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POLA THE BEAUTY城陽店 パスポートご提示で
無料ハンドマッサージ及びスキンチェック（サンプル付）

0774-56-0822

城陽市長池北清水３３－１４グ
リーンビル２階

ＪＲ長池駅より徒歩3分　ア
ルプラザ城陽店向かい

眼鏡市場　城陽店 メガネ一式御購入で5％割引
（ただし、クリーナーなどの販売備品・補聴器は除く）

0774-57-1518

城陽市寺田高田39

学研教室　久津川 教室無料体験参加者に「教育情報誌」を進呈します。

090-9616-5142

城陽市平川古宮３６－２５

吉野家　城陽久津川店 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄご提示で、店内の飲食に限り、お子様セット30円引き、又は
お子様1名に付き会計額より30円引き
※他のサービス券、キャンペーンとの併用は不可0774-58-2885

城陽市久世北垣内３１－１

ペットショップ　モリ ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄご提示で、全商品5%off（他券併用不可）

0774-55-3130

城陽市富野南清水58-2(R24富野交
差点）

ＪＲ長池駅から徒歩10分

ふたば書房　大久保店 パスポートご提示で、Honyaclubメンバーズカードポイント2倍進呈

0774-52-6829

城陽市平川室ノ木８５ イズミヤ大
久保店３Ｆ

近鉄「大久保」徒歩10分

紳士服 はるやま 城陽店 シンボルマークの提示で、販売価格より5％割引させていただきま
す。
※他の割引券（チラシ・DM等）はいずれか一枚をご併用頂けます。0774-52-0329

城陽市平川西六反47-1 大久保バイパス沿い、京都き
づ川病院北隣。

エコライフ　フジワラ 粉ミルク用のお湯の提供、購入時にお菓子のサービス

0774-56-3422

城陽市寺田樋尻10-5

お米（精米販売）お酒専門
店　きむら酒・米穀店

粉ミルク用のお湯の提供

0120-234150

城陽市寺田樋尻12-74

てくのハウス　MAKINO　城陽店 パスポートご提示で、電球購入時の出張費（但し、城陽市に限る）球
交換手数料を無償で行います。

0774-52-5882

城陽市寺田高田56-31

ヘアースタジオ　ピーチ パスポートご提示で、第三木曜日に子供さんが半額になるチケット
お渡しします。

0774-52-8258

城陽市寺田樋尻48-3 近鉄「寺田」徒歩2分

COLORS　Hair パスポートご提示で、CUT￥500、カラー・パーマ￥1000off、ポイン
ト2倍進呈。

0774-55-1771

城陽市枇杷庄鹿背田21-45 近鉄「富野荘」から徒歩1分

マダム・ドレッセ パスポート提示して頂いたお客様日にちにかかわらずバースデーケー
キ10％割引きfさせて頂きます。他のカードとの併用はできません。
（18歳未満のお子様がおられる方に限ります）0774-57-2255

城陽市富野北垣内63-15 近鉄「富野荘」から徒歩10分

個別指導キャンパス 城陽校 パスポートご提示の方、入塾金（18,000円）無料

075-582-4883

城陽市寺田林ノ口7番33-2 城陽駅
前第2ビル2階

JR奈良線　城陽駅　徒歩３分
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スワン美容室 パスポート提示で、お子様の前髪カット無料
お湯の提供、おむつ替え場所の提供

0774-53-0061

城陽市寺田樋尻48-18 近鉄寺田駅から徒歩2分

勉楽個別 パスポートご提示で　１、入会金（15,750円）免除　２、入会初
月、設備費（3,675円）免除

0774-52-3775

城陽市寺田樋尻12－62　朝日ビ
ル２F

近鉄寺田駅　徒歩1分

喫茶アルシャーノン お湯の提供、オムツの替場所

0774-55-7839

城陽市寺田西ノ口17-1 近鉄寺田駅西側

美紀手芸店 トイレ（店の裏にあるので、自由に使って下さい）

0774-52-3001

城陽市寺田中大小96 近鉄寺田駅3分

リラクゼーションShinNa パスポート提示で、施術時間＋10分、粉ミルク用お湯・お水の提
供、トイレの提供

0774-46-8928

城陽市寺田樋尻48の55 近鉄京都線寺田駅徒歩2分

アル・プラザ　城陽 毎月第４土曜日・日曜日に「きょうと子育て応援パスポート」提
示で、子ども服（男児・女児）、ベビー用品、子ども肌着、子どもパ
ジャマ、子ども靴下をレジにて５％割引※他の割引と併用不可※一部0775-56-2600

