
洲本市子育て応援パスポート事業協賛店舗一覧表　～　私たちも子育て家庭を応援しています～

現在

店舗・施設名 住所 電話
条件
等

サービス
開始日

営業時間 定休日 ＨＰアドレス メッセージ

1 イオン洲本店 洲本市塩屋１丁目１ー８
（0799）
23-2150

その他

授乳・調乳スペース・ベビーベッド・おむつ替え
スペース・キッズスペース・粉ミルク用お湯の提
供など
（設備利用可能時間　9：00～23：00）

H27.7.1 7：00～23：00 なし

2 マクドナルド　イオン洲本店 洲本市塩屋１丁目１ー８
（0799）
25-2272

割引 ハッピーセットを割引価格でご提供します！
カード
提示

H27.7.1 8：00～21：00 なし

3
ウェルネスパーク五色
ゆ～ゆ～ファイブ

洲本市五色町都志１０８７
（0799）
33-1601

割引

木曜日小学生以下の子ども入浴無料（キッズ
デー）
※定休日、祝日、ＧＷ，７月・８月・年末年始を
除く
赤ちゃん着替えスペース、手荷物の預かり

カード
提示

H27.7.1
７月・８月
を除く

10：30～21：30
（最終入浴受付
は21：00）

１月８月を除く
毎月第２木曜日
（第２木曜日が
祝日の場合は
翌日）
１月に施設メン
テナンスのた
め、３日間ほど
臨時休館しま
す。

http://www.
takataya.jp

和風・洋風の趣きが違う２つの
浴室に露天風呂、高温風呂、
ジェットバス、電気風呂、週替わ
りの香料湯・薬湯などの浴槽が
あり、男女日替わりになっており
ます。温泉にのんびりつかって
心も身もリフレッシュしてみては
いかがでしょう。

4 ウェルネスパーク五色　浜千鳥 洲本市五色町都志１０８７
（0799）
33-1600

その他
粉ミルク用のお湯の提供、離乳食の温め、ベ
ビーカーのままでの入店配慮、手荷物の預か
り、おむつ替えスペース

H27.7.1

昼食
　11：30～14：00
ティータイム
　14：00～16：00
夕食
17：30～21：00
（ラストオーダー
20：30）

なし
ただし、１月と６
月に施設メンテ
ナンスの為３日
間ほど臨時休
館します。

http://www.
takataya.jp

四季折々の海の幸、山の幸など
旬の地場食材を使った料理を堪
能いただけます。各種ご宴会に
もご利用ください。公園でお子様
と遊んだ後は、レストランでラン
チはいかがでしょうか。

5 淡路ごちそう館　御食国 洲本市塩屋１丁目１－８
（0799）
26-1133

その他
粉ミルク用のお湯の提供、離乳食の温め、おむ
つ替台、ベビーカーでの入店可、お子様イス・食
器、お子様メニューあり

レスト
ランで
お食
事の
お客
様

H27.7.1

ランチタイム
　11：30～14：30
ディナータイム
　17：00～20：00

毎週水曜日
（８月は無休、
祝日は営業）

http://www.
miketsu.jp

広々とした店内はお子様連れで
も気兼ねなく食事が楽しめます。

6 エディオン　洲本店 洲本市塩屋１丁目１－１７
（0799）
25-6650

プレゼ
ント

その他

小学生以下の方、１日１回ボールをあつめてお
かしをもらおう！
授乳室有

H27.7.1 10：00～20：00
棚卸の際は臨
時休業になりま
す。

http://www.
edion.co.jp

家電リフォームはもちろん、おも
ちゃ、ゲームも取り扱いしており
ますので、ぜひともご来店よろし
くお願いいたします。

7 ガーデニング・デザイン・プラザ 洲本市本町５丁目２－２４
（0799）
24-3311

割引 店舗展示品に限り１０％ＯＦＦ
カード
提示

H27.7.1 10：00～19：00 木曜日
http://www.
gdpweb.jp/

子育ての大変さは充分承知致し
ております。

8 Ｍｏｂｉｌｅ　ＲＵＳ（モバイル　ラス） 洲本市五色町上堺３５－２
（070）
2673-
3206

プレゼ
ント

小学校３年生まで　子ども向けプレゼント
カード
提示

H27.7.1 9：00～18：00 日曜日

ＲＵＳＴＩＣグループ　３店舗目
オープンしました。
妊娠中の女性、育児中で長時間
の外出が困難な女性をサポート
する移動型美容室です。

協賛（サービス）内容

平成30年11月13日
※協賛店舗にはステッカーが貼ってあります。
　 必ず子育て応援パスポートカードを提示してください。

1 / 5 ページ

http://www.takataya.jp/
http://www.takataya.jp/
http://www.takataya.jp/
http://www.takataya.jp/
http://www.miketsu.jp/
http://www.miketsu.jp/
http://www.edion.co.jp/
http://www.edion.co.jp/
http://www.gdpweb.jp/
http://www.gdpweb.jp/


