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日本海地域をもっと楽しく！もっとおトクに！

 

超豪華クルーザーお問い合せ

tel.0772-20-1126（中村）

ヘリ遊覧飛行のお問い合せ

tel.075-925-9693
（京都ヘリサービス㈱）

個人カード

tel.0772-25-2323
（平日9:00～18：00）

目標
　　
　　

30,0
00枚

カード利用に関するお問い合せ

NKCお問い合わせ
受付時間　平日 　9：00～20：00
土日・祝祭日　10：00～20：00

tel.0857-27-6111

 2 府 11
県 

お申し込み可能エリアについて………………… 

企画／ F 1クラブカード事務局　印刷／株式会社 福知堂　作成日／ 2017.10　

　　　①
近畿地方2府5県
京都府・大阪府・兵庫県・
奈良県・滋賀県・和歌山県・
三重県に在住、勤務の方

　　②
中国地方５県
島根県・鳥取県・
岡山県・広島県・
山口県に在住、勤務の方

③
福井県に
在住、勤務の方

F1クラブカード事務局 京都府福知山市土師宮町1-93
TEL 0773-27-5212 平成29年10月12日発刊

F1カード特典1

4

7

10

ガソリン

８円/ℓ引

地域優良
飲食店などで
特典
サービス

（年３回）

福知山サンホテル
扇ホールで開催の
音楽コンサート
割引サービス

3

6

9

第一旭・
格別ヤらーめんで
対象ラーメン

半額

2

5

8

業界初
20歳以上
79歳まで
加入資格
あり

宮津ロイヤルホテル、
シルク温泉、
あやべ温泉など

北近畿
有名温泉施設で
割引サービス

11

ガス料金
割引
サービス

関西空港「カードメンバーズラウンジ
六甲／金剛／比叡／アネックス六甲」
伊丹空港「ラウンジオーサカ」
神戸空港「ラウンジ神戸」

その他全国の空港ラウンジ
利用可能

空港ラウンジサービス

※詳細は本文参照

海外保険
無料サービス
（10日間）

F1カード支払いで

ポンタカード（ローソン）

でんでんカード（ゴダイ薬局）

グリーンホームセンターに
ポイント付与

（通常３円引）

福知山サンホテル、舞鶴グランド
ホテル、宮津ロイヤルホテル、

鳥取シティホテル、
天橋立荘など

北近畿
有名ホテルで
割引サービス

EV充電
一般1,000円を

500円引 

（総本家広瀬家）



F1会趣旨

協力企業

協賛店先一覧

 

 

 

 

F1 会では、石油部会、EV 部会、観光部会、カード部会の４部会を立ち上げ、
それぞれ石油本部では、より安価な石油製品を皆様に提供することにより地域活性化に貢献し、
EV 部会では自然エネルギーを推奨し、環境に貢献していきます。
また、観光部会では地産地消を推奨し、村おこしとなるようなイベントを展開し、地域活性化を目ざします。

㈱真木自動車
福井石油㈱
三徳商事㈱
神戸スタンダード石油㈱
㈱大北
芦田石油
アイワ商事㈱
京善石油
村上商事㈱

● ㈱ジェイアール西日本 福知山メンテック  福知山市字天田小字大橋209-6
● 村上商事㈱ ……………… 福知山市土師宮町1-93
● 福知山中央セルフSS …… 福知山市篠尾長ヶ坪137-3
● 華寿司 …………………… 福知山市篠尾新町3-75-7
● あじくら ………………… 福知山市厚中町122
● atelier,K ………………… 福知山市厚東町139
● 片岡㈱ …………………… 福知山市厚東町139番地
● タイヤランド福知山 …… 福知山市荒河新町66
● ㈱むらいち ……………… 福知山市土師宮町1丁目93
● 村上商事㈱ ガス本部 …… 福知山市土師宮町1-93 村一ビル1Ｆ
● 福知山インターセルフSS … 福知山市土師宮町1-94
● 福知山ウィークリー＆マンスリー … 福知山市土師宮町1-93
● ㈲コークス ……………… 福知山市土師宮町2丁目133
● 海鮮市場　村来し ……… 福知山市字前田東佳屋野2321-6
● すばるがーでん福知山店  福知山市字堀小字道場2430-3
● リストランテ ピノキオ … 福知山市字堀2080-1
● 福知山サンホテル ……… 福知山市字堀2080-2
● ㈲オートブルージュ …… 福知山市字拝師横町185-1
● 荒川商事㈱ ……………… 福知山市問屋町 27-6
● ブリジストン北京都 ……… 福知山市字長田小字大野下4711-1
● 福知山フットボールフィールド  福知山市字土小字下野 1117-15

