
特典内容 問い合わせ先

路線バス半額（現金での利用に限る。）
（高速バス、定期観光バスを除く。）

(079)223-1343

路線バス半額（現金での利用に限る。） (078)994-2831

路線バス半額（現金での利用に限る。）
（高速バスを除く。）

(0791)22-5180

路線バス半額（現金での利用に限る。） (0790)32-1021

路線バス半額（現金での利用に限る。）
 (高速バス・一部コミュニティバスを除く。）

(079)662-2131

路線バス半額（現金での利用に限る。）
 (高速バス・有料道路区間に係る利用は除く。）

(0799)22-3121

路線バス半額（現金での利用に限る。） (06)6416-1351

路線バス半額（現金での利用に限る。） (078)845-3710

加盟企業・団体 特典内容 問い合わせ先

第一交通株式会社（神戸市東灘区） タクシー乗車運賃の１割引 (078)411-2137

御影第一株式会社（神戸市東灘区・須磨区） タクシー乗車運賃の１割引 (078)411-2137

明和タクシー株式会社（神戸市兵庫区） タクシー乗車運賃の１割引 (078)577-1800

名神第一交通株式会社（尼崎市） タクシー乗車運賃の１割引 (078)411-2137

氷上交通株式会社（丹波市） タクシー乗車運賃の１割引 (0795)82-6644

柏原神姫タクシー株式会社（丹波市） タクシー乗車運賃の１割引 (0795)72-0403

青垣タクシー有限会社（丹波市） タクシー乗車運賃の１割引 (0795)87-0291

八千代タクシー株式会社（丹波市） タクシー乗車運賃の１割引 (0795)82-1011

有限会社氷上観光タクシー（丹波市） タクシー乗車運賃の１割引 (0795)82-0449

播丹交通株式会社（丹波市） タクシー乗車運賃の１割引 (0795)77-0175

介護タクシー「猫の手」(丹波市) タクシー乗車運賃の１割引 (080)5701-0299

ファイブスタータクシー株式会社（明石市） タクシー乗車運賃の１割引 (三田市､三木市､加東市､加古川市も可能) (078)915-7195

ルミナスタクシー株式会社（明石市） タクシー乗車運賃の１割引 (078)942-1224

寿タクシー株式会社（西脇市） タクシー乗車運賃の１割引 （0795）22-5858

西脇タクシー株式会社（西脇市） タクシー乗車運賃の１割引 0120-288-368

西脇東播交通株式会社（西脇市） タクシー乗車運賃の１割引 （0795）22-9898

兵庫中央バス株式会社（多可町） タクシー乗車運賃の１割引 （0795）37-1080

東播交通株式会社（多可町） タクシー乗車運賃の１割引 （0795）32-0014

丸井タクシー（多可町） タクシー乗車運賃の１割引 （0795）35-0074

加古川タクシー株式会社（加古川市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）422-3335

別府タクシー株式会社（加古川市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）435-3553

有限会社浜の宮タクシー（加古川市） タクシー乗車運賃の１割引 (0120)939-926

加古川交通株式会社（加古川市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）422-3421

有限会社神志タクシー（加古川市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）452-5777

株式会社ローヤルタクシー（加古川市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）422-1234

はりま高砂タクシー有限会社（播磨町） タクシー乗車運賃の１割引 （079）437-5616

○　バス乗車運賃割引

阪神バス株式会社

神
戸

阪
神
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加盟企業・団体

神姫バス株式会社

神姫ゾーンバス株式会社

株式会社ウエスト神姫

神姫グリーンバス株式会社

○　タクシー乗車運賃割引

みなと観光バス株式会社（神戸市）

淡路交通株式会社

全但バス株式会社

「加盟企業・団体２６５及び自治体３９　合計３０４」　

高齢者運転免許自主返納サポート協議会一覧表
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荒井タクシー有限会社（高砂市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）442-4007

