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国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 エリアセレクションエリアセレクションエリアセレクションエリアセレクション 有馬ビューホテルうらら 神戸市北区
【最安料金（朝食付）】
　2～4名1室：11,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 エリアセレクションエリアセレクションエリアセレクションエリアセレクション ホテルオークラ神戸 神戸市中央区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：9,000円～   2名1室：5,000円～   3名1室：4,100円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 エリアセレクションエリアセレクションエリアセレクションエリアセレクション ウェスティンホテル淡路 淡路市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：15,660円～   2名1室：7,700円～   3名1室：6,700円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 ワンランク上のステイワンランク上のステイワンランク上のステイワンランク上のステイ 神戸北野ホテル 神戸市中央区
【最安料金】
　1名1室（朝食付）：22,900円～   2名1室（食事なし）：14,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿
一人旅、ビジネスに一人旅、ビジネスに一人旅、ビジネスに一人旅、ビジネスに
おすすめの宿おすすめの宿おすすめの宿おすすめの宿

三田ホテル 三田市
【最安料金】
　1名1室（食事なし）：6,500円～   2名1室（朝食付）：4,500円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿
わんこと一緒にわんこと一緒にわんこと一緒にわんこと一緒に
泊まる宿泊まる宿泊まる宿泊まる宿

ファミリーに人気の温泉リゾート
　レイセニット城崎スイート

豊岡市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,940円～   2名1室：4,390円～   3～4名1室：4,120円～
  5～6名1室：3,850円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし メルヴェール有馬 神戸市北区
【最安料金】
　1名1室（食事なし）：8,640円～   2名1室（朝食付）：6,900円～
  3名1室（朝食付）：5,900円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし 神戸 西神オリエンタルホテル 神戸市西区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,000円～   2名1室：3,500円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし 神戸メリケンパークオリエンタルホテル 神戸市中央区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,960円～   2名1室：4,060円～   3名1室：3,680円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし 神戸ポートピアホテル 神戸市中央区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,000円～   2～3名1室：3,300円～   4名1室：2,600円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし ホテルパールシティ神戸 神戸市中央区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,600円～   2名1室：3,000円～   3名1室：2,600円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし チサンホテル神戸 神戸市中央区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,500円～   2名1室：3,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし ホテルクラウンパレス神戸 神戸市中央区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,900円～   2～3名1室：2,900円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,000円～   2名1室：2,800円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし 宝塚ホテル 宝塚市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,500円～   2名1室：5,400円～   3名1室：4,400円～
  4名1室：4,300円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし
姫路キヤッスルグランヴィリオホテル
　ルートインホテルズ

姫路市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,800円～   2名1室：4,300円～   3名1室：4,200円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし 南淡路ロイヤルホテル 南あわじ市
【最安料金】
　1名1室（食事なし）：7,300円～   2名1室（朝食付）：7,000円～
  3～4名1室（朝食付）：6,500円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 有馬温泉　角の坊 神戸市北区
【最安料金】
　1名1室（食事なし）：15,120円～   2～5名1室（朝食付）：14,040円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 有馬温泉　元湯　古泉閣 神戸市北区
【最安料金（食事なし）】
　2名1室：10,000円～   3名1室：9,000円～   4名1室：8,000円～
  5～6名1室：7,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 有馬温泉　有馬御苑 神戸市北区
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：18,900円～   2名1室：13,500円～   3名1室：11,340円～
  4名1室：10,800円～   5～6名1室：10,260円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 有馬温泉　竹取亭円山 神戸市北区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：38,880円～   2名1室：16,800円～   3名1室：15,800円～
  4～5名1室：14,800円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 有馬温泉　兵衛向陽閣 神戸市北区

【最安料金】
　1名1室（夕朝食付）：27,864円～   2名1室（朝食付）：15,444円～
  3名1室（朝食付）：13,284円～   4名1室（朝食付）：12,204円～
  5名1室（朝食付）：13,284円～   6名1室（朝食付）：12,204円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得
神戸有馬温泉　元湯龍泉閣
　～赤ちゃんも楽しめるお部屋食の宿～

神戸市北区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：12,420円～   2～3名1室：8,490円～
  4～7名1室：7,410円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 みのたにグリーンスポーツホテル 神戸市北区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,858円～   2名1室：4,158円～   3名1室：5,400円～
  4名1室：4,860円～   5名1室：4,320円～   6名1室：3,780円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 オテル・ド・摩耶 神戸市灘区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：7,000円～   2名1室：4,500円～   3名1室：5,000円～
  4名1室：4,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 神戸市中央区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：8,600円～   2名1室：6,250円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 神戸三宮東急REIホテル 神戸市中央区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,900円～   2～3名1室：4,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 神戸三宮ユニオンホテル 神戸市中央区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,850円～   2名1室：2,850円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ＯＲＩＥＮＴＡＬ　ＨＯＴＥＬ 神戸市中央区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：17,650円～   2名1室：9,600円～   3名1室：7,690円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ホテルサンルートソプラ神戸 神戸市中央区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,000円～   2～3名1室：3,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ヴィラフォンテーヌ神戸三宮 神戸市中央区
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：6,000円～   2名1室：3,000円～   3名1室：2,200円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ＮＥＳＴＡ　ＲＥＳＯＲＴ　ＫＯＢＥ 三木市

【最安料金】
　1名1室（夕朝食付）：16,650円～   2名1室（朝食付）：9,800円～
  3名1室（朝食付）：8,800円～   4名1室（朝食付）：8,000円～
  5名1室（朝食付）：7,000円～   6名1室（朝食付）：6,500円～

クラブオフ
ホームページ
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国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 城崎温泉　心の宿　三國屋 豊岡市
【最安料金（夕朝食付）】
　1名1室：18,160円～   2～3名1室：14,000円～
  4名1室：13,840円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 西村屋ホテル招月庭 豊岡市
【最安料金（夕朝食付）】
　2名1室：24,868円～   3名1室：23,032円～
  4～5名1室：21,196円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 スマイルホテル西明石 明石市
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：5,100円～   2名1室：3,300円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 里湯ひととき　夢乃井 姫路市
【最安料金（夕朝食付）】
　1名1室：19,980円～   2～5名1室：9,900円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 夢乃井庵 夕やけこやけ 姫路市
【最安料金（朝食付）】
　2～3名1室：19,590円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 チサンイン姫路夢前橋 姫路市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,320円～   2名1室：3,060円～   3名1室：2,250円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 姫路城下町　ホテルクレール日笠 姫路市
【最安料金】
　1名1室（朝食付）：5,682円～   2名1室（食事なし）：3,846円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ホテル日航姫路 姫路市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,300円～   2名1室：4,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 赤穂パークホテル 赤穂市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,900円～   2名1室：5,400円～   3名1室：4,400円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ホテルニューアワジ 洲本市
【最安料金（夕朝食付）】
　1名1室：27,000円～   2～4名1室：16,600円～
  5～6名1室：15,600円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ホテルニューアワジ別亭　淡路夢泉景 洲本市
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：9,850円～   2名1室：8,850円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 夢海游　淡路島 洲本市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：9,720円～   2名1室：6,480円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 淡路島洲本温泉　海月館 洲本市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：8,640円～   2名1室：6,480円～   3名1室：7,410円～
  4～5名1室：6,330円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 海のホテル　島花 洲本市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：9,720円～   2名1室：7,560円～   3名1室：5,940円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 渚の荘　花季 洲本市
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：19,008円～   2名1室：11,880円～   3名1室：11,664円～
  4名1室：10,368円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ホテルニューアワジ　プラザ淡路島 南あわじ市
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：16,200円～   2名1室：10,800円～   3～4名1室：8,640円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 あわじ浜離宮 南あわじ市
【最安料金（夕朝食付）】
　1名1室：26,800円～   2名1室：17,100円～   3名1室：15,500円～
  4名1室：13,900円～   5～6名1室：12,800円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 リゾートヴィラハチ北 香美町
【最安料金（夕朝食付）】
　2名1室：11,340円～   3～5名1室：10,260円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 湯村温泉　佳泉郷　井づつや 新温泉町
【最安料金（食事なし）】
　1～3名1室：8,640円～   4～5名1室：7,560円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 峰山高原ホテルリラクシア 神河町
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：14,040円～   2名1室：8,640円～   3～5名1室：7,560円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ 有馬温泉　メープル有馬 神戸市北区
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：11,100円～   2～3名1室：8,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ 有馬温泉　月光園　游月山荘 神戸市北区
【最安料金（夕朝食付）】
　2名1室：14,580円～   3名1室：13,824円～   4名1室：12,744円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ 有馬温泉　月光園　鴻朧館 神戸市北区
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：12,960円～   2名1室：11,880円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ グランドホテル六甲スカイヴィラ 神戸市灘区
【最安料金】
　1名1室（食事なし）：10,800円～   2名1室（朝食付）：6,900円～
  3名1室（朝食付）：5,900円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ ブルーリッジホテル 豊岡市
【最安料金】
　1名1室（朝食付）：8,000円～   2名1室（食事なし）：4,900円～
  3名1室（食事なし）：3,900円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ ホテルグリーンプラザ東条湖 加東市
【最安料金（夕朝食付）】
　2～5名1室：8,980円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ ペンションいちごの物語 淡路市
【最安料金（夕朝食付）】
　2～4名1室：9,350円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ スプリングＧ・Ａリゾート淡路 洲本市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室（食事なし）：9,600円～   2名1室（食事なし）：6,000円～
  3名1室（朝食付）：5,700円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 楽天トラベル楽天トラベル楽天トラベル楽天トラベル 楽天トラベルとの提携宿泊施設 県内327施設 １人１泊 100円補助 + 楽天ｽｰﾊﾟｰﾎﾟｲﾝﾄ
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 じゃらんじゃらんじゃらんじゃらん じゃらん netとの提携宿泊施設 県内412施設 １人１泊 100円補助 +  Pontaﾎﾟｲﾝﾄ
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 一休.com一休.com一休.com一休.com 一休.comとの提携宿泊施設 県内101施設 申込１件当たり最大 1,000円補助
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿
日本旅行日本旅行日本旅行日本旅行
国内宿泊補助国内宿泊補助国内宿泊補助国内宿泊補助

日本旅行との提携宿泊施設 県内108施設 人数×500円補助
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 ゆこゆこゆこゆこゆこゆこゆこゆこ ゆこゆこネットとの提携宿泊施設 県内4施設 人数×泊数×1,000円補助
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 阪急交通社阪急交通社阪急交通社阪急交通社 阪急交通社「Theお宿」との提携宿泊施設 県内14施設 人数×泊数×1,000円補助
クラブオフ
ホームページ
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
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所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸市立森林植物園 神戸市北区
【入園料】
   大人 300円 → 270円   子ども 150円 → 135円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸ホテルフルーツフラワー 神戸市北区 【バーベキュー　黒毛和牛セット】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド かねふく　めんたいパーク神戸三田 神戸市北区 お買物された方に、ちょっぴり明太子商品プレゼント
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸スカイアドベンチャーすずらん 神戸市北区
【利用料金（2時間）】
   大人 3,500円 → 3,000円
   小人（小学生以下） 3,000円 → 2,500円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド シェア畑 神戸市西区 【入会金】 10,800円 → 5,400円 画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸ワイナリー農業公園 神戸市西区 【神戸ワイン全品】 10％OFF 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸市立　六甲山牧場 神戸市灘区 【入場料】 高校生以上 50円OFF   小・中学生 20円OFF 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 六甲高山植物園 神戸市灘区 【入園券】 中学生以上 100円OFF   4才～小学生 50円OFF 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 六甲山カンツリーハウス 神戸市灘区
【入園券】
   中学生以上 620円 → 520円   ４才～小学生 310円 → 260円

