿泊施設等では「要予約」の場合がございます。 ※　記載がなくても他の割引や特典と併用不可の場合がございます。



分　類 協　賛　店　名 所　在　地 電　　話 特　　典　　内　　容

自動車関連

自転車・
オートバイ販売等

自転車販売等

運送・引越

ガソリン

駐車場

自動車用品
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

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
姫路市飾磨区中島
姫路市白浜丙
姫路市飾磨区思案橋
揖保郡太子町老原
佐用郡佐用町力万
宍粟市波賀町日見谷
淡路市岩屋
淡路市志筑新島
淡路市多賀
淡路市久留麻
淡路市室津
淡路市竹谷
淡路市志筑
淡路市志筑
淡路市志筑
丹波市山南町谷川
神戸市西区平野町
神戸市須磨区飛松
尼崎市東難波町
尼崎市尾浜
神戸市中央区港島中町
姫路市白浜乙
神戸市兵庫区芦原通
伊丹市中央

加西市北条町
姫路市南駅前
洲本市山手
尼崎市道意町
たつの市揖西町
神戸市中央区栄町通
神戸市中央区伊藤町
神戸市須磨区須磨寺
芦屋市楠町
尼崎市浜田町
三田市南が丘
神戸市東灘区魚崎北町
神戸市中央区波止場町
神戸市中央区中山手通
尼崎市杭瀬本町
尼崎市杭瀬南新町
尼崎市武庫川町
川辺郡猪名川町万善字竹添
丹波市氷上町朝阪
丹波市市島町
明石市本町
神崎郡市川町

三木市緑が丘町東1-1-51

淡路市富島
西宮市小松南町
明石市本町
神戸市兵庫区菊水町
神戸市中央区中町通
神戸市垂水区福田
芦屋市東山町
佐用郡佐用町円応寺
宍粟市山崎町船元
宍粟市千種町黒土
相生市向陽台
川西市東久代
神戸市東灘区住吉本町

神戸市中央区三宮町

尼崎市神田中通
尼崎市立花町
伊丹市中央
尼崎市塚口本町
丹波市柏原町柏原
加東市天神
姫路市網干区大江島古川町
姫路市飾磨区細江
姫路市飾磨区鎌倉町
姫路市東辻井
相生市大島町
揖保郡太子町馬場
姫路市網干区新在家
神戸市東灘区岡本
神戸市垂水区本多聞
西宮市今津出在家町

三田市三輪
丹波市柏原町柏原
丹波市春日町野上野
丹波市氷上町本郷
丹波市市島町市島

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
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　
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
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　
修理代金の３％割引
店頭価格の3％割引
修理 10％割引　部品・商品 10％割引
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
引越基本料金（運賃及び人件費）から20%以上割引（毎年３月１５日から４月１５日までの間は除く）
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、他の割引との併用不可）
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）
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）
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
購入価格の5％割引
商品の10％割引（一部除外品あり）
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（ランチ除く）　団体割引別途有
飲食代金 5％割引
飲食代金 5％割引
飲食代金 10％割引
ざるそば定食1,000円を900円に割引　そばソフトクリーム350円を300円に割引（営業時間内に限る。）
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
5000円以上ご利用の方に限り飲食代金の5％引き
どんぐりころころ館での食後のソフトドリンク半額
スタンダードピザ、デラックスピザ、プレミアムピザ　M、L、XLの各サイズ10％引き
（土、日、祝日を除く）日を除く
飲食代金 10％割引
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
（店頭セールとの併用可・特別優待券は不可　各店舗ごとの掲載あり）

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・クレジットカード5%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・ご相談無料
時計、メガネについて、店頭価格の10％割引
・視力測定、深視力測定、認知機能確認、視野測定、色覚確認、聴力測定の無料実施　・眼鏡の即日お渡し可能
・視力測定、深視力測定、視野測定、色覚確認、認知機能確認の無料実施　・聴こえの相談実施
・視力、深視力、視野測定及び色覚、認知機能確認、聴こえの相談の無料実施　・眼鏡の即日お渡し可能
・視力、深視力、視野測定及び色覚、認知機能確認、聴こえの相談の無料実施　・眼鏡の即日お渡し可能
・視力測定、深視力測定、視野測定、色覚確認、認知機能確認、聴こえの相談の無料実施
・視力、深視力、視野測定及び色覚、認知機能確認、聴こえの相談の無料実施　・眼鏡の即日お渡し可能
5000円お買い上げ粗品進呈
購入価格の5％割引（送料別）
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　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