城陽市富野荒見田112番地

京都やましろ農業協同組合　城
陽南支店

入学金や授業料等お子様の教育に関する資金にご利用いただける“Ｊ
Ａ教育ローン”の金利を軽減いたします。（その他軽減項目と合わせ
ると、適用金利は年1.675％（変動金利型・保証料別途）となりま0774-53-0070

城陽市富野北垣内56.59-1合地

京都やましろ農業協同組合　城
陽支店

入学金や授業料等お子様の教育に関する資金にご利用いただける“Ｊ
Ａ教育ローン”の金利を軽減いたします。（その他軽減項目と合わせ
ると、適用金利は年1.675％（変動金利型・保証料別途）となりま0774-53-0050

城陽市寺田中大小137

Style　House株式会社 契約成立で、図書券5,000円分進呈

0774-55-5632

京都府城陽市寺田深谷64ー75 京阪宇治バス｢深谷」徒歩2分

こども英会話のミネルヴァ城陽
教室

ご入会いただいたお客さまにレッスンバッグをプレゼントします

0120-415497

城陽市寺田垣内後82-2前川冷菓2階

ローソン　城陽寺田店 ミルクのお湯の提供

0774-57-1710

城陽市寺田大畔４９－９

セブン-イレブン　城陽長池店 店頭でのミルク用のお湯の提供サービスの実施。店舗トイレの使用

0774-56-0706

城陽市長池里開32番地

セブン-イレブン　城陽イン
タ－店

店頭でのミルク用のお湯の提供サービスの実施。店舗トイレの使用

0774-53-7230

城陽市寺田南川顔36番地1

セブン-イレブン　城陽平川店 店頭でのミルク用のお湯の提供サービスの実施。店舗トイレの使用

0774-55-0025

城陽市平川横道86
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セブン-イレブン　山城大橋東
店

店頭でのミルク用のお湯の提供サービスの実施。店舗トイレの使用

0774-56-1516

城陽市奈島芝新田16番1

西野鈑金塗装 鈑金塗装全てにおいて、いつでも50％引き

090-3999-8008

城陽市寺田島垣内102-10 今池小学校の前

洋服の青山　城陽大久保バイバ
ス店

①お買上商品の精算時にご提示にて全品５％割引
②AOYAMAカード又はPapasカード＆Mamasカード入会又は提示と｢パス
ポート｣との併用で１０％割引。AOYAMAカード又はPapasカー0774-56-2701