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 六甲山フィールドアスレチック 神戸市灘区
【入園券】
   中学生以上 930円 → 830円   4才～小学生 510円 → 460円

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 横尾忠則現代美術館 神戸市灘区 【観覧料金】 団体料金を適用 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド UCCコーヒー博物館 神戸市中央区 【入館券】 高校生以上 300円 → 240円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 兵庫県立美術館 神戸市中央区 【入館料】 「県美プレミアム」（常設展） 510円 → 410円 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸・北野異人館　香りの家オランダ館 神戸市中央区
【3館共通券（香りの家ｵﾗﾝﾀﾞ館、ｳｨｰﾝｵｰｽﾄﾘｱの家、ﾃﾞﾝﾏｰｸ館）】
   大人 1,300円 → 1,170円   中高校生 1,000円 → 900円
   小学生 700円 → 630円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸ドールミュージアム 神戸市中央区
【入館料】
   高校生以上 500円 → 400円   小・中学生 400円 → 320円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸市立相楽園 神戸市中央区
【入園料】
   大人 300円 → 270円   子ども 150円 → 135円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸ポートタワー 神戸市中央区
【入場料】
   大人 700円 → 600円   小人 300円 → 250円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド ルミナス神戸２ 神戸市中央区
【明石海峡周遊・大阪湾周遊】 3,240円 → 500円OFF
【神戸空港沖周遊】 2,160円 → 500円OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸　船の旅　コンチェルト 神戸市中央区
【乗船料金（2017年4月1日～2018年3月31日）】
   大人（中学生以上）  2,200円 → 30％OFF
   小学生 1,100円 → 30％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸どうぶつ王国 神戸市中央区 【入場料】 一律 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド ＫＯＢＥとんぼ玉ミュージアム 神戸市中央区 【入館料】 大人 400円 → 300円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド
阪神・淡路大震災記念
　人と防災未来センター

神戸市中央区
【入館料】
   大人 600円 → 480円   大学生 450円 → 360円
   高校生 300円 → 240円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸市立須磨海浜水族園 神戸市須磨区
【入園券】
   18歳以上 1,300円 → 1,170円   15歳～17歳 800円 → 720円
   小・中学生 500円 → 450円

金券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸市立須磨離宮公園 神戸市須磨区 【入園料】 大人 400円 → 360円   子ども 200円 → 180円
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸市立須磨海づり公園 神戸市須磨区
【釣り料（４時間）】
   16才以上 1,200円 → 1,050円   6才以上 700円 → 600円

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 神戸市立平磯海づり公園 神戸市垂水区
【釣り料（４時間）】
   16才以上 1,000円 → 900円   6才以上 600円 → 500円

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド Ｋｉｄ’ｓ　Ｕｓ．　ＬＡＮＤ
神戸市
加古川市
尼崎市

【新規会員登録】 300円 → 150円 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 豊岡市立植村直己冒険館 豊岡市
【入館料】
   大人 500円 → 400円   高校生 200円 → 150円
   小中学生 150円 → 100円   65才以上 250円 → 200円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 城崎温泉ロープウェイ 豊岡市 【乗車料】 一律 20％OFF 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド ヤマニ水産・海産物市場 豊岡市
【1,000円以上買上げ】 10％OFF
【3,000円以上買上げ】 350円相当の商品プレゼント

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド あさご芸術の森美術館 朝来市
【入館料】
   大人 500円 → 450円   高校・大学生 300円 → 250円
   小・中学生 200円 → 150円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド あさごパラグライダーフィールド 朝来市 【半日体験コース】 6,500円 → 6,000円 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 史跡・生野銀山と生野鉱物館 朝来市
【入場料（観光抗道・資料館）】
   大人 900円 → 810円   中・高校生 600円 → 540円
   小学生 400円 → 360円

印刷クーポン
画面提示クーポン
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レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 丹波古陶館 篠山市

【共通券】
   大人 700円 → 600円   高・大学生 500円 → 300円
   小・中学生 300円 → 200円
【単館券】
   大人 500円 → 400円   高・大学生 400円 → 300円
   小・中学生 200円 → 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド さんだバーベキューガーデンズ花山観光園 三田市

【特選牛もも肉バーベキュー】
   中学生以上 4,200円 → 4,100円
   ４才～小学生 3,300円 → 3,200円
【お食事各メニュー】 一般価格より 100円OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 花のじゅうたん 三田市 【入園券】 中学生以上 600円 → 540円   小学生 300円 → 270円
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 永沢寺 花菖蒲園 三田市

【入園料（高校生以上）】
   水芭蕉（3/下～4/中） 400円 → 360円
   牡丹（4/下～5/中） 500円 → 450円
   花菖蒲園（6/上～7/上） 800円 → 720円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 東条湖おもちゃ王国 加東市

【入園券】
   中学生以上 1,100円 → 900円   2才～小学生 700円 → 500円
【キングフリーパス】
   中学生以上 2,900円 → 2,600円
   3才～小学生 2,600円 → 2,300円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド ＮＥＳＴＡ　ＲＥＳＯＲＴ　ＫＯＢＥ 三木市

【ネスタイルミナ】 入場料金 10％OFF
【カラオケサルビア】 食事メニュー合計料金 10％OFF
【グランプバーベキューパーク】  食事料金　10％OFF
【スポーツエリア】 使用料金　10％OFF

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 滴翠美術館 芦屋市
【美術館入館料】 20％OFF
【１日体験教室（陶芸教室）】 20％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 明石市立天文科学館 明石市 【入館料】 大人 700円 → 560円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 兵庫県立歴史博物館 姫路市 【入館料】 団体料金を適用 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 姫路市立美術館 姫路市
【常設展料金】
   大人 200円 → 160円   小・中学生 100円 → 80円
【企画展料金】 各展覧会の料金を団体割引料金

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 三木美術館 姫路市
【観覧料】
   一般 500円 → 400円   高大生 300円 → 200円
   小・中学生 100円 → 50円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド
太陽公園
　視覚トリック３Ｄアート美術館ｉｎ白鳥城

姫路市
【入園料】
   大人 1,300円 → 1,170円   小人 600円 → 540円

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 北淡震災記念公園・野島断層保存館 淡路市
【入園料】
   大人 700円 → 630円   中・高校生 300円 → 270円
   小学生 250円 → 220円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド
兵庫県立淡路夢舞台温室
  「奇跡の星の植物館」

淡路市 【入園料】 大人 600円 → 540円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 淡路島ブルーベリー園 洲本市
【入園料】
   中学生以上 1,200円 → 1,080円
   4才～小学生以下 900円 → 810円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド うずの丘　大鳴門橋記念館、うずしお科学館 南あわじ市 【入館券】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 淡路ファームパーク　イングランドの丘 南あわじ市
【入園料】
   中学生以上 800円 → 600円   4才～小学生 400円 → 300円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 淡路島牧場 南あわじ市
【セットコース（乳搾り・バター）】
   中学生以上 1,390円 → 10％OFF
   小学生以下 1,170円 → 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

有馬温泉　太閤の湯 神戸市北区

【入館料（平日）】
   中学生以上 2,400円 → 2,000円
   6才～小学生 1,200円 → 1,000円
【入館料（土日祝・特定日）】
   中学生以上 2,600円 → 2,200円
   6才～小学生 1,300円 → 1,100円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

有馬温泉　太閤の湯 神戸市北区 【入浴料】 中学生以上 2,400円～2,600円 → 1,720円 金券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

有馬温泉　月光園「鴻朧館」 神戸市北区

【入浴＋「季節の箱盛膳」】 6,480円 → 5,940円
【入浴＋「和会席（ミニ会席）」】 9,180円 → 8,100円
【入浴＋「神戸牛網焼付会席」】 12,420円 → 10,800円
【入浴＋「海の幸彩どり会席」】 9,180円 → 8,100円
【入浴＋「季節のお鍋」】 9,180円 → 8,100円
【入浴＋「神戸牛すき焼きまたはしゃぶしゃぶ」】
   12,420円 → 10,800円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

有馬温泉・元湯　古泉閣 神戸市北区

【ケーキセット＋入浴】  1726円（税別） → 1500円（税別）
【ロッジランチ（ﾊﾟｽﾀorｶﾚｰ）＋入浴】 料理長の本日の1品をｻｰﾋﾞｽ
【蕎麦精進セット＋入浴】 料理長の本日の1品をサービス
【古泉閣弁当＋入浴】 神戸紅茶一人1箱プレゼント券
【有馬路懐石＋入浴】 神戸紅茶一人１箱プレゼント券

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

有馬温泉　上大坊 神戸市北区 【入浴料】 中学生以上 1,000円 → 800円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

天然湧湯　吟湯　湯治聚落 神戸市北区 ほんのきもちプレゼント
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

欽山 神戸市北区
【昼食休憩プラン（入浴＋昼食＋お部屋利用）】
   19,440円 → 17,496円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

神戸ホテルフルーツフラワー 神戸市北区 【バーデハウス大沢温泉入浴料】 大人 700円 → 500円 
印刷クーポン
画面提示クーポン
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レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

六甲の恵み　からとの湯 神戸市北区
【入浴料】
   大人（中学生以上） 700円 → 600円
   子供（小学生） 350円 → 250円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

神戸サウナ＆スパ 神戸市中央区

【ｻｳﾅ・ｽﾊﾟ利用料金】 中学生以上（ﾌﾘｰﾀｲﾑ） 2,700円 → 2,300円
【リフレッシュコース（１時間）】 1,700円 → 1,500円
【ナイト３ｈコース（３時間）】 2,200円 → 1,900円
【モーニングコース（10：00まで）】 2,100円 → 1,800円
【カプセルホテル　ｃ／ｉｎ12：00　ｃ／ｏｕｔ12：00】
   日～木の平日料金のみ 4,700円 → 4,200円
   金・土・祝前日の週末料金設定日 4,900円 → 4,400円

印刷クーポン
画面提示クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

神戸ハーバーランド温泉　万葉倶楽部 神戸市中央区

【セット入館料（大人）】
   平日 2,484円 → 2,052円   土日祝・特別期間 2,484円 → 2,160円
【セット入館料（小学生）】 1,242円 → 1,188円
【セット入館料（幼児）】 972円 → 864円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

神戸ハーバーランド温泉　万葉倶楽部 神戸市中央区
【入館券】 2,484円 → 1,700円
【岩盤浴付入館券】 3,521円 → 2,400円

金券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

神戸みなと温泉　蓮 神戸市中央区 【日帰り天然温泉入館料】 2,300円 → 2,000円（税抜）
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

