【千里あさひくらぶ提携店一覧】※ご利用は千里あさひくらぶ会員証が必要。※サービス内容は各お店にお問い合わせを。

グルメ・喫 茶
●注文、代金支払い時に会員証を提示して下さ
い。●要予約の施設は会員であることを告げて予
約して下さい。

OSAKA ENGLISH VILLAGE
オオサカ イングリッシュ ビレッジ
2017/2/26 新提携
●入場料 200 円ＯＦＦ ●CNN Cafe の
ドリンク全品 100 円 OFF（カフェだけの
利用も可）
ご来場の際は、予約状況をご確認ください。いず
れもご本人含む 5 名様まで。他のサービスとの併
用不可。
☎06-6170-7080
吹田市千里万博公園 2-1 エキスポシティ空の広
場前

磯のがってん寿司 豊中上新田店
2016/12/25 新提携
飲食代金の 10％OFF
他のサービスとの併用不可
☎06-6155-8103 豊中市上新田 4-29-3

磯のがってん寿司 箕面小野原店
2016/12/25 新提携
飲食代金の 10％OFF
他のサービスとの併用不可
☎072-730-0560 箕面市小野原西 6-12-5

らーめん専門店 ＤｒａｇｏｎＭＡＮ
2016/11/27 新提携
ラーメン一杯につきグループ全員替え
玉１回無料
他の割引との併用不可
☎06-6155-7767 吹田市昭和町 10-21

自家焙煎 珈琲工房 ニシオカ
ドリンク類全品 10%OFF
会員証お持ちの方本人お一人様に限る。他の割

引と併用不可。
☎06-6878-8415 吹田市山田東 2-25-51

イタリア料理 ロベルトカレラ
平日の月～木曜日のディナー又はお
子様の春・夏・冬休みの平日ランチで
5%OFF
お連れ様も同様。他割引と併用不可。
☎06-6836-5633 豊中市上新田 2-24-51

ブーランジェリーミニョン
お買い上げ金額が 500 円（税込）以上
で 5％OFF
除外品あり。他の割引サービスとの併用不可。
☎06-4864-2960 吹田市五月が丘北 14-63

チャイナテーブル千里中央
ディナータイムご飲食代 5%ＯＦＦ
17 時以降の入店に限る。割引限度額 5,000 円。他
サービスとの併用不可
☎06-6873-2555 千里朝日阪急ビル 22F

炭火焼肉 但馬屋 千里
月～金曜５%OFF
来店当日に誕生日の方が千里あさひ
くらぶ会員様であれば、曜日に限らず
グループ全員に５%OFF（要証明書）

お連れ様も同様。他割引と併用不可
☎06-6831-6111 千里朝日阪急ビル 2F

お連れ様も同様。重複割引不可
☎06-6832-6556 豊中市上新田 2-14-8

博多ラーメン 開運丸
ラーメン 1 杯につき 50 円 OFF

SOSH SQUARE（ソッシュスクエア）
飲食代 5%OFF

お連れ様も同様。他割引と併用不可。
☎050-3661-0292 吹田市竹見台 3-6-1

お連れ様も同様。現金支払いのみ。割引限度額
5,000 円 。 重 複 割 引 不 可 。 駐 車 場 有 り
☎06-6840-6577 豊中市少路 2-7-5 ワイン&ダイ
ニング 2F・バー3F

家族亭 千里中央店
飲食代５%OFF
お連れ様も同様。重複割引不可。
☎06-6873-2577 千里朝日阪急ビル 2F

KI・CHI・RI
好きなデザート 1 品サービス
お連れ様も同様
●千里中央店
☎06-6834-0111 せんちゅうパル 3F
●豊中駅前店
☎06-6852-1899 豊中市玉井町 1-2-3-5F

宅配寿司 銀のさら
全商品 5%OFF
前日予約 5%OFF、6 時間前予約 3%OFF と併用可。
宅配は 1,500 円以上、桃山台店エリアに限る
☎0570-096-159 豊中市上新田 3-10-10

☎06-6833-1129 豊中市上新田 3-10-17

本家かまどや 千里中央大通り店
●500 円につき 20 円引き●1,000 円で
50 円引き
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麺家 五大力
トッピングメニュー1 品（各 100 円）をサ
ービス

ご来店時のみ適用。
☎06-6835-3759 豊中市上新田 4-16-7

お連れ様も同様。ランチタイムサービス等と重複
割 引 不 可 ☎06-6857-5559 豊 中 市 東 豊 中 町
5-30-25

らーめん風土記
100 円 OFF

せき家 中華そば・ねぎそば
ラーメン一杯 100 円 OFF

SOLVIVA & TAJIMAYA （ソルビバ&
但馬屋）
お食事ご注文のお客様に 1 ドリンク
or1 デザートサービス
特典の適用は、会員証お持ちの方本人に限る。
土日祝除く。他の割引と併用不可。
☎06-6831-1028 せんちゅうパル 4F

中華料理 哲ちゃん
汁、麺類メニューのみ 50 円 OFF
お連れ様も同様。ただし定食は除く
☎06-6871-7411 吹田市竹見台 3-6-9

焼肉 でん 千里店
2017/5/25 提携終了
飲食代 5%OFF
お連れ様も同様。ランチサービス除く。予約時会
員である旨お伝え下さい
☎06-6833-4529 古江台・ディオス北千里 8 番館
2F

麺屋 柊助
ラーメン大盛り 100 円を無料
グループ利用可。重複割引不可
☎06-6380-3711 吹田市片山町 1-3-5-1F

とんかつ

梅八

朝日新聞千里販売株式会社

TEL: 06-6872-0031

【千里あさひくらぶ提携店一覧】※ご利用は千里あさひくらぶ会員証が必要。※サービス内容は各お店にお問い合わせを。

お食事代 5%OFF
ランチメニュー除く☎06-6831-5071 せんちゅうパ
ル B1

串かつ 花むら 千里中央店
17:00 以降、食事代 10%OFF。宅配ご
注文時のお申し添えと会員証提示で
10%OFF
お連れ様も同様。重複割引不可
☎0120-671-601 千里朝日阪急ビル 2F

てんぷら 瓢天
お食事代 5%OFF
天丼・定食除く ☎06-6832-7504 千里中央・セル
シーB1

北海道 千里中央店
2017/5/25 提携終了
飲食代 5%OFF
お連れ様も同様。食べ・飲み放題、コース料理除
く ☎06-6155-0320 千里中央・セルシー6F

茶房 あんみつ姫
5%OFF
AM11:00 以降のご注文に限る。お連れ様も同様。
サービス品除く
☎06-6832-0005 古江
台・ディオス北千里 2 番館