● ㈱オートセレクション福知山  福知山市字市寺 1442-3
● 橋本ふとん店 …………… 福知山市厚東町 145
● ＳＡＬＯＮ ＤＥ ＭＩＫＩ ……… 綾部市西町 2丁目10
● ミスタータイヤマン綾部 … 綾部市味方町 18-1
● 綾部インターセルフＳＳ … 綾部市宮代町前田 6-8
● 福井石油㈱中上林給油所  綾部市睦合町在中47番地
● 福井石油㈱渕垣給油所 … 綾部市渕垣町郷久14
● 物部セルフSS …………… 綾部市新庄町八田古2-1
● 岡山電設㈱ ……………… 綾部市里町大坂33-2
● ㈱舞鶴グランドホテル … 舞鶴市字円満寺124
● ㈱エコ・ビータ ………… 舞鶴市溝尻町11-10
● ㈱夢ファクトリー京都 … 宮津市宮村1196-2
● ドコモ専売店 宮津・野田川ステーション 宮津市字須津2665-8
● ㈱エトセトラ …………… 京丹後市峰山町新町1919-1
● ㈱茶天苑 ………………… 京丹後市峰山町新町115
● ㈱大北 …………………… 京丹後市網野町島津37番地
● 和光石油 ………………… 京丹後市網野町島津96-3
● 村の給油所 ……………… 京丹後市網野町浜詰46-42
● 玉木石油 ……………… 京丹後市大宮町字善王寺973
● 和知インターセルフSS … 船井郡京丹波町字升谷71-2
● むらいちば和知 ………… 船井郡京丹波町字升谷71-2

● カットハウス 太郎＆花子  船井郡京丹波町字升谷71-2
● auショップ野田川 ……… 与謝郡与謝野町石川536-1
● ミスタータイヤマン野田川 与謝郡与謝野町石川823-5
● ㈱ドリーミング ………… 与謝郡与謝野町字岩屋937-1
● ㈱大幸 …………………… 与謝郡与謝野町弓木1459
● トヨオカ自動車工業㈱ … 豊岡市弥栄町1-51
● ライフィット …………… 豊岡市幸町4-4
● 但馬米穀㈱ ……………… 豊岡市中陰318番地3
● 豊岡こうのとりインターセルフSS  豊岡市戸牧字前丸山299-2
● 前田建設㈱ ……………… 丹波市山南町池谷108
● 氷上インターセルフ …… 丹波市氷上町市辺字正勺657-1
● 太田自動車㈱ …………… 丹波市氷上町上成松182-1
● ㈲大伸観光 ……………… 丹波市氷上町氷上10
● 芦田石油 ………………… 丹波市春日町黒井1893
● ㈱ジェイエヌ …………… 丹波市柏原町挙田字三反田127
● 柏原中央セルフSS ……… 丹波市柏原町柏原1482
● ㈲古杉企画 ……………… 篠山市大沢277 KOSUGI彩華ビル
● ㈱真木自動車 …………… 東伯郡湯梨浜町長江543-1
● ㈱クレイド ……………… 津山市上河原192-3
● 加悦谷ショッピングセンター  京都府与謝郡与謝野町字温江５番地

ビユーテー㈱
コモタ㈱
前橋工業㈱
京都ヒューマン•リソース•ラボラトリー
三井住友ファイナンス＆リース㈱
岡山電設㈱
但馬米穀㈱
前田建設㈱
㈱マルトウコンパック

伊藤忠エネクスホームライフ
㈱クレイド
㈱アピカ
㈲ベストリビング
㈱柏原工務店
片山電工㈱
コーワ商事㈱
オーバン産業㈱
アクアプラン㈱

㈱山善
㈱鎌田電器
上田電気管理事務所
㈱東舞鶴グランドホテル
㈱ＮＫＣ
㈱ライフィット
㈱北星社
㈱むらいち
㈱大幸

村上保険事務所
三井住友海上火災保険㈱
T.A.K.総合保険事務所
宮津町衆の会
マルテツ
㈱福知堂
友和会
㈱オカムラ
㈱エフエム綾部

㈱ユニオン•エー
福大商事㈱
サッポロビール㈱
小林美工社
丹後乳販
京丹グループ
京・綾部ホテル
福知山サンホテル
鳥取シティホテル

東海大学教授  六川 浩明
トップツアー㈱
WILLER TRAINS㈱
ＪＰＤ清水
㈱ファイル21
㈱雅
トヨタファイナンス㈱

提携店先一覧
村上商事㈱
㈱真木自動車
京善石油
福井石油㈱
芦田石油
㈱大北
玉木石油
但馬米穀㈱
太田自動車㈱

前田建設㈱
京丹グループ
丹波市職員労働組合
まねきねこ北近畿
㈱ジェイエヌ
㈱クレイド
福知山公立大学
荒川商事㈱
華寿司

片岡㈱
綾部市職員共済組合
㈲オートブルージュ
タイヤランド福知山
NPO丹波ネット
舞鶴グランドホテル
T.A.K.総合保険事務所
丹の国福祉会互助会
㈱ライフィット

夢ファクトリー京都
㈱エフスリー
ぎんりんグループ
サンドロミキ
㈲大伸観光
㈲コークス
㈱エコ・ビータ
㈱ドリーミング
加悦谷ショッピングセンター

㈱ホリグチ
福知山市職員互助会
㈱オートセレクション福知山
むらいちば和知
㈱茶天苑
ブティック エトセトラ
㈱ジェイアール西日本メンテック
宮津町衆の会
岡山電設㈱

FOR YOU. Coms
㈲古杉企画
橋下ふとん店
㈱のぶちゃんマン
あじくら
ぴーかんサービス
㈱シマダ
村来し
ブリジストン北京都販売㈱

ARIA
広瀬産業㈱
トヨオカ自動車工業㈱
宮津物産㈱

F1クラブカードの略歴

 
 