湯～モアリゾート太山寺温泉なでしこの湯 神戸市西区 【手ぶらセット（入浴、ﾀｵﾙ、ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ付き）】 900円 → 700円 
印刷クーポン
画面提示クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

オテル・ド・摩耶 神戸市灘区
【日帰り湯（540円）をご利用された方】
   オリジナルソーププレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

出石温泉館　乙女の湯 豊岡市
【入浴料】
   中学生以上 500円 → 400円   ３才～小学生 300円 → 250円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

たんたん温泉　福寿の湯 豊岡市
【入浴料】
   高校生以上 600円 → 500円   ５才～中学生 300円 → 200円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

ブルーリッジホテル 豊岡市 【日帰り入浴+昼食（土日祝限定）】 4,780円 → 3,780円 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

休暇村竹野海岸 豊岡市
【日帰り入浴】
   大人 510円 → 410円   小学生・幼児 310円 → 210円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

若杉高原温泉 養父市
【入浴料】
   中学生以上 600円 → 500円   小学生以下 400円 → 300円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

若杉高原　おおやスキー場 養父市 【温泉入浴料】 大人 600円 → 500円   子供 400円 → 300円
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

黒川温泉 朝来市 【入浴料】 大人 600円 → 500円   小学生 300円 → 250円
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

こんだ薬師温泉　ぬくもりの郷 篠山市 【入浴料】 大人（12歳以上） 700円 → 600円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

天然温泉　石道 川西市 【入浴料】 中学生以上 1,000円 → 900円 
印刷クーポン
画面提示クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

つかしん天然温泉　湯の華廊 尼崎市 【会員登録手数料】 400円 → 無料 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

岩盤浴サルーテ 尼崎市
【入浴料（レンタル一式含む）】
   初回ご来店 2,000円 → 1,000円
   ２回目以降のご来店 2,000円 → 1,600円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

リゾ鳴尾浜（スパ・テルメ） 西宮市

【入館料（全日）】
   高校生以上 1,750円 → 1,550円   中学生 1,340円 → 1,140円
   小学生 1,030円 → 830円   3才～小学生未満 720円 → 520円
【入館料（17：00以降入館）】
   高校生以上 1,240円 → 1,040円   中学生 820円 → 620円
   小学生 720円 → 520円   3才～小学生未満 720円 → 520円

印刷クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

鳴尾浜温泉　熊野の郷 西宮市
【入場料（中学生以上）】
   平日 864円 → 702円   土日祝 972円 → 810円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

三田温泉　熊野の郷 三田市 フェイスタオルプレゼント
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

白雲谷温泉　ゆぴか 小野市 【使用料】 大人（中学生以上） 600円 → 550円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

伊沢の里 宍粟市 【入浴料】 500円 → 450円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

一宮温泉　まほろばの湯 宍粟市
【入浴料】
   中学生以上 600円 → 480円   小学生以下 300円 → 240円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

ニューサンピア姫路ゆめさき 姫路市
【日帰り温泉入浴料】
   中学生以上 700円 → 600円   4歳～小学生 500円 → 450円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

潮彩きらら　祥吉 赤穂市
【入浴料】
   中学生以上 500円OFF   （3歳～小学生 300円OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

銀波荘 赤穂市 【日帰り入浴】 1,700円 → 20％OFF 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

美湯ビュー松帆の郷 淡路市 【入浴料】 １３歳以上 700円 → 600円 
印刷クーポン
画面提示クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

淡路島東浦サンパーク  天然温泉花の湯 淡路市 フェイスタオル1枚プレゼント（大人・子供問わず）
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

淡路島天然ラドン温泉　海若の宿 淡路市
【入浴された方】 タオル無料
【レストラン浜風　食後のコーヒー】 １杯を人数分サービス

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

休暇村南淡路 南あわじ市
【入浴料】
   大人 820円 → 720円   小学生・幼児 510円 → 410円

印刷クーポン
画面提示クーポン
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
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会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

ふれあい温泉　おじろん 香美町 オリジナルタオルプレゼント
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 ガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンド 中央石油販売 神戸市 【ガソリン・軽油】　1～4円/リットル 値引き 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 ガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンド コスモ石油販売
神戸市
他１４市１町

【現金でお支払いの場合】 店頭一般価格より１～２円／Ｌ引き 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア 道の駅神鍋高原内　Ｐａｉｎ　ｄｅ　“Ａ” 豊岡市 【買上げ金額】 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア 道の駅とうじょう 加東市 【特産館夢街人 ソフトクリーム】 270円 → 220円 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア 道の駅　みき 三木市
【金物展示即売館にて】 全品 5％引き
【山田錦みそソフトクリーム】 320円 → 250円
【レストランにて食事注文時】 ソフトドリンクサービス

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア 道の駅　福良　淡路人形座 南あわじ市
【入館券】
   大人 1,500円 → 1,350円   中・高校生 1,300円 → 1,170円
   小学生 1,000円 → 900円   幼児(3才以上) 300円 → 270円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
ホテルオークラ神戸
　中国料理「桃花林」

神戸市中央区
【会員特別ランチコース】 5,940円相当 → 3,900円
【会員特別ディナーコース】 8,085円相当 → 5,900円

印刷クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
神戸ポートピアホテル
　ダイニングカフェ「ＳＯＣＯ」

神戸市中央区

【ディナーバイキング（平日）】
   大人 3,200円 → 2,400円   65歳以上 2,600円 → 1,900円
   小学生 1,800円 → 1,300円   4歳～小学生未満 1,000円 → 680円
【ディナーバイキング（土日祝）】
   大人 4,000円 → 3,050円   65歳以上 3,300円 → 2,500円
   小学生 2,300円 → 1,700円   4歳～小学生未満 1,300円 → 900円

印刷クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
神戸ポートピアホテル
　中国レストラン「聚景園」

神戸市中央区

【ランチバイキング（平日）】
   大人  3,500円 → 2,650円   65歳以上 2,800円 → 2,100円
   小学生 1,900円 → 1,400円   4歳～小学生未満 1,100円 → 700円
【ランチバイキング（土日祝）】
   大人 3,800円 → 2,900円   65歳以上 3,100円 → 2,300円
   小学生 2,100円 → 1,500円   4歳～小学生未満 1,300円 → 900円

印刷クーポン

ホテルレストランホテルレストランホテルレストランホテルレストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸
  カジュアルダイニング　ザ・テラス

神戸市中央区

【ランチブッフェ（大人）】
   平日 3,000円 → 2,500円   土日祝 3,500円 → 3,000円
【ディナーブッフェ（大人）】
   平日 4,000円 → 3,500円   土日祝 4,500円 → 4,000円

印刷クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ＪＡ全農兵庫直営レストラン　神戸プレジール 神戸市中央区 【食事代金】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ レストランＴｕＴｕ 神戸市中央区
【ペイサージュ】 6,820円 → 10％OFF
【リュヌ】 9,020円 → 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ レストラン北野クラブ 神戸市中央区 【menu　HISTORIE】 10歳以上 12,474円 → 9,979円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 花咲酒蔵　ウメ子の家 神戸市中央区 【飲食代】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 本格炙り　海と大地　楽蔵／楽蔵うたげ 神戸市中央区 【飲食代】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 神戸ホテルフルーツフラワー 神戸市北区
【レストラン「カトレア」 ランチバイキング】
   平日 大人 1,728円 → 20％OFF

画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 活伊勢海老料理　中納言 神戸市中央区
【通常コース】 10％OFF
【ランチコース】 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ エイトビー 神戸市東灘区 【全商品】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ストロベリーコーンズ 神戸市 【3,000円以上注文の方】 15％OFF パートナーサイト

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 東天紅
神戸市
姫路市

【飲食代】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 上島珈琲店
神戸市
西宮市

【会計金額】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ナポリの窯
神戸市
西宮市

【3,000円以上注文の方】 15％OFF パートナーサイト

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 磯丸水産
神戸市
尼崎市

【会計】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ステーキハンバーグ＆サラダバー　けん
神戸市
加古川市

【メインの料理を注文した方】 ドリンクバー無料 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ビバ　パエリア
神戸市
西宮市
尼崎市

【3人前（L）】 500円（税込）OFF
【2人前（M）】 300円（税込）OFF

印刷クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ にぎり長次郎
神戸市
他５市

【店内飲食代】 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ザめしや・街かど屋・讃岐製麺・めしや食堂
神戸市
他５市

【食事代】 100円引 優待券

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ドミノ・ピザ
神戸市
他８市

【注文商品金額】 15％OFF
優待券
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ コメダ珈琲店
神戸市
他９市１町

【たっぷりサイズ注文時】 通常サイズの価格で提供 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ＰＩＺＺＡ―ＬＡ
神戸市
他１０市

【Lサイズ】 500円OFF
【Mサイズ】 300円OFF

印刷クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ガスト（スマートフォン）限定クーポン
神戸市
他１９市

【セットドリンクバー】 99円（税抜）
【スクランブルエッグ＆ベーコンソーセージセット】 399円（税抜）
【セットアサヒスーパードライ（ジョッキ）】 299円（税抜）
【キッズプレート0929】 299円（税抜）

スマートフォンクーポン
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グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ そば処　天通 豊岡市 【食事代】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 出石皿そば　茂兵衛 豊岡市 【皿そば】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 湯葉料理　中村屋 養父市 【お部屋でのコース料理】 コース料金から１割引き
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ イタリアン＆ケーキ　Ｖｅｒｄｅ　Ｐｉａｔｔｏ 養父市 【食事代金】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ カフェ　アルジャン 朝来市 【1,000円以上の食事された方】 コーヒーサービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 宇治園グループ（喫茶去・茶の彩・珈蔵）
伊丹市
尼崎市

【会計】 100円引
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ クア・アイナ 西宮市
【ハンバーガーおよびサンドウィッチ注文の方】
   チーズトッピング（118円相当）無料

印刷クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 溶岩石焼おかもと 明石市
【サラダ】 １品サービス
【焼酎】 ２合半売り半額
【ワイン】 フルボトル１本半額

印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 欧風レストラン　ロドス 明石市 【2,500円以上の飲食代金】 10％OFF 画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 串処　満蔵 明石市 名物「アイスの串揚げ」サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 産直や炭焼や鍋　たんご 明石市 【飲食代】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 焼肉韓国料理　高麗苑 明石市 ワンドリンクサービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 明石焼・たこ焼きの店　まるまる 明石市
【600円以上買い上げの方】
   たこせん（甘口ｏｒ辛口）一人１枚プレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ イタリアン・トマト　カフェジュニア 姫路市 【食事またはケーキ注文の方】 コーヒーまたは紅茶一杯無料 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ カフェドミキウィズハローキティ姫路店 姫路市 【飲食代】 10％OFF 画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ
淡路島天然ラドン温泉　海若の宿
  レストラン「浜風」

淡路市 食後のコーヒーサービス 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ プラージュ（夕香楼　しょう和内カフェ） 香美町 ソフトクリーム１本サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 大阪船場弁当 ー