有限会社しんこうタクシー（高砂市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）443-1321

高砂交通株式会社（高砂市） タクシー乗車運賃の１割引 (0120)525-500

はま交通（高砂市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）254-2220

伊保タクシー有限会社【本社営業所】　（高砂市） タクシー乗車運賃の１割引 (0120)470-587

伊保タクシー有限会社【大塩営業所】　（姫路市） タクシー乗車運賃の１割引 (0120)253-131

はとタクシー株式会社（姫路市） タクシー乗車運賃の１割引 (079)222-1980

姫路タクシー株式会社(姫路市) タクシー乗車運賃の１割引 (0120)118-123

飾東交通有限会社(姫路市) タクシー乗車運賃の１割引 (0120)118-123

有限会社いろはタクシー(姫路市) タクシー乗車運賃の１割引 (0120)118-123

株式会社原タクシー(姫路市) タクシー乗車運賃の１割引 (079)233-0151

しらさぎタクシー株式会社(姫路市) タクシー乗車運賃の１割引 （079）285-1700

福井タクシー株式会社(姫路市) タクシー乗車運賃の１割引 （0120）84-0291

さくら交通株式会社(姫路市) タクシー乗車運賃の１割引 （079）234-0680

株式会社はくろタクシー(姫路市) タクシー乗車運賃の１割引 （079）298-8181

つばめ交通株式会社(姫路市) タクシー乗車運賃の１割引 （079）298-8181

株式会社Ｍ交通(姫路市) タクシー乗車運賃の１割引 （079）298-8181

三和タクシー株式会社（姫路市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）222-3600

青山タクシー株式会社（姫路市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）266-0015

国際交通株式会社（姫路市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）296-0150

第一交通株式会社（姫路市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）245-2440

飾磨交通株式会社（姫路市） タクシー乗車運賃の１割引 (0120)351-858

富士タクシー株式会社（姫路市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）236-1212

株式会社神姫タクシー姫路（姫路市） タクシー乗車運賃の１割引 （079）288-8989

神崎交通株式会社（福崎町） タクシー乗車運賃の１割引 (0790)22-0043

粟賀神姫タクシー株式会社（神河町） タクシー乗車運賃の１割引 (0790)32-0086

株式会社龍野タクシー（たつの市） タクシー乗車運賃の１割引 (0791)62-1818

株式会社赤とんぼ交通(太子町) タクシー乗車運賃の１割引 (0120)206-250

富士交通株式会社(太子町) タクシー乗車運賃の１割引 （079）276-1111

相生タクシー株式会社（相生市） タクシー乗車運賃の１割引 (0791)22-4321

相生神姫第一交通株式会社（相生市） タクシー乗車運賃の１割引 (0791)22-5333

御崎タクシー株式会社（赤穂市） タクシー乗車運賃の１割引 (0791)42-3535

赤穂タクシー株式会社（赤穂市） タクシー乗車運賃の１割引 (0791)42-2088

赤穂神姫タクシー株式会社（赤穂市） タクシー乗車運賃の１割引 (0791)42-2323

株式会社中村タクシー（上郡町） タクシー乗車運賃の１割引 (0791)52-0015

株式会社 ミウラギ（上郡町） タクシー乗車運賃の１割引 (0791)52-0013

篠陽タクシー株式会社（宍粟市） タクシー乗車運賃の１割引 (0790)62-2255

合同会社宍粟タクシー（宍粟市） タクシー乗車運賃の１割引 (0790)72-0020

有限会社上野タクシー（宍粟市） タクシー乗車運賃の１割引 (0790)75-2410

千種タクシー（宍粟市） タクシー乗車運賃の１割引 (0790)76-2062

淡路タクシー株式会社（洲本市） タクシー乗車運賃の１割引 (0799)22-1330

西
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洲本自動車株式会社（洲本市） タクシー乗車運賃の１割引 (0799)22-1261

株式会社洲本観光タクシー（洲本市） タクシー乗車運賃の１割引 (0799)24-5151

有限会社中淡タクシー（淡路市） タクシー乗車運賃の１割引 (0799)62-0250

有限会社北淡タクシー（淡路市） タクシー乗車運賃の１割引 (0799)82-1173

有限会社一宮タクシー（淡路市） タクシー乗車運賃の１割引 (0799)85-0232

有限会社浦タクシー（淡路市） タクシー乗車運賃の１割引 (0799)74-3108

三原タクシー（南あわじ市） タクシー乗車運賃の１割引 (0799)42-5963

鳴門タクシー株式会社（南あわじ市） タクシー乗車運賃の１割引 (0799)52-0298

有限会社南あわじ観光タクシー（南あわじ市） タクシー乗車運賃の１割引 (0799)24-5151

有限会社みなとタクシー（南あわじ市） タクシー乗車運賃の１割引 (0799)36-2880

特典内容 問い合わせ先

特殊回数乗車券｢優ユウきっぷ｣(100円券33枚分)を1,500
円で発売

(0858)75-2595

特典内容 問い合わせ先

入館料 平日2,300円→1,900円、土曜・休日2,300円→2,100円
※１人の提示で５人まで優遇

(078)371-4126

入浴料1,340円→1,030円 (078)903-5000

日帰り入浴金券セット・館内利用金券500円分を追加進呈 (078)904-0181

宿泊・レストラン
共通

(078)302-1111

・宿泊予約
(078）325-8111
(9：00～22：00)

・レストラン予約
(078)325-8110

(10：00～21：00)

