
地域 商　店　名 住　　　所 電　話 サービス内容 定休日 ホームページ、フェイスブック等

1 善太 広田広田33-3 45-0520 フルーツ玉ねぎスープを２食プレゼント★ １月１･２･３日 9:00 ～ 17:00
http://www.rakuten.co.jp/awajitamane
gi/zenta@tiara.ocn.ne.jp

2 山岡水道工業株式会社 広田広田311 45-0226 水まわりの応急修理費2割引き なし
http://nttbj.itp.ne.jp/0799450226/ind
ex.html
xp9821@gmail.com

3 畑野クリーニング 松帆江尻34 36-3057 １割～２割引き（お問い合わせください） 日曜日 8:00 ～ 19:00

4 浅井ふとん店 松帆江尻462-2 36-4009
素朴なコットン100％ベビー布団・
ジュニア布団／オーダーメイド10％割引

日曜日 9:00 ～ 17:00
http://a-huton.com
info@a-huton.com

5
国民宿舎
「慶野松原荘」

松帆古津路970-67 36-3391
記載の子どもに限りアイスクリーム１個
サービス（宿泊・休憩利用者に限る）

不定休 10:00 ～ 20:00 http://www.keinomatsubarasou.com/

6
高岡衣料寝具店
Baby＆Kids

松帆櫟田1100 36-2333
粗品プレゼントまたは
Baby＆Kidsスタンプ２倍

第２・４木曜 8:30 ～ 20:30

7 くつろぎプラザ・シーパ 湊110 36-0150

シーパカードとゆめるんカードをお持ちの方
で、シーパ専門店で500円以上お買い上げ
の方に、シーパカードポイント10ポイント
プレゼント

店舗により異なる
1/1のみ全店定休
日

9:30 ～ 21:00 http://seapa.shop/

8 ヘアーサロン　ひらかわ 志知鈩30 36-4414 子ども一人(2,000円以上)につき１００円引き 月曜、第3日曜日 8:30 ～ 19:00

月～土
（午前）

9:00
～ 13:00

月～金
（午後）
16:00

～ 20:00

10 伊吹金属工業 榎列下幡多519-27 42-2745 ５万円以上お買い上げで図書券プレゼント 日曜日 8:00 ～ 17:00

11
パッケージプラザ
スギモト

榎列小榎列377 43-2406
文房具・事務用品　※店頭価格より５％ＯＦＦ
（セール商品、特売品、取り寄せ品は除く）

日曜日 9:00 ～ 20:00 http://www.packageplaza.net/

12 LAFU 楽風 八木養宜上1486-1 42-1636 技術料金１０％ＯＦＦ 月曜、第３日曜 8:00 ～ 20:00

13
南あわじクア施設
さんゆ～館

神代社家2332 43-3939
入浴ご利用のお子様1名につき
わたがし1本プレゼント

第２火曜日
（８月は無休）

10:00 ～ 22:30
www.kaigetsu.jp/sanyukan
sanyukan@kaigetsu.jp

緑

9

西
淡

たけだ整骨院 志知鈩1-1
http://www.takeda3.com/
takekazukun51@yahoo.co.jp

三
原

24時間
承っております

南あわじ市子育て応援優待カード事業協賛店一覧表（R3.6.30現在）
営業時間

36-5035
産後骨盤矯正
※初診料1５００円OFF

日曜・祝日

1

http://www.rakuten.co.jp/awajitamanegi/zenta@tiara.ocn.ne.jp
http://www.rakuten.co.jp/awajitamanegi/zenta@tiara.ocn.ne.jp


地域 商　店　名 住　　　所 電　話 サービス内容 定休日 ホームページ、フェイスブック等営業時間

14 御菓子司　栄堂 市福永550-1-3 42-0032
1,000円以上お買い上げの方に栄堂スタン
プカードポイントをさらに1個プレゼント☆

不定休 11:00 ～ 19:00
http://www.sakaidou.web.fc2.com/
awajisakaidou@gmail.com

15 スーパーマエダ 志知佐礼尾283 42-3140 2,000円以上お買い上げで粗品進呈 なし 8:00 ～ 21:00

16 南あわじ事務機（株） 福良甲512-55 52-0572
文具・事務用品定価より２割引き
（一部商品除く）

日曜日 8:30 ～ 18:00

17
ファッションハウス
タカミ

福良甲516 52-0077 全品５％ＯＦＦ（ＳＡＬＥ商品は除く）特になし 10:00 ～ 20:00

18 浦瀬石油株式会社 福良甲522-1 52-0038 「らっしゃいカード」ポイント２倍 なし 7:00 ～ 19:00

19 佐藤印刷 福良甲1006-4 52-0049 「らっしゃいカード」ポイント２倍 日曜・祝日 9:00 ～ 18:00

20 西洋店 福良甲1153-15 52-0123 「らっしゃいカード」ポイント２倍 木曜日 8:30 ～ 19:00

21 株式会社　阿淡交通社 福良甲1528-4 52-2001 「らっしゃいカード」ポイント２倍 土・日・祝日 9:00 ～ 17:00 atan@isis.ocn.ne.jp