洲本市子育て応援パスポート事業協賛店舗一覧表　～　私たちも子育て家庭を応援しています～
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店舗・施設名 住所 電話
条件
等

サービス
開始日

営業時間 定休日 ＨＰアドレス メッセージ協賛（サービス）内容

平成30年11月13日
※協賛店舗にはステッカーが貼ってあります。
　 必ず子育て応援パスポートカードを提示してください。

9 なべ秀陶器店 洲本市本町６丁目２－２３
（0799）
22-0154

割引
プレゼ
ント

子供食器を買ってくださったお客様のみポイント
２倍押し

カード
提示

H27.7.1 11：00～17：00 木曜日
http://nabe
hide.thebase
.in

「食器から食育を」をテーマに子
供食器をたくさん揃えておりま
す。
多くのお子様の健全な発達・発
育に是非「ヤキモノ」で食の大切
さ、モノを大切にする心の育成に
お役立て頂けたら幸いです。

10
みんなの城運動集会施設
（極真会館　淡路道場）

洲本市本町５丁目３－４
（090）
8932-
2149

割引
無料

パスを提示した方に、極真空手の稽古　１ケ月
無料体験、親子で参加ＯＫ

カード
提示

H27.7.1 10：00～21：00
不定期（正月、
お盆、大会等の
行事のある時）

http://kyok
ushin-
awaji.com/

子供を強くたくましく、礼儀正しく
育てています。そのように子供を
育てたい方は、道場に気楽に見
学にお越しください。稽古を続け
れば、誰もが必ず強くなれます。
強くなるのに才能はいりません。
まずは誰もができる初級クラス
から。

11 Ｒ・Ｊ・Ｃ 洲本市本町５丁目３－１
（0799）
26-2606

割引 店内全品５％off
カード
提示

H27.7.1 10：00～19：00 木曜日
http://www.
rakuten.co.jp
/r-j-c/

お子様連れでもお気兼ねなくお
買物頂けます。
ベビーカーも、もちろんOK！
パスポートカード持参でプラス
５％オフ。

12 靴チヨダ 洲本市塩屋１丁目１－８
（0799）
23-1631

割引
パスポート提示で、店内税抜2,000円以上の品
５％ｏｆｆ
（ＳＡＬＥ品、一部の品は除きます。）

カード
提示

H27.7.1 10：00～21：00 なし
http://www.
chiyodagrp.c
o.jp

お子様の靴だけでなく、大人の
靴までパスポートご利用可能で
すので、ぜひ当店へご来店くだ
さい。

13 シューズプラザ　トミモト 洲本市本町５丁目３－８
（0799）
24-3789

割引 お買上げ金額1,500円毎に１回抽選出来ます。
カード
提示

H27.7.1 10：00～19：00 毎週木曜日

「履く」をテーマに子どもの学校
の上履・体育館シューズ・中高
校生の通学靴からモード・ウォー
キングシューズ・快歩靴まで幅
広くとり揃えてます。家族みんな
の履くを大切にするお店です。
靴を履いてもらってサイズをちゃ
んと合わせて販売します。

14 carrat・・・+（カラット　プラス） 洲本市本町５丁目３－４
（090）
4300-
3363

プレゼ
ント

１，０００円以上購入でクッキー一枚プレゼント
カード
提示

H27.7.1 11：00～16：00 木曜日　他

https://ww
w.facebook.
com/pages/
carrat/1637
7504964488
95

15 マトヤ楽器 洲本市本町５丁目３－８
（0799）
22-0663

割引 展示品・在庫品に限り１０％ＯＦＦにて販売
カード
提示

H27.7.1 11：00～21：00 木曜日

http://mato
ya-
gakki.jimdo.c
om/
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現在