平成　　７　年　：　F1 カードの前身であるシルクロード会が発足。
オリエントコーポレーションと提携しシルクロードカードを平成 7 年
8 月 1 日から発行し、小売業の異業種交流を推進する。

平成　１７　年　：　F1 クラブ発会式を行い、今後 F1 クラブカードの推進に対して意欲を
高める

平成　１８　年　：　F1 クラブカード会員獲得に精力的に乗り出す

平成　１９　年　：　F1 クラブカードが 3,000 枚を突破、提携企業も 24 社へと膨らむ

平成　２０　年　：　コスモクラブより F1 クラブカード 7,000 枚突破を記念し「夢大賞」
を受賞

平成　２２　年　：　村上商事㈱ 氷上インターセルフSS が、提携店として単独で
1,000 枚獲得を達成

平成　２２　年　：　11 月 15 日に F1 カード申請枚数 10,000 枚を達成

平成　２４　年　：　F1 会の内部組織として石油部会・EV 部会・観光部会の三部会が
発足

平成　２５　年　：　F1 カードと共に 8 周年～村上商事グループ～記念式典を行う

平成　２７　年　：　10 周年　16,000 枚達成

平成　２８　年　：　20,000 枚達成

特徴

お申込み資格 カード発行可能エリア

下記2 府 11県に在住、勤務の方
 近畿地方 2 府 5 県（京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・三重県）
 中国地方 5 県（島根県・鳥取県・岡山県・広島県・山口県）
 福 井 県

 1. ハイオク・レギュラー 年 3 回 店頭価格より8 円 /ℓ引き
Ｆ１クラブ提携ＳＳにて、毎年 4 月 1 日～ 4 月 15 日・7月 1 日～ 15 日・11 月 1 日～ 15 日に店頭価格よりハイオクレギュラー
のみ 8 円 /ℓ引きとなります。

ＥＶ充電、一般1,000 円をＦ１カードで500 円（平成 29 年 8月１日現在）
福知山中央セルフＳＳにて、Ｆ１カードをお持ちの方は、ＥＶ充電が 500 円となります。

 2. お申込時年齢20 歳以上、79 歳以下の方まで入会資格あり
 3. 第一旭（総本家広瀬家）・格別ヤらーめんで対象ラーメン半額
 4. 地域優良店で、そのお店独自のサービス・特典が受けられます
 5. 北近畿有名入浴施設にて特典が受けられます
 6. 北近畿有名ホテルにて特典が受けられます
 7. 海外旅行保険の申し込みができます

海外旅行保険はご出発前の申請が必要です。出発の 10 日前迄に、ＮＫＣカスタマーセンターへご連絡下さい。

海外保険 ※自動付帯ではなく、申請付帯。海外旅行出発の 10 日前までに申し込みが必要。
死亡・後遺障害（傷害による）…2,000万円／傷害治療費用…100万円／救援者費用…100万円／賠償責任（免責0円）…2,000万円／携行品（免責0円）…10万円

 8. 空港ラウンジサービス
全国 25 空港内のゴールド会員様専用空港ラウンジにて、くつろぎのひとときをご提供致します。

空港ラウンジ利用可能空港
新千歳空港 …「スーパーラウンジ／ロイヤルラウンジ」　函館空港 …「ビジネスラウンジ」　青森空港 …「エアポートラウンジ」　秋田空港 …「ロイヤルスカイ」　仙台空
港 …「ビジネスラウンジEAST SIDE（3F）」　成田国際空港 … 第１ターミナル「IASS Executive Lounge1」、第２ターミナル「IASS Executive Lounge2」　羽田空港 …
第１旅客ターミナル「POWER LOUNGE SOUTH／POWER LOUNGE NORTH」、国際線旅客ターミナル「SKY LOUNGE/SKY LOUNGE ANNEX」　新潟空港 …「エアリ
ウムラウンジ」　中部国際空港 …「プレミアムラウンジ セントレア／第２プレミアムラウンジ セントレア」　富山空港 …「ラウンジらいちょう」　小松空港 …「スカイラウ
ンジ白山」　関西国際空港 …「カードメンバーズラウンジ六甲／金剛／比叡／アネックス六甲」　伊丹空港 …「ラウンジオーサカ」　神戸空港 …「ラウンジ神戸」　岡山空
港 …「ラウンジ マスカット」　広島空港 … ビジネスラウンジ「もみじ」　米子空港 …「ラウンジDAISEN」　山口宇部空港 …「ラウンジきらら」　高松空港 …「ラウンジ
讃岐」　松山空港 …「ビジネスラウンジ/スカイラウンジ」　徳島空港 … エアポートラウンジ「ヴォルティス」　北九州空港 …「ラウンジひまわり」　福岡空港 …「くつろ
ぎのラウンジTIME／ラウンジTIMEインターナショナル」　熊本空港 … ラウンジ「ASO」　長崎空港 … ビジネスラウンジ「アザレア」　大分空港 …「ラウンジくにさき」、
鹿児島空港 …「スカイラウンジ 菜の花」　那覇空港 …「ラウンジ華 ～hana～」　ハワイ・ホノルル国際空港 …「IASS HAWAII LOUNGE」