0795-72-3350
0795-82-6967
0795-82-9611
0795-74-1183
079-234-0590
079-245-2561
079-234-8285
079-277-0221
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
0795-77-0674
078-995-5244
078-732-2286
06-6481-3158
06-6429-7926
078-303-3671
079-245-4111
0120-56-1141
072-783-0001

0790-43-1511
079-222-7635
0799-22-3039
06-6413-0500
090-6983-2495
078-392-5341
078-335-0601
078-731-1487
0797-32-6111
06-6418-7288
079-562-4552
078-452-2313
078-331-7049
078-242-8722
06-6401-7968
06-6401-5761
06-4869-3202
072-767-8600
0795-82-4313
0795-85-2366
078-911-3381
0790-27-0313

080-4294-8788

0799-70-6808
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
06-6428-0550
072-772-1025
06-6420-3850
050-8884-8200
0795-47-0066
079-271-3350
079-235-9161
079-237-3263
079-299-2301
0791-55-9321
079-275-6070
079-273-8828
078-862-6389
078-785-7818
0798-32-3039

079-562-0345
0795-72-0217
0795-74-0123
0795-82-8145
0795-85-2583
078-912-3600

㈲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
㈱ホンダ販売姫路
㈱浜田自工
日東運輸㈱
西播産業㈱
㈱小林モータース
㈲波賀自動車整備
岩屋サービス
木下自動車㈱
ホンダカーズ津名
㈱前田モータース
㈲近藤モータース
広瀬モータース㈱
飛沢モータース
㈱福条モータース
新崎自動車整備工場
大石商会
TECHNICAL SHOP しらさぎ
雑本サイクル
サイクルショップ　マツモト
サイクルモトショップ吉野商会
赤帽　太田運送
㈱浜田運送
サカイ引越センター　県内全支社
伊丹産業㈱　県下全店

植田石油㈱　県下直営12給油所
はとパーキング
八幡神社外苑駐車場
オートバックス　道意店
運転代行　ACTION
MS関西株式会社神戸支店
神戸市民生活協同組合
茶の森園
㈲六甲味噌製造所
フードストア　和田店
㈱丹波屋（佃煮）　三田本店　駅前店
レストラン　モーヴ
喫茶ワラジヤ
中国料理　CHINESE 宗家
割烹　小松
割烹　近江
博多とんこつらぁーめん・串揚げ　串むら
食事処　そばの館（道の駅「いながわ」）
食事処　割烹　夫婦橋
喫茶　ファースト
明石　みつぼし
リフレッシュパーク市川

ピザ　アルト　緑が丘店

淡路　夢ホルモン
家庭薬膳料理教室　大恵
㈲ヤマシタ電化
神港商会
合平山商会
㈱コウヨウビジネス
芦屋工芸
おくりもの専門店  イシザワ 佐用店
  山崎店
  千種店
  相生店
㈱あづま商事
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１５店
（本山店・灘新在家店・イオン長田南店・板宿店・
コープデイズ神戸西店・名神尼崎店・明石ビブレ店・
魚住店・西明石店・芦屋店・東加古川店・宝塚店・
志染店・アイモール高砂店・小野店）適用

メガネのアマガン　センター店
 立花店

メガネのマトバ 伊丹中央店
 つかしん店　　　　　　　　　　　　　
OPTICIAN UEKI
礒野時計店
メガネのルックワン網干店
メガネのルックワン飾磨店
メガネのルックワン英賀保店
メガネのルックワン辻井店
メガネのルックワン相生店
メガネのルックワン太子店
㈱手塚商店
ブランカ　岡本
舞の夢
甘辛の関寿庵　本店
（お菓子・喫茶）
西村清月堂　本店のみ
一菓喜心　明正堂
夢の里　やながわ本店
お菓子の夢工房　ときわどう
コンフェクト　タナカ
明植堂　桜町本店、ピオレ明石東館店、樽屋店



分　類 協　賛　店　名 所　在　地 電　　話 特　　典　　内　　容

パン

酒類販売
着　物

丹波市柏原町柏原
丹波市柏原町柏原
三田市三田町
丹波市春日町黒井

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
店頭商品価格の5％割引（一部除外品有）

0795-72-3386
0795-78-9460
079-562-2229
0795-74-0051

自然酵母パン店　よしだ屋
パンの蔵　穂音
松本酒店
きもの処むらかみ

地　区 事　業　者　名 特　　典　　内　　容
レンタカー料金割引協賛店

㈱トヨタレンタリース兵庫 （県下全店）
㈱トヨタレンタリース神戸 （県下全店）
JR西日本レンタカー＆リース㈱ （県下全店）
㈱コウベドライヴクラブ（コウベレンタカー）春日野駅前店、（他店、六甲アイランド店）
森本商店
㈱伊丹レンタカー
㈱滝野自動車
㈱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
㈱太子産業（太子レンタカー）
佐用自動車㈱
㈱出石モータース（いずしレンタカー）