店舗・施設名 住所 電話
条件
等

サービス
開始日

営業時間 定休日 ＨＰアドレス メッセージ協賛（サービス）内容

平成30年11月13日
※協賛店舗にはステッカーが貼ってあります。
　 必ず子育て応援パスポートカードを提示してください。

16 K'store（ケイストア）
洲本市本町６丁目２－１７
兵庫シーランドビル１Ｆ

（0799）
26-1662

割引
定価商品１０％off
他の特典・サービス併用不可

カード
提示

H27.7.1 11：00～19：00 木曜日（基本）
http://www.
cansas.com
/

狭いスペースですがお子様の遊
ぶ場所があります。
お気軽にご来店下さい。

17 株式会社　西住スポーツ 洲本市本町６丁目２－２５
（0799）
22-0509

割引
現金でお買い上げの方、店内在庫１０％ＯＦＦ
１，０００円以下・特価品・学校体操服は除外

カード
提示

H27.7.1 10：00～19：00 木曜日

★“こだわり”の地域ＮＯ．１宣言
★
地域の皆さまの快適なスポーツ
ライフを西住スポーツにとことん
サポートさせて下さい！
納得の価格とアドバイスで子育
てを応援します！！

18
「プラチナプラザ」
（コモード５６商店街内）

洲本市本町５丁目２－２０
（0799）
22-8253

その他
本や絵本を置いています。
休憩スペースやおむつ交換のスペースなどとし
て自由に御利用下さい。

H27.7.1 10：00～17：00 木曜日

妊娠中や育児中のお母さん、お
父さん達が安心してお買い物出
来る商店街です。ちょっとした時
のスペースとしてプラチナプラザ
を御利用下さい。

19
「本町ガーデン」
（コモード５６商店街内）

洲本市本町５丁目２－２０
（0799）
22-8253

その他
休憩スペースやおむつ交換のスペースなどとし
て自由に御利用下さい。

H27.7.1 10：00～17：00 木曜日

妊娠中や育児中のお母さん、お
父さん達が安心してお買い物出
来る商店街です。ちょっとした時
のスペースとして本町ガーデン
を御利用下さい。

20 株式会社　戸田薬局 洲本市物部１丁目７－１１
（0799）
22-0058

割引
その他

パスポートカードご提示で８％割引
薬・健康相談

カード
提示

H27.7.1 8：00～18：30 日曜、祭日

21
喜ＭＯＮＯフタツキ
（キモノフタツキ）

洲本市本町５丁目３－４
ｔｕ：235

（090）
3999
2231

割引 レンタルと着付け同時ご予約の方は１０％ｏｆｆ
カード
提示

H27.7.1 11：00～18：00 月・木曜日

https://ww
w.facebook.
com/yoroko
bi2?ref=hl

「人生のハレの日」節目のお祝
いに（お宮参り、七五三、卒業
式）
喜びわけ合い、喜び増すように

22 出口商店 洲本市本町５丁目２－１８
（0799）
22-0979

割引 イリコ１０％割引します。
カード
提示

H27.7.1 9：00～19：00 木曜日
http://degu
chi-awaji.jp

創業万延元年（1860年）の海産
物の専門店です。
育ちざかりのお子様に栄養たっ
ぷりのイリコを是非御利用くださ
い。

23 メガネの愛眼　イオン洲本 洲本市塩屋１丁目１－８
（0799）
23-1668

割引 メガネ５％ＯＦＦ
カード
提示

H27.7.1 10：00～21：00 なし
たくさん見たい
たくさん知りたい
こどもの好奇心を育てよう

24 マルシェ・リブレ 洲本市本町５丁目２－１７
（090）
3988
2195

その他
プレゼ
ント

オムツ替えベッド、授乳スペース、ミルク用お湯
をご用意しています。
200円ごとにスタンプ１個のメンバーズカードポ
イントを２倍もしくはお子様への小さなプレゼント

カード
提示

Ｈ27.7.7
より一部
変更

10：00～16：00 木、日曜日
子育て世代にぴったりのハンドメ
イド商品やリサイクル用品など
取り揃えております。

3 / 5 ページ

http://www.cansas.com/
http://www.cansas.com/
http://www.cansas.com/
https://www.facebook.com/yorokobi2?ref=hl
https://www.facebook.com/yorokobi2?ref=hl
https://www.facebook.com/yorokobi2?ref=hl
https://www.facebook.com/yorokobi2?ref=hl
http://deguchi-awaji.jp/
http://deguchi-awaji.jp/


洲本市子育て応援パスポート事業協賛店舗一覧表　～　私たちも子育て家庭を応援しています～
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店舗・施設名 住所 電話
条件
等