22
漢方アロマ「凛香」
-rinka-

福良甲1529-3 53-0069 各コースより1,000円割引 不定休 10:00 ～ 22:00 http://rinka-kanpoaroma.com

23 守本よね商店 福良乙18 52-0004 「らっしゃいカード」ポイント２倍 日曜日 9:00 ～ 18:00

24 橋本衣料店 福良乙24 52-0261 「らっしゃいカード」ポイント２倍 木曜日 8:30 ～ 19:30

25 三輪フードセンター 福良乙71 52-0586 「らっしゃいカード」ポイント２倍 日曜日 8:30 ～ 20:00

26 （有）ナルト薬局 福良乙89 52-0206 「らっしゃいカード」ポイント２倍 日曜日 8:00 ～ 19:30

27 ふだん着の店　ハマベ 福良乙281-1 52-0367 「らっしゃいカード」ポイント２倍 10:00 ～ 19:00

28 エビスヤ 福良乙282-5 52-0522
「らっしゃいカード」ポイント５倍
化粧品サンプルプレゼント

なし 7:00 ～ 18:00 ebisu-ya@eagle.ocn.ne.jp

29 トビスケ 福良乙284 52-0146 「らっしゃいカード」ポイント２倍 不定期 9:00 ～ 20:00

三
原

南
淡
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30 松坂ふとん店 福良乙286-2 52-1121 「らっしゃいカード」ポイント２倍 木曜日 8:00 ～ 19:30

31 真野食料品店 福良乙370 52-0309 「らっしゃいカード」ポイント２倍 日曜日 6:00 ～ 19:00

32 増田洋品店 福良乙756 52-0160 「らっしゃいカード」ポイント２倍 木曜日 8:00 ～ 20:00

33
Hotel & Resorts
MINAMIAWAJI

福良丙317 52-3011
カード記載の子どもに限り
ソフトドリンク１杯サービス

なし 11:30 ～ 20:00 http://www.daiwaresort.co.jp/awaji/

34
マクドナルド
28号南あわじ店

賀集八幡394 50-3302
チーズバーガーハッピーセットを
３９０円でご提供

なし 7:00 ～ 23:00 http://www.mcdonalds.co.jp/

35
漢方アロマ「心香」
-sinka-

賀集福井169
080-

4033-
6790

各コースより1,000円割引 不定休 10:00 ～ 22:00 http://sinka-kanpoaroma.com

36 美容室　メルシー 潮美台2-11-2 52-4798 「らっしゃいカード」ポイント２倍 月曜、第３日曜 9:00 ～ 19:00

37 寿司仕出し　春日
北阿万伊賀野
594-14

55-1545 「らっしゃいカード」ポイント２倍 水曜日 17:00 ～ 22:00

38 とよた衣料品店 北阿万筒井44-3 55-0202 「らっしゃいカード」ポイント２倍 不定休 8:00 ～ 20:30

39 衣料センター　ひがしら 北阿万筒井90-7 55-0209 「らっしゃいカード」ポイント２倍 1月1日、2日 8:00 ～ 20:00 higappi123@ezweb.ne.jp

40
南あわじリフレッシュ
交流ハウスゆーぷる

北阿万筒井1509-1 50-5126
お子様1名につきソフトクリーム
1個プレゼント（ご入浴者に限る）

第３木曜日
（８月は無休）

10:00 ～ 22:30 http://awaji-island.com/yupuru/

41 さかた屋洋品店 阿万上町349-1 55-0550
「らっしゃいカード」ポイント
日曜日のみ２倍

第２・４日曜 7:30 ～ 21:00

42 安田精肉店 阿万上町350 55-0118 「らっしゃいカード」ポイント２倍 第２・４日曜 8:00 ～ 19:00

43 全日食阿万店 阿万下町260-1 55-2651 「らっしゃいカード」ポイント２倍 第１日曜 9:00 ～ 20:00

44 きくや呉服店 阿万下町447-3 55-0249 「らっしゃいカード」ポイント２倍 第２・４日曜 8:00 ～ 19:00

45 池本呉服店 阿万下町468-9 55-0014 「らっしゃいカード」ポイント２倍 第２・４日曜 8:00 ～ 20:00 http://www.page.sannet.ne.jp/maruike/

南
淡
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46
マクドナルド
洲本インター店

洲本市納311-1 23-0022 なし 7:00 ～ 1:00

47
マクドナルド
イオン洲本店

洲本市塩屋1-1-8 25-2272 なし 8:00 ～ 21:00

48
マクドナルド
イオン淡路店

淡路市志筑新島10-2
0799

60-2057 なし 9:00 ～ 21:00

市
外

チーズバーガーハッピーセット
を３９０円でご提供

http://www.mcdonalds.co.jp/
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