蕎麦 一柳斎 玄庵
お食事代 5%OFF
お連れ様も同様。お昼のランチと昼膳除く
☎06-6834-0188 豊中市上新田 3-3-38

和食のお店 うの花
一品サービス
お連れ様も同様。来店時、会員証要提示
☎072-726-5433 箕面市今宮 4-9-21

うまいもん酒場 えこひいき
2017/5/25 提携終了
5%OFF

ご注文の 15%OFF
宅配のみ適用。サイドメニュー、ランチセット除く。
重複割引不可。 ☎06-6873-4077 豊中市上新
田 1-28-12

お連れ様も同様 ☎06-4863-6111 千里中央・セ
ルシーB1

かつアンドかつ 二ノ切公園店
食事代より 10%OFF
お連れ様も同様。重複割引不可
☎06-6840-7720 豊中市東豊中町 5-36-20

鮨 淡路
飲食代 5%OFF
お連れ様も同様。さらに、鮨コースご予約の方、
飲み物を 1 名様につき 1 杯サービス。ランチメニュ
ー は 除 く ☎06-6854-0339 豊 中 市 柴 原 町
3-6-45

百番 せんりの台所
飲食代 10%OFF
お連れ様同様。割引限度額 5,000 円。現金払いに
限る。重複割引不可。ランチタイム除く
☎06-6835-0100 せんちゅうパル 2F

浪花屋 鳥造
10%OFF
お連れ様も同様。ランチ、コースメニュー除く。重
複割引不可 ☎06-6873-3400 千里中央・セルシ
ーB1

天ぷら専門店 深川
夜の献立「おまかせコース」5,000 円
（税別）を 5%OFF
お連れ様も同様 ☎06-6858-3174 豊中市桜の
町 7-10-7

カフェ&ダイニングバー プロント
コースメニューより 10%OFF
要予約。重複割引不可 ☎06-6155-1001 千里
大丸プラザ B1

プロスパー22
8%OFF

創味酒家 鷹ヶ巣
2017/3/31 提携終了
10%OFF

他サービスとの併用不可
☎06-6832-8977 豊中市上新田 3-3-16

お連れ様も同様。ランチ、コースメニュー除く。重
複割引不可 ☎06-6832-7521 千里中央・セルシ
ーB1

明月記 宝塚本店
全品 10%OFF

ワイン亭 鷹ヶ巣
5%OFF
☎06-6873-3900 豊中市上新田 4-7-10

ドミノ・ピザ 千里桃山台店

お連れ様も同様。要予約。予約時、会員である旨
お伝え下さい。他の割引と併用不可
☎072-757-3411 宝塚市・雲雀丘ゴルフ倶楽部内

お好み焼き・鉄板焼き 楽楽 樫切山
店
お食事代 10%OFF
お連れ様も同様 ☎06-6876-4449 吹田市樫切

2017 年 3 月 26 日現在

山 2-16

レストラン ラ・シェーナ
ディナー代金 10%OFF
千里阪急ホテル直営店 お連れ様も同様（4 名様
まで） ☎06-6816-8411 吹田市山田丘 2-1 大阪
大学工学部内

アジアン ダイニング Lei can ting（リ
ー・ツァン・ティン）
飲食代 5%OFF
お連れ様も同様。現金支払いのみ。割引限度額
5,000 円。駐車場有り
☎072-749-0037 箕面市船場東 3-3-11-1F

アジアン ダイニング Lei Bar（リー・バ
ー）
飲食代 5%OFF
お連れ様も同様。現金支払いのみ。割引限度額
5,000 円。駐車場有り
☎072-749-0038 箕面市船場東 3-3-11-2F

チャイナダイニン 浪曼路（ローマンル
ゥ）
飲食代 5%OFF
お連れ様も同様。割引上限 5,000 円。現金支払い
のみ ☎06-6858-6223 豊中市桜の町 7-10

太閤園 鉄板焼 あみじま レストラン
リュクセレ
料理・飲物 10％割引
要予約（10 人）一部除外品あり
☎06-6356-1110 大阪城北詰

おとうふ料理 八かく庵
10％割引
（10 人）一部除外品あり
朝日新聞千里販売株式会社

TEL: 06-6872-0031
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●大阪ステーションシティサウスゲートビルディン
グ店 ☎06-6347-1020

●近鉄上本町店 ☎06-6771-4185

●大阪マルビル店 ☎06-6343-6608

六甲ビューパレス 六甲山ジンギスカ
ンパレス
飲食代 10％割引

中国料理 燦宮
ワンドリンクサービス
要予約（全員）コース料理を注文時のみ
☎06-6440-3889 梅田スカイビル 39F

ホテル阪神レストラン
10％割引

（4 人）ドリンクのみは不可
☎078-894-2281 六甲山（六甲ガーデンテラス内）

ショッピング

●2F 日本料理 花座
●3F 中国料理 香虎（シャンフウ）
●7F バーカバレロ
☎06-6344-1661 大阪市福島区

船場無門
平日飲食代 10％割引
要予約（全員）☎06-6266-3304 大阪市中央区

月亭
平日飲食代 10％割引 土曜日の料理
代 50％割引
要予約（全員）一部除外品あり
☎06-4964-2255 本町店（大阪国際ビルディング
31F）

京懐石 美濃吉
ワンドリンクサービス

●天満橋店 ☎06-6910-8760

手芸ギャラリー はる
1000 円以上（税込）のお買い上げで
10%OFF

青山台米穀店
店頭精米ご注文で 5%OFF

NTT docomo ドコモショップ 千里中央
店
携帯電話・スマホの新規購入・機種変
更の方、頭金より 1,080 円引き
オプション品・電話料金での利用不可、他の施策
と併用不可 ☎0120-184-088 せんちゅうパル 2F

☎0120-848-140 青山台近隣センター内

ドコモショップららぽーと EXPOCITY 店

メガネは長江 認定眼鏡士のお店
2017/5/28 新提携
お会計から 10%OFF

AOKI 大阪千里総本店
商品総額から 10%OFF

他サービスと併用不可
☎0120-4122-42
吹田市五月が丘北 25-40 ユタカビル 1Ｆ

他の総額割引きとの併用不可。補正代、宅配代
は除く。HP 割引券やセットセールとの併用可。
☎06-6387-8988 吹田市千里山竹園 1-5-1

オプション品・電話料金での利用不可、他の施策
と併用不可。
☎0120-274-188 又は☎06-6878-3180 吹田市千
里万博公園 2-1 ららぽーと EXPOCITY1 階 10041

吹田補聴器センター
2017/5/28 新提携
お会計から 10%OFF

ABC マート 千里セルシー店
毎月 1～10 日に、お買上げ 5,000 円以
上で 500 円 OFF、10,000 円以上で
1,000 円 OFF

桃山台米穀店
配達で 5%OFF。店頭お持ち帰り（5kg
以上）で 10%OFF。

他サービスと併用不可
☎0120-4122-42
吹田市五月が丘北 25-40 ユタカビル 1Ｆ

au ショップららぽーと EXPOCITY 店
2017/1/27 新提携
携帯電話購入時に最大 5,000 円の特
典（端末値引きやアクセサリーなど）
対象外プラン・機種あり
☎0800-700-1476（無料）/06-6876-1231
吹田市千里万博公園 2-11 階 10050