所　在　地
神戸市長田区北町2－5
神戸市兵庫区水木通1－4－8
尼崎市潮江1－1－60
神戸市中央区国香通1－2－3
淡路市楠本2001－1
伊丹市船原2－3－23
加東市下滝野4－132
加古川市加古川町粟津714－1
姫路市上手野258－1
佐用郡佐用町佐用232－1
豊岡市出石町弘原345－1

電　　話
0120－712－489
0120－81－1515
06－4868－8501
078－241－5151
0799－72－3525
072－784－0848
0795－48－2392
079－421－0302
079－293－6522
0790－82－3737
0796－52－3232

※1　割引率や一部車種を除く場合等、事業者によって
異なります。

※2　他の割引特典とは重複いたしませんのでご了承ください。
※3　ご利用前には、必ず会員証を呈示してください。
※4　（県下全店）及び（他店）と記載されている場合の

割引対象店につきましては、
（一社）兵庫県レンタカー協会の
ホームページ
（https://hyogo-rentacar.com/）
より各店検索の上、お問い合わせ
ください。

※一般社団法人兵庫県レンタカー協会加盟・割引制度参加事業者

5～ 10％割引県　下

神　戸
淡　路
阪　神
播　丹

姫　路

但　馬

着　物
着物レンタル
写　真

婦人帽子
婦人服・洋品
洋　服

貸衣裳

化粧品
理　容

整体・サロン
リンパサロン
サプリメント
雑貨等
家　具

不動産

 住宅 新築リフォーム

住宅設備

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
接骨院

接骨院
鍼灸院

整骨・接骨
手技療法
医薬品
法律相談

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

その他学校
土産店
保険業

赤穂郡上郡町上郡

神戸市中央区北長狭通
明石市本町
丹波市春日町野村

神戸市中央区山本通

南あわじ市福良
丹波市柏原町柏原
神戸市中央区三宮町
宝塚市小林
尼崎市立花町
三田市三輪
南あわじ市市福永
芦屋市西山町9-5
姫路市土山東の町
神戸市須磨区車字前ケ田

南あわじ市広田

南あわじ市広田
明石市魚住町錦が丘
加古川市加古川町寺家町
加古川市東神吉町出河原
高砂市今市
姫路市野里
姫路市東山
姫路市南今宿
姫路市京口町
姫路市西庄乙
姫路市苫編
姫路市飾磨区英賀西町
姫路市網干区大江島
揖保郡太子町老原
相生市青葉台
赤穂市中広
赤穂市加里屋
宍粟市山崎町中野
宍粟市山崎町木谷
宍粟市山崎町三津
姫路市手柄
神戸市長田区東尻池
神戸市中央区港島南町
姫路市御国野町
神戸市中央区琴ノ緒町
神戸市中央区八幡通
神戸市中央区御幸通

姫路市南条

高砂市米田町

尼崎市立花町3-9-1
明石市本町1丁目
神戸市北区鈴蘭台北町
尼崎市潮江
尼崎市北大物町
南あわじ市市善光寺
神戸市中央区下山手通
神戸市兵庫区上沢通

揖保郡太子町
姫路市大津区恵美酒

宝塚市御殿山
神戸市須磨区須磨寺
神戸市東灘区甲南町
神戸市長田区二葉
淡路市中田

大阪府大阪市

赤穂郡上郡町駅前12
豊岡市城崎町
芦屋市松ノ内町

着物クリーニング・宝石メンテナンス　５％～10%割引（見積もり無料）
和グッズ又は圭介せんべいプレゼント（毎月１人１回限り）　お祭り用品　５％～10%割引
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
婚礼ドレス＋タキシードのセットレンタルで50％割引、二次会用ドレス＋タキシードのセット
レンタルが59,800円（土・日使用は69,800円、共に税抜）  他の特典との併用不可
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
初めての利用の方に限り、全コース20％割引
新リンパ療法、オイル温熱療法、プラズマ療法の初回施術料半額（完全予約制）
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
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　
水まわり商品を通常お値引からさらに5％値引　神戸市、明石市のみ対応
太陽光発電システム・蓄電池システム・住宅リフォーム5%割引（100万円以上の場合）
エコキュート、IHクッキングヒーター購入の方に粗品進呈
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）