サービス
開始日

営業時間 定休日 ＨＰアドレス メッセージ協賛（サービス）内容

平成30年11月13日
※協賛店舗にはステッカーが貼ってあります。
　 必ず子育て応援パスポートカードを提示してください。

25 マックハウス　イオン洲本店
洲本市塩屋１丁目１－８
イオン洲本店２Ｆ

（0799）
23-3210

割引 パスポート提示で５％オフ
カード
提示

H27.7.1 10：00～21：00 なし
パスポートご提示で５％オフにな
ります。
ぜひご利用して下さい。

26 坂本文昌堂 洲本市本町５丁目3-6
（0799）
22-2555

割引 （１，０００円単位）の１割分お買物券をプレゼント
カード
提示

H27.7.1 10：00～18：30 木曜日不定休
http://www.
bunsyoudo.c
om

子供たちに最適な文房具、豊か
な創造力を育む絵画・書道・工
作用品や日本の変わらぬ心を
伝える和雑貨を取り揃えていま
す。育児・子育て・学習に関する
雑誌の定期購読、書籍のお取り
寄せも承ります。店内ギャラリー
では月替わりで絵画等の展示を
していますのでご自由にご覧く
ださい。

27 マクドナルド　洲本インター店 洲本市納３１１－１
（0799）
23-0022

割引 ハッピーセットを割引価格でご提供します！
カード
提示

H27.7.1 7：00～25：00 なし
http://www.
mcdonalds.c
o.jp/

28 かおり治療室 洲本市上物部２丁目11-20
（0799）
24-1960

割引
無料

初診料無料
カード
提示

H27.8.1
ＴＥＬにて要相談
完全予約制

月・水・金 作成中
逆子・安産へのケア・産後の体
調不良・乳房ケアを女性セラピ
スト（子持ちです）が行います。

29 大空畳店
洲本市五色町都志
１１３－１

（0799）
33-0137

割引
プレゼ
ント

５％割引、ミニ畳プレゼント
カード
提示

H27.7.16 8：00～17：00 不定休
http://aotat
ami.grupo.jp

安全・安心な国産表、カビ・ダニ
の心配がない商品も取り扱って
おります。
微力ながら子育てを応援いたし
ます！！

30 久米石油（株） 洲本市桑間２７２
（0799）
24-3600

割引
プレゼ
ント

割引・プレゼントの期間は、店頭の電照看板及
びメールにて（メール会員様）配信

カード
提示

H28.3.1 7：00～24：00

正月３ケ日は時
間変更（問い合
わせて下さい）
年中無休

割引・プレゼントの期間は店頭
の電照看板及びメールにて
（メール会員様）配信
メール会員募集中です。

31 淡路どり　上原（カンバラ） 洲本市五色町都志２６５－１８
（0799）
33-0753

その他
キッズスペースがあります。
お気軽にご利用ください。

H28.4.1 8：30～19：00 不定休
キッズスペースがあります。お子
様連れのお客様もお気軽にどう
ぞ。

32 株式会社　洲本観光タクシー 洲本市桑間１８０－３
（0799）
24-5151

プレゼ
ント

ポケットティッシュをプレゼント
カード
提示

H28.4.1 年中無休

33 鮮魚　花光 洲本市本町４丁目５－２３
（0799）
22-2124

プレゼ
ント

お買い物していただいた方
お子様連れの方
（お子様１人につき１回、２人なら２回）

カード
提示

H28.4.1 木曜日

http://www.
sengyo-
hanamitsu.c
om/

お魚たべて、元気にすくすく育っ
てネ！
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洲本市子育て応援パスポート事業協賛店舗一覧表　～　私たちも子育て家庭を応援しています～

現在

店舗・施設名 住所 電話
条件
等

サービス
開始日

営業時間 定休日 ＨＰアドレス メッセージ協賛（サービス）内容

平成30年11月13日
※協賛店舗にはステッカーが貼ってあります。
　 必ず子育て応援パスポートカードを提示してください。

34 希虹（キコウ）習字教室 洲本市安乎町平安浦５７８
（080）
5717-
0520

割引
プレゼ
ント

無料体験　ほか
カード
提示

H28.7.11

金曜日
15：00～21：00
土曜日に別時
間帯あります。

http://callig
raphy-
shodo.info/

当教室では正しく美しい文字を
目標に指導しております。
お気軽に問合せ下さい。

35
希虹（キコウ）習字教室
（文化体育館）

洲本市文化体育館
（洲本市塩屋１－１－１７）

（080）
5717-
0520

割引
プレゼ
ント

無料体験　ほか
カード
提示

H28.7.11
木曜日
15：30～20：30

http://callig
raphy-
shodo.info/

当教室では正しく美しい文字を
目標に指導しております。
お気軽に問合せ下さい。
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