 9. F1カード支払いでポンタカード（ローソン）、でんでんカード（ゴダイ薬局）、グリーン
ホームセンターにポイント付与

 10. 福知山サンホテル扇ホールで開催の音楽コンサート割引サービス
11. ガス料金割引サービス
12. カード会員保障制度

カードの紛失・盗難に気付かれたら、ＮＫＣカスタマーセンターへご連絡下さい。お届けいただいた日から 90 日前に遡り、お届け
後 90 日迄の合計 181 日間に他人に不正利用された損害金をＮＫＣが保障します。

ー 概 要 ー　NKC提携店・協力企業・協賛店 ー 概 要 ー
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ー F1クラブ提携スタンド ー

村上商事株式会社

ー F1クラブ提携スタンド ー

福井石油株式会社

京都府豊岡市

綾部市

福知山市

兵庫県
京丹波町

渕垣給油所
営業時間／6:30～21:00
京都府綾部市渕垣町郷久8-1

☎ 0773-42-2040

中上林給油所
営業時間／平日・土　6:30～20:00
　　　　　日・祝　　8:00～19:00
京都府綾部市睦合町在中47

☎ 0773-54-0030

綾部市

京都府

　　飲食店（レストラン）
かどや（焼肉） 福知山市駅南町 3-120　☎0773-23-7621
 カード提示で5,000円以上ご飲食の方1,000円引
焼肉の天山 福知山市篠尾池ノ本 311-1　☎0773-25-3210
 カード提示で5％off（割引上限3,000円）
蔵出し料理 あじくら 福知山市厚中町 121　☎0773-24-3600
 カード提示で飲食代5％off（ランチメニューは除く）
ROSSO（パスタ） 福知山市石原 559-22　☎0773-27-5531
 カード提示で3％off（お食事のみ）
IL PAZZINI（イタリアン） 福知山市堀サンケイボウル様南側　☎0773-23-0882
 カード提示でグラスワイン１杯サービス
しゃぶしゃぶ焼肉 竹葉 福知山市字堀小字草木 2315　☎0773-24-2222
 カード提示でドリンク１杯サービス
丹の吉（焼肉） 福知山市土師宮町 1-216　☎0773-27-4968

 カード提示でドリンク１杯サービス

　　飲食店（和食）
華寿司 福知山市篠尾新町 3-75-4（サンプラザ万助南筋入る）　☎0773-22-6000

 カード提示で飲食代5％off
和食 松繁 福知山市堀 2182-9　☎0773-23-2388

 カード提示でドリンク１杯サービス
丹波の和食処 由良川 福知山市土師宮町 1-93　☎0773-27-1152

 カード提示でドリンク１杯サービス
ひと粒 綾部市味方アミダジ 8-2　☎0773-43-2244
 カード提示で5％off
綾瀬 綾部市渕垣町古川 21-1　☎0773-43-2288

 カード提示でランチにコーヒーサービス
舞しゃぶ 東舞鶴店☎0773-64-3529　福知山店☎0773-23-5959

 カード提示で100円引

　　飲食店（ラーメン）
第一旭（総本家広瀬家） 福知山店☎0773-22-6954　西舞鶴店☎0773-75-8882
 綾部店☎0773-43-3080

 カード提示で対象ラーメン１杯  半額（スペシャルラーメン/みそラーメン/ 鉄人ラーメン/塩ラーメン）
らーめん格別ヤ 福知山店☎0773-25-1170　西舞鶴店☎0773-75-8882
 三田店☎079-553-6262　和田山店☎079-670-1717

 カード提示で対象ラーメン１杯  半額（格別らーめん/赤旨らーめん/屋台とんこつ/みそらーめん）

　　スナック・居酒屋・カフェ
居酒屋 NIWA 福知山市字堀高田 2136-1　☎0773-23-1658

 カード提示で1ドリンク券を進呈
八の木 福知山市字堀 2251-2　☎0773-24-0064

 カード提示で5％off
お城の下で Cafe Bar & Live 福知山市字堀小字今岡６ゆらのガーデン内　☎0773-23-3339
 カード提示で5％off
Ｃａｆé Ｐａｌｅｔｔｅ 綾部市本町３丁目 19　☎0773-43-1227

 カード提示でランチ100円引

　　事業所・SHOP
美容室FOR YOU.coms 福知山市荒河新町 49-1　☎0773-24-3970
 カード利用で5％off
SALON de MiKi 綾部市西町アイタウン２番街　☎0773-42-5625
 カード利用で5％off
ビューティーサロン ちゑりー 綾部市若竹町 15　☎0773-42-2194

 カード提示でヘッドスパ10分無料サービス（通常1,500円）
太郎&花子 福知山店☎0773-23-5528　舞鶴店☎0773-77-1818
 綾部店　☎0773-43-1181　和知店☎0771-84-2525

 5,000円以上カードご利用で３％off

eco-vita 舞鶴市溝尻町 11-10　☎0120-88-5524

 カード提示でポイント2倍
トップツアー株式会社 福知山店 福知山市篠尾新町 1丁目 77-2 KOWAビル 4階　☎0773-22-0109
 カード提示で海外5％off／国内３％off
プラスツーリスト株式会社 綾部市西町 1-48-1　☎0773-42-2055
 カード提示で国内ツアー３％off
株式会社 報告堂 福知山市字内記 72番地の 1　☎0773-22-2883
 カード提示で店頭商品10％off
株式会社 マルテツ 福知山市和久市町 190番地　☎0773-22-2171
 カード提示で粗品進呈
株式会社 西本佛壇店 舞鶴店☎0773-76-9188　福知山店☎0773-27-7930
 カード提示でオール10％off
S・F・C 栄屋家具センター 京丹波町才原（27号線沿）　☎0771-84-0315
 カード利用で5％off
ソフトバンク福知山 福知山市字堀 2593番地 サンライズビル 1F　☎0773-24-6365

