
地上173m・視界360度の大パノラマの天空へ。
大阪めぐりのコースに欠かせない感動スポット。

大阪府・レジャー施設 梅田スカイビル  空中庭園展望台梅田スカイビル  空中庭園展望台

ご提示条 5名様まで
06-6440-3855 大阪市北区大淀中1丁目1番88号

支払い可

10％引入場料金

はじめよう、新HOP体験。
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ご優待施設
ガイドブック
ご優待施設ご優待施設ご優待施設
ガイドブック

本ガイドブックに掲載されている各種情報等は、2023年3月現在のものです。
サービス内容は予告なく変更される場合がございます。

西側を望む夕景

ルミ・スカイ・ウォーク

大阪梅田のランドマーク「梅田スカイビル・空中庭園展望
台」は39階・40階・屋上の3フロアからなる展望施設で、35F
から39Fへ向かうシースルーエスカレーターはフォトスポッ
トとしても人気です。40階屋内展望フロアには全長35mの
ガラスカウンターが広がり、空に浮かんだような感覚でカ
フェタイムをお楽しみいただけるほか、360度オープンエア
の屋上展望フロアから
一望できる風景は、ど
の季節・どの時間帯も1
度は見ていただきたい
絶景です。
お得なこの機会に是非
一度お越しください。 35F シースルーエスカレーター

屋上 眺望フロア

春夏おすすめ優待施設
～  癒やしの施設で、日頃の疲れをリフレッシュ！～
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祖父江SS祖父江SS富山県中央植物園富山県中央植物園

ファミリーレストラン ココスファミリーレストラン ココス



ご提示条 2名様まで
077-598-3322 大津市伊香立下在地町字馬ノ瀬2008番地

支払い可

※全体所要時間：90分(騎乗時間：20分)　　　  ※対象年齢：小学生～75歳まで
※完全ご予約制の為、ご連絡をお願いします。　※1組2名様のみご予約可能です。 動物取扱業（種別：展示）登録済。

カフェ （どなたでもご利用いただけます。）

ショップ

馬上での究極の癒し
生涯スポーツ「乗馬」をはじめよう

「わんことふれあいができる」「ショーを見て楽しんでいただく」「色々なわん
こを見ていただく」「ご自宅の愛犬と遊べるドッグラン」などのスペースがあり
ます。季節によってイベントも開催していますので、一日ゆっくりわんちゃんに
癒されてください。お腹が減ったらわんわんカフェで犬の顔の『わんバー
ガー』をご賞味ください。
また、お子様対象で『ペットのお仕事体験』も開催しています。ぜひご参加く
ださい。（混み合う日もございますので、事前のご予約をおすすめします）

わんわんレース・お散歩レンタルなどレギュラーイベントに
新アトラクション続々登場！！

愛知県・レジャー施設 IPCわんわん動物園IPCわんわん動物園

ご提示条 5名様まで
0564-26-3884 岡崎市大平町川田46-1

大人（中学生以上）
1,280円 → 1,070円
小人（4歳以上）
640円 → 550円

入場料金割引

通常価格5,500円 → 半額レッスン料

体験乗馬特別ご招待

→ 無料装具レンタル料 ヘルメット・ブーツ・安全ベスト
通常価格1,650円

ご提示条 5名様まで
0577-37-2525 高山市西之一色町3-829-4

築200年の合掌造りの館内には1,000体以上のベアが展示中。
アンティークベアや国内外の人気作家の手作りベアなど見所満載です。
写真スポットもたくさんあり、ペット同伴OKです。（ミュージアムとショップ
のみ、カフェはテラス席のみ可。無料カート貸出有）
隣接するカフェ＆ショップには可愛い雑貨や「シュタイフ」など様々な種類
のベアがたくさん。
お買い物の後は美味しいお食事とデザートでお待ちしています。

癒しとエコロジーがテーマの
テディベアミュージアム。

飛騨高山 テディベア エコビレッジ飛騨高山 テディベア エコビレッジ岐阜県・レジャー施設

※不定休につき要問合せ

100円引入館料

ミュージアム棟

ショップ

カフェ

2022年の秋に新しく大津市にオープンした、関西最大級の総面積を
誇る会員制乗馬クラブです。乗馬は全身の筋肉を使う有酸素運動。
リフレッシュにはもちろん、馬と触れ合うことで癒し効果をもたらし、
脱日常を感じていただくことができます。動物と一緒に行うことので
きる唯一のスポーツです！ 体験乗馬では馬と触れ合うところから始
めて、乗馬でのコミュニケーションの取り方までをマンツーマンで
レッスンいたします。是非、体験乗馬へお越しください！