    おでん京和田

    中国料理「桃花春」

    ステーキハウス「オリエンタル」

・宿泊料金　正規室料から30％割引
　※　除外日：8月6日、12月31日、1月1日
・飲食代金10％割引
　※　ご本人様を含む１グループ

（宿泊・飲食店利用共通）
※ご予約時に当特典ご利用の旨をお申し付けください。
※他のプランや特典との併用、イベントのご利用は除きま
す。

 有馬グランドホテル

〈神戸地区〉

○　鉄道運賃割引

    ラウンジ＆ダイニング「ピア」

淡
路

    鉄板焼　但馬

    鮨　すし萬

    日本料理「石庭」

 　 テラスレストラン「サンタモニカの風」

    フレンチレストラン　トランテアン

    ダイニングカフェ　ＳＯＣＯ

    スカイラウンジ　プレンデトワール

    中国レストラン　聚景園

 万葉倶楽部　神戸ハーバーランド

○　宿泊、温泉入浴料割引

加盟企業・団体

加盟企業・団体

智頭急行株式会社

 神戸ポートピアホテル

    バー「VIEW BAR」

宿泊料金割引
・平日、休日宿泊　正規料金から30％割引
・土曜、休前日宿泊　正規料金から15％割引

飲食代金10％割引（左記レストラン）
　
※GW期間、お盆期間、花火大会開催日、シルバーウィーク、
クリスマス、年末年始等の割引除外日がありますので、ご利
用の際はホテルスタッフに直接お問い合わせ下さい。
※他の特典や割引等の併用はいたしかねます。
※イベント、特別プラン、物販等にはご利用できません。
※割引対象は提示された本人様を含む１グループまで。

 神戸メリケンパークオリエンタルホテル

 メープル有馬

    神戸串揚げＳＡＫＵ



入浴料10％割引 (078)222-3755

入浴料 通常料金平日1,100円→900円、土日祝1,200円→
1,000円（他のクーポンとの併用不可）

(078)854-1126

入浴料
平日750円→650円　土・日・祝850円→750円
※他のクーポンとの併用不可、シルバーディの利用可
※経歴証明書のご本人様と同伴者１名様が対象

(0798)26-1519

 入浴料1,000円→800円 (072)799-0138

 入浴料720円→500円 (072)768-0331

 入浴料 通常料金500円→400円 (0795)76-2121

 入浴料半額 (079)590-3377

 入浴料半額 (0794)72-2601

 入浴料半額 (0795)48-1126

 入浴料半額 (0795)46-0912

 入浴料半額 (0794)70-0261

宿泊室料を10％割引
（割引対象は食事代を除く、ご本人様のみ）

(0790)44-1750

一般宿泊料金10％割引
レストランでの食事代金10％割引
※特定日を除きます。
※当特典の御利用は、事前に御予約にて申出ください。

(0795)23-2000

入浴料半額 (079)428-2004

レストランの食事代金10％割引
昼食会席一般料金の5％割引（割引併用及びカード利用不
可）

(079)232-7788

宿泊料金　一般料金の10％割引
昼食会席　一般料金の５％割引
※但し、８月10日～20日、12月30日～１月３日、GW期間中及
び休前日を除く。
※他の割引との併用・カード利用不可

(079)336-1000

宿泊料金　一般料金の10％割引
（但し、８月10日～20日、12月30日～１月３日、GW期間中及
び休前日を除く、要電話予約）

(079)336-0020

 入浴料 通常料金600円→550円 （079）261-3770

 入浴料 通常料金800円→700円 （079）338-0600

 入浴料 通常料金750円→500円 (0791)23-5995

 一般日帰り入浴料　通常料金500円→300円(土曜日のみ) (0791)52-6388

 入浴料 通常料金500円→300円
 宿泊料金 一般料金の10％割引

(0790)88-0149

入浴料 通常料金600円→500円（他の割引との併用不可） (0790)75-2355

入浴料 通常料金600円→500円（他の割引との併用不可） (0790)75-2717

レストランで食事の際、ドリンクバーサービス
入浴料 通常料金500円→400円（他の割引との併用不可）

(0790)63-1380

入浴料 200円引き（他の割引との併用不可） (0790)74-8164

入浴料 通常料金800円→650円 (0791)43-7501

 姫路市はやしだ交流センター 「ゆたりん」（姫路市）

 笹ケ丘荘（佐用町）

 上郡ピュアランド山の里(上郡町)

〈西播地区〉

 こんだ薬師温泉「ぬくもりの郷」 （篠山市）

    バー　レスタカード

 西脇ロイヤルホテル（西脇市）

 えびすの湯　一休（西宮市）

 あいおい白龍城 ペーロン温泉 （相生市）

 姫路市休養センター・香寺荘（姫路市）

 いこいの村はりま（加西市）

 かんぽの宿 赤穂（赤穂市）

〈阪神地区〉

 天然温泉「石道」（川西市）

 湯元　上山旅館（姫路市）

 滝野温泉「ぽかぽ」  (加東市)

 夢乃井（姫路市）

 白雲谷温泉「ゆぴか」  (小野市)

〈東播地区〉

 高原ロッジ・メープル猪名川（猪名川町）

 加古川温泉「みとろ荘」  (加古川市)

 丹波市立薬草薬樹公園リフレッシュ館
 丹波の湯（丹波市）

    ティーラウンジ　ベルクール

 吉川温泉「よかたん」  (三木市)

    日本料理　神戸たむら

 波賀温泉 楓香荘（宍粟市）

 雪彦温泉（姫路市）

 東条温泉「とどろき荘」  (加東市)