 カード提示で粗品進呈
ワークショップ オオツキ 福知山店☎0773-22-8003　綾部店☎0773-42-8828
 東舞鶴店☎0773-66-2518　豊岡店☎0796-24-9220

 カード提示で３％off（特価品除く）
但馬米穀株式会社 豊岡市中陰 318-3　☎0796-22-2131
 カード提示で2,000円以上お買い上げの方に“初釜うどん”をプレゼント
メガネのマキノ 本　店　福知山市和久市町 138　☎0120-51-3841
 綾部店　綾部市岡町斗代 25　　　☎0120-71-3841

 カード提示で５％ＯＦＦ
京丹波・むらいち 福知山市土師宮町 1-93　☎0773-27-1151

 カード提示で「丹波栗とエダムのタルト」「丹波栗と赤ワインのテリーヌ」を5％off

　　映画・ホテル
福知山シネマ 福知山市東中ノ町 28-1　☎0773-23-1249

 カード提示で通常料金より（ご本人様）一般200円 off／学生100円 off

舞鶴グランドホテル 舞鶴市円満寺小字横八丁 124（西舞鶴駅前）　☎0773-76-7777
 宿泊・レストラン10％off
三和荘 福知山市三和町寺尾権現 4番地　☎0773-58-3717

 カード利用で宿泊料金５％off
福知山サンホテル 福知山市土師宮町 1-93　☎0773-27-1151 
 カード利用で宿泊料金10％off
 カード提示で「丹波栗とエダムのタルト」「丹波栗と赤ワインのテリーヌ」を5％off

　　温泉
シルク温泉 豊岡市但東町正法町 165　☎0796-54-0141

 カード提示で入浴料100円引
たんたん温泉 福寿の湯 豊岡市但東町坂野 470　☎0796-56-1511
 カード提示でタオル進呈
あやべ温泉 美肌の湯 綾部市睦寄町在ノ向 10　☎0773-43-2288
 カード提示で入浴料100円引
美山町自然文化村 河鹿荘 南丹市美山町中下向 56　☎0771-77-0014

 カード提示で入浴料20％off

　　道の駅

♨

福知山中央セルフSS
営業時間／24H
京都府福知山市篠尾長ヶ坪137-3

☎ 0773-23-4511

福知山インターセルフSS
営業時間／24H
京都府福知山市土師宮町1-93

☎ 0773-27-1300

綾部インターセルフSS
営業時間／24H
京都府綾部市宮代町前田6-8

☎ 0773-42-1257

物部セルフSS
営業時間／7:00～20:00
京都府綾部市新庄町八田古2-1

☎ 0773-49-0028

氷上インターセルフSS
営業時間／24H
兵庫県丹波市氷上町市辺字正勺

☎ 0795-80-4511

柏原中央セルフSS
営業時間／24H
兵庫県丹波市柏原町柏原1482

☎ 0795-72-1134

豊岡こうのとりインターセルフSS
営業時間／24H
兵庫県豊岡市戸牧字前丸山299-2

☎ 0796-26-8700

和知インターセルフSS
営業時間／24H
京都府船井郡京丹波町升谷71-2

☎ 0771-84-0088

地域優良店 特典サービス

-3- -4-

● 開館時間　9:00～17:00　　　● 定休日　火曜日（祝日の場合は翌日）
● あやべ特産館　☎0773-43-0811　　● 綾茶 café　☎0773-43-0835

あやべ特産館
綾部市青野町亀無 1番地の 2　☎0773-43-0811
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株式会社 真木自動車 京善石油

右京区

京都府

御室セルフステーション
営業時間／7:00～23:00
京都市右京区御室仁和寺西側

☎ 075-463-8593

大将軍セルフステーション
営業時間／24H
京都市北区西大路大将軍交差点上ル

☎ 075-461-1644

北区

智頭町

鳥取県
伯耆町

総社市岡山県

倉吉市

北栄町

湯梨浜町
鳥取市

真木自動車グループ　本部　鳥取県東伯郡湯梨浜町長江543-1

☎ 0858-48-6411

株式会社　真木自動車　本社　鳥取県東伯郡湯梨浜町長江543-1

☎ 0858-48-6411

　　飲食店（和食）
ぎんりん 本店 鳥取市末広温泉 365（グレースビル 1階）　☎0857-21-4649
 カード利用でお料理代３％off
天然海水いけす 海陽亭 鳥取市賀露町西 3丁目 27-1　☎0857-31-4649