要予約（全員）他優待など併用不可
●心斎橋御堂筋店 ☎06-6245-6789

ガス器具（給湯器、コンロ、ファンヒー
ター等）お買上げで 5%OFF●ガス器具
高額修理費に限り 2,000 円迄の割引
☎0120-395-135 阪急北千里駅センタービル 1F

重複割引不可。
☎06-6832-2668 せんちゅうパル 2F

（全員） 一部除外品あり
●2F マルシェダイニング ネン

クレジットカードでのお支払い時は 3%OFF となりま
す。各種会員割引との併用不可。全国の店舗で
利用可能
☎06-6836-6277 デュー阪急山田 3 階
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スポーツオーソリティ デュー阪急山
田店
お会計から 5%OFF

※割引限度額 1,000 円 ☎06-6871-8041 千里中
央・セルシー1F

au ショップ ガーデンモール南千里
携帯電話ご購入時、充電器・卓上ホ
ルダー・SD カードのいずれか。スマー
トフォン購入時、ケース・フィルムを進
呈
※ケース・フィルムは一部対象外の商品あり
☎06-6836-3333 ガーデンモール南千里 1F

携帯電話・スマホの新規購入・機種変
更の方、頭金より 1,080 円引き。

※特売日除く ☎06-6871-3381 桃山台ショッピン
グセンター内

ギャラリー 三英美術
10%OFF
一部除外品有り ☎06-6833-1266 せんちゅうパ
ル 1F

スタジアムモリスポ 吹田店
5%OFF
土日祝除く ☎06-6193-3333 吹田市上山手町
22-12

大阪ガスサービスショップ（株）北千里
ガスセンター
朝日新聞千里販売株式会社

TEL: 06-6872-0031

【千里あさひくらぶ提携店一覧】※ご利用は千里あさひくらぶ会員証が必要。※サービス内容は各お店にお問い合わせを。

田辺屋米穀店
お買上げ金額より 5%OFF 及び粗品進
呈

☎075-211-8111（代）

☎06-6872-2529 新千里西町近隣センター内

東京（11 階ギフト商品券サロン）
☎03-3212-8011（代）
※引き換えは上記 5 店のみ ※優待券は山科・須
磨・芦屋店でも使用可

眼鏡士の店 富田眼鏡店
30%OFF
お連れ様同様。セール期間除く
☎06-6832-1113 千里桃山台駅前専門店街 1F

インテリアショップ MILES
2017/3/26 提携終了…2017 年 3 月
31 日をもって提携解消となります。
3%OFF
現金購入の方に限る。重複割引不可。除外品有
り ☎06-6872-8877 千里中央・セルシー5F

百 貨 店 ・デパート
各百貨店の引き換え指定コーナーで
あさひくらぶ会員証を提示し、お買物
優待券（5％割引券）をお受け取り下さ
い。
●割引対象除外品あり。詳しくは各百貨店の引き
換え指定コーナーへお問い合わせを。●お買物 1
口または 1 品での最低利用金額あり。また、割引
に際し端数計算をする場合あり。●お買物優待券
利用は現金払いに限る。

▼大丸
（）内は引き換え指定コーナー
梅田（地下 2 階サービスセンター）
☎06-6343-1231（代）
心斎橋（北館 12 階・クレジットサービスセンター）
☎06-6271-1231（代）
京都（8 階・クレジットサービスセンター）

神戸（8 階・クレジットサービスセンター）
☎078-331-8121（代）

▼髙島屋
（）内は引き換え指定コーナー
大阪（7 階特約購買券お渡しコーナー）
☎06-6631-1101（代）
京都（7 階チケットカウンター）
☎075-221-8811（代）
堺（8 階タカシマヤ友の会窓口）
☎072-238-1101（代）
泉北（5 階タカシマヤ友の会窓口）
☎072-293-1101（代）
洛西（2 階タカシマヤ友の会窓口）
☎075-332-1111（代）

常設展のみ（5 人）☎06-6242-1170 大阪市北区

KOBE とんぼ玉ミュージアム
25％割引

藤田美術館
50 円引き

制作体験は別途有料（1 人）
☎078-393-8500 神戸市中央区

開館期間：春季展・秋季展（1 人）
☎06-6351-0582 大阪市都島区

●窓口であさひくらぶ会員証を提示して入場券を
購入して下さい。●原則として他の割引、特別料
金との併用はできません。●適用除外の期間・催
し・品目があります。各施設にお問い合わせ下さ
い。

こどものための博物館 キッズプラザ
大阪
10%割引
パスポート料金は割引対象外（5 人）
☎06-6311-6601 大阪市北区

大阪くらしの今昔館
団体割引料金

神戸市立小磯記念美術館
団体割引料金

上方浮世絵館
50 円引き●ポストカードプレゼント（1
人 1 枚）

常設展・特別展とも可（5 人）
☎078-857-5880 神戸市東灘区

（5 人）☎06-6211-0303 大阪市中央区

神戸ファッション美術館
団体割引料金

大阪府立弥生文化博物館
20％割引

（4 人）☎078-858-0050 神戸市東灘区

（5 人）☎0725-46-2162 和泉市

神戸ゆかりの美術館
団体割引料金

尼崎市総合文化センター 美術ホー
ル
前売料金から 10％割引

（4 人）☎078-858-1520 神戸市東灘区

開館期間：常設展なし・企画展のみ（4 人）
☎06-6487-0806 尼崎市

美 術 館 ・博 物 館
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西宮市大谷記念美術館
一般のみ団体割引料金
入館料 500 円以上に限る（1 人）
☎0798-33-0164 西宮市

甲子園歴史館
100 円引き
（4 人）☎0798-49-4509 西宮市

神戸市立博物館
団体割引料金
常設展・特別展とも可（5 人）
☎078-391-0035 神戸市中央区

有馬切手文化博物館
大人 100 円引き 中高生 50 円引き
（全員）☎078-904-0024 神戸市北区

六甲オルゴールミュージアム
大人 100 円引き 小人 50 円引き
（4 人）☎078-891-1284 六甲山

兵庫県立歴史博物館
団体割引料金
（1 人）☎079-288-9011 姫路市

細見美術館
団体割引料金
（4 人）☎075-752-5555 京都市左京区

朝日新聞千里販売株式会社

TEL: 06-6872-0031

【千里あさひくらぶ提携店一覧】※ご利用は千里あさひくらぶ会員証が必要。※サービス内容は各お店にお問い合わせを。

ガーデンミュージアム比叡
中学生以上 50 円引き 小学生 25 円
引き
（4 人）☎075-707-7733 京都市左京区

☎0744-54-1850 奈良県高市郡明日香村

遊 園 地 ・テーマパーク

大山玉宝美術館
一般 200 円引き 18 歳未満 50 円引き

オービィ大阪 Ｏｒｂｉ Osaka
2017/2/26 新提携
入館料 200 円ＯＦＦ

（全員）☎0599-84-1011 三重県志摩市

京都文化博物館
総合展示 20％割引●特別展団体割
引料金
展覧会により変更・割引対象外の場合あり。総合
展示は高校生以下無料（6 人）
☎075-222-0888 京都市中京区