 恋野温泉 うはらの湯

 フォレストステーション波賀（宍粟市）

 伊沢の里（宍粟市）

 一宮温泉 まほろばの湯（宍粟市）

 神戸クアハウス



 入浴料 通常料金600円→400円 (079)670-7070

 入浴料 通常料金650円→550円 (079)679-2067

 入浴料 通常料金400円→300円 (079)678-1481

 入浴料 100円引き (079)669-1576

 入浴料 100円引き (079)665-6677

 入浴料 200円引き (079)663-5556

 入浴料800円→400円 (0796)32-0117

 入浴料800円→400円 (0796)32-0117

 入浴料600円→400円 (0796)32-0117

 入浴料600円→400円 (0796)32-0117

 入浴料600円→400円 (0796)32-0117

 入浴料600円→400円 (0796)32-0117

 入浴料600円→400円 (0796)32-0117

 入浴料 通常料金600円→400円 (0796)47-2020

 入浴料 通常料金600円→500円 (0796)45-1515

 入浴料 通常料金500円→400円 (0796)44-0001

 入浴料 通常料金500円→400円 (0796)52-2778

 入浴料 100円引き (0796)54-0141

 入浴料 通常料金600円→500円 (0796)56-1511

 入浴料 通常料金1,000円→500円
 宿泊料金 一般料金の10％割引

(0796)45-1200

 入浴料 通常料金から100円引き (0796)37-1126

 入浴料 通常料金から200円引き (0796)96-1666

 入浴料 通常料金500円→400円 (0796)98-1512

 入浴料 通常料金550円→440円 (0796)92-2002

 入浴料 通常料金500円→400円 (0796)83-1526

 入浴料 通常料金500円→420円 (0796)92-1081

町内利用者の入館料を半額とし、町外利用者の入館料を町
内者と同額とする。（室料は除きます。）

(0796)82-5080

町内利用者の入館料を半額とし、町外利用者の入館料を町
内者と同額とする。（室料は除きます。）

(0796)82-0932

温泉入浴料 通常料金600円→300円
※但し、他の割引との併用はできません。

(0799)33-1601

入浴料 通常料金1,800円→900円
宿泊料金 一般料金の５％割引（但し、8月10日～20日、12月
30日～１月３日、GW期間中及び休前日を除く）

(0799)23-2200

入浴料 通常料金1,800円→900円
宿泊料金 一般料金の５％割引（但し、８月10日～20日、12月
30日～１月３日、GW期間中及び休前日を除く）

(0799)22-0203

入浴料 通常料金2,200円→1,100円
宿泊料金 一般料金の10％割引（但し、８月10日～20日、12
月30日～１月３日、GW期間中及び休前日を除く）

(0799)23-1212

入浴料 通常料金1,800円→900円
宿泊料金 一般料金の５％割引（但し、８月１日～20日、12月
30日～１月３日、GW期間中及び休前日を除く）

(0799)22-0035

入浴料 通常料金1,800円→900円
宿泊料金 一般料金の５％割引（但し、８月１日～20日、12月
30日～１月３日、GW期間中及び休前日を除く）

(0799)23-0335

宿泊料金 一般料金の５％割引（但し、８月10日～20日、12月
30日～１月３日、GW期間中及び休前日を除く）

(0799)22-2521

 神鍋温泉ゆとろぎ （豊岡市）

 湯の原温泉オートキャンプ場 「湯の原館」（豊岡市）

夢泉景別荘　 天原（洲本市）

 ブルーリッジホテル（豊岡市）

 黒川温泉（朝来市）

 城崎温泉外湯（御所の湯）（豊岡市）

 城崎温泉外湯（さとの湯） （豊岡市）

 出石温泉館「乙女の湯」 （豊岡市）

 城崎温泉外湯（一の湯） （豊岡市）

淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ（洲本市）

 城崎温泉外湯（まんだら湯）（豊岡市）

 竹野温泉「誕生の湯」（北前館） （豊岡市）

〈淡路地区〉

五色温泉「ゆ～ゆ～ファイブ」 （洲本市）

夢海游 淡路島（洲本市）

 ハチ北温泉 湯治の郷（香美町）

 村岡温泉（香美町）

 リフレッシュパークゆむら （新温泉町）

 城崎温泉外湯（地蔵湯） （豊岡市）

 かすみ・矢田川温泉（香美町）

 たんたん温泉福寿の湯（豊岡市）

 ユートピア浜坂（新温泉町）

 とがやま温泉 天女の湯（養父市）

 よふど温泉（朝来市）

 播磨ふれあいの家（朝来市）

〈但馬地区〉

 若杉高原温泉（養父市）

 城崎温泉外湯（柳湯）（豊岡市）

 城崎温泉外湯（鴻の湯）（豊岡市）

 ホテルシルク温泉やまびこ（豊岡市）

 合格の湯【天然温泉まんどの湯】（養父市）

 七釜温泉ゆーらく館（新温泉町）

 薬師湯（新温泉町）

海のホテル　 島花（洲本市）

 浜坂海岸レクリエーションセンター（新温泉町）

ホテルニューアワジ（洲本市）

淡路夢泉景（洲本市）



入浴料 通常料金1,500円→750円