【大阪市外1万円以上の注文（弁当5個以上）】
   弁当1個につき､缶のお茶1本サービス
【大阪市外1万円以上の注文（1,500円以上の弁当5個以上）】
   弁当1個につき、ペットボトルのお茶1本サービス

印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメガイドグルメガイドグルメガイドグルメガイド
ジョルダンパスポート
　（旧：ＣＬＵＢグルメぴあ）

県内２３２店 会員特別料金 パートナーサイト

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 １０９シネマズ＆ムービル共通チケット 神戸市中央区 【映画鑑賞チケット】 一般 1,800円 → 1,300円 金券

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 テアトルシネマグループ映画館 神戸市中央区 【映画観賞チケット】 一般 1,800円 → 1,300円 金券

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 ＭＯＶＩＸ＆松竹系映画館
神戸市
尼崎市

【映画鑑賞チケット】 一般 1,800円 → 1,300円 金券

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 塚口サンサン劇場 尼崎市
【映画鑑賞料金】
   一般 1,800円 → 1,500円   大学生 1,500円 → 1,300円
   小人 1,000円 → 800円

印刷クーポン
画面提示クーポン

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 イオンシネマ　ＡＣカード
三田市
明石市
加古川市

【映画鑑賞チケット】 一般 1,800円 → 1,300円 金券

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 アースシネマズ姫路 姫路市 【劇場特別鑑賞券】 一般 1,800円 → 1,400円 金券

映画映画映画映画 ＴＯＨＯシネマズＴＯＨＯシネマズＴＯＨＯシネマズＴＯＨＯシネマズ ＴＯＨＯシネマズ
西宮市
伊丹市

【映画鑑賞チケット】 一般 1,800円 → 1,300円 金券

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント 美術展・展覧会美術展・展覧会美術展・展覧会美術展・展覧会

ミュージアム　ぐるっとパス・関西２０１７
（関西2府4県及び中部・東中四国にある近隣
の美術館・博物館など、約90施設の無料入場
券または、割引券がつづられたパスブック）

ー
【ミュージアムぐるっとパス・関西2017】
   普及版 1,000円 → 900円   プレミアム版 1,800円 → 1,600円

金券

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ カラオケマック 神戸市中央区
【カラオケ室料全コース】
   週末、祝日、祝前日、特別料金期間  30％OFF
   平日  50％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ カラオケ館 神戸市中央区 【室料】 30％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ カラオケ　コート・ダジュール
神戸市
伊丹市
宝塚市

【室料】
   通常利用 20％OFF   フリータイム利用 5％OFF
【コース料金総額（ﾊﾟｰﾃｨｰﾌﾟﾗﾝ・ﾗﾝﾁｾｯﾄ・ﾃﾞｨﾅｰｾｯﾄ）】  5％OFF

優待券
印刷クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ カラオケ　ＪＯＹＳＯＵＮＤ直営店
神戸市
姫路市
丹波市

【カラオケ室料】 会員料金より 30％OFF
【カラオケ室料（17：00～20：00入店）】 会員料金より 50％OFF
【カラオケ室料（フリータイム）】 会員料金より 10％OFF
【パーティーコース】  総額より 10％ＯＦＦ

印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ ビッグエコー

神戸市
豊岡市
明石市
加古川市

【室料】
   平日 30％OFF   金・土・祝前日 20％OFF
   フリータイム 5％OFF
【ドリンクバー付き・飲み放題コース】 総額 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ
ジャンボカラオケ広場・
スーパージャンボカラオケ広場

神戸市
他６市

【ルーム料金】
   4名以上 20％OFF   3名以下 10％OFF

画面提示クーポン
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エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ カラオケ　まねきねこ
神戸市
他７市２町

室料30％OFF　または　ポテトフライ1皿サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ レストランカラオケ・シダックス
西宮市
加古川市
姫路市

【ルーム代】 20％OFF
【宴会コース（コース料金）】 5％OFF

優待券
印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント インターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェ 自遊空間
神戸市
西宮市
明石市

【入会金】 無料
【利用料】 200円OFF

印刷クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント インターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェ コミック＆インターネットカフェ快活ＣＬＵＢ

神戸市
尼崎市
西宮市
姫路市
加古川市

【入会金】 360円 → 無料 印刷クーポン

ツァー・航空券ツァー・航空券ツァー・航空券ツァー・航空券 トラベルサポートトラベルサポートトラベルサポートトラベルサポート ＡＣＥ 西宮市 【購入代金】 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー ニッポンレンタカー　ワンデイスキップ
神戸市
他７市

レンタカー基本料金より 20％～55％OFF
ワンデイスキップ
サイト

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー ニッポンレンタカー　ワンデイクーポン
神戸市
他７市

ワンデイクーポン 20％OFF～55％OFF ワンデイクーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー タイムズカーレンタル
神戸市
他１４市２町

レンタカー 30％OFF 印刷クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー タイムズカープラス
神戸市
他１４市２町

会員カード発行手数料（１人／１枚） 1,550円 → 1,000円 パートナーサイト

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー オリックスレンタカー
神戸市
他９市１町

基本料金より 最大55％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー オリックスカーシェア
神戸市
他５市

ＩＣカード発行手数料 1,000円 → 無料
月額基本料（２，４００円／月） ２ヵ月間無料

印刷クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー トヨタレンタリース神戸
神戸市
他９市１町

レンタカー時間料金 15％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー トヨタレンタリース兵庫
神戸市
他９市１町

レンタカー時間料金 15％OFF 印刷クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー 日産レンタカー

神戸市
西宮市
明石市
姫路市

基本料金 18％ＯＦＦ～48％ＯＦＦ
印刷クーポン
画面提示クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー Ｊネットレンタカー／スカイレンタカー
神戸市
明石市
姫路市

通常料金より 16～55％OFF 印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ ゴールドジム 神戸市中央区

【法人年間会員権利証】
   １６歳以上（中学卒業） 181,440円 → 138,880円
【入会者の方】
   入会プレゼント進呈
   フィットネスパスポートプレゼント
   トライアルクーポンプレゼント

金券

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ ゴールドジム　キッズ 神戸市中央区
【入会金】 20％OFF
【新規入会の方】 オリジナルナイロンザックをプレゼント

印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ 東急スポーツオアシス　キッズスクール 神戸市東灘区
【入会金・事務手数料】 無料
【新規入会】 クラブバックプレゼント

印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ メディカルフィットネスルームＴＭＣＣ 神戸市東灘区

【入会金】  5,000円 → 無料
【パーソナルトレーニング体験】 1,700円 → 1,000円（初回限定）
【パーソナルピラティス体験】 2,100円 → 1,000円 （初回限定）
【加圧トレーニング体験】 2,800円 → 1,000円（初回限定）

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ コ・ス・パ 神戸市
【施設利用券】 1,800円
【年間パスポート】 121,500円

金券

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ Ｂｏｄｙ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＢＥＺＥＬ 神戸市
【入会金】 10,800円 → 無料
【事務手数料】 5,400円 → 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ クライミングジム　ＧＲＡＶＩＴＹ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ
神戸市
明石市
姫路市

【基本施設利用料 一日利用券】
   一般・シニア（55歳以上） 500円引
   大学生・専門学生／中高生／小学生・キッズ 300円引

印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ Ｔｏｐ　Ｗｏｒｋｓ‐Ｂｏｄｙ
神戸市
宝塚市
西宮市

【ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ60分＋ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ30分】 5,400円 → 3,250円
【少人数制ｷｯｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞFUNCTIONAL KIDS（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ体験）】
   無料体験（幼稚園年長から小学6年生まで）

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ ＲＩＺＡＰ（ライザップ）

神戸市
西宮市
明石市
姫路市

【２週間トライアルコース入会の方】 商品券 5,000円分進呈
【2か月以上のコース契約時に入会の方】 商品券 30,000円分進呈

直接申込

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ グンゼスポーツ
神戸市
他５市

【入会金】 無料 印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ スポーツクラブＮＡＳ
三田市
姫路市

【利用券】 1,620円 金券

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ スポーツクラブＮＡＳ　キッズスクール
三田市
姫路市

【入会金】 2,160円～7,560円 → 無料 印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ Ｈｉ‐Ｐｏｒｔｉｏｎ 尼崎市 【体験コース（初回限定）】  入会で 3,000円キャッシュバック
印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ Ａｅｒｉａｌ　Ｙｏｇａ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ａｐｐｌｅ 西宮市

【エアリアルヨガ体験料】 10％OFF
【ヨガ体験料】 10％OFF
【入会金】 10％OFF
【アクロヨガ初回料金】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ ティップネスティップネスティップネスティップネス ティップネス
尼崎市
宝塚市

【施設利用料】 1回 1,500円 専用申込書
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

スポーツスポーツスポーツスポーツ ティップネスティップネスティップネスティップネス ティップネス・キッズ 尼崎市 新規入会の方 図書カード1,000円分プレゼント 印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ セントラルスポーツセントラルスポーツセントラルスポーツセントラルスポーツ セントラル スポーツ

神戸市
尼崎市
西宮市
芦屋市
伊丹市

【法人会員券】 1,080円
クラブオフ
ホームページ

スポーツスポーツスポーツスポーツ ゴルフゴルフゴルフゴルフ バディゴルフクラブ 神戸市中央区
【初心者プチ入門】  ゴルフ用グローブプレゼント
【基礎コース 通常入校金】 5,400円 → 3,240円
【月会員申し込み】  ボール1ダースプレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ ゴルフゴルフゴルフゴルフ ミズノゴルフスクール
神戸市
他５市

【入校金】 3,240円 → 無料 直接申込

スポーツスポーツスポーツスポーツ ゴルフゴルフゴルフゴルフ 有馬冨士カンツリークラブ 三田市
【プレー料金（食事付）】
   平日 8,700円 → 7,500円   土日祝 14,700円 → 12,500円

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ ゴルフゴルフゴルフゴルフ アイランドゴルフリゾート三田 三田市
【プレー料金（食事付）】
   平日 11,000円 → 8,000円   土日祝 16,000円 → 12,500円

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ ゴルフゴルフゴルフゴルフ アイランドゴルフガーデン赤穂 上郡町
【プレー料金】
   平日（食事付） 7,000円 → 6,000円
   土日祝（食事別） 12,000円 → 7,240円

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ フットサルフットサルフットサルフットサル 宝塚フットサルドームCABO 宝塚市
【登録料】
   チーム 2,000円 → 無料   個人 2,000円 → 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ 乗馬乗馬乗馬乗馬 乗馬クラブ　クレインネットワーク 加古川市 【乗馬スクール（45分）】  5,400円 → 3,780円 印刷クーポン

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター ポピンズナニーサービス ー 【入会金】 30％OFF クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター ポレ・ポレ ー 【入会金】 21,600円 → 無料 クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター メアリーポピンズ ー 【初年度年会費】 3,240円 → 無料 クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター アルファ・キッズ・クラブ ー
【創造体験学習教室登録料】 10％OFF
【オリジナル知育玩具】 定価より5％OFF
【利用料金】 5％OFF

クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター 小学館グループ　ベビーシッターのハズ ー 【入会金】 21,600円 → 無料 クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター ママＭＡＴＥ ー
【新規登録費】 10,800円 → 無料
【利用料金（１時間）】 1,836円～ → 1,536円～

クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター タカミサプライ ー 【入会金】 10,800円 → 無料 クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター ベビーシッターサービス　ラヴィ ー
【マスターコース入会金】 無料
【月極シッターコース】 会員割引有り（要相談）

クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター キッズ＆ベビーシッター ー

【デラックスプラン】  5％OFF
【スポットサービス（１回利用）】 5％OFF
【ハッピープラン（定期利用）】
   3,000円分のサービスチケットプレゼント
【ＫＩＤＳ　Ｓｍｉｌｅ Ｐａｓｓ (各種回数券）】  5％OFF

直接申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビーシッターベビーシッターベビーシッターベビーシッター シッターサービスのボン・ヴォヤージュ有栖川 ー
【入会金】 50％OFF
【初年度年会費】 10,800円～→無料

クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビー用品ベビー用品ベビー用品ベビー用品
カメラのキタムラの記念日スタジオ
「スタジオマリオ」

神戸市
他７市１町

【撮影料半額券】 3,240円 → 1,620円 クラブオフへ申込

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビー用品ベビー用品ベビー用品ベビー用品 出張撮影のフォトワ ー 通常料金より 3,000円OFF パートナーサイト

介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス 各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス 福祉用具レンタル販売（エコール）
神戸市
尼崎市
姫路市

【販売商品】 15％OFF クラブオフへ申込

介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス 各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス
ダスキンヘルスレント
（福祉用具貸与および販売）

神戸市
他５市

【販売商品】 10％OFF クラブオフへ申込

介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス 各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス 関電ＳＯＳ ー

【ホームセキュリティ（ベーシックメニュー) 】
   買取プラン：初期費用(税抜) 225,000円 → 187,000円
   レンタルプラン：初期費用(税抜) 38,000円 → 無料
   成約特典：JCBギフトカード2万円分プレゼント

印刷クーポン

介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス 各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス セントラル警備保障の見守りサービス ー 【機器工事費用】 見積もり価格より 10,000円OFF クラブオフへ申込

介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス 各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス ニコニコキッチン
神戸市
他８市１町

初回注文時ごはん無料 直接申込

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 パーフェクトスーツファクトリー（Ｐ．Ｓ．ＦＡ）
神戸市
尼崎市

【商品】 10％OFF 画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 オリヒカ
神戸市
尼崎市
西宮市

【買物】 10％OFF
優待券
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 オーダースーツＳＡＤＡ
神戸市
加古川市
姫路市

オプション 3,000円分サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 スーツセレクト

神戸市
尼崎市
川西市
姫路市
宝塚市

【店内すべての商品】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 AOKI
神戸市
他５市

【全商品】 10％OFF
優待券
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 はるやま
神戸市
他１５市１町

クーポン特別優待＋１０％ＯＦＦ 印刷クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 洋服のお直しマジックミシン
神戸市
他１８市１町

【洋服直し】 標準価格より 10％OFF
優待券
印刷クーポン
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 かばん団地・木和田 豊岡市 オリジナルグッズ進呈
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 Ｌ－Ｂｒｅａｔｈ（エルブレス） 神戸市中央区 店頭表示価格より 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ヴィクトリア
神戸市
西宮市

店頭表示価格より 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 Ｖｉｃｔｏｒｉａ　Ｇｏｌｆ（ヴィクトリアゴルフ）
神戸市
西宮市

店頭表示価格より 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 好日山荘

神戸市
西宮市
姫路市
明石市

【5,400円以上の買い上げ】 500円引
【10,800円以上の買い上げ】 1,000円引

印刷クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ＳＰＯＲＴＳ　ＡＵＴＨＯＲＩＴＹ
西宮市
伊丹市
姫路市

【現金の支払】 表示価格より 10％OFF
【クレジットの支払】 表示価格より 8％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ヒマラヤスポーツ
三田市
姫路市

【5,000円以上買い上げの方】 1,000円引
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 パレットプラザ／５５ステーション
神戸市
他９市

【デジカメプリント店内仕上げ】 全サイズ 10％OFF 優待券

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 カメラのキタムラ
神戸市
他６市１町

【スマホプリント・デジカメプリント（ましかく・DSC・L・ﾊｶﾞｷｻｲｽﾞ）】
   店頭価格より 5％OFF

優待券

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ケイウノ　ブライダル 神戸市中央区

【エンゲージリング】 希望小売価格より１０％OFF
【マリッジリング】 希望小売価格より１０％OFF
【ファッションジュエリー】 希望小売価格より１０％OFF
【エンゲージ・マリッジリング 成約特典】
   「フレーム付デザイン画」無料プレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 エクセルコ　ダイヤモンド 神戸市中央区
【エンゲージリング（センターダイヤモンド対象）】 10％OFF
【マリッジリング】 5％OFF
【ダイヤモンドジュエリー】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ラザールダイヤモンドブティック 神戸市中央区
【エンゲージリング】 10％OFF
【マリッジリング】 10％OFF
【ファッションジュエリー】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 トレセンテ 神戸市中央区
【エンゲージリング購入の方】 10％OFF
【マリッジリング購入の方】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 銀座ダイヤモンド シライシ
神戸市
姫路市

【エンゲージリング（センターダイヤモンド対象）】 10％OFF
【マリッジリング】 10％OFF
【ファッションジュエリー】　10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 アイプリモ
神戸市
姫路市

【エンゲージリング】 10％OFF
【マリッジリング】 10％OFF
【ファッションジュエリー】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 Ａｓ－ｍｅエステール
神戸市
他８市

【As-meエステールブランドジュエリー】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ａｌｏｏｋ 神戸市 【メガネ・サングラス全商品】 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 メガネスーパー

神戸市
姫路市
明石市
加古川市
太子町

【メガネ・サングラス・コンタクトレンズ】 通常価格より15%OFF
【補聴器】 通常価格より15%OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ビジョンメガネ
神戸市
他９市

【メガネフレーム・メガネレンズ】 セール価格より 10％OFF
【コンタクトレンズ】 セール価格より 5％OFF
【補聴器】 セール価格より 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 島忠・Ｈｏｍｅ’ｓ 尼崎市 【商品代金（税込100万円まで）】 3％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 三井アウトレットパーク 神戸市垂水区 お得なスペシャルクーポンプレゼント クラブオフへ申込

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 （株）げんぶ堂 豊岡市 購入料金から 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 大徳醤油株式会社 養父市 【工場見学、来社の方】 粗品（しょうゆ他調味料）進呈
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ＪＦ但馬　香住支所　遊魚館 香美町 【店舗の商品】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 隆栄水産　海潮館 新温泉町 【1,000円以上買い上げの方】 のりの佃煮１つ進呈
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング インテリアインテリアインテリアインテリア カリモク家具
神戸市
西宮市

【来場予約特典】 「コンビニdeクーポン1,000円分」をプレゼント
【成約特典】設置・配送サービス等

印刷クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング インテリアインテリアインテリアインテリア 心斎橋西川 芦屋市
【寝具全般、ベッド、ナイトウェアー】
   通常価格より 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング インテリアインテリアインテリアインテリア ＩＤＣ大塚家具 神戸市中央区
【商品購入の方】
   購入額の 3%相当のギフト券プレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム アート引越センター ー

【引越基本料金（車輌費＋人件費）】 20％OFF
【ダンボール最大50枚、ガムテープ最大3巻】 サービス
【エコ楽ボックス１セット】 無料レンタル
【会員特典】 家具移動サービス（引越後1年間）

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム クロネコヤマトの引越センター ー

【タイムリーサービス】 基本料金より 25％OFF
【単身引越サービス】  2,000円OFF
【単身ジャストサイズサービス】 基本料金より 10％OFF
【高齢者ホーム入居サービス】 基本料金より 10％OFF
【らくらくおかたづけパック】  基本料金より 10％OFF
【メモリアル整理サービス】  基本料金より 10％OFF
【リフォームの達人／建替引越サービス】  基本料金より 5％OFF

クラブオフへ申込
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム サカイ引越センター ー 【基本料金（税抜）】 25％OFF（3／15～4／10は 10％ＯＦＦ）  クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム ハート引越センター ー
【引越基本料金】 30％OFF （3/15～4月第1週は除く）
【利用の方】 引越し資材プレゼント

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム イヌイの引越 ー
【全国お部屋パック（税抜）】  10％OFF～30％OFF
【エアコン取付・取り外し（税抜）（セット）】　10％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム 引越しは日通 ー 【基本料金（税抜）】 25％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム アリさんマークの引越社 ー
【基本料金（トラック代金は除く）（税抜）】
   毎月1～20日 28％OFF   左記以外の日 10％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム カンガルー引越便 ー 【引越料金（運賃＋人件費）（税抜）】 10％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム ＳＧムービング ー 【車両費及び人件費／基本料金（税抜）】 15％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム ファミリー引越センター ー
【引越基本料金（税抜）】
   午前中の引越 20％OFF   午後の引越 30％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム 押入れ産業

神戸市
西宮市
尼崎市
姫路市
伊丹市

【トランクルーム　月額保管料】 5％OFF
【契約時立会作業料】 無料

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ノッツェ 神戸市中央区
【会員情報提供料】 25％OFF
【月活動費】 25％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 婚活応援酒場　相席屋 神戸市中央区
【男性】 滞在30分後　10分間延長無料
【女性】 相席屋 500ポイントプレゼント

印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 サンマリエ 神戸市中央区
【Ｇｒａｎ Ｍａｂｅｌｌｅ　１２ヶ月プラン】 194,400円 → 97,200円
【Ｃｏｍｐａｓｓ　１２ヶ月プラン】 162,000円 → 97,200円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 株式会社エムロード 神戸市中央区 【登録事務費】 50％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 フローラ結婚相談所 神戸市中央区 【入会金】 29,800円 → 24,800円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 サポート塾ランコントル 神戸市中央区
【サポート料】 30％OFF
【選べるビューティ・サポート】 3,000円 → 無料
【マッチングラボ診断 or 数秘占い】 2,000円 → 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 つくしブライダル 神戸市中央区
【入会金（新規の方限定）】  無料
【月会費ペア割引】  20％OFF
【月会費団体割引】  30％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 婚礼センター 神戸市中央区

【入会金】 35,640円 → 無料
【月会費】
   ベーシックコース 10,800円 → 無料
   エグゼクティブコース 13,500円 → 無料
   ドクターズコース 17,600円 → 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 マリッジマネジメントセンター 神戸市中央区 【入会金】 30,000円 → 15,000円
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ブライフル 神戸市中央区
【お見合い料】 無料
【プロフィール写真撮影料】 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚
神戸結婚相談所ブライダルＹＵＫＩ
　（出向型相談所）

神戸市北区
【ベーシックプラン】 入会後初月の月会費 13,000円 → 無料
【男性32歳以下、女性30歳以下の方向けプラン】
   入会後初月の月会費 13,000円 → 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 神戸の結婚相談所　ＢｏｎＭａｒｉａｇｅ 神戸市東灘区 【入会金】 30,000円 → 25,000円
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 結婚相談所　エンジェライト（Ａｎｇｅｌｉｔｅ） 神戸市東灘区
【全コース】
   初期費用（入会金＋登録料＋活動サポート費） 30％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 婚克ステーション 神戸市兵庫区