龍谷大学 龍谷ミュージアム
団体割引料金

志摩 鈴ミュージアム
一般 60 円引き 18 歳未満 40 円引き
（全員）☎0599-84-0321 三重県志摩市

博物館 明治村
入村料金 100 円引き

（全員）☎075-865-1020 京都市右京区

河井寬次郎記念館
100 円引き

フジヤマミュージアム
大人・大学・専門学校生 200 円引き
中高生 100 円引き
小学生以下は無料（5 人）☎0555-22-8223 山梨県
富士吉田市

淡路ファームパーク イングランドの
丘
大人 200 円引き 小人 100 円引き
冬季期間は割引対象外（5 人）
☎0799-43-2626 南あわじ市

東映太秦映画村
大人 400 円引き 中高生・小人（3 歳
以上）200 円引き
（5 人）☎0570-064-349 京都市右京区

みさき公園
入園料約 20％割引
（5 人）☎072-492-1005 大阪府泉南郡岬町

堺・緑のミュージアム ハーベストの丘
大人 200 円引き 小人 100 円引き

生駒山上遊園地
のりものフリーパス・のりもの券（1,000
円券）200 円引き
幼児パス（2 歳～幼稚園児）は割引対象外（5 人）
☎0743-74-2173 生駒市

（5 人）☎078-302-8899 神戸市中央区

（5 人）☎0555-23-2111 山梨県富士吉田市

（2 人）☎06-6352-4874 大阪市北区

六甲高山植物園
大人 100 円引き 小人 50 円引き

動楽亭 昼席
200 円引き

（4 人）☎078-891-1247 六甲山

あぶくま洞
中学生以上 200 円引き 小学生 100
円引き

（2 人）☎06-6365-8281（米朝事務所・平日 10 時
～18 時） 大阪市西成区

自然体感展望台 六甲枝垂れ
50 円引き

アサヒビール 大山崎山荘美術館
100 円引き

奈良県立万葉文化館
10％割引

（5 人）☎0795-47-0268 兵庫県加東市

神戸どうぶつ王国
10％割引

天満天神繁昌亭
「昼席」と「繁昌亭主催の夜席」の当日
券を前売り料金

（5 人）☎0748-82-3411 甲賀市

東条湖おもちゃ王国
入園券・キングフリーパス 200 円引き

富士急ハイランド
フリーパス 大人 400 円引き 中高生
300 円引き 小人（3 歳～小学生）200
円引き

劇場

MIHO MUSEUM
100 円引き

（5 人）☎072-844-3475 枚方市

冬季期間は割引対象外（5 人）
☎072-296-9911 堺市

（1 人）☎075-561-3585 京都市東山区

（1 人）☎075-957-3123 京都府乙訓郡大山崎町

ひらかたパーク
入園券 20％割引

（4 人）☎0568-67-0314 愛知県犬山市

（4 人）☎075-351-2500 京都市下京区

京都嵐山 オルゴール博物館
大人のみ 50％割引

1 グループ 5 名様まで。他のサービスとの併用不
可。オービィ大阪のみで使用可。チケットカウンタ
ーで会員証提示必須。
☎06-6155-7299
吹田市千里万博公園 2-1 エキスポシティグリー
ンサイド
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（5 人）☎0247-78-2125 福島県田村市

（4 人）☎078-894-2281（六甲ガーデンテラス）六
甲山

自 動 車 ・バイク・自 転 車

常設展・特別展とも可（5 人）
朝日新聞千里販売株式会社

TEL: 06-6872-0031

【千里あさひくらぶ提携店一覧】※ご利用は千里あさひくらぶ会員証が必要。※サービス内容は各お店にお問い合わせを。

㈲モーターサイクル PAL 茨木店
バイク修理に対して 8%OFF
他の割引との併用不可
☎072-641-8619 茨木市豊川 3-2-39

㈲モーターサイクル PAL 箕面店
バイク修理に対して 8%OFF
他の割引との併用不可
☎072-728-5110 箕面市船場西 3-13-7

㈲モーターサイクル PAL 吹田店
バイク修理に対して 8%OFF
他の割引との併用不可
☎06-6877-0821 吹田市山田北 11-3

㈲カービューティーサロン関西 前川
塗装
総額の 10%OFF
板金塗装のみ適応。カード払い OK。代車無料
☎072-643-3113 茨木市郡 4-18-17

ニッポンレンタカーサービス
ワンデイクーポン・ワンデイスキップご
利用で基本料金 20%～最大 55％割引

ヤマハ PAS サービスパートナー店 佐
竹台サイクル
全商品 5%OFF（一部除外品有り）●修
理代 5%OFF
☎06-6832-0044 吹田市佐竹台 2-5-11

アズ・モーターサイクル
バイク安全点検無料。バイク新車購
入で U 字ロック進呈。バイク修理の為
の引取り往復 20km まで無料
☎06-6385-0819 吹田市千里山西 6-33-7

セキュリティ ラウンジ
工賃 20%OFF
☎072-720-7200 箕面市如意谷 4-3-9

豊中自動車教習所
申込時、教習所内の自動販売機で利
用できる 2,000 円分のプリペイドカード
プレゼント
☎0120-13-0512 豊中市玉井町 4-2-5

下記アドレスからレンタカー予約・クーポン注文が
できます

ワンデイクーポン
https://www.nipponrentacar.co.jp/odc/

ワンデイスキップ
https://www.nipponrentacar.co.jp/ods/
※ID・パスワードは千里あさひくらぶ事務局へお
問い合わせ下さい。
☎03-6859-6177 平日 9：00～17：00

くわはら自転車
自転車 5%OFF
除 外 品 有 り 。カ ー ド及 び 他 の 割 引 と併 用 不 可
☎06-6384-3633 吹田市春日 4-20-2

場前

スポーツクラブ ルネサンス千里中央
フ ィットネス１日体験が 2,160 円⇒
1,080 円（税込）
初めてご利用の方限定
☎06-6155-0015 千里セルシー2.・3Ｆ

千里スイミングクラブ
入会金 3,150 円無料 ●更にスイミン
グキャッププレゼント
☎06-6831-4122 豊中市上新田 4-7-7

ハロー!パソコン教室
入会金無料●初回授業 1 時間無料
☎06-6832-1586 せんちゅうパル 3F

入学金無料及び初回月のみ１レッス
ン無料チケットを余分に進呈
☎06-6873-2177 せんちゅうパル 1F

朝日カルチャーセンター 朝日 JTB・
交流文化塾
各教室とも入会金 50%OFF

2017 年 3 月 26 日現在

J サーキット アザール桃山台
①入会金無料②スポーツタオルプレ
ゼント③ブルブル（ダイエット トレーナ
ー/6 分 100 円）10 回分プレゼント
お連れ様 1 名様まで適用
☎06-6831-0151 アザール桃山台 2F

服部緑地乗馬センター
1 回コース 30%割引
受講者全員。要予約。装具レンタル 1,000 円（税
別）。保険料 200 円必要
☎06-6863-0616 豊中市服部緑地 1-5