宿泊料金 一般料金の５％割引（但し、８月10日～20日、12月
30日～１月３日、GW期間中及び休前日を除く）

(0799)23-0080

入浴料 シルバー料金500円→400円 (0799)73-2333

入浴料半額
※但し、他の割引との併用はできません。

(0799)85-1126

入浴料　通常料金の半額
平日宿泊（１泊２食付）料金　５％割引
※ご本人様に限る

(0799)62-1561

宿泊料金 一般料金の10％割引
（但し、８月10日～８月17日、12月28日～１月５日、GW期間
中及び休前日を除く）

(0799)39-0206

入浴料　通常料金の半額
泊料金 一般料金の５％割引
（但し、８月１日～８月20日、12月30日～１月３日、GW期間中
及び休前日を除く）

(0799)36-3111

①日帰り入浴料金割引　通常料金820円→500円
（営業時間12：00～15：00）
②昼食バイキング料金割引　通常料金1,540円→1,240円
（営業時間11：30～13：30　※ラストオーダー13：00）
※他の優待割引との併用はできません。
※休館日、貸切利用、施設メンテナンス等でご利用いただけ
ない日もございます。ご利用の際はあらかじめご確認くださ
い。

(0799)52-0291

温泉入浴料半額 (0799)43-3939

宿泊料金　一般料金の10％割引
(但し、７月28日～８月20日、12月28日～１月５日、GW期間中
（４月28日～５月５日）及び休前日を除く）

(0799)36-3391

入浴料150円 (0799)42-5310

宿泊料金 一般料金の10％割引（但し、８月10日～８月20日、
12月30日～１月３日、GW期間中及び休前日を除く）

(0799)39-1111

温泉入浴料半額 (0799)55-2500

入浴料　通常料金1,000円→500円
宿泊料金　一般料金の10％割引　（特定日除く、平日限定）

(0799)52-3011

特典内容 問い合わせ先

県内店舗において、全品５％割引 (078)791-8861

県内96店舗において、フレーム・レンズ・サングラスを
店頭価格より５％割引　※他の割引との併用は不可

(078)241-1001

電動車いすの購入に際し、１万円割引 (078)975-1537

電動車いすの購入に際し、１万円割引 (0790)23-0210

電動車いすの購入に際し､15,000円相当の付属品サービ
ス

0800-0808-888

電動カート(ぱるぱる)新型購入時20,000円引（運転経歴
証明書のご本人様に限る）

048-487-7866

ピザ30％割引 0120-838-204

シューズ購入時､他の付属品を含む合計金額より15％割
引
・セール品は対象外
・他の優待サービスとの併用不可
・運転経歴証明書ご本人様御使用商品に限る

(06)6496-5117

靴と中敷セットでご購入時、3,000円割引
（他の割引と併用不可、ご本人様に限る）

0120-957-392

高齢者自転車購入に際し、送料無料、粗品の進呈 (0568)32-1725

（078）332-5467

（079）288-1015

（078）351-6015

（078）791-7166

ご本人様を含むグループの飲食代金10％割引
※割引上限額は3,000円まで・飲食代金が3,001円以上の
場合は、3,000円の割引とします｡
※個別会計の場合、ご本人様のみが適用となります。
※運転経歴証明書の一部(下4桁)を記録させて頂きま
す。

〈県内〉

加盟企業・団体

１グループ全員に１ドリンクをサービス。

ドミノ・ピザ

株式会社スズキ自販兵庫

  中華料理 金龍閣（デュオこうべ店）

  中華料理 金龍閣（名谷店）

(株)ぱるぱる

シンエーフーヅ株式会社

福伸電機株式会社

 休暇村南淡路（南あわじ市）

渚の荘　 花季（洲本市）

 クア施設　「さんゆ～館」（南あわじ市）

 国民宿舎　「慶野松原荘」（南あわじ市）

美湯(ビュー)「松帆の郷」 （淡路市）

 淡路島うずしお温泉　「うめ丸」（南あわじ市）

 あわじ浜離宮（南あわじ市）

 いこいの宿 淡路島 津名ハイツ（淡路市）

アルカドラッグストア

 ホテルニューアワジ「プラザ淡路島」（南あわじ市）

 Hotel ＆ Resorts　MINAMIAWAJI （南あわじ市）

株式会社 東部

パルシェ香りの湯（淡路市）

株式会社セリオ

○　商品・施設等割引

アシックスウォーキング直営店

中国料理　東天紅（山陽百貨店東天紅）

中国料理　東天紅（三宮センタープラザ店）

オｰダｰメイド中敷とウォｰキングシューズ専門店
異邦人

 南あわじ市サイクリングターミナル　「ゆずるは荘」
（南あわじ市）

 ホテルアナガ（南あわじ市）

メガネの三城



（078）927-1800

ご本人様が同乗する車両の洗車代金（機械洗車を除く）300
円引
※対象外店舗…本山東SS、Ｄ.Ｄ神戸店（セルフ）、西宮河原
町SS

(078)251-6131

ご本人様名義の車両売却・被紹介者様が車両を購入される
際、現金20,000円進呈
※売却は契約金額３万円以上、購入は車両本体価格21万円
以上が対象
※売却時はご本人様の口座、購入時は被紹介者様またご本
人様の口座限定で振り込みとなります。
※いずれも必要手続き終了後の別支払いです。