 カード利用でお料理代３％off
里山風 農家レストラン 万葉の館 鳥取市国府町 391－3　☎0857-23-4649

 カード利用でお料理代３％off
ぎんりん亭 鳥取市白兎 613（道の駅 /神話の里白うさぎ内）　☎0857-59-1223

 カード利用でお料理代３％off
じげ料理 海花亭 八頭郡八頭町宮谷 249-3　☎0858-72-1324

 カード利用でお料理代３％off
おふくろの味 いかた郎 鳥取市賀露町字西浜 1757-1283（鳥取賀露港・海鮮市場かろいち内）　☎0857-31-4650
 カード利用でお料理代３％off
しゃぶ鮮・太平楽 鳥取市栄町 752（ホテルレッシュ地下１F）　☎0857-29-4649
 カード利用でお料理代３％off
海陽亭 境港店 鳥取県境港市昭和町 9-5 境港水産物直売センター内　☎0859-42-4649

 カード利用でお料理代３％off

　　ホテル
鳥取シティホテル 鳥取市えびす町 471　☎0857-27-6211

 カード利用で10％off

　　道の駅

地域優良店 特典サービス 地域優良店 特典サービス

-5- -6-

　　飲食店（レストラン）
イタリアン料理ポルコロッソ 京都市北区大将軍川端町85　☎075-465-6699

 食後のコーヒーサービス
とんかつのトンガ 京都市上京区今出川浄福寺上る　☎075-441-4361

 カード提示で粗品進呈
味峰 みほう（焼肉） 京都市北区大将軍東鷹司町1-1　☎075-463-1174

 カード提示で粗品進呈

　　飲食店（和食）
華庄 はなしょう（割烹料理） 京都市上京区今小路通御前通西入紙屋川町 839-6　☎075-467-2230
 カード提示で粗品進呈
山紫 やまむらさき（京菜処） 京都市北区大将軍西鷹司町 2-2　☎075-462-2663

 カード提示で粗品進呈

　　事業所・SHOP
自転車のきゅうべい白梅町店 京都市北区大将軍西町180-1　☎075-467-9598
 カード提示で粗品進呈

デジカメプリント激安王白梅町店 京都市北区下白梅町44－4　☎075-461-4733
 写真 20枚以上で1枚無料
株式会社 山本自動車 京都市北区大北山原谷乾町 24－7　☎075-461-4000
 カード提示で粗品進呈
ゆうめん（木工製品製作） 京都市上京区五辻通千本東入西五辻東町69　☎075-432-1362
 カード提示で粗品進呈

　　ホテル・旅館
ゲストハウス エビス 京都市上京区上立売浄福寺西入蛭子町653　☎075-366-3376
 カード提示で粗品進呈

　　道の駅

河北SS
営業時間／24H
鳥取県倉吉市河北町160

☎ 0858-26-6411

小鴨SS
営業時間／7:00～20:00
鳥取県倉吉市蔵内326

☎ 0858-27-0122

米子東SS
営業時間／24H
鳥取県西伯郡伯耆町大殿543-2

☎ 0859-68-4177

智頭SS
営業時間／7:00～20:00
鳥取県八頭郡智頭町市瀬1542

☎ 0858-75-0500

由良SS
営業時間／6:00～21:00
鳥取県東伯郡北栄町六尾216-4

☎ 0858-37-5777

和田SS
営業時間／7:30～20:00
鳥取県倉吉市和田791-1

☎ 0858-47-0711

ハワイSS
営業時間／7:00～21:00
鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬2001-65

☎ 0858-35-6411

鳥取白兎SS
営業時間／24H
鳥取県鳥取市伏野1163-1

☎ 0857-37-9191

東郷SS
営業時間／7:00～21:00
鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島472-1

☎ 0858-32-0917

総社日羽SS
営業時間／6:00～22:00
岡山県総社市日羽1095-1

☎ 0866-99-1311

卸団地工場
鳥取県倉吉市大原690-1

☎ 0858-22-1354

米子整備工場
鳥取県米子市西福原5-8-15

☎ 0859-21-5225

オートサロン昭和町店
鳥取県倉吉市昭和町270

☎ 0858-23-5311

● 営業時間　8:00-22:00 / 年中無休（12/3～ 2/28　8:30 ～ 22:00）

目の前には神話「因幡の白兎」で有名な白兎海岸が広がる。
２階は地元の特産品を使った料理を提供する海鮮活魚いけす料理レストラン。
白兎にちなんだみやげも豊富。

神話の里　白うさぎ
鳥取県鳥取市白兎 613　☎0857-59-6700

京丹波 味夢の里　京丹波町曽根深シノ 65番地 1　☎0771-89-2310
京都縦貫自動車道・一般道の両方からアクセス可能。京丹波の食を満喫
できる。近隣の観光情報も充実。
● 開設時間　6:00~21:00※トイレ・駐車場は24時間利用可／年中無休

ガレリアかめおか　亀岡市余部町宝久保 1-1　☎0771-29-2700
● 開設時間　9:00~22:00 ※トイレ・駐車場・公衆電話は24時間利用可
● 休館日　12月29日～1月3日、毎月第2・第4木曜日
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営業時間／平日・土　7:00～19:30
　　　　　日・祝　　7:00～19:00
兵庫県丹波市春日町黒井1893