一日陶芸体験 風気庵
受講料、材料費、展示販売品が
10%OFF
☎090-9548-1434 豊能郡能勢町山辺 432

マヌラニ・フラ・スタジオ 本校＆オフィス

入会の方にオリジナル T シャツ＆パウ
（スカート）プレゼント
☎06-6821-4852 吹田市春日 1-4-1-602 緑地マ
ンション

70 歳以上と 18 歳以下は無料

習 いごと
OSAKA ENGLISH VILLAGE
オオサカ イングリッシュ ビレッジ
2017/2/26 新提携
●入場料 200 円ＯＦＦ ●CNN Cafe の
ドリンク全品 100 円 OFF（カフェだけの
利用も可）
ご来場の際は、予約状況をご確認ください。いず
れもご本人含む 5 名様まで。他のサービスとの併
用不可。
☎06-6170-7080
吹田市千里万博公園 2-1 エキスポシティ空の広

●中之島教室
☎06-6222-5222 大阪市北区中之島 2 丁目 3-18
中之島フェスティバルタワー18 階

エコール ド ロイヤル
最初の 1 年に限り年会費無料
（2 人同時入会に限る）☎06-6441-2938 リーガロ
イヤルホテル

ITTO 個別指導学院 豊中上新田校
入会金 12,960 円無料

医 療 ・安 全 安 心
●あさひくらぶ会員であることを告げて予約し、申
し込み（代金支払い）時に会員証を提示して下さ
い。

医療法人 一翠会一翠会千里中央健
診センター
人間ドック 1 日コース 43,200 円→
41,040 円
要予約。会員の旨要伝達。お連れ様も同様
☎06-6872-5516 千里朝日阪急ビル 3F

☎06-6836-6666 豊中市上新田 4-7-10-2F
朝日新聞千里販売株式会社

TEL: 06-6872-0031

【千里あさひくらぶ提携店一覧】※ご利用は千里あさひくらぶ会員証が必要。※サービス内容は各お店にお問い合わせを。

医誠会病院人間ドック SOPHIA
人間ドック 10％割引（ベーシック・スタ
ンダード・スーパー・脳）●PET-CT 検
査 5,000 円引き（要予約）
☎06-6379-6701 大阪市東淀川区

阪和インテリジェント医療センター
健診コース約 5％割引（PET プレミア
ム・PET エクセレント・PET ベーシック・
1 日ドック）（要予約）
☎0120-787-500 堺市中区

京都第一赤十字病院
人間ドック半日コース●女性 3,000 円
引き●男性 4,000 円引き（要予約）
☎075-561-1121 京都市東山区

大阪ガスセキュリティサービス
おまもりコール初期費用（標準タイプ）
16,200 円→14,580 円
☎0120-055-245 平日 9：00～17：40

動 物 病 院 ・ペットショップ
センチュリーペット千里中央店
●初回ご利用時 歯石取り 1,000 円相
当無料（※トリミングご利用のお客様
に限る） ●2 回目以降ご利用時 肉
球ケア 200 円相当無料

②トリミングのみ初回基本料金の２
０%OFF
①②とも狂犬病ワクチン接種料とそれに関る費用、
手術料、ワンニャン健診、フード除く。重複割引不
可。
☎0120-12-8199 古江台近隣センター内

料金より
予約優先/当日予約可 ☎0120-06-3544 古江台
近隣センター内

岸部カイロプラクティック
初回検査料無料●施術料金 10%OFF
☎06-6388-6321 吹田市岸部北 5-13-3

健 康 ・美 容 理 容 ・癒 し
千里山わだち整骨院
お会計から 500 円 OFF
背骨・骨盤ゆがみ矯正、はり・きゅうの初診時に適
用
☎06-6155-9380 吹田市千里山霧が丘 22-2

ヘアーメイク うえだ
5%OFF
1 週間前より予約可（予約優先制）
☎06-6871-3643 吹田市津雲台 4-1-20

肩こり専門整体 千里山 楽 RAKU
でさらに 500 円引き
他の割引と併用不可。
☎06-6380-4976 吹田市千里山西 4-9-20

お連れ様も同様 ☎06-6873-5225
千里中央・セルシーB1

Edit&SENRI（エディット＆千里）
【美容】バウンドケア＋カット
￥7,500→￥5,500
【理容】男性専用洗浄スパ「軟蜜」
￥1,000→無料

リフレッシュ工房 オズ 千里セルシー
店 3F
5%OFF

整体・足裏ストレッチカラダファクトリ
ー
セットコース代金より 10%OFF。さらに
初めての方はコース料金半額
重複割引不可 ☎06-6319-9184 せんちゅうパル
3F

メンテナンス ストレッチ アソシエーシ
ョン
キッズダンス・健康ストレッチ体験
2000 円を半額（入会費免除）
☎080-3104-3811 吹田市五月が丘南 8-10-108
スタジオ m-s-a

美容室 U（ユー）
施術料及び販売商品のいずれも
10%OFF

La Rose（ラローズ）
エステ初回 30%OFF ●次回エステよ
り会員証提示で 10%OFF ●他、商品
10%OFF
エステ完全予約制
☎072-722-2288 箕面市西小辞 5-5-5 555 ビル
1F

お連れ様も同様 ☎06-6871-9019
千里中央・セルシー3F

Lourdes ～るるど～
2017/4/27 変更…サービス内容が変
更になりました。
20%ＯＦＦ

ネイルズトゥゴー千里セルシー店
全メニューご新規様初回 30%OFF●2
回目以降 10%OFF

女性専用・完全予約制 足ふみマッサージ“フーレ
セラピー"の隠れ家サロン。
重複割引不可。
☎06-6388-6592 吹田市山田南 32-8-105

会員証要提示。他割引と併用不可。要予約
☎06-6836-4048 千里中央・セルシー3F ビュー
ティーラボ

☎06-6835-9999 せんちゅうパル専門店街 4F

動物病院ファミリー
①来院時、診療・トリミング・ペットホテ
ル費用 10%OFF（カード払い５%OFF）

☎06-6330-133 吹田市五月が丘南 8-10-105-2F

☎06-6875-0290 吹田市山田西 2-4-A1-101

リフレッシュ工房 オズ 千里セルシー
店 B1
2017/3/31 提携終了
5%OFF

☎06-6873-2552 千里朝日阪急ビル 3F
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スポーツ・アウトドア・娯 楽
ビーナス美容室
平日 10%OFF。土日 8%OFF。パーマ、
ヘアカラー、カット、着付け等ての技術

カット&パーマ MISTY
初回のみ 20%OFF
予約優先制。他の割引と併用不可

ジャンボカラオケ広場
ルーム料金（一般料金のみ）を 3 人迄
朝日新聞千里販売株式会社

TEL: 06-6872-0031

【千里あさひくらぶ提携店一覧】※ご利用は千里あさひくらぶ会員証が必要。※サービス内容は各お店にお問い合わせを。

は 10%割引 4 人以上は 20%割引（全
員）
☎072-758-3333
＊対象店舗は大阪府・兵庫
県・京都府・奈良県・和歌山県・三重県のジャンボ
カラオケ広場・スーパージャンカラ・イチカラ各店。
店舗によってルーム料金が異なります。 ＊学生
ケータイ会員・学生・ケータイ会員・シニア会員各
料金は割引対象外。