0120-55-0010

ご家族名義車両の車検代金2,000円引き
ご家族様が新車・中古車購入の際10,000円引き
※ご本人様同伴のうえ経歴証明書の提示が必要です。
ご本人様同乗の車両へのガソリン・軽油給油割引
※給油前に必ずスタッフに経歴証明書を提示下さい。
（共通条件：他の割引券との併用は不可）

(078)671-0811

メガネ・補聴器　10％割引　※他の割引との併用は不可 0120-606-533

・墓石洗浄、コーティング料金・移転、撤去工事 ５％割引
・新規墓石工事代（30万円以上）10％割引
※他の割引との併用は不可

0120-02-8888

眼鏡10％割引、補聴器５％割引　※ご本人様に限る 0120-313-078

ふれあい倶楽部カードポイント２倍（カードと共に経歴証明書
要提示）

(06)6426-3300

メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴器 15％引き
（特価品を除く、ご本人様と同伴の家族様にも対応）

0120-209-060

メガネ・補聴器を店頭価格から５％引き
（他の割引との併用不可、ご本人様と同伴の家族様にも対
応）

0120-757-388

車の買取・売約ご利用で最大10,000円相当のカタログギフト
をプレゼント
○成約金額20万円超の場合、１件につき10,000円相当
○成約金額20万円以下の場合、１件につき5,000円相当
※適用範囲はご本人様と一親等のご家族（配偶者、子）
※電話申込みの際は｢免許返納特典のページを見た｣と必ず
お伝え下さい。

0120-020-033

(078)436-3200

(06)6414-0300

(0799)44-2570

電動自転車5,000円引き・一般自転車1,000円引き・自転車用
ヘルメット(自転車と同時購入に限る)10％割引
・他の割引等との併用不可、一部対象外あり
・自転車購入の際ダイワサポートパック(条件を満たす場合の
盗難時割引や、点検無料などの補償)をサービス

(06)6380-3338

（078）222-1245

（078）647-8164

（078）739-8599

（078）925-7800

（06）6494-0365

（0798）76-1233

（078）907-5661

（0797）76-5110

（072）744-1234

（079）441-7083

（0790）35-8805

（0791）55-9222

（0796）34-8192

（0799）37-3224

す。
  中華料理 金龍閣（西明石店）

ニシイチドラッグ

(株)メモリアルアートの大野屋

　川西店

カーセブン神戸東灘店（有限会社 三晃）

竹内油業株式会社
【エッソ･ゼネラル･モービルガソリンスタンド】

メガネ本舗

　神戸長田・兵庫店

　豊岡店

ご本人、ご家族、ご友人の自動車を、購入または売却の際、
２万円分の商品券を進呈
※購入は諸費用込みで30万円（税込み）以上が対象
※売却は買取価格が10万円（税抜き）以上が対象
※ご家族等との取引でもご本人様への進呈のため、本人同
伴が必要

西村株式会社
【ENEOSガソリンスタンド】

初回お弁当1食分無料
その後、継続利用の場合、全てのお弁当メニュー５％割引
（１食分から継続可）
※初回のお届け時に運転経歴証明書を提示下さい。
※一部対応出来ない地域があります。
  まずは、お近くの店舗まで電話にてお問合せください。

株式会社カーチス

カーセブン尼崎店（有限会社 三晃）

ＵｃａｒＰＡＣ株式会社

カーセブン南あわじ店(ノヴィルカーベイス株式会社)

メガネのやまもと

　加西店

　相生赤穂店

メガネの愛眼

　尼崎伊丹店

  神戸中央区店

　宝塚店

　西宮広田店

　神戸西区店

　神戸須磨・垂水・明石店

　西宮三田篠山店

ダイワサイクル･サイクルスタジオシルバーリング

メガネスーパー

　東播磨店

　南あわじ店

宅配クック123(神戸北店･三木店･西脇店･姫路店は除く)



水道修理、トイレのつまり除去などの作業料金を10％割引
（他の割引特典と併用不可）

0120-583-587

眼鏡・サングラス・補聴器　５％割引
（他の割引併用不可、クリーナー等備品は対象外）

0120-818-828

昼食プラン各種(11:00～14:00)通常料金から１割引
（「ねね御前」を除く)

(078)904-3737

１名様につき酒、ビール、ソフトドリンクをいずれか１
本サービス

(078)904-0675

古泉閣売店の1割引券進呈 (078)904-0731

ドリンク１割引(他の割引との併用不可) (078)904-0555

飲食代金１割引 (078)904-0512

お一人様1,000円以上のご利用で１割引 (078)904-0218

お一人様1,000円以上のご利用で１割引 (078)903-0707

施術料金１割引
(自宅施術に限る。神戸市北区居住の65歳以上の運転経
歴証明書提示者に限る。)