☎ 0795-74-0025

芦田石油

兵庫県

丹波市

ー F1クラブ提携スタンド ー

和光石油

与謝野町

京都府

京丹後市

　　飲食店（和食）
舞しゃぶ 柏原店　☎0795-72-5050

 カード提示で100円引

　　飲食店（ラーメン）
第一旭（総本家広瀬家） 柏原店☎0795-72-1700

 カード提示で対象ラーメン１杯  半額（スペシャルラーメン/みそラーメン/ 鉄人ラーメン/塩ラーメン）

　　喫茶店
いちご畑 丹波市春日町黒井 1573-1　☎0795-74-0887

 カード提示でケーキセット50円引 コーヒー20円引
みんなのいえ 丹波市春日町野村 2456　☎080-8323-1887

 カード提示でケーキセット50円引

　　居酒屋
すってんてん 岩滝店☎0772-46-6288　豊岡店☎0796-23-3998
 柏原店☎0795-72-1238

 カード提示で1ドリンク券を進呈

　　事業所・SHOP
肉の丹波屋 丹波市春日町黒井 1555　☎0795-74-1129

 カード提示で5％引（総菜・特価品を除く）
モリモト（眼鏡・宝石・時計） 丹波市春日町黒井 1028-1　☎0795-74-0016

 眼鏡購入でクリーナープレゼント
タムラ 時計メガネ店 丹波市春日町黒井 2040-1　☎0795-74-0402

 カード提示で粗品プレゼント

♨

地域優良店 特典サービス
ワークショップ オオツキ 春日店☎0795-74-2479　氷上店☎0795-82-4520
 カード提示で３％off（特価品除く）
太田自動車株式会社 丹波市氷上町成松 182-1　☎0795-82-1404
 カード利用で工賃５％off
前田建設株式会社 丹波市山南町池谷 108　☎0795-77-0168
 カード提示でリフォーム３％off
株式会社ジェイエヌ 丹波市柏原町挙田 127　☎0795-72-2005
 カード利用で工賃５％off
株式会社 松井商事 本社　☎0795-72-2103

 篠山駅前店　☎079-594-2103

　　旅館
丹波の宿　恵泉 丹波市春日町平松 400-1　☎0795-74-1873

 宿泊者にソフトドリンク１杯サービス

　　道の駅

　　飲食店（レストラン）
あみけん（焼き鳥、フレンチ） 京丹後市峰山町杉谷 1134-7　☎0772-62-4121

 カード提示で１ドリンクサービス
GOZIAMI ごじあみ（スペイン料理） 京丹後市大宮町周枳 2070-1　☎0772-68-0384

 カード提示で１ドリンクサービス
Un Son Benir アンソンベニール（フレンチ） 宮津市江尻 924　☎0772-27-1225

 カード提示で１ドリンクサービス

　　飲食店（和食）
座しき笑子 ざしきわらし（鉄板焼き・お好み焼き） 京丹後市大宮町河辺 3705-1　☎0772-64-5155
 カード提示で１ドリンクサービス
舞しゃぶ 峰山店　☎0772-62-6616

 カード提示で100円引

　　飲食店（ラーメン）
餃子の王将 峰山店☎0772-62-1119　与謝野店☎0772-42-0180　綾部店☎0773-43-2555
 カード提示で５％off（但し、他の特典との併用は不可）

　　居酒屋
天の酒喰　京丹後市峰山町荒山 1130-1　☎0772-62-8478
 カード提示で１ドリンクサービス
くれ竹 京丹後市 網野町網野 2824-9　☎0772-72-4267
 カード提示で１ドリンクサービス

地域優良店 特典サービス

　　事業所・SHOP
太郎&花子 石川店　☎0772-43-0678　峰山店☎0772-69-5250

 5,000円以上カードご利用で３％off
メガネのアイ 加悦本店☎0772-43-0698　網野店☎0772-72-5100　大宮店　☎0772-68-0511
 岩滝店☎0772-46-5560　出石店☎0796-52-7811

 カード提示でメガネメンテナンス無料（他店購入でも大丈夫）
橋立海産センター瑞松苑 宮津市国文 10番地　☎0772-27-1488
 松井物産本店・橋立海産センター瑞松苑とも、カード提示で、お土産（除外品あり）・お食事５％割引
ワークショップ オオツキ 峰山店☎0772-62-4531

 カード提示で３％off（特価品除く）

　　ホテル・旅館
花笑舞（料理旅館） 宮津市江尻 924　☎0772-27-2478

 カード提示で１ウエルカムドリンクサービス
天橋立 宮津ロイヤルホテル 宮津市字田井小字岩本 58　☎0772-25-1800
 カード提示で入浴料半額　カード利用でルームチャージ10％off
神風楼 宮津市江尻 73-6　☎0772-27-0007

 カード提示で宿泊 or昼食利用の方に、天橋立ワインハーフボトルプレゼント（１グループにつき１本のみ）
天橋立荘 宮津市文珠赤岩 584　☎0772-20-1126

 カード提示で１ソフトドリンクサービス（1,000円以上利用に限る）
佳松苑 京丹後市網野町木津 247　☎0772-74-9009

 チェックイン時にＦ１カード提示でウエルカムドリンク１杯サービス

　　温泉
天の橋立岩滝温泉 クワハウス岩滝 与謝郡与謝野町岩滝 470番地　☎0772-46-3500
 カード提示で入館料100円引き
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橋立インターセルフSS
営業時間／24H
京都府与謝郡与謝野町石川820-1