【楽々入会パック】 40,000円 → 20,000円
【成婚】 お祝い金 3万円プレゼント
【結婚準備特典】 無料
【会員紹介特典】  紹介料 1万円プレゼント
【FPが勧める結婚生活（相談）】 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 パートナーエージェント
神戸市
姫路市

【登録料】 32,400円 → 30％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ツヴァイ
神戸市
姫路市

【入会初期費用】 最大 40,000円引き 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 Ｏ－ｎｅｔ
神戸市
姫路市

【入会金（税抜）】 10,000円OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 関西の結婚相談所【マリーブライダル】 尼崎市
【Aコース（婚活トレーニングコース）月会費】
   一カ所登録 初月 10,000円 → 無料
   二カ所登録 初月 15,000円 → 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 アヴェニュー東京 芦屋市 【ネットワーク接続費】 30,000円OFF 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 テイクアンドギヴ・ニーズ
神戸市
姫路市

見積り金額より 100,000円OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ウェスティンホテル淡路（ウエディング） 淡路市

【成約特典】
   ２人だけのメモリアルディナー１回無料
   挙式１周年記念で利用できる新婚宿泊券プレゼント
【下見来館特典】 ケーキセット券（当日利用）プレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ワタベウェディング 神戸市中央区

【スタジオフォトプラン（基本料金 8,800円プラン）】 3,000円OFF
【サイズオーダードレス「ＡＶＩＣＡ」】 5％OFF
【国内レンタル衣装】 20％OFF
【海外挙式】 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ジョイフル恵利 神戸市中央区

【婚礼衣裳店】 20％OFF～50％OFF
【パーティー・パーティ店】 30％OFF
【振袖（成人式用）レンタル】 5％OFF
【振袖（成人式用）オーダーレンタル・販売】 5％OFF
【振袖（成人式用以外）レンタル】 50％OFF
【卒業袴レンタル（店舗利用のみ）】 30％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 振袖オンディーヌ 神戸市中央区

【振袖ﾚﾝﾀﾙ 成人式用（30点ﾌﾙｾｯﾄ）】 通常価格より 5％ＯＦＦ
【振袖販売 成人式用（40点ﾌﾙｾｯﾄ）】 通常価格より 3％ＯＦＦ
【袴ﾚﾝﾀﾙ 卒業式（7点ｾｯﾄ）】 通常価格より 5％OFF
【留袖・訪問着ﾚﾝﾀﾙ（7点ｾｯﾄ）】 通常価格より 5％ＯＦＦ
【振袖ﾚﾝﾀﾙ 成人式以外（10点ｾｯﾄ）】 通常価格より ５％ＯＦＦ

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ペットペットペットペット シグニペット健診チケット
神戸市
他１７市１町

【シグニペット健診チケット】 7,980円 → 6,700円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ペットペットペットペット ペットシッター（ラヴィ） ー 【入会金】 10,800円 → 無料 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ペットペットペットペット 日本ペットシッターサービス ー 【シッター料金】 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康
姫路中央病院付属クリニック
  PET画像センター

姫路市

【スタンダードコース／ＰＥＴ＋ＣＴ】 162,000円 → 150,000円
【スタンダードコース＋胃内視鏡】 178,200円 → 165,000円
【脳ドック】 55,000円 → 50,000円
【ベーシックコース＋ＣＴ】 108,000円 → 100,000円

直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 神戸うつ病回復センター 神戸市中央区 【初回相談カウンセリング90分】 初めての方 10分延長 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康
メディアで話題の心理カウンセラー
（エーディーラボ）

神戸市西区
著書･資料DVD（4,500円相当） プレゼント
勉強会1回（5,000円相当） 無料ご招待

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 整体院　寛千 神戸市中央区 【初回施術料】 14,000円 → 980円
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 宋鍼灸院 神戸市中央区 【美顔鍼】初回限定 オプションメニュー無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 タイ古式マッサージ　ティーン・イサーン 神戸市東灘区

【60分以上の各コース】
   10％OFF   レディースデイ(毎週火曜日) 20％OFF
【ハーブ・ボール等オプションの全コース】 10％OFF
【店内キャンペーン期間の全コース】 15％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 モリタ鍼灸整骨院 神戸市東灘区
【バイタルリアクトセラピー】 初回限定 10,000円 → 6,000円
【鍼灸施術】 初回限定 4,800円 → 2,000円
【酸素カプセル】 初回限定 3,800円 → 1,500円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 治療院　マザーハンド 神戸市灘区 【カウンセリング90分】 初回限定 時間延長サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 レトワール 神戸市灘区
【全メニュー】 10％OFF
【水素吸入30分】 1,500円 → 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ダイエットサービス
神戸市
芦屋市
尼崎市

【新規】 42,120円 → 33,480円
【リピート】
   １ヶ月 24,300円 → 15,660円   ２ヶ月 48,060円 → 30,780円
   ３ヶ月 69,120円 → 43,200円

届出書
オーダーシート

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 整体×骨盤　カ・ラ・ダ　ファクトリー
神戸市
他６市

【1,000円チケット】 1,000円 → 850円
【A.P.バランス整体コースチケット（60分）】 8,424円 → 3,980円

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ＫＣＳセンター
神戸市
他６市１町

【初診料】 7,560円 → 無料 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 リンパ改善マッサージ　Ｒｕｎ　Ｗａｌｋ 宝塚市

【施術は全コース】 会員価格で提供
【目の施術又は耳の施術】 無料
【水素吸引無料体験】 無料
【鼻リング又は耳リング】 無料
【肋骨矯正ベルト体験 】無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 レッドコードスタジオトリプルサークル 尼崎市 【全てのコース】 一般価格より 25％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ａｔｍａｎ 尼崎市
【ビューティーコース】 7回の無料アフターサービス
【ヘルスケアコース】 4回の無料アフターサービス

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ａｔｍａｎ（出張訪問） ー 【クルー1名訪問/2時間、3時間】 初回無料体験
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 丸尾鍼灸院 尼崎市 【診察料】 50％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ひこばえ整骨院 西宮市
【骨盤整体コース】初回限定 9,720円 → 2,980円
【骨盤ダイエット初回体験 60分】 10,800円 → 2,980円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ゆきしんきゅういん 西宮市

【全身治療（60分）】 初診料 1,000円OFF
【小顔整骨（30分）】 初回限定 1,000円OFF
【不妊治療（60分）】 初診料 1,000円OFF
【美容鍼灸＋肩こり（50分）】 初診料 1,000円OFF
【美容鍼灸＋小顔整骨（60分）】 初回限定 1,000円OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ティーリーフ 芦屋市 【sound healing】 2,000円 → 無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康
ボディコンディショニングスペースＨＯＴ
明石店

明石市 【会員登録料】 10,000円 → 無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 定額制コンタクトレンズ「メルスプラン」
神戸市
他９市１町

入会された方に 3,000円分のギフトカードをプレゼント 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 眼鏡市場
神戸市
他１３市１町

【メガネ・コンタクトレンズ・サングラス】 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ＭＡＲＩＥＮ　ＢＥＴＨ 神戸市中央区

【美容技術】 10％OFF
【トリートメント】 20％OFF
【ヘッドスパ・フェイススパ】 20％OFF
【まつ毛エクステ】 20％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー レトワール 神戸市灘区
【全メニュー】 10％OFF
【水素吸入30分】 1,500円 → 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

12



分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
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会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ａｓｈａ　ｈａｉｒ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ
神戸市
芦屋市

【カット＋ヴィラアロマオーガニックカラー】 初回限定 11,420円
【骨格修正カット＋海泥パックトリートメント】 初回限定 6,560円
【骨格修正カット＋頭皮スパ（メンズ限定）】 初回限定 7,640円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ソシエワールドグループ
神戸市
加古川市

【施術料金】
   初回 30％OFF   二回目以降 10％OFF

印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー
ＴＡＹＡ／ＴＡＹＡ＆ＣＯ／クレージュ
／カペリプント

神戸市
明石市

【施術料金】 10％OFF 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ｃｌｉｐ
神戸市
尼崎市
西宮市

【ヘア技術メニュー】 10％OFF
【アイラッシュメニュー】 10％OFF
【ネイルメニュー】 10％OFF
【カラーカット３回券】 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＥＡＲＴＨ

神戸市
西宮市
芦屋市
加古川市

【カット（シャンプー・ブロー付）】 3,000円 → 2,500円 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ラ・パルレ 神戸市中央区

【入会金】  無料
【エステティックコース】
   体験当日申込時 20％OFF   初回入会時 10％OFF
【メソセルライト撃退コース】 初回限定価格 500円
【ニキビ内外コース】 初回限定価格 1,000円
【脂肪撃退コース】 初回限定価格 2,000円
【顔筋トレーニングプログラム】 初回限定価格 3,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ラ・パルレ　プレミアムチケット 神戸市中央区 【ラ・パルレ プレミアムチケット】 19,440円 → 18,800円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー アロマテラピーサロン　モンサンミッシェル 神戸市中央区 【全トリートメントメニュー】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ピュア　エステ　ブリアント 神戸市中央区 【贅沢プレミアムコース】 27,000円 → 4,860円 画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー アネシス　デイ　スパ 神戸市中央区

【当クラブ限定フェイシャル】 8,000円
【バックスリムトリートメント】 初回限定 10％OFF
【フェイシャルリラクシングトリートメント】 初回限定 10％OFF
【ボディリラクシングトリートメント】 初回限定 10％OFF

画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー エフェクトアップ 神戸市中央区

【初回体験 セルライト撃退痩身】 16,200円 → 3,000円
【キャビ×ラジオ波。超絶デトックス&セル脂肪撃退】
   初回限定 40,000円 → 10,584円
【速攻プラン（初回限定）】
   1か月パック 108,000円 → 38,000円
   2か月パック 216,000円 → 68,400円
   3か月パック 324,000円 → 91,200円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー あくあまりん 神戸市灘区

【耳つぼダイエット体験カウンセリング】 3,024円 → 無料
【リフトアップエステ+くすみ改善コース】 5,940円 → 2,700円
【リンパドレナージュ】  7,800円 → 3,980円
【リフトアップエステ+アロマヘッドマッサ－ジ】 8,640円 → 4,320円
店舗化粧品 20％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー レトワール 神戸市灘区
【全メニュー】 10％OFF
【水素吸入】 1,500円 → 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー エステ・ステーション
神戸市
芦屋市

【アーユルヴェーダ オイルデトックス（全身ケア120分）】
   初回 25,235円 → 7,560円   2回目 25,235円 → 15,141円
【アーユルヴェーダ オイルデトックス（フェイシャルケア90分）】
   初回 17,676円 → 7,560円   2回目 17,676円 → 10,605円
【アーユルヴェーダ オイルデトックスセットコース】
   3回以上 税抜料金より 30%OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ソシエワールドグループ
神戸市
姫路市

