✾博物館・美術館・ボウリング場・劇場✾
施設名

住所

電話番号

特典

ＵＣＣコーヒー博物館

神戸市中央区港島中町 6-6-2

078-302-8880

無料

兵庫県立歴史博物館

姫路市本町 68

079-288-9011

団体割引料金適用

伊丹市立美術館

伊丹市宮ノ前 2-5-20

072-772-7447

入館料の 10%割引

大石神社義士史料館

赤穂市上仮屋 129

0791-42-2054

拝観料の 10%割引

（公財）西脇市岡之山美術館

西脇市上比延町 345-1

0795-23-6223

団体割引料金

佐用町立平福郷土館

佐用郡佐用町平福 594

0790-83-2635

入館料の 20%割引

新神戸オリエンタル劇場

神戸市中央区北野町 1-3

078-291-1100

団体割引料金(新神戸オリエンタル劇場がご案
内した公演について 10%割引)

神戸華僑歴史博物館

神戸市中央区海岸通 3-1-1

078-331-3855

会員のみ一般 300 円を 200 円に割引

ニッケパークボウル

加古川市加古町寺家町 269-1

079-427-8900

通常料金（大人料金）より 1 ゲーム 100 円引き

✾宿泊施設✾
施設名

住所

姫路キャッスルグランヴィリオ 姫路市三左衛門堀西の町 210
ホテル

電話番号

特典

079-284-3311

基本料金の 10％割引

ホテルニューアワジ

洲本市小路谷 20

0799-23-2200

宿泊料等の割引

魚ヶ滝荘

朝来市生野町魚ヶ滝 671

079-679-4334

宿泊料の 10％割引(1 泊 2 食付 7500 円より)

王地山公園ささやま荘

丹波篠山市河原町 474-1

079-552-1127

宿泊料等割引

オーベルジュ

豊岡市日高町山田 147-1

0796-45-1066

宿泊料等割引

① 新たんば荘

丹波篠山市郡家 451-4

079-552-3111

②津名ハイツ

淡路市志筑 162

0799-62-1561

③赤穂ハイツ

赤穂市尾崎向山 2470-64

0791-48-8935

④いこいの村はりま

加西市笹倉町 823-1

0790-44-1750

①～⑤の各施設において、1 泊 2 食付基本料金
(飲み物、追加料金は含まず)の 5%を割引した
額。ただし、1 泊 2 食 10,000 円(税別)未満は基
本料金の 3%を割引。各施設の特別割引企画商
品は対象外。

⑤六甲保養荘

西宮市越水社家郷山 1-95

0798-73-1351

アルビレオ

HAPPY ひょうごいこいの宿

シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町 18-11

078-706-3711

通年 1 泊朝食付、ツイン利用 1 名あたり料金
平日 7,500 円（2～3 名利用）
休前日 10,000 円（2～3 名利用）
但し、ゴールデンウィーク、夏休み・お盆、
年末・年始は除く

神戸ポートピアホテル

神戸市中央区港島中町 6-10-1

078-302-1111

宿泊料金の 10％割引

神戸ベイシェラトン

神戸市東灘区向洋町中 2-13

078-857-7000

シングル…22,000 円→13,500 円
ダブル…27,000 円→19,000 円
ツイン…31,000 円→19,000 円
スイート＆ジュニアスイート…20％割引

湯～モアリゾート太山寺温泉
なでしこの湯

神戸市西区伊川谷町前開 270-1

078-977-0261

＜宿泊＞ 宿泊料金の 10％割引
＜日帰り＞ 基本料金の 5％割引

峰山高原ホテル

神崎郡神河町上小田 881-146

0790-34-1516

宿泊料金の 15％割引

ブルーリッジホテル

豊岡市日高町栗栖野 55

0796-45-1200

室料の 30%割引

ウェスティンホテル淡路

淡路市夢舞台 2

0799-74-1111

平日・休日 20%、土曜・休前日 10%割引

浜坂温泉保養荘

美方郡新温泉町浜坂 775

0796-82-3645

会員と同伴者大人 1,000 円引
小人（小 6 以下）500 円引

志摩別邸ひろはま荘

三重県志摩市志摩町和具 1593

0599-85-0525

特別提携料金（一泊二食）で利用可能

ホテル＆タワーズ

リラクシア

✾ブライダル✾
施設名
神戸ポートピアホテル

住所

電話番号

神戸市中央区港島中町 6-10-1

078-302-1111

特典
・料理飲料の 5％割引・新郎新婦の挙式当日宿泊
(無料)をスイートルームにグレードアップ
・結婚１周年記念ディナーご招待 他

エスタシオン・デ・神戸

神戸市中央区弁天町 2-8

078-371-5111

・料理・飲物・衣装・写真の合計額から 5％割引
・一般宴会の会場使用料、カラオケ使用サービス

ブルーリッジホテル

豊岡市日高町栗栖野 55

0796-45-1200

・料理を 5%割引・1 周年記念無料宿泊
・新郎新婦の挙式当日宿泊をスイートルームにグ
レードアップ

ウェスティンホテル淡路

淡路市夢舞台 2

0799-74-1111

・料理・飲物・生ケーキ 5%割引・送迎バスを無
料
・控室・会場費・ジョーゼット無料

ホテルプラザ神戸

神戸市東灘区向洋町中 2-9-1

078-846-5422

互助会プラン有

シーサイドホテル舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町 11-18

078-706-3711

・料理・飲物・衣装・写真の 5％割引（パック商
品を除く）
・出席者当日宿泊 20％割引 他

✾葬祭サービス✾
施設名

電話番号

特典

公益社

0120-567-701

葬儀基本料の 10%割引

平安

0120-00-3242

祭壇 平安非会員価格の 10％割引

他

✾その他✾
施設名

電話番号

特典

オーネット

0120-512-556

「婚活」を特別価格で利用 http://biz.onet.co.jp

ビジョンメガネ

県内各店舗

店頭セール価格よりメガネ 15%割引・補聴器
10%割引