クラブハウス

メルロとコットンクラブ

レイランレース

体験乗馬

ムーラン

お散歩レンタル

ラクエ ドラゴンホースパークラクエ ドラゴンホースパーク滋賀県・スポーツ

NEW
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… 二次元コード
スマートフォンで読み取ると、各施設の公式ホームページへ移行します。

ご利用の際は、必ず事前（精算前）に「HOPカード優待ご利用」の旨を
お申出頂き、対象のHOPカードをご提示ください。
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【ご注意】
●HOPカード優待の内容は事前の予告なく変更（新規契約・解約・一時休業）させていただく場合がございま
すのであらかじめご了承ください。　●一部施設では、優待方法が異なる場合があります。　●掲載されてい
る写真、イラストはイメージです。　●HOPカード優待よりも割引率の高い特別割引が行われていることがあ
ります。　●原則、HOPカードの優待割引と他の割引との併用はできません。　●その他、詳細については各
施設へお問合せください。
※表示価格は全て税込価格となります。 ※優待内容の詳細については、本紙記載の各施設に直接お問合せください。

HOPカードに関するお問合せ先HOPカードに関するお問合せ先
株式会社平和堂 各店くらしのサービスセンター・サービスカウンターにて

※二次元コードの閲覧における通信料・パケット通信料はご利用者様のご負担となります。ご了承願います。

… 優待を受けるための条件

… 優待を受けられる人数
… HOP-VISAクレジット支払い可否

3種類いずれかのHOPカードご提示で優待が受けられます
HOP-VISAカードご提示で優待が受けられます
HOP-VISAカードでのVISAクレジット支払いの場合のみ優待が受けられます

… お問合せ先 … 優待施設 又は お問合せ先の住所

ご提示
ご提示
支払いに限る

支払い可

条

C

HOP-VISAカードでのクレジット支払いができます
（施設内の一部でクレジットがご利用いただけない場合がございます）

レジャー施設・観光

アミューズメント

温泉・スパ

スポーツ

ホテル・レストラン

飲食

ガソリンスタンド

その他

入館料 20％引

 滋賀  長浜鉄道スクエア
旧長浜駅舎は、日本で現存最古の駅舎。
D51やED70などの貴重な機関車も展示。

  ご提示  2名様まで
 0749-63-4091  長浜市北船町1-41

優待内容

ミシガンクルーズ・竹生島クルーズ
乗船料 10％引
※他割引との併用不可

 滋賀  琵琶湖汽船
びわ湖を満喫できるクルーズを各種ご用意しています。

  ご提示  5名様まで
 077-524-5000（予約センター）  大津市浜大津5丁目1-1（大津港）

優待内容

陶芸教室・絵付け教室割引（1作品） 
〈一例〉

手ひねり 1,650円 → 1,485円
狸作り 　2,200円 → 1,980円

 滋賀  信楽陶芸村（本窯）
老舗の窯元奥田忠左衛門窯信楽陶芸村窯元で狸作りや
食器作り等できます。

  ご提示  4名様まで
 0748-82-0522  甲賀市信楽町長野1131

優待内容

入村料金 100円引

 滋賀  甲賀の里 忍術村
甲賀の里の山奥には今も忍者が住む村があるという。
その名は「忍術村」。

  ご提示  5名様まで
 0748-88-5000  甲賀市甲賀町隠岐394

優待内容

ロープウェイ往復 通常料金より
大　人　 　　　300円引
小学生　　　　 100円引
幼児（3歳以上） 100円引
※お盆・GW・年末年始などの「特定日」はご利用不可。

※夏季アクティビティ（遊具）の営業期間はGW頃～10月頃。
※年に数回定期休業期間がございます。
※詳細はホームページでご確認ください。

 滋賀
びわ湖バレイ／びわ湖テラス
標高1,100mから琵琶湖を望むネイチャーリゾート。

  ご提示  5名様まで   支払い可
 077-592-1155  大津市木戸1547-1

優待内容

©Alpina BI Co., Ltd. All Rights Reserved.
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滋賀