城陽市平川西六反45番地1 大久保バイパス沿い、城陽平
川交差点かど。

学研教室　イーストヒルズ 教室無料体験参加者に「教育情報誌」を進呈します。

0774-55-0619

城陽市寺田大川原20-15

学研教室　青谷 教室無料体験参加者に「教育情報誌」を進呈します。

0774-52-5206

城陽市市辺五島100-3　松岡ビ
ル２Ｆ

学研教室　西富野 教室無料体験参加者に「教育情報誌」を進呈します。

0774-52-5206

城陽市富野南垣内13

学研教室　東富野 教室無料体験参加者に「教育情報誌」を進呈します。

0774-53-1486

城陽市富野掘口78-4

ローソン　木津川病院前店 ミルクのお湯の提供

0774-54-2932

城陽市平川浜道裏41-1

ガスト　城陽店 お食事注文のお客様に限り、ドリンクバーの無料提供（ご家族5名
様まで）
全店舗第3日曜日のみ実施しています。0774-58-2012

城陽市平川横道３２－１

ファミリーマート　城陽枇杷庄
店

・トイレの提供・ポットのお湯提供

0774-57-0211

城陽市枇杷庄大三戸19-1

ファミリーマート　富野荘駅前
店

・トイレの提供・ポットのお湯提供

0774-58-3120

城陽市枇杷庄鹿背田63-3

ファミリーマート　大久保バイ
パス店

・トイレの提供・ポットのお湯提供

0774-54-4556

城陽市平川広田78-1

ファミリーマート　城陽寺田店 ・トイレの提供・ポットのお湯提供

0774-54-7688

城陽市寺田垣内後21-2

ファミリーマート　城陽奈島店 ・トイレの提供・ポットのお湯提供

0774-54-7231

城陽市奈島川田13-1

【検索条件】 市区町村：{城陽市}
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竹内整体療術院 ・３才までの子供さんがおられる方は骨盤調整3,000円
・産後の骨盤調整3,000円
・初回初診料500円引き0774-53-1552

城陽市寺田今堀12-18 近鉄「寺田」下車、東改札か
ら南へ徒歩5分

京都中央信用金庫　富野荘支店 パスポートのご提示で、出産、子育てに必要な資金や満18才未満の
お子様に必要な教育資金などにご活用いただける「子育て世帯応
援ローン」をご利用いただけます。なお、審査結果によっては、御希0774-55-6711

城陽市枇杷庄鹿背田84番11 城陽市近鉄富野荘駅東南50m

京都中央信用金庫　城陽支店 パスポートのご提示で、出産、子育てに必要な資金や満18才未満の
お子様に必要な教育資金などにご活用いただける「子育て世帯応
援ローン」をご利用いただけます。なお、審査結果によっては、御希0774-55-3511

城陽市寺田高田5番地の7 城陽市旧国道24号線城陽市役
所北200m東側

京都中央信用金庫　寺田支店 パスポートのご提示で、出産、子育てに必要な資金や満18才未満の
お子様に必要な教育資金などにご活用いただける「子育て世帯応
援ローン」をご利用いただけます。なお、審査結果によっては、御希0774-52-3490

城陽市寺田樋尻54番地の2 城陽市近鉄寺田駅西100m

京都中央信用金庫　久津川支店 パスポートのご提示で、出産、子育てに必要な資金や満18才未満の
お子様に必要な教育資金などにご活用いただける「子育て世帯応
援ローン」をご利用いただけます。なお、審査結果によっては、御希0774-53-2111

城陽市平川横道13番地の1 城陽市近鉄久津川駅東100m

京都信用金庫　城陽支店 お子様が3人以上おられる方を応援する住宅ローン
詳しくは、窓口までお問い合わせ下さい。

0774-52-6611

城陽市平川室木91-4

京都信用金庫　城陽駅前支店 お子様が3人以上おられる方を応援する住宅ローン
詳しくは、窓口までお問い合わせ下さい。

0774-55-6030

城陽市寺田水度坂15番49

京都銀行　富野荘支店 教育ローンを新規利用される場合に、通常金利より－1.0％差し引か
せていただきます。
※ローンの審査結果によっては、ご希望に添えない場合がありま0774-54-2211

城陽市枇杷庄鹿背田68

京都銀行　久津川支店 教育ローンを新規利用される場合に、通常金利より－1.0％差し引か
せていただきます。
※ローンの審査結果によっては、ご希望に添えない場合がありま0774-55-3711

城陽市平川横道41-1

京都銀行　寺田駅前出張所 教育ローンを新規利用される場合に、通常金利より－1.0％差し引か
せていただきます。
※ローンの審査結果によっては、ご希望に添えない場合がありま0774-55-4111

城陽市寺田西ﾉ口7-4

京都銀行　城陽支店 教育ローンを新規利用される場合に、通常金利より－1.0％差し引か
せていただきます。
※ローンの審査結果によっては、ご希望に添えない場合がありま0774-52-6621

城陽市寺田袋尻21-2

和食さと　城陽店 小学生以下のお子様に「キッズドリンク」1杯（税込105円・オレンジ
ジュース、りんごジュース、メロンジュース）を無料

0774-54-3043

城陽市久世北垣内15

ヤマダサイクル H.20 3月～5月末日迄　チャイルドシートお買上げの方には幼児用ヘ
ルメット10％割引
2万円以上の通学車お買上げの方、ＴＳ保険サービス0774-53-6591