(078)904-0696

お買い上げ1,000円ごとに有馬温泉の入浴剤１包進呈 (078)904-0154

御成約時5,000円分の商品券贈呈
※対象は証明書ご本人様の２親等以内の親族。
※買い取りの場合は車両金額が10万円以上に限る。

0120-22-4616

新規申込みの際「石製灯明立て」もしくは「御影石カロート」を
サービス
※申込者が経歴証明書のご本人様、もしくは２親等以内の親
族である場合が対象

(078)975-0075

レストラン利用でのコース料金10％割引
※個室・宴会での利用、期間限定の特別コースでの利用は
できません。
※その他の割引との併用不可、現金でのお支払いになりま
す。
※ご本人様を含む最大14名様を対象

（078）782-1155

電動車いす・カートの新車購入の際、定価の4.6％から10.7％
の割引（メーカーにより割引率は異なります）

（078）929-8687

カット等300円引き、または白髪ぼかしをカット等とセットの場
合無料サービス（割引の適用メニューは店舗にご確認くださ
い）

（078）583-1836

館内のレストラン10％割引（※他の割引・特典との併用や、
個室利用不可　※ご本人を含む１グループ８名までを対象）

（078）706-3711

生前遺影写真「永遠（とわ）」の撮影料10％割引
又は、出張撮影料5,000円のところ半額

(06)6435-1350

四輪車教習料金5,000円引き・二輪車教習料金3,000円引
き
※仮免許保有料(四輪)､審査料(四輪･二輪)は除く。
※割引対象は提示されたご本人様の３親等以内の親族。
※他の割引特典等との併用不可。

(06)643１-5267

300円以上の商品を１割引(東桜木町店舗のみ) (06)6411-2594

・新車購入時の防犯登録代金(500円)サービス
・修理代金５～10％引き(割引率は修理の内容によって
異なります)

(06)6416-4301

新車購入時の防犯登録代金(500円)サービス (06)7176-2605

和菓子・化粧品の店頭販売価格、喫茶利用料金５％割引 (0798)32-3039

当店での新車購入時の
●赤色TSマーク付帯保険代金１年分
●防犯登録代金
●ワイヤー補助キー１個
をサービス

(0797)31-8201

新車購入につき、１台500円引き (0797)21-5440

ヤマハ電動自転車購入時８％割引
※売却予定の二輪車査定受付

(0797)22-9368

●ホテル内５施設利用時割引等

　①３Ｆ→ﾘﾋﾞﾝｸﾞ竹園の個室・ﾊﾞﾝｹｯﾄ芦屋の宴会場

　　御本人を含むｸﾞﾙｰﾌﾟ全員に乾杯用ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾜｲﾝ

尼崎八景せんべい「恵比須堂」（尼崎市）

武庫川自動車学園（尼崎市）

吉高屋

ラビット神戸灘店

BICYCLE．SHOP YAMAMURA（芦屋市）

バイクショップ 阪本商会（芦屋市）

シーサイドホテル舞子ビラ神戸

カフェ・ド・ボウ

有馬十八番

〈神戸地区〉

ねぎや陵楓閣

元湯　古泉閣

甘辛の関寿庵（西宮市）

サイクルショップRINRIN 芦屋店（芦屋市）

安田自転車商会（尼崎市）

有馬御苑

ごんそば

有馬マッサージ組合

写真スタジオ｢フォトハウス｣(尼崎市)

眼鏡市場

株式会社クラシアン

株式会社悠石 「神戸大霊苑」

株式会社シンエンス

〈阪神地区〉

サイクルショップSora（尼崎市）

舞子ホテル

茶房チックタク

ヘアーサロン花



　　1杯サービス

　　※事前確認の必要あり

　②精肉店 あしや竹園芦屋本店

　　購入金額(上限３万円)から８％割引

　　※持ち帰り精肉以外は対象外、セール期間・他

　　　の特典との併用不可

　③ホテルの街カフェ マグネットカフェ竹園

　④但馬牛専門店 レストランあしや竹園

　(③④共通)

　　食事利用の御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,ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ,お盆,ｼﾙﾊﾞｰｳｨｰｸ期間を除く

　⑤ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ  Takezono

　　御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,ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ,お盆,ｼﾙﾊﾞｰｳｨｰｸ期間を除く

●上記５施設利用状況に応じて野球カレープレゼント

（３か所利用で１個、５か所利用で２個、利用には

　期間設定あり)

10～20％割引（特定品に限る）、会員カード無料進呈 (0797)34-0045

500円以上購入でラスク系焼き菓子１袋進呈 (0797)38-3438

自転車関係保険加入時（見直し時含む）粗品進呈 (0797)32-8080

ホテル１階　レストラン「パサージュ」
バイキングプラン利用金額の200円引き

(072)777-1111

300円引き (079)562-4619

生前遺影写真(４切サイズ)撮影料＋プリント料の総額か
ら10％割引（要事前予約）

(079)562-2121

全商品１割引 (079)562-4304

５％割引（特別価格も更に割引対象） (079)562-2557

参加費 １回1,500円→1,200円
（ご本人様と同伴の家族様も含む）

090-2013-4516

初診料金 7,000円のところ4,500円(ご本人様とご家族に
対応)