【初回体験プラン／目的別コース】 6,000円 → 5,400円
【初回体験プラン／プレミアムコース】 8,000円 → 7,200円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ソシエワールドグループ
神戸市
加古川市

【施術料金】
   初回 30％OFF   二回目以降 10％OFF

印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー シミ改善　ＭＥＤＩＳＫＩＮ　銀座
神戸市
姫路市

【基本改善＋高性能栄養浸透＋ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ】 11,500円 → 9,980円
【基本改善ﾀﾞﾌﾞﾙ＋高性能栄養浸透＋ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ】
   18,500円 → 14,980円
【基本改善ﾄﾘﾌﾟﾙ＋高性能栄養浸透＋ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ】
   25,500円 → 19,980円
【基本改善回数券（3回）】 24,000円 → 18,000円
【ダブル改善回数券（3回）】 45,000円 → 33,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー スリムビューティハウス
神戸市
加古川市
姫路市

【骨盤ダイエットＢｅａｕｔｙコース 70分（１回）】 無料
【全コース（キャンペーン含む）】 5％OFF
【入会金（要別途事務手数料）】 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー たかの友梨ビューティクリニック

神戸市
西宮市
宝塚市
川西市
姫路市

【ビジター料金】 5％OFF
【入会金】 免除

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ＴＢＣエステチケット
神戸市
他５市

【プレシャスコース＆ジェフグルメカード】 10,800円
【グラシアスコース＆ジェフグルメカード】 16,200円
【ルミナスコース＆ジェフグルメカード】 21,600円
【エスペシャルコース＆ジェフグルメカード】 32,400円

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ＹＯＳＡＰＡＲＫ　ＪＲ尼崎南店ＰＯＣＯ 尼崎市
【代謝促進＆楽しぼりコース】 初回限定 1,000円OFF
【美脚スペシャルコース】 初回限定 1,000円OFF
【Wマッサージプレミアムコース】 初回限定 1,000円OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー セラピエール 西宮市
【全メニュー（体験メニューは除く）】
   新規 50％OFF   ２回目以降 20％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー エンジェルムーングループ 西宮市

【穴吸着クレイ泡洗顔パック】 無料
【うぶ毛処理】 無料
【ヘッドマッサージ】 無料
【フットウォーマー】 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン
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ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー Ｃｏｃｏｌｏ‐ｉｎｄｉｂａ‐ｓａｌｏｎ 西宮市

【ハンドフェイシャル】 初回限定  6,600円 → 3,300円
【インディバフェイシャル】 初回限定 10,800円 → 3,400円
【インディバボディ（初回限定）】
   60分 11,800円 → 3,400円   180分 21,000円 → 8,600円
【脱毛各種】 初回 50％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー
オルラーヌ　サロンドボーテ
（神戸ポートピアホテル）

神戸市中央区

【エステフェイシャルプラン】 10,800円
【エステボディプラン】 10,800円
【ｴｽﾃﾃｨｯｸ＆ﾗﾝﾁﾌﾟﾗﾝ】次回使える50％ＯＦＦ優待券プレゼント
【入会金】 20,000円 → 10,800円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー スパヴィータ
神戸市
他５市

【スパヴィータチケット】
   ブルー 5,400円 → 4,700円   レッド 10,800円 → 9,200円
   シルバー 32,400円 → 27,500円

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー
ヤマノビューティウェルネス
／ウェスティンホテル淡路

淡路市 【通常メニュー】 20％OFF 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー Ｄ－ｓａｌｏｎ　Ｎａｉｌ 神戸市中央区

【ライトコース】 3,931円 → 3,024円
【ナチュラルコース】 4,773円 → 3,672円
【フレンチコース】 5,475円 → 4,212円
【デザインコース】 6,739円 → 5,184円
【デザインプラスコース】 7,441円 → 5,724円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー アイラッシュ＆ネイルサロン　Ｆｏｒａｌｌ神戸 神戸市中央区
【ネイルメニュー】 10％OFF
【アイラッシュメニュー】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ＳｙｉＳｙｕ
神戸市
姫路市

【ソフトジェル付け替え】 オフ無料
【デザインジェル定額コース】 全コース 20％OFF
【ジェルネイル施術の方】 ケアメニュー 半額

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ヴィトゥレ（ｖｉｔｕｌｅ) 神戸市中央区
【ハイジニーナ】 51,624円 → 46,440円
【フォトエステ 1回】 11,880円 → 1,000円
【4チョイス脱毛】 フォトエステ1回プレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 耳つぼ体質改善ダイエット　明日葉 神戸市中央区
【ダイエット相談】 3,000円 → 無料
【明日葉クラブ入会金】 10,000円 → 5,000円
【成約時】 セルライケアクーポンプレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー コンフォートルーム　トリニティ 神戸市東灘区

【酸素カプセル】
   初回体験  2,000円 → 1,000円
   60分　6回券 15,000円 → 9,000円
   60分　3回券 9,000円 → 5,400円
   30分　6回券 10,000円 → 6,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー てもみんグループ　チケット
神戸市
西宮市

【てもみんグループチケット】 1,080円 →  950円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー バンクンメイ

神戸市
芦屋市
西宮市
宝塚市

【初回限定】全メニュー 20％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー リラクゼーションスペースＲａｆｆｉｎｅギフトカード
神戸市
他９市１町

【ラフィネギフトカード】 2,160円 → 1,940円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ドイツ式フットケアサロン　フットバランス 神戸市中央区
【施術（メニュー）】 新規 2回まで1,000円OFF
【商品・化粧品】 新規 2回まで10%OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー フットリラクセーションスペース　ＲＥＦＬＥ 西宮市 【各コース】 初回 20％OFF   ２回目以降 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 発毛・育毛専門サロン　バイオテック 神戸市中央区
【発毛・育毛無料体験来店の方】 発毛促進剤プレゼント
【入会金】 50％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 毛髪クリニックリーブ２１
神戸市
西宮市
姫路市

【育毛健毛プラン】 初回限定 3,000円 → 500円
【会員コース（発毛トータルコース・発毛促進コース）】 15％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ベアーズの家事代行サービス ー

【定期サービス】
   デラックスプラン 5％OFF   ロイヤルプラン 10％OFF
   ベアーズパックライトＢ  3,000円分のサービスチケット進呈
【単発サービス】 スポットサービス 5％OFF
【出産応援『ＷｅｌｃｏｍｅＢａｂｙ』】  5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 家事代行のベアーズ　楽ラクうちごはん ー
【定期プラン】 3,000円分のサービスチケット進呈
【スポットプラン】 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキンメリーメイド ー
【1回限りの利用料金】 見積り料金より 10％OFF
【定期利用料金】 見積り料金より 5％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス
ニチイライフ
 ～家事・育児・自費介護サービス～

ー
【お試しプラン】 5,400円
【スポットプラン】 5％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス モーリーメイドジャパン ー 見積り金額より 10％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス おまかせさん ー 【初回登録料】 無料 クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 家事サポートサービス　（ラヴィ） ー 【マスターコース入会金】 無料 クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス アートエプロンサービス整理・整頓 ー
【作業代金（税込）5万円未満の場合】 3％OFF
【作業代金（税込）5万円以上の場合】 5％OFF

印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス マイ暮らす ー
【定期プラン】 見積もりから 10％OFF
【ときどきプラン】 5％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス オリエントケアネット ー

【入会金】 10,800円 → 無料
【年会費】 初年度のみ 10,800円 → 無料
【利用料金（１時間）】  2,808円 → 2,052円
【割増料金】 １時間 864円 → 540円

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ちとせアシストサービス（家事サービス） ー 【アシストプランＡ】 初回限定 2時間 3,500円
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 便利屋！お助け本舗 ー 【初回限定】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ベアーズのハウスクリーニング ー
【全メニュー】見積もり金額より 5％OFF
【ヴェルサイユプラン】 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン
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ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス
住友不動産グループの
お手伝いおそうじ宅配便

ー
【全メニュー】 初回利用のみ 5％OFF
【おそうじギフトカード】  23,760円 → 22,570円

直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス レンタル＆クリーニングのハウスクリーニング ー

【レンジフードクリーニングDX】 11,880円 → 8,618円
【エアコンクリーニング】 10,584円 → 8,618円
【浴室バスタブ下清掃】 11,880円 → 7,538円
【浴室清掃（壁・天井・扉・浴槽・蛇口）】 11,880円 → 8,618円

直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス おそうじ本舗 ー 【ハウスクリーニング】 見積もり金額から 5％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス
おそうじ本舗
ハウスクリーニングギフトカード／贈答用

ー 【ハウスクリーニングギフトカード】 19,000円 → 16,500円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス おそうじ本舗のマイスターコーティング ー 見積金額より 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 家事の達人 ー
【「家事の達人」カード 選べるお掃除パック】
   1個選択 12,960円 → 11,500円   2個選択 24,840円 → 22,000円
   3個選択 35,640円 → 31,000円

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキンサービスマスター ー 【ハウスクリーニング】 見積り料金より 10％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 家事玄人ハウスクリーニング ー

【エアコンカビ取りパック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【エアコンカビ取りパック／2台目以降】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【エアコンカビ取りパック(掃除機能付タイプ用)】
   ｸｵｶｰﾄﾞ 1,000円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【エアコンカビ取りパック(掃除機能付タイプ用)／2台目以降】
   ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【浴室パック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【キッチンパック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【レンジフード洗浄パック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【掃除セレクトパック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【掃除選べるパック‐プラス‐】 ｸｵｶｰﾄﾞ 1,000円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【2個パック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 1,500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【大掃除パック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 2,000円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス フロアコーティング ー

【コーティング施工価格】 35％OFF
【フロアコーティング申込み】
   30㎡以上 防カビコーティング（トイレ）無料サービス
   50㎡以上 防カビコーティング（トイレ）+レンジフィルター無料
【居住中で施工を申込み】 荷物の移動費を無料サービス

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ＥＰＣＯＡＴ（フロアコーティング） ー
【フロアコーティング代金（税抜）】 20％OFF
【ＥＰＣＯＡＴ利用の方】
   オプションコーティング代金10万円割引ｸｰﾎﾟﾝ進呈

パートナーサイト

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス おそうじネットワークセンター ー 【全メニュー】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 主婦の為のお掃除サポート　グッドハウス ー
【エアコンクリーニング】 14,904円 → 10,584円
【レンジフードクリーニング】 28,944円 → 17,064円
【浴室クリーニング】 42,444円 → 32,400円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス エコハウスクリーニング　みがき屋Ｑ３ ー

【全ての清掃サービス】 初回限定 5％OFF
【2回目以降利用の方】 割引券進呈
【子育て応援割引】  最大３０％ＯＦＦ
【両親等への清掃プレゼント】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ａｎｙｓｔｙｌｅ（エニースタイル）お掃除サービス ー 【初回限定】 各クリーニングサービス 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス フォーエルのハウスクリーニング ー

【エアコンクリーニング】 12,000円 → 10,000円
【エアコンクリーニング（ﾌｨﾙﾀ自動掃除機能付きﾀｲﾌﾟ）】
   18,000円 → 16,000円
【よりどり3点パック】 35,000円 → 30,000円
【よりどり4点パック】 44,000円 → 38,000円
【よりどり5点パック】 50,000円 → 43,000円

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 遺品整理のキーパーズ ー 見積り基本金額より 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 遺品整理えんでんと ー
【料金】見積り金額より  10％OFF
【エアコン・冷蔵庫・洗濯機・TVの撤去、搬出処分費】 無料
【出張見積り】  無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス おそうじ本舗　お墓のおそうじ代行サービス ー 通常価格より 5％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 白洋舍　クリーニング集配サービス ー 【ドライクリーニング料金】 5％OFF 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ガラスレスキュー２４ ー 通常料金より 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキン　ターミニックス ー 【シロアリ防除】 見積り料金より 5％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 三共消毒 ー 10％OFF～20％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス コメリ　庭木の手入れサービス ー 【30,000円以上成約の方】 コメリギフトカード3,000円分プレゼント 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキン　トゥルグリーン ー 【庭木の手入れ】 見積り料金より 5％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 靴専科

神戸市
宝塚市
西宮市
芦屋市

10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 靴修理のミスターミニット
神戸市
西宮市

【ヒール修理、かかとのゴム交換】 10％OFF
【バリューセット（ﾋｰﾙ＋ｿｰﾙのｾｯﾄ修理）】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキンレントオール

神戸市
姫路市
伊丹市
加古川市

【レンタル料金】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 総合リサイクルショップ　トレジャーファクトリー 神戸市長田区 【買取金額】 店舗買取限定 １０％ＵＰ 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 宅配バーベ急便 ー
【バーべ急便プラン】 アウトドアテントサービス
【器材レンタルプラン】 氷入り保冷ＢＯＸサービス

直接申込
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ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス セコム・ホームセキュリティ ー 【新規成約】 20,000円分商品券プレゼント クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ALSOKホームセキュリティ ー
【ﾎｰﾑｾｷｭﾘﾃｨBasic／HOME　ALSOK　Premium成約の方】
   10,000円キャッシュバック
【HOME ALSOK るすたくｻｰﾋﾞｽ成約の方】 5,000円キャッシュバック

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 全日警のホームセキュリティ  ハッピーガード ー

【保証金】 20,000円免除
【「かんたんプラン」と「おでかけプラン」契約】
   5,000円分の商品券プレゼント
【「いつでもプラン」と「みまもりプラン」契約】
   1,0000円分の商品券プレゼント

直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス セントラル警備保障のホームセキュリティ ー 【機器費】 定価より 10,000円OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ＴＲＳの盗聴器発見サービス ー 【調査料金】 20％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 葬祭葬祭葬祭葬祭 公益社 ー 【基本葬儀料金】 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 葬祭葬祭葬祭葬祭 小さなお葬式 ー

【小さな火葬式】 193,000円 → 188,000円
【小さな一日葬】 343,000円 → 338,000円
【小さな家族葬】 493,000円 → 488,000円
【100名までのお葬式】 643,000円 → 638,000円

直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 葬祭葬祭葬祭葬祭 現代仏壇　ギャラリーメモリア 神戸市中央区

【現代仏壇】 特別優待
【電話にて問い合わせた方】
   綜合カタログ「FREELY」小冊子プレゼント
【来店された方】 火消付きライター「つくつく帽子」プレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 各種（電話）相談各種（電話）相談各種（電話）相談各種（電話）相談 ＮＰＯ法人日本心理カウンセラー協会 神戸市西区
【勉強会参加】 初回無料
【正会員登録された方】
   理事長執筆著書一冊及び理事長講演ＤＶＤプレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

ふくりの住まいふくりの住まいふくりの住まいふくりの住まい －－－－ ナサホーム ー 【住宅リフォーム工事】 見積価格（税抜）より 3％OFF
検索用サイト
「ふくりの住まい」

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ
資格の学校ＴＡＣ
　（教室講座、個別ＤＶＤ講座）

神戸市中央区
【入会金】 10,000円 → 無料
【受講料】 10％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 東京アカデミー 神戸市中央区 【受講料】 15％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ
ＬＥＣ東京リーガルマインド
（生講義ｸﾗｽ、ﾋﾞﾃﾞｵｸﾗｽ、Web通学ｸﾗｽ）

神戸市中央区
【ＬＥＣ東京リーガルマインドの資格講座】
   各種割引適用後より 5％OFF

印刷クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ ヒューマンアカデミー 神戸市中央区 【受講料】 5％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 日本医療事務協会 神戸市中央区 【医療事務講座】 5％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 資格の大原 （教室通学、映像通学）
神戸市
姫路市

【受講料】 5％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 総合資格学院
神戸市
西宮市
姫路市

【２級建築士総合講座】 799,200円 → 766,800円
【２級建築士学科講座】 507,600円 → 475,200円
【宅建パーフェクト総合セット】 302,400円 → 270,000円
【宅健総合講座】 280,800円 → 248,400円

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 資格スクール大栄
神戸市
他６市

【入学金】 10,800円 → 無料
【受講料】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ ニチイ優良講座
神戸市
他８市

【通学講座】 5％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 三幸福祉カレッジ
神戸市
他８市

【介護ヘルパー初任者研修】 5％OFF
【実務者研修（初任者研修修了者）】 5％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ Ｗｉｎスクール～パソコン・ＷＥＢ・ＣＡＤ・ＩＴ～
神戸市
姫路市

【講座受講料】
   税抜20万円以上 9,720円OFF   税込20万円未満 5,400円OFF

直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ パソコンスクールアビバ
神戸市
他６市

【入学金】 21,600円 → 無料
【受講料】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 花姉妹　ラ・フルールラ・スーフ 神戸市長田区

【フラワーアレンジメント教室全コース】 5％OFF
【資格習得全コース】 10％OFF
【ディプロマ習得全コース】 10％OFF
【ブライダルブーケ全コース】 5％OFF
【体験レッスン】 2,000円 → 1,500円

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 Ｇａｂａマンツーマン英会話 神戸市中央区 【入会金】 32,400円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 ＣＯＣＯ塾 神戸市中央区 【入会金】 32,400円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 ベルリッツ
神戸市
芦屋市
西宮市

【入会金】 32,400円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 ＮＯＶＡ　駅前留学・お茶の間留学
神戸市
他５市

【入学金】 無料
【授業料】 20％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 英会話イーオン
神戸市
他８市

【入学金】 32,400円 → 無料
【授業料】 10％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 ＥＣＣ外語学院
神戸市
他８市

【入学金】 21,600円 → 無料
【授業料】 10％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 長沼静きもの学院
神戸市
西宮市
姫路市

【きもの着付科一般コース（３ヶ月、７ヶ月）】 10％OFF
【きもの着付科らくらくコース（３ヶ月、７ヶ月）】 10％OFF
【くみひも科（６ヶ月）】 10％OFF
【きものプロ技術科一般コース（１２ヶ月）】 10％OFF
【きものプロ技術科らくらくコース（１２ヶ月）】 10％OFF

直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 佐藤貴美枝ニットソーイングクラブ
神戸市
他５市

【入会金】 6,480円 → 無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 ＥＹＳ－ＭｕｓｉｃＳｃｈｏｏｌ 神戸市中央区 【入会金】 50％OFF 直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 カワイ音楽教室
神戸市
他１０市２町

【入会金】 40％OFF クラブオフへ申込
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学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 ローランド・ミュージック・スクール
神戸市
他１５市

【入会金】 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 ＮＰＯ法人Ｉ・Ｐ・Ａ（植物療法アカデミー） 神戸市北区 【入会金】 5,000円 → 無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味
江口美貴　フラワーサロン・ミキ
　アートスクール

神戸市
宝塚市
三田市
姫路市

【体験レッスン】 3,000円 → 1,500円
【入学金】 16,200円 → 無料

直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味
ヨーロピアンフラワーデザイン連盟
　フラワー教室

神戸市
他２３市４町

【体験レッスン】  2,400円～3,900円 → 1,000円
【フラワーアレンジメント（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ）】 10,900円 → 1,800円
【フラワーアレンジメント（ﾃﾞﾗｯｸｽｺｰｽ）】 11,700円 → 2,000円
【プリザーブドフラワー（ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｺｰｽ）】 11,900円 → 2,000円
【モダンいけばな（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺｰｽ）】 10,400円 → 1,800円

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 アスリートフードマイスター養成講座 神戸市中央区 【ジュニアアスリートフードマイスター３級コース】 3,000円OFF パートナーサイト

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 大阪ガスクッキングスクール 神戸市中央区 【レッスンに参加の方】 ミニゴムべらプレゼント
印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 ル・コルドンブルー神戸校 神戸市中央区 【「デビューレッスン」申込の方】 スターターキットプレゼント 直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 ホームメイドクッキング

神戸市
川西市
三田市
姫路市

【入会金】 5,400円 → 無料
【入会された方】 1,500ポイントプレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ＣＯＣＯ塾ジュニア
神戸市
宝塚市
加古川市

【入会金】 16,200円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 小学館アカデミー
神戸市
尼崎市
西宮市

【全コース入会金】 5,400円 → 無料 印刷クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 小学館の幼児教室　ドラキッズ
神戸市
他５市１町

【入会金】 50％OFF 印刷クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 京進
神戸市
他９市

【入学金】 50％OFF
【休み講習や各種特訓】 会員特別価格

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ＩＴＴＯ個別指導学院がんばる学園　ＴＯＰＳ
神戸市
他１６市２町

【入会金】 12,960円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 Ｇａｂａこどもマンツーマン英会話 神戸市中央区 【入会金】 32,400円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 東進こども英語塾 神戸市 【入学金】  50％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ベルリッツ・キッズ／ベルリッツ・ティーンズ
神戸市
芦屋市
西宮市

【入学金】 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 こども英会話のミネルヴァ

神戸市
尼崎市
西宮市
宝塚市
伊丹市

【入会金】 10,800円 → 無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ＮＯＶＡ　こども英会話　ＮＯＶＡジュニア
神戸市
他５市

【授業料】 20％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 こども英会話のジオス
神戸市
他５市１町

【入会金】 15,750円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 イーオンこども英会話
神戸市
他８市

【入学金】 5,400円 → 2,700円 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ＥＣＣジュニア
神戸市
他２８市１２町

【入学金】 5,400円 → 2,700円 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 リトルハグの外国人家庭教師 ー 【入会金】 20％OFF 直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 カワイ音楽教室（キッズ）
神戸市
他１１市２町

【入会金】 40％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ ABCクッキングABCクッキングABCクッキングABCクッキング ＡＢＣクッキングスタジオ
神戸市
西宮市
姫路市

【入会金】 12,960円 → 6,480円 印刷クーポン

ビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポート 会議・研修所会議・研修所会議・研修所会議・研修所 全国研修施設案内所 神戸市北区
【施設利用料】 10％OFF～30％OFF
【団体予約】  商品券プレゼント

直接申込

ビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポート 会議・研修所会議・研修所会議・研修所会議・研修所 ＪＭＡ会議室予約デスク
神戸市
他５市

【会議室料】 2％～30％ＯＦＦ 直接申込
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