塗装工事の通常価格から　10％割引
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
初検の方に　シップをサービス
材料代をサービス
初検料 50％割引
材料代無料
初検料 50％割引
交通事故、自律神経を含む全ての施術が初回無料　・シップ、テーピング等の材料費初回無料
初回施術料から2,200円を割引
血流計測定無料、店頭商品価格の5％割引
交通事故その他法律相談料（通常、30分5,000円）を１時間まで無料（要予約）
警備料金 5％割引
警備料金 5％割引
パーティー企画料金　無料
一時保育料金（480円～） 20％割引、月極保育入会金（10,000円） 50％割引
入会金（5,000円）無料、体験レッスン料 50％割引
入塾金無料、塾で使用する用品・文具（保護者が会員の場合）　
入会金 10％割引（ご家族の方：入会金無料）
店頭商品、出張工事代金を5％割引
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
仏壇 20％　仏具 10％割引（線香、ローソクを除く）　
葬儀・法要会館「はなよしホール」使用料 10%割引
基本祭壇料金 10％割引、供花1対贈呈
葬儀費用 20％割引　仏壇・仏具 20％割引　　
【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」
通常プラン193,000円～643,000円を20,000円～40,000円の割引
各種講座の入会金3,000円免除　 ・里山ITC能開学校　入所費半額免除　 ・ホームページ制作（保守・更新料1ヶ月目免除）　 ・その他　詳細はホームページ確認
1,000円以上お買い上げの方に記念品進呈
自転車関連保険契約（加入）に際し粗品進呈

0791-52-0227

0791-52-5298
078-331-6711
078-911-2786
0795-74-2747

078-271-0001

0799-52-3080
0795-72-0085
078-381-6671
0797-61-7050
0120-15-3802
090-7762-1954
0799-42-0165
0797-38-1271
079-295-4528
0120-77-0406

0799-44-3301

0799-45-0226
078-945-5958
079-422-2515
079-431-0426
079-442-4455
079-224-3142
079-245-5427
079-293-3393
079-284-0981
079-299-2345
079-295-8469
079-236-0481
079-273-2455
079-277-3528
0791-28-0965
0791-42-0193
0791-43-2419
0790-65-0359
0790-62-3484
0790-62-0761
079-255-3311
078-682-8855
0120-212-295
079-252-0581
078-242-8000
078-862-6500
078-862-1303

079-281-9542

079-451-5191
079-451-5193
06-6421-2488
078-914-7177
078-591-3592
06-6495-3483
06-6482-5641
0799-42-5057
078-331-0823
078-579-8338
078-576-1224
079-277-1905
079-230-4181
079-223-6987
0797-84-1117
078-731-4090
078-411-2310
078-647-8329
0120-02-4400

0120-968-297

090-1147-0602
0796-32-2095
0797-32-8080

㈱はらだ呉服店

振袖レンタルブティック　ティアラ
写真スタジオ105
㈱マキシン
ファッションハウス　こじま
ファッションハウス　まるなが

コウベ　キタノ　フェリーニ

ほりこし
ヘアーサロン　トモイ
ボディ　サプライズ
プライベートリンパサロン一心
みやび健康倶楽部MM
三田ローズガーデン
㈲登日商店　アウトレット店　津名店
㈲海王商事
㈱こだま不動産
インプレスホーム㈱

サンライズ㈱

山岡水道工業㈱
ペイントヒロカワ
㈱池田塗装店
㈲古田塗装店
前田塗装㈱
東郷塗装㈱
㈱小林塗装
西尾塗装工業㈱
難波塗装店
㈱ヒメトサービス
本上塗装㈲
千代田塗装工業㈱
網干塗装工業㈱
矢木塗装㈱
㈲笠松塗装店
㈲濱地塗装店
㈱明石塗装店
国重塗装店
西播塗装
㈱岩田塗装店
㈱ダイコウ塗装店
服部プロセス ㈱
ニチイライフ
医療法人松浦会　姫路第一病院
サンケアホーム神戸三宮
ルネッサンス美容外科医院
神田接骨院
小林接骨院
小林鍼灸院
KOBA接骨院
KOBA鍼灸院
さくら整骨院
KCSセンター明石中央
漢方・免疫のドラッグピュア
太田川口法律事務所
近畿システム管理㈱
㈲本四警備保障
㈱ハーロー企画
つばさインターナショナル　プリスクール
つばさカルチャースクール
学習塾・予備校  セクター
THE QUEEN’S Manor
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
㈱クリヤマ
花義　
二葉典礼㈲
セレモニーホール　なごみ

小さなお葬式

里山ITC能開学校
いたや
㈱インシュアランスサービス

兵庫県レンタカー協会の
ホームページ

https://hyogo-rentacar.com/