城陽市富野西垣内1-19 近鉄「富野荘」下車、東へ徒
歩3分

マクドナルド　城陽アルプラ
ザ店

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバーガーとポテ
トSとドリンクS)特別価格350円

0774-56-2601

城陽市富野荒見田112

【検索条件】 市区町村：{城陽市}
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マクドナルド　大久保イズミ
ヤ店

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバーガーとポテ
トSとドリンクS)特別価格350円

0774-57-1571

城陽市平川室木85

梅匠庵　若松 全商品5％引き

0774-52-7740

城陽市市辺五島7-4 JR「山城青谷」下車すぐ

時計・貴金属のイズミ HOPカードのポイント3倍進呈（特招会、セール期間中は除きます。）

0774-55-8682

城陽市富野荒見田112　　アルプラ
ザ城陽3Ｆ

JR「長池」下車、徒
歩5分、長池交差点角

治興 見積依頼の方に真心と粗品を進呈

0774-55-1244

城陽市枇杷庄鹿背田103-16 近鉄「富野荘」下車、東へ徒
歩2分

城陽市サイクリングターミナ
ル　アイリスイン城陽

併設レストランでの食後のコーヒーサービス

0774-55-7811

城陽市寺田大川原26-8 JR「城陽」、近鉄「寺田
前」から路線バス

ジュエリー・イケダ パスポート提示の方、ピアス・イヤリング10％引き

0774-56-0757

城陽市富野荒見田112　アルプラ
ザ城陽2Ｆ

ＪＲ「長池」下車、徒歩5分

ケーキ工房　Nagasawa パスポート提示でミニクッキープレゼント

0774-53-5134

城陽市富野西垣内97-7 近鉄「富野荘」下車、徒
歩10分

クリーニング　ポコ・ナカムラ 学生服（幼稚園・中学・高校）など制服10％引き

0774-55-5094

城陽市平川野原31-3 近鉄「久津川」下車、徒
歩8分

京料理　水度宗 ご家族（3名以上）で利用の場合、お食事料金5%引き。　10名以
上の予約はさらに1人につきソフトドリンク1杯サービス。

0774-53-9672

城陽市寺田市ノ久保80 JR「城陽」下車、徒
歩10分（送迎あり）

京菓子司　三隆屋 代金5％引き

0774-52-0955

城陽市枇杷庄島の宮34-87 近鉄「富野荘」下車、徒
歩5分

きね箭 全商品5％引き

0774-53-6611

城陽市寺田水度坂15-9 ＪＲ「城陽」下車、徒歩7分

（株）ビジョンメガネ　城陽店 メガネ・補聴器・コンタクトが、セール価格から、さらに各5％引

0774-55-6899

城陽市久世北垣内31-1

御生菓子司　ふたば 全商品5％引き（ただし毎月28日「ふたばの日」は除く）

0774-52-5248

城陽市寺田樋尻69-72

御菓子司　松屋 パスポート提示の方、全商品5％引き

0774-52-0031

城陽市長池北清水27 ＪＲ「長池前」下車

【検索条件】 市区町村：{城陽市}
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梅湯 26日は大人1名につき小学生以下3名まで無料

0774-52-2650

城陽市寺田垣内後48-1

（株）十川商店 全商品5％引き。（商品券等除く）

0774-52-0024

城陽市奈島十六29 JR「山城青谷」下車、徒
歩10分

【検索条件】 市区町村：{城陽市}

【ご利用上の注意】
● 協賛店でサービスを受ける場合は、あらかじめ買い物や飲食などの前にパスポートを提示し、サービス内容を確認してください。
● 予約が必要な協賛店は、予約の際にパスポート使用の旨をお伝えください。
● 協賛店によっては、お子さんの同伴が必要な場合や、利用日の限定、本人であることを確認できる書類の提出など、利用条件を付されている場合がありますので、ご了承ください。
● サービスの内容は、協賛店の都合により、変更される場合がありますので、ご了承ください。

滋賀、大阪、兵庫、奈良、三重、和歌山、鳥取、徳島の2府7県にお住まいの子育て家庭の方が、「関西共通シンボルマーク」の入った携帯電話画面
及びパスポートを提示すれば、 京都府内の協賛店でもサービスを受けることができます。

【他府県利用】