ビッグエコー堅田店 ☎077-573-8580
ビッグエコー甲西店 ☎0748-72-6881
ビッグエコー大津石山店 ☎077-531-2333
ビッグエコー瀬田店 ☎077-543-8510

 滋賀
アレックスシネマ（水口）
今日も“おもてなしのこころ”でお客様をお迎えします。

  ご提示  3名様まで   支払い可
 0748-63-8801　  アル･プラザ水口内

一　般
通常料金より 200円引

大学生
通常料金より 100円引

優待内容

総額料金より 10％引　
※会員・学割・シルバー料金との併用可。
※他の割引や特典・キャンペーンとの併用はできません。　
※パーティーコースでは適用されません。

 滋賀
ビッグエコー（4店舗）
最新機種完備！メニューが豊富！
ビッグエコーでカラオケを楽しもう。

  ご提示  1グループまで   支払い可

優待内容

HOP-VISAクレジット支払いで
ゲーム料金

3,000円以上の方
300円引

※団体ご予約には、適用されません。
※特別料金期間は優待割引は適用されません。

 滋賀  
ラピュタボウル彦根
全30レーン、お子様用バンパー対応。
ご家族でご利用ください。

  支払いに限る  ご本人様のみ   支払い可 
 0749-27-5590  ビバシティ彦根3階

優待内容

入苑協賛料
大人

300円 → 270円

 滋賀  
日吉大社
平安京の表鬼門鎮座。方除・厄除の大社。

  ご提示  1名様まで
 077-578-0009  大津市坂本5-1-1

優待内容

水郷めぐり定期船（要予約）
大人

2,200円 → 1,900円
小人

1,100円 → 　950円

 滋賀  
安土・八幡の水郷めぐり びわ湖観光
自然のままの姿を残す水郷は、四季折々の風情を楽しませてく
れます。

  ご提示  4名様まで
 0120-305-154  近江八幡市中之庄町639-1

優待内容

拝観料金
大人

600円 → 550円

 滋賀  
三井寺
天台寺門宗の総本山で、三井の晩鐘をはじめ、数多くの宝物を
今日に伝える名刹。

  ご提示  3名様まで
 077-522-2238  大津市園城寺２４６

優待内容
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… 優待を受けるための条件
… HOP-VISAクレジット支払い可否 … お問合せ先 … 優待施設 又は お問合せ先の住所

ご提示：3種類いずれかのHOPカードご提示で優待が受けられます ご提示：　  HOP-VISAカードご提示で優待が受けられます 支払いに限る：HOP-VISAカードでのVISAクレジット支払いの場合のみ優待が受けられます
支払い可：HOP-VISAカードでのクレジット支払いができます（施設内の一部で       クレジットがご利用いただけない場合がございます）

条 … 優待を受けられる人数
C ※原則、HOPカードの優待割引と他の割引との併用はできません。本ガイドブックの見方・アイコンの説明本ガイドブックの見方・アイコンの説明