080-3118-9966

レストラン施設(和食･鉄板焼･イタリアン･大阪うどん･
バーベキュー)利用の際、会計額を10％割引（他の割引
との併用不可、割引対象はご本人様を含む同一会計）

(0794)83-5000

墓石の洗浄・コーティング、お墓の見守り、お墓参りの
同行、代行料金の25％割引(他の割引との併用可､詳細は
店舗にお問い合わせ下さい)

080-5634-4123

自転車関係保険に加入時粗品進呈 0120-31-8850

店頭価格から５％割引
※加工品は除く、他の割引との併用不可

(079)452-4038

 入園料１割引　本人様のみ
 他の割引との併用・カード利用不可

(079)264-1611

(079)224-4113

(079)224-4112

(079)224-4112

（079）224-4115
（18時以降）

(079)224-4114

飲食代金１割引 (079)288-0207

500円までのドリンク１杯無料
※他券･クレジット併用不可､御本人様を含む4名様まで
を対象

(079)289-0053

株式会社インシュアランスサービス（芦屋市）

姫路セントラルパーク(姫路市)

  鉄板焼「銀杏」

〈東播地区〉

〈西播地区〉

ワインハウスセンチュリー（芦屋市）

芦屋パンタイム（芦屋市）

カイロプラクティックＳＵＮ（明石市）

ホテル日航姫路（姫路市）
　中国料理「桃李」

大浦ミート本店(加古川市)

京ちゃばな姫路店（姫路市）

ホテル竹園芦屋（芦屋市）

 飲食代金１割引
 (他の割引特典等との併用不可)

お墓見守隊　シマンドはりま(加古川市)

  ティーラウンジ「ファウンテン」

  バーラウンジ「夜間飛行」

人丸俳句会（明石市）

伊丹シティホテル（伊丹市）

三田駅前商店街協同組合

　◇理容ヨシダ

　◇美好カメラ

　◇高砂屋靴店

弥次喜多（姫路市）

ネスタリゾート神戸（三木市）

  オールデイダイニング「セリーナ」

株式会社ライフクリエイト【ほけんの森】(加古川市)

　◇(有) 幸田家具店

(0797)31-2341



電動車いす（スマートパル）の購入に際し、18,000円引 0120-339-031

通常大人540円→270円 (0791)23-7180

ソフトクリーム半額（300円→150円） (0790)75-3999

レストランでの食事代金5％割引（本人様を含む１テー
ブルでの会計1,000円以上に限ります）
直売所にてコーヒー１杯無料

(0790)72-8666

入場料半額
※但し、他の割引との併用はできません。

(0799)62-1192

入場料半額 (0799)43-2626

入場料半額 (0799)52-2888

電動カート･電動アシスト付三輪車等購入の際、１～２
割引（メーカーにより割引率は異なります）

(0799)42-0165

　神戸市（危機管理室）  養父市（市民生活部市民課）

　姫路市（危機管理室安全安心担当）  丹波市（生活環境部くらしの安全課）

  尼崎市（危機管理安全局生活安全課）  南あわじ市（危機管理部危機管理課）

　明石市（都市局道路安全室交通安全課）  朝来市（市長公室総合政策課）

　西宮市（土木総括室　交通安全対策課） 　淡路市（危機管理部）

  洲本市（総務部消防防災課） 　宍粟市（まちづくり推進部消防防災課）

  芦屋市（都市建設部建設総務課）   加東市（高齢介護課）

　伊丹市（都市交通部交通政策室都市安全企画課） 　猪名川町（地域振興部参画協働課）

  相生市（危機管理課） 　多可町（福祉課）

　豊岡市（市民生活部生活環境課） 　稲美町（危機管理課）

　加古川市（協働推進部生活安全課）   播磨町（危機管理グループ）

　たつの市（健康福祉部高年福祉課） 　神河町（住民生活課）

　赤穂市（市長公室危機管理担当） 　市川町（住民環境課）

  福崎町（住民生活課）

  太子町（生活福祉部生活環境課）

  上郡町(住民課)

  佐用町（企画防災課防災対策室）

  香美町（防災安全課）

  新温泉町（町民課）

  宝塚市（防犯交通安全課）

  西脇市（防災安全課）

登日タンス店〈介護保険適用事業所〉
（南あわじ市）

○　自治体

淡路ワールドパークＯＮＯＫＯＲＯ （淡路市）

うずの丘大鳴門橋記念館（うずしお科学館）
（南あわじ市）

〈淡路地区〉

道の駅 みなみ波賀（宍粟市）

家具の板文（姫路市）

淡路ファームパーク･イングランドの丘
（南あわじ市）

道の駅 播磨いちのみや（宍粟市）

相生市立温水プール｢コスモス｣
（相生市）

　篠山市（市民安全部市民安全課）

　加西市（総務部危機管理課）

　三田市（危機管理課）

　小野市（市民安全部）

　川西市（土木部交通政策課）