☎ 0772-44-2121
　　　　　　　　（株式会社 大北）

島津給油所
営業時間／7:00～22:00
京都府京丹後市網野町島津96-3

☎ 0772-72-1803

丹波おばあちゃんの里
丹波市春日町七日市 710
☎0795-70-3001

● 開設時間　8:30～18:30（1/1は10:00～18:00）
　　　　　　（物産館・レストラン）
● 駐車場　普通車89台
　　　　　 身障者専用3台
　　　　　 大型車13台
● 休館日　なし
※トイレ・駐車場・公衆電話は 24時間利用できます。

あおがき
丹波市青垣町西芦田 541番地

☎0795-87-2300

● 開設時間
【売店】8:15~17:30（1,2月は9:00～17:00）
【食堂】10:00～16:00（1,2月は10:00～15:30）
【農産物直売所】8:00～16:00
　　　　　　　　　　　　　　　（1～3月は9:00～16:00）
● 休館日　火曜日（祝日の場合は翌日）、
　　　　　 年末年始
※トイレ・駐車場・公衆電話は 24時間利用できます。



交通事故治療・鍼灸治療

プロスポーツ選手も来院

●　各種健康保険　●　労災　●　自賠責適応
首・肩・腰 等 体の痛みでお困りの方

お気軽にご相談ください。

☎ 0773-24-5150 （予約優先制）

新規会員

ー 会員紹介 ー

広瀬産業株式会社

宮津物産株式会社　代表取締役　星野  和彦

京都府宮津市松原546　☎0772-22-4620

京都府福知山市字堀（福知山警察署前、福知山サンホテル敷地内） ☎ 06-6241-7210

近畿支社
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-3-11大阪豊田ビル3階

第一旭福知山　営業時間11:00～翌0:30

【本社】 〒620-0804 京都府福知山市石原二丁目38
TEL：0773-27-3858　FAX：0773-27-1745

福知山店　東舞鶴店　三田店　和田山店　関大前店福知山店　綾部店　西舞鶴店　柏原店

格別ヤ福知山　営業時間 11:00～翌3:00

トヨタから生まれた先進の金融ビジネス。
～ファイナンスの新しいカタチを世の中に～

株式会社ホリグチ 〒625-0132 京都府舞鶴市中田450
TEL：0773-68-0106　FAX：0773-68-0666

http://maizuru.mypl.net
地元情報がギュギュッとつまった!　舞鶴のあらゆる情報をお届けします。

まいぷれ舞鶴

ー F1クラブ提携スタンド ー

玉木石油

営業時間／7:00～19:30
定 休 日／火曜日
京丹後市大宮町字善王寺973

☎ 0772-68-0550

村の給油所

営業時間／8:00～18:30
定 休 日／水曜日
京丹後市網野町浜詰46-42

☎ 0772-74-9850
カード利用で店頭価格より６円/ℓOFF

京都府

京丹後市
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　　道の駅

グラフィックデザイン制作
■ポスター・カタログ・チラシ等の企画・制作
■観光地への誘致パンフレット作成

株式会社ファイル２１　代表取締役社長　大江  哲
〒620-0055  福知山市篠尾新町2-29-2  KIKUYAビル301

☎0773-23-5603

丹後王国「食のみやこ」
京都府京丹後市弥栄町鳥取 123

☎0772-65-4193
https://tango-kingdom.com

● 開設時間　9:00~17:00
● 休館日　火曜日
　　　　　 12/31,1/1
※トイレ・駐車場・公衆電話は
24時間利用できます。

古くから天然の良港として知
られる伊根湾を一望できる丘
陵地、国道 178号に接続する
府道伊根港線沿い。
駅からは若狭湾を望み、全国
でもめずらしい舟屋・約
230 軒の街並みを見ること
ができます。

● 開園時間　9:00~22:00
（営業時間・定休日は、店舗
により異なります。）

新鮮な野菜や海産物が揃うマ
ルシェスペース、海鮮・野菜・
お肉・乳製品など、丹後食材
をふんだんに使ったレストラ
ンなど、丹後本物の食材が楽
しめる道の駅。
１日ではまわりきれないほど
広大な敷地内では、季節ごと
に様々なイベントが行われま
す。

● 開設時間　9:00~18:00
● レストラン11:00 ～

18:00（定休日：火曜日）
● 休館日　第2・4火曜日、

12/31 
※トイレ・駐車場・公衆電話は
24時間利用できます。

「てんきてんき村」一帯は、日
本海側最大級の古墳や遺跡・
古社が集中する「丹後王国の
海の玄関」。丹後半島の旅の思
い出と古代丹後王国へのロマ
ンをかきたててくれます。

● 開設時間　9:00~15:00
● 休館日　毎週水曜日 
※トイレ・駐車場・公衆電話は
24時間利用できます。

与謝野町は、「丹後ちりめん」
の発祥の地のひとつで、古来
より織物の町として栄えてお
り、丹後地域の中でも高級品
産地としてよく知られていま
す。また蛭子山古墳、作山古墳
など国指定の史跡も多く発掘
されています。シルクと歴史
ロマンに彩られた町です。

舟屋の里　伊根
与謝郡伊根町字亀島 459
☎0772-32-0680

シルクのまち　かや
与謝郡与謝野町字滝 98
☎0772-43-9016

てんきてんき丹後
京丹後市丹後町竹野 313番地の 1

☎0772-75-2525