 滋賀  琵琶湖ホテル
全室レイクビューの客室、天然温泉、受け継がれた伝統の 
おもてなしで、寛ぎのリゾートライフを。

公式ホームページの
ご宿泊プラン価格より
1名様当たり 1,000円引　
※一部対象外のプランあり。

  ご提示  1室限り   支払い可

優待内容

  ご提示  4名様まで   支払い可
 077-524-7111（代表）
 大津市浜町2-40（JR大津駅から無料シャトルバス運行中）

※いずれの優待も、5/3～5/7、びわ湖大花火大会開催日を除く。
※他の特典・割引との併用不可。

レストラン 飲食代金 5％引
※各種プラン商品は除く。

優待内容

会計時のカード提示で 
レストラン飲食
5％引

※ラウンジは除きます。
※一部除外メニューがございます。
※除外日がございます。詳しくはお問合せください。

 滋賀
びわ湖大津プリンスホテル
上質な癒し、自然のぬくもりを感じられる「びわ湖の特等席」で
優雅なひとときを。

  ご提示  5名様まで   支払い可
 077-521-1111（代表番号）  大津市におの浜4-7-7

優待内容

入館の際にフロントでの
HOPカード提示により
岩盤浴1回無料券
お渡し致します

 滋賀  永源寺温泉 八風の湯
臨済宗大本山永源寺の門前に位置する、素晴らしい大自然に 
囲まれた永源寺温泉。

  ご提示  1名様まで   支払い可
 0748-27-1126  東近江市永源寺高野町352

優待内容

 滋賀
奥琵琶湖 マキノグランドパークホテル
レストラン「竹生」
ラウンジ「奥琵琶湖」
ゆるやかな時間の流れる湖畔のリゾート。

  ご提示  5名様まで   支払い可 
 0740-28-1111  高島市マキノ町西浜763-2

飲食代金 5％引

優待内容

体験乗馬特別ご招待
●レッスン料 通常価格5,500円 → 半額
● 装具レンタル料 無料　 
【ヘルメット・ブーツ・安全ベスト 通常価格1,650円】

※全体所要時間：90分(騎乗時間：20分)
※対象年齢：小学生～75歳まで
※完全ご予約制の為、ご連絡をお願いします。
※1組2名様のみご予約可能です。

 滋賀  ラクエ ドラゴンホースパーク
2022年秋open！滋賀県大津市の乗馬クラブ。
充実した施設も魅力。

  ご提示  2名様まで    支払い可 
 077-598-3322  大津市伊香立下在地町字馬ノ瀬2008番地

優待内容

動物取扱業（種別：展示）登録済。
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… 優待を受けるための条件
… HOP-VISAクレジット支払い可否 … お問合せ先 … 優待施設 又は お問合せ先の住所

ご提示：3種類いずれかのHOPカードご提示で優待が受けられます ご提示：　  HOP-VISAカードご提示で優待が受けられます 支払いに限る：HOP-VISAカードでのVISAクレジット支払いの場合のみ優待が受けられます
支払い可：HOP-VISAカードでのクレジット支払いができます（施設内の一部で       クレジットがご利用いただけない場合がございます）

条 … 優待を受けられる人数
C ※原則、HOPカードの優待割引と他の割引との併用はできません。本ガイドブックの見方・アイコンの説明本ガイドブックの見方・アイコンの説明

長浜太閤温泉
大浴場ご利用 

大人 1,200円 → 800円
〈入湯税込〉

 滋賀  Hotel & Resorts NAGAHAMA
琵琶湖畔に建ち、雄大な湖と山々を背景に四季を通して美しい
風景が楽しめます。

  ご提示  5名様まで   支払い可
 0749-64-2000  長浜市大島町38

優待内容

★乗馬体験1回コース★
（騎乗時間 約30分）

1,100円　
※馬の揺れに慣れるところから、軽く走るところまでを体験できます。
※マンツーマンレッスンです。※別途、ヘルメット・ブーツ・ 
　ボディプロテクター レンタル代・保険料として1,530円　
　必要となります。
※対象：小学3年生以上、体重75㎏まで（完全予約制 定休日:火曜日）

 滋賀  M＆S乗馬クラブ
休日をゆったり過ごせる乗馬クラブで、初心者に合わせた 
乗馬レッスンが人気。

  ご提示  同伴者1名様まで 
 0748-25-5940  東近江市建部下野町16-1

優待内容

動物取扱業（種別：展示）登録済。

NEWNEW



 滋賀  ファミリーレストラン ココス（14店舗）
食の安全・安心を第一に美味しいお料理と心からの笑顔でお迎え
するファミレス。

ご飲食代 5%引
※会計時にご提示ください。
※ココス各店でご利用いただけます。（展開地域のみ）

優待内容

  ご提示  1枚につき1会計まで   支払い可
 0120-031-055（株）ファイブスターお客様相談窓口
 彦根市松原町1880番5

 滋賀  
にぎわいダイニング いちおしや伝五郎（3店舗）
炭火  焼鳥串揚げ 伝五郎 彦根ベルロード店（1店舗）
一人一人への気遣いと心を込めたお料理で、今日の疲れを 
癒してもらう店。

  ご提示  1枚につき1会計まで   支払い可
 0120-031-055（株）ファイブスターお客様相談窓口

ご飲食代 5%引
※会計時にご提示ください。
※いちおしや伝五郎全店でご利用いただけます。

優待内容

お仏壇内のