
※サービス内容は予告なく変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。詳しくは店舗までお問合せください。

カネマツ青果 バナナ1袋（4～5本入）プレゼント

アールエステート 手数料10％割引 cafe 58 粗品プレゼント 旭商会Dｒ.Dｒｉｖｅ西脇店 額面1000円の商品券を1100円として取扱します 旭商会津万給油所 額面1000円の商品券を1100円として取扱します

アヅマ写真舘 お宮参り・七五三撮影料10％割引 カワサキ 粗品プレゼント アート飛田 粗品プレゼント 旭商会ＬＰＧ部 額面1000円の商品券を1100円として取扱します

ｱﾄﾑ電器戎町店 粗品プレゼント 喜多家具 10％割引 amost HAIR 10％割引 旭塗料 10％割引

アルヴェアーレ 1000円券１枚使用につき100円キャッシュバック 北はりま旬菜館 1000円券で1100円のお買い物ができます Watch&Eyewearヨシカワ 通常割引金額よりさらに5％オフ 足立いちご園 額面1000円の商品券を1100円として取扱します

エルエルシーコンピューター
パソコン購入で設定費50％オフ、ウォーターサーバー契約でボトル
ウォーター（12L）1本プレゼント キャラ・ほまれや お買い上げ2000円（税抜）ごとに100円のポイントプレゼント 王焼き肉まん 10％割引 おしゃれキャット

先着50名様　ホームケア用シャンプートリートメントプレゼント
上記が終了次第クロナ炭酸シャンプー施術サービス

片山商店 商品券1枚で1100円分のお買い物ができます 串万 デザートサービス かおるちゃんラーメン 1000円券1枚につき100円引き カット・スタジオ安藤 額面1000円の商品券を1100円として取扱します

神崎クリーニング本店 ボックスティッシュ1箱プレゼント 寝具のうちはし
次回から使える「全額から5％割引券（期限：令和3年4月末）」
２枚プレゼント カナダ 粗品プレゼント カフェ＆レストラン　オレンジ 手作りシフォンケーキプレゼント

木川時計店 1000円券を1100円として取り扱い 杉山自動車 粗品プレゼント きし薬局下戸田店 1000円券枚につきボックスティッシュ1箱プレゼント ＫＲＳ 粗品プレゼント

きし薬局　本店 1000円券枚につきボックスティッシュ1箱プレゼント D・ジュエリー・フジワラ
腕時計・電池交換1000円、アクセサリーの修理、
リフォーム特別奉仕、粗品プレゼント クチュール・アダモ 自店のポイントを10％サービスします。 東田ﾄﾞﾗｲﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ寺内店 プレミアム商品券1枚利用につき、割引券などが当たる。

ギフトハウス タナカ 粗品プレゼント タパン
商品券で支払われた金額の20％次回使える
タパンお食事券をプレゼント 源氏寿し 割引サービス ネイブルツアー 除菌消臭スプレープレゼント

きものにしむら 粗品プレゼント 東田ドライさとう野村店 プレミアム商品券1枚利用につき、割引券などが当たる。 笹倉園芸 商品券1枚使用ごとに次回来店時に使える100円券を配布 はぎはらモーター オートバイ車両10％割引

寿タクシー 森永乳業製品プレゼント　他 日幸サービス 粗品、ティッシュペーパー5箱プレゼント 山陽堂薬局 3000円以上お買い上げで経口補水液1本プレゼント 平田ラジオ 粗品プレゼント

サイクルショップヤマシタ 10％割引 日本料理三玄 お昼ごはん、ミニ会席にはミニコーヒー無料サービス　他 champ de fleur シャンドフルール 会計5000円以上でMarelliのハンカチをプレゼント。（30セット） BOO　BOO 1000円のプレミアム商品券ご使用に対して100円（10％）オフ

七輪焼肉つかり家 次回ご利用1000円金券プレゼント ネイル*ククトコ* ハンドケア商品の粗品プレゼント sweetｓ cake kajitsu 1000円券を1100円として取り扱い 藤本歯科医院 3000円券以上で歯ブラシプレゼント

小洞天 商品券利用額に対して10％キャッシュバック 兵庫内陸観光 粗品プレゼント ｽｷﾝｹｱﾊｳｽｍｏｍｏ 1000円券を1100円として取り扱い ヘアーサロンヤマサキ 粗品プレゼント

すえひろ楽器店 粗品プレゼント ファミリーマート西脇野村町店 1000円につき、フェイスシールド1枚プレゼント スナックf ボトル1本1000円引き 道の駅レストラン「たにし」 お食事された方に限り、商品券1枚に付き、お1人様コーヒー又は紅茶サービス

第一不動産 粗品プレゼント 藤本糧穀 10％割引 東田ドライ下戸田本店 プレミアム商品券1枚利用につき、割引券などが当たる むらかみ写真スタジオ デジカメ（スマホ）プリント10枚無料券進呈

タエコ美容室 技術料金のみ5％ＯＦＦ ブティック　スミレ 1000円券を1100円として取り扱い 床屋　さんぱつ番長 粗品プレゼント（箱ティッシュなど） （伊）料理　オンベリーコ 商品券１枚で10％割引

高瀬化粧品店 粗品プレゼント フルーツ　はるきや 全商品5％割引 トダ電化 1000円券を1100円として取り扱い ローソン西脇上戸田店 1100円でご利用いただけます

タナカ化粧品店 粗品プレゼント ｂｌｅｓｓ　ｈｅａｄ 粗品プレゼント にぎわい食堂いろはにほへと 粗品プレゼント

ダルマヤ 粗品プレゼント Hair tech Jan 10％割引 西脇　大橋ラーメン 1000円券を1100円として取り扱い

東和酒店 粗品プレゼント ヘアーリブール 泡立てネットプレゼント ｈａｎａ 粗品プレゼント 旭商会鹿野給油所 額面1000円の商品券を1100円として取扱します

戸田薬局 西脇支店 OTC医薬品、化粧品、雑貨　10％割引 まぐろの村井 粗品プレゼント 花園 オリジナルタオルプレゼント ギフトサロン西山 10％割引

西脇ロイヤルホテル「ラフィネ・織乃里」
お食事された方に限り、商品券1枚に付き、
お1人様1個マフィンをプレゼント メガネの木川 1000円券を1100円として取り扱い パルドン西脇店 マスクプレゼント 坂くら 粗品プレゼント

PAGOT 1000円券を1100円として取り扱い 柳川酒店 1000円券を1100円として取り扱い 美容室エペ・ルージュ
ご希望の方に「ヘッドスパ＆クイックトリートメント施術」サービス
携帯用ハンドクリームプレゼント パインレークゴルフC 粗品プレゼント

はせがわ宝石・メガネ・時計店 全品20％～30％割 らぁめん　こばやし 麺大盛り、チャーシュー大盛 ファミリーマート西脇上野店 コーヒープレゼント 播州織工業（協）　直売店
1000円以上でシャツコースター
10000円以上で播州織抗コロナウィルスマスクプレゼント

BAMBOO 15％割引 レスキューピーシー パソコンサポート料金10％割引 ブティック葉月 粗品プレゼント フェアー・サポート 粗品プレゼント

はや鳥 ワンドリンクサービス ブティックカタオカ 粗品プレゼント 藤井酒販 商品券利用時、山田錦3本セット日本酒　10％割引

はりま牛穂 10％割引 フレッシュベーカリー　ピーターパン 食パン一斤20円引き券5枚綴りプレゼント 野球一筋　西脇店 10％割引

美容室ヴィーヴ　コロヤス 1000円券を1100円として取り扱い おこのみ　アルカイダ キーホルダープレゼント ますのみ松屋 10％割引 レストハウス花屋敷 ご利用額の5％割引サービス

藤本光治酒店 10％割引 おでん屋一（いち） 次回来店時使える1品無料券プレゼント ミサカ印刷 すべての商品につき10％割引

藤原商店 粗品プレゼント 学用品の店エンヤス 10％割引 みどり花園 1000円券を1100円として取り扱い

ブティック　ユカリ マスクケースプレゼント 神崎クリーニング高田井店 ボックスティッシュ1箱プレゼント むすび亭 合計金額より5％割引

文具センター　テラカワ
15％割引（但し、特価品、値引対象外商品は除く）
※キャッシュレス決済との併用不可 業務スーパー　西脇店 1000円券を1100円として取り扱い メガネの水晶堂 1000円券を1100円として取り扱い 旭商会大門給油所 額面1000円の商品券を1100円として取扱します

宝石メガネ時計 小沢 割引価格より更に5％割引 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ西脇高田井町店 粗品プレゼント 焼肉　天光 額面の10％上乗せ あさひ屋 粗品プレゼント

ホーライカメラ店 DVDダビング5本以上10％引 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ西脇和田店 粗品プレゼント レ・ボ・プロヴァンス 次回使用できる割引券を発行（1枚につき100円の割引券） 岡井商店 粗品プレゼント

北播防犯設備商会 家電製品・防犯設備等全ての商品代金５％割引 そらとぶじゅうたん 当店オリジナルカード発行、10個でお食事券1000円プレゼント 和処せん ワンドリンク無料 オギノ石油 綿棒200本入り、マスクを予定しています。

ますだ酒店 天醤油、煮物つゆ、うどんつゆ、焼肉たれ8％引き つぼ八西脇店 1組につき「本日の釜飯」1品プレゼント お好み焼　ゆめねん お好み焼き、一品、酒など全品10％引き

ミネット美容室 粗品プレゼント 肉処　樹 1000円商品券1枚につき、ポイント進呈 カフェ　クルドット 次回使用できる「コーヒーor紅茶1杯無料券」プレゼント

みます屋 1000円券を1100円として取り扱い 西脇インドアベースボール 1プレイサービス くすのき薬局 栄養ドリンク1本プレゼント

宮﨑文具店
商品券1枚で10％お得な1100円分
でご利用いただけます。 西脇　日本薬局

1000円券を1100円として取り扱い。
日本薬局共通のサービスカードも有 いちごハウスあさい 商品券1枚につき100円割引 けんしん亭 粗品プレゼント

ヤノフォト
撮影全データＣＤプレゼント。成人式前・後撮りのお客様にミニアルバム
プレゼント 播州ラーメン　ひすい トッピング1品無料 内橋ラーメン 1000円券を1100円として取り扱い 坂本精肉店 商品券1枚につきお買い上げ金額より100円割引

ヨシダ楽器 粗品プレゼント フクイモータース 1000円券を1100円として取り扱い ごはん屋IBUKI フルーツサービス しんみせ 粗品プレゼント

リペア　ふなだ 1000円券を1100円として取り扱い ふじや寿し 商品券額面の10％割引 笹倉石油 粗品プレゼント ブティック　ツセ 10％割引

ヘアーサロン　アキラ ちょっと得するプレゼント サロン・ド・エール メナードエステ割引券進呈、ヘアー技術10％割引 ヘアーサロン　Inoue カミソリプレゼント

アイエヌジー 果物プレゼント hair life NOA 粗品プレゼント サンドリオン 手指消毒ジェルプレゼント やまね・りびんぐ 高級羽毛布団30％ＯＦＦ、オーダーカーテン50％ＯＦＦ

アクール：解体・ゴミ 10％割引 ベーカリーカフェ　ケイ 1000円ごとに50円金券プレゼント ジェイ・ツーリスト 10％割引 飛田モータース 粗品プレゼント

アサダ写真舘 当店独自の割引券（プレミアム商品券1枚につき100円割引券） ｌｅ-ｎｏｎ　ｈａｉｒ シャンプー後、リラックスヘッドマッサージプレゼント 仕出しふじた お買い上げ代金の10％割引 ゆたかや 20％割引、粗品プレゼント

Ｅ－ジム西脇 入会金（5500円）・初年度会費（2200円）無料 和灯 デザートまたはドリンクどちらか１つサービス 新兵衛 粗品プレゼント 𠮷川時計店 粗品プレゼント

ウニスガ印刷 1000円券を1100円として取り扱い ドコモショップ西脇店 ノベルティプレゼント 理容コマツ 粗品プレゼント

エーナガ電気工業 10％割引 ヘアーサロン・クローズ・アップ 施術料金より100円返金します。 理容はやし 粗品プレゼント

御越安 商品券1枚で10％お得な1100円分のお買い物ができます 河原医院 粗品プレゼント 三福 消費税還元 Yショップ松本商店 商品券1枚に対して当店独自の100円商品券おまけします

お好み焼工房つばきや 10％割引 篠田いちご園 商品券1枚に対し100円（10％）引き

海援隊 お茶プレゼント でんきのきよせ 通常価格より5％割引+粗品プレゼント

カットインスペース　ヨコタニ 粗品プレゼント（洗髪石鹸） ベリーベリーファーム西脇 高級食パン5％割引

芳 田 地 区

重 春 地 区

★サービス提供店一覧★

野　村　地　区

西　脇　地　区 上野・下戸田地区 津 万 地 区

比 延 地 区

黒 田 庄 地 区

日 野 地 区