雲雀丘ゴルフ倶楽部
平日 5,710 円→4,750 円
土日祝 6,910 円→6,200 円
昼夜ナイターとも。18H プレー料金（税込）。4 名様
まで有効。他の割引と併用不可☎072-758-3333
宝塚市雲雀丘山手 2-10-11
守口スポーツプラザ ビバ・スケ

守口スポーツプラザ ビバ・スケート
500 円引き

みどり農園
バーベキュー付コース 10％割引
要予約（5 人）☎0774-82-2654 京都府綴喜郡井
手町

（5 人）60 歳以上は一部割引対象外
☎0721-54-3101 河内長野市

六甲山カンツリーハウス 六甲山フィ
ールド・アスレチック
大人 100 円引き 小人 50 円引き
（4 人）☎078-891-0366 六甲山

六甲山スノーパーク
大人 200 円引き 小人 100 円引き
（4 人）☎078-891-0366 六甲山

会員証提示の上、現金又は JTB 旅行券で決済に
限る。会員本人及び同家屋で生計を一にする家
族計 4 名迄。他割引併用不可。※下記３店のみ利
用可能です。

BSC ウォータースポーツセンター
受講料 10％割引（要予約）

●千里中央店
☎06-6832-8801 セルシー1F

（1 人）☎077-592-0127 滋賀県大津市

●イオン箕面店
☎072-749-3980 イオン箕面店 2F

乗馬クラブクレイン
1 回コース受講料 30％割引（1 人）
クレイン大阪（羽曳野）☎072-362-3450

●豊中店
☎06-6850-1300 モニュマ豊中ビル 1F

クレイン奈良（御所）☎0745-63-0857

日本旅行 TiS
【国内】赤い風船 3%OFF【海外】マッハ
5%OFF・ベストツアー3%OFF

クレイン三重（伊賀）☎0595-52-1322

日本旅行商品に限る

クレイン京都（八幡市）☎075-972-5972

●新大阪支店
☎06-6302-4106 新大阪駅構内（川本）

（5 人）ナイターは割引対象外
☎06-6993-2825 守口市

関西サイクルスポーツセンター
入場料 20％割引●入場券付パスポ
ート（ゲートで取扱い）を 100～400 円
引き

泊プラン・日帰り除く）旅行代金の
3%OFF

旅行代理店
近畿日本ツーリスト 個人旅行販売
（株）デュー阪急山田営業所
国内ツアー（メイト）・海外ツアー（ホリ
デイ）より 3%OFF
適用は会員本人及びその配偶者・子ども迄で、且
つ本人が旅行に含まれる場合のみ。現金、当社
旅行券、当社クレジットカードでの支払いに限る。
割引額 1,000 円未満は切り捨て。他の割引と併用
不可。実質 33,334 円以上からとなります
☎06-6873-0901 吹 田 市 山 田 西 4-1-2-214
デュー阪急山田ビル 2F

JTB 関西
2017/3/26 提携終了…2017 年 3 月
31 日をもって提携解消となります。
海外ルック JTB、国内エース JTB（宿

●梅田支店
☎06-6345-2351 JR 大阪駅構内（落合）

朝日サンツアーズ
朝日サンツアーズの全コース 3,000 円
OFF
【お申込みは（株）朝日旅行まで】重複割引不可
☎06-6345-1447 大阪駅前第 2 ビル 10F（梅田）

旅 行 ・宿 泊 施 設
千里阪急ホテル
レストラン飲食料金 10%OFF
レストランの割引は、一部対象外の商品又はメニ
ューあり。他の割引と併用不可。
☎06-6872-2211 豊中市新千里東町 2-1
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ホテル阪急エキスポパーク
レストラン飲食料金 10%OFF
プール また は岩盤 浴と天然 軟水風
呂・サウナ利用料金 30%OFF
レストランの割引は、一部対象外の商品又はメニ
ューあり。他の割引と併用不可。
☎06-6878-5151 吹田市千里万博公園 1-5

有馬ビューホテル うらら
1 泊 2 食付宿泊基本料金 15%OFF
予約時、会員との旨お伝えを。他の特典・サービ
スとの併用不可
☎078-904-2295 神 戸 市 北 区 有 馬 町 池 の 尻
292-2

小豆島温泉 オリビアン
●1 泊 2 食付基本宿泊料金 10%OFF
●スポーツ施設利用料金をメンバー
割引に
★土庄港より送迎バス有り（要予約）
☎0879-65-2311 香川県小豆郡土庄町屋形崎甲
63-1

石鏡第一ホテル神倶良（かぐら）
次の料金より 10%OFF
和室/1 泊 2 食付/2 名 1 室利用（お一
人様料金・税サ込） 【東館】伊勢エ
ビ・アワビ丸かじりプラン 22,050 円/
伊勢エビかアワビ踊焼プラン（部屋食）
18,900 円 【本館】旬彩月替会席プラ
ン 15,750 円
平日（特定日除く）に限る
☎0599-32-5301 三重県鳥羽市石鏡町 338-5

南千里クリスタルホテル
2017/1/27 提携終了…2017 年 1 月
31 日をもって提携解消となります。
朝日新聞千里販売株式会社

TEL: 06-6872-0031

【千里あさひくらぶ提携店一覧】※ご利用は千里あさひくらぶ会員証が必要。※サービス内容は各お店にお問い合わせを。

レストラン飲食代の 10%OFF
レストランでの割引は朝食タイム除く。一部対象
外の商品又はメニューあり。他の割引と併用不可。
ご利用時会員証の提示必須
☎06-6872-1911 吹田市津雲台 1-2-D9

兵衛 向陽閣
基本宿泊プランより 5%OFF
大人のみ ・休前日・繁忙期・年末年始・特定期間
は対象外。他の割引と併用不可
☎078-904-0501 神戸市北区有馬町 1904

ホテル サンパティック斑尾
2017/5/25 提携終了
宿泊・施設利用全て 10%OFF
コンビニ商品除く
☎0269-64-3216

三田ホテル
●宿泊客室基本料金 20%OFF●レス
トラン飲食料金 10%OFF●婚礼:各種
特典
☎079-564-1101 兵庫県三田市けやき台 1-11-2

1815

鷲羽ハイランドホテル
次より 10%OFF●鷲羽閣（2 名～4 名 1
室・和室 10 畳）13,000 円〈税別〉●鯛
豊楼（2 名～6 名 1 室・和室 12.5 畳）
16,000 円〈税別〉
【1 泊 2 食付/お一人様料金】団体への適用を除き
ます。休前日は 3,000 円〈税別〉加算。重複割引不
可。特定日（GW・お盆・年末年始）除く
☎ 086-479-9500 岡 山 県 倉 敷 市 下 津 井 吹 上
303-17

●ホテルフジタ奈良（4 人）
☎0742-23-8111

WHG HOTELS
10％割引
予約専用フリーダイヤル☎0120-058-849 月～
金／9:00～19:00 土／9:00～13:00 日祝休み。
携帯電話も利用可。
●「組織名と ID」を伝えてお申し込み下さい。※組
織名・ID は千里あさひくらぶ事務局へお問い合わ
せ下さい。●予約専用フリーダイヤル以外のお申
し込みは割引の対象とはなりません。

（以下の宿泊施設について）
●あさひくらぶ会員であることを告げて予約し、到
着時に会員証を提示して下さい。
●特に記載のない施設は基本室料に対しての割
引料金。除外日等が設定されている施設あり。ご
予約の際ご確認下さい。
●パッケージ商品、他の優待プラン、割引料金
（子供料金等）には適用できません。

●札幌※●藤田観光旭川●青森●八戸●仙台
●山形七日町●山形駅西口●鶴岡●郡山●会
津若松●いわき●燕三条●浦和●千葉●立川
●田町※●銀座※●新宿※●東京ベイ有明●秋
葉原●横浜伊勢佐木町●横浜桜木町●福井（ホ
テルフジタ）※●京都三条●奈良（ホテルフジタ）
●関西エアポート●宝塚●広島●キャナルシテ
ィ・福岡●佐世保●長崎●那覇
※ホテルグレイスリー

ホテル京阪チェーン
基本宿泊料 10％割引

ホテル法華クラブグループ
10％割引（全員）

●ホテル京阪 天満橋（４人）
☎06-6945-0321

ホテル法華クラブ

旅の宿 長四郎
10%OFF

●ホテル京阪 京橋（４人）
☎06-6353-0321

●札幌 ☎011-221-2141

要予約 ☎0796-36-2440 兵庫県美方郡香美町
香住区香住 788

●ホテル京阪 京都（４人）
☎075-661-0321

●仙台 ☎022-224-3121

●函館 ☎0138-52-3121

●新潟・長岡 ☎0258-30-3151

南信州・天竜水神温泉 よし乃亭
大人 3 名様以上ご利用でお一人様 1
泊 2 食 10,500 円（お酒又はジュース 1
本付、税サ込）●2 名様ご利用の場合
12,600 円●連泊の場合 2 泊目以降 1
泊に付 1,000 円 OFF

藤田観光グループ
基本料金（1 泊 2 食付）10％割引

い ず れ も 休 前 日 は 2,000 円 増
☎
0120-15-8130 長 野 県 飯 田 市 下 久 堅 知 久 平

●箱根ホテル小涌園（4 人）
☎0460-82-4111

●伊東小涌園（４人）
☎0557-37-4131

室料 10％割引
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●大分 ☎097-532-1121
●鹿児島 ☎099-223-0551
●那覇・新都心 ☎098-860-6611

ホテル法華イン
●東京日本橋 ☎03-5643-3211

アルモントホテル
●京都 ☎075-681-2301
●那覇・県庁前 ☎098-866-3811

東急ホテルズ
インターネット・契約法人サイトよりお
申込み下さい。特典はホテルごとに異
なります。
http://www.tokyuhotels.co.jp/ja/biz/index.html
（ホテルホームページ「契約法人サイト」からでも
入れます）
①「空室検索」→「契約法人」をクリック・「法人会
員番号・パスワード」を入力しログインして下さい。
※番号・パスワードは千里あさひくらぶ事務局へ
お問い合わせ下さい。
②予約を開始して下さい。
☎06-6314-1090 大阪営業所

東急ホテル
●ザ・キャピトルホテル東急●セルリアンタワー
（渋谷）●横浜ベイホテル東急●白馬●蓼科●伊
豆今井浜●下田●金沢●名古屋●京都●宮古
島東急ホテル＆リゾーツ

●浅草 ☎03-5806-2311

エクセルホテル東急

●湘南・藤沢 ☎0466-27-6101

●札幌●成田●羽田●渋谷●赤坂●二子玉川
●富山●松江●博多

●京都 ☎075-361-1251
●大阪 ☎06-6313-3171

東急 REI ホテル

●広島 ☎082-248-3371

●札幌●新橋愛宕山●渋谷●大森●吉祥寺●
上田●松本●名古屋栄●大阪●新大阪江坂●
神戸三宮●神戸元町●広島●徳島●高松●松
山●博多●熊本●鹿児島●那覇

●福岡 ☎092-271-3171
●熊本 ☎096-322-5001

朝日新聞千里販売株式会社

TEL: 06-6872-0031

【千里あさひくらぶ提携店一覧】※ご利用は千里あさひくらぶ会員証が必要。※サービス内容は各お店にお問い合わせを。

パートナーホテル
●ホテルグランデコ●ヴィアーレ大阪●ザパーク
フロントホテルアットユニバーサル・スタジオ・ジャ
パンⓇ

レオパレスホテルズ
室料・レストラン 10％割引
（朝食は除く）（全員）
●名古屋 ☎052-741-3335

ホテル阪急エキスポパーク●宝塚ホテル●六甲
山ホテル●有馬ビューホテル うらら●真庭リバ
ーサイドホテル●呉阪急ホテル●東京第一ホテ
ル下関●高松国際ホテル●ホテルクレメント徳島
●ザクラウンパレス新阪急高知●東京第一ホテ
ル松山●今治国際ホテル●タカクラホテル福岡
●レム鹿児島

南紀勝浦温泉 ホテル中の島
基本宿泊料 10％割引

●仙台 ☎022-706-0001

ホテル KSP
1,000 円引き

●岡山 ☎086-223-6231

（5 人）☎044-819-2211 川崎市高津区

●博多 ☎092-482-1212

阪急阪神第一ホテルグループ
インターネット・WEB 法人メンバーズサ
イトよりお申込み下さい。特典はホテ
ルごとに異なります。
http://www.hankyu-hotel.com/biz/
①WEB サイトから ID とパスワードを入力してログ
イン（※ID・パスワードは千里あさひくらぶ事務局
へお問い合わせ下さい）
②ご利用のホテルをご予約下さい。
☎06-6486-3311 阪急阪神第一ホテルグループ
大阪営業所 9：00～18：00（土日祝除く）
●モンタナリゾート（宮城）●東京第一ホテル鶴岡
●東京第一ホテル米沢●第一ホテル東京●第一
ホテルアネックス●レム日比谷●銀座クレストン
●レム秋葉原●第一ホテル東京シーフォート●第
一ホテル両国●第一イン池袋●吉祥寺第一ホテ
ル●第一イン湘南●富山第一ホテル●第一イン
新湊●ホテルコンコルド浜松●東京第一ホテル
錦（名古屋市）●ホテルボストンプラザ草津（びわ
湖）●京都新阪急ホテル●ホテルロイヤルヒル福
知山＆スパ●天橋立ホテル●レム新大阪●ホテ
ル阪急インターナショナル●大阪新阪急ホテル●
新阪急ホテルアネックス●ホテル阪神●大阪第
一ホテル●梅田 OS ホテル●千里阪急ホテル●

（全員）☎0599-85-0525 志摩市

サン浦島悠季の里
宿泊料金 5%割引

ハイランドリゾート ホテル＆スパ
10％割引
（5 人）☎0555-22-1000 富士吉田市

（5 人）☎0120-333-136 三朝温泉

除外日あり（全員）☎059-392-3210 三重郡菰野
町

湯郷グランドホテル
1 泊 2 食付 10％割引
（全員）☎0868-72-0395 湯郷温泉

からすま京都ホテル
10％割引
除外日あり（4 人）☎075-223-2333 京都市下京
区

（5 人）☎0555-62-2111 南都留郡山中湖村

除外日あり（4 人）☎075-211-5111 京都市中京
区

ベストウェスタンホテル高山
宿泊の方に高山の名店から 3 つ選ん
で食べられる「食べ歩きマップ＆クー
ポン」をプレゼント

10％割引

ニューオリエンタルホテル
平日 20％割引
除外日あり（全員）☎06-6538-7141 大阪市西区

神戸プラザホテル
平日 20％割引 休前日 10％割引
除外日あり（全員）☎078-332-1141 神戸市中央
区

有効期限あり（3 人）☎0577-37-2000 高山市

志摩別邸ひろはま荘

年末年始を除く。幼児は除く（全員）
☎0739-72-3939 日高郡みなべ町

オテル・ド・マロニエ湯の山温泉
宿泊料 10％割引

京都ホテルオークラ

除外日あり。お問い合わせ下さい（3 室）
☎0267-98-2131 南佐久郡南牧村

国民宿舎 紀州路みなべ
平日 20％割引 休前日他 10％割引

依山楼 岩崎
1 泊 2 食付 10％割引

ホテルマウント富士
10％割引

八ヶ岳高原ロッジ
平日 30％割引 休前日 20％割引

（全員）☎0739-43-6000 西牟婁郡白浜町

現金払いのみ（5 人）☎0599-32-6111 鳥羽市

（5 人）☎0735-52-1111

●旭川 ☎0166-27-9111
●札幌 ☎011-272-0555

てんぽな料理デラックスコース 22,356
円→16,200 円●てんぽな料理スタン
ダードコース 18,630 円→14,040 円
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白浜 古賀の井 リゾート＆スパ
1 泊 2 食付 10％割引

萩焼の宿 千春楽
1 泊 2 食付 10％割引
（全員）☎0838-22-0473 萩市

コンフォートホテル高知駅前
10％割引
（全員）☎088-883-1441 高知市

アークホテル ロイヤル福岡天神
平日 20％割引 休前日 10％割引
（全員）☎092-724-2222 福岡市中央区

門司港ホテル
平日 30％割引 休前日 20％割引
（5 人）☎093-321-1111 北九州市門司区

ベストウェスタン プレミアホテル長崎
約 15％割引 休前日 10％割引
除外日あり（全員）☎095-821-1111 長崎市
朝日新聞千里販売株式会社

TEL: 06-6872-0031

【千里あさひくらぶ提携店一覧】※ご利用は千里あさひくらぶ会員証が必要。※サービス内容は各お店にお問い合わせを。

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾー
ト
室料 10％割引
（全員）☎0985-21-1113 宮崎市

観 光 船 ・ロープウェイ
●あさひくらぶ会員であることを告げて予約し、代
金支払い時に会員証を提示。

ルミナス神戸 2
乗船料 10％割引
●大阪湾クルーズ●神戸空港沖クルーズ●明石
海峡クルーズ（5 人）
☎078-333-8414

琵琶湖汽船
乗船料 10％割引
●ミシガンクルーズ●竹生島クルーズ（5 人）企画
商品・セットは除く
☎077-524-5000

御在所ロープウエイ
10％割引
（5 人）ロープウエイ往復のみ

☎059-392-2261

ご入館（温泉）100 円 OFF と岩盤浴
100 円 OFF
岩盤浴のみの利用は不可。重複割引不可。
☎072-643-4126 茨木市清水 1-30-7

ホテル阪神 スパ＆サウナ
900 円引き
（1 人）☎06-6344-1661 大阪市福島区

スパワールド世界の大温泉
通常入館料大人 200 円引き 小人
100 円引き
特別期間（GW・お盆・お正月等）は別途割引。除
外日あり、深夜料金は割引対象外（5 人）
☎06-6631-0001 大阪市浪速区

神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽
部
マル得セット入館料（入浴料、浴衣、
バスタオル、手ぬぐい、館内利用料、
入湯税）大人（中学生以上）平日 2,484
円→2,052 円 土・日・祝 2,484 円→
2,268 円 小学生 全日 1,242 円→
1,188 円 幼児（3 歳以上）全日 972 円
→864 円
年末年始・GW・お盆を除く（5 人）
☎078-371-4126 神戸市中央区

入浴施設
源気温泉 万博おゆば
岩盤浴（50 分 700 円）+入浴（大人平
日 750 円・土日祝 800 円）→1,000 円
岩盤浴・入浴のセット利用が条件。1 グループ 3 名
様まで利用可能。重複割引不可。
☎06-6816-2600 吹田市千里万博公園 11-11

彩都天然温泉 すみれの湯

有馬温泉 太閤の湯
平日 800 円引き 土・日・祝・GW・お
盆・お正月 400 円引き

貸タオル付入浴料 50 円引き
（4 人）☎073-448-1126 和歌山市

ふじやま温泉
平日大人 200 円引き 小人（3 歳～小
学生）50 円引き 土・日・祝大人 200
円引き 小人（3 歳～小学生）100 円引
き

2017 年 3 月 26 日現在

ライフデザイン・プロデュース
建 築 、リ フ ォー ム 、売 買手 数 料 よ り
3%OFF
☎080-0111-1888 吹田市樫切山 4-17

GW ・ お 盆 ・ 年 末 年 始 は 土 ・ 日 ・ 祝 料 金 （ 5 人 ）
☎0555-22-1126 山梨県富士吉田市

そのほか
マジックミシンデュー阪急山田店
5%OFF
毛皮類は修理不可の場合有り。重複割引不可
☎06-6834-7065 デュー阪急山田 2F

おそうじ本舗 東豊中店
ハウスクリーニング、エアコンクリーニ
ング 10%OFF
東豊中店のみ有効。重複割引不可
☎0120-922-793 豊中市東豊中町 4-3-8

ミスタークラフトマン 南千里店
靴、カバン修理料金 10%OFF
南千里店のみで有効 ☎06-6821-0595 イオン南
千里店 1F

他の特別割引との併用不可。別途入湯税要。休
館日あり、お問い合わせ下さい（5 人）
☎078-904-2291 神戸市北区

（株）メイセイ物流 千里営業所
基本料金（引越車両費+人件費）
10%OFF・段ボール 30 枚無料サービ
ス・トランクルームご利用 10%OFF

紀州黒潮温泉

下見の際会員証要提示
☎0120-188-120 吹田市津雲台 7-2-D102
朝日新聞千里販売株式会社

TEL: 06-6872-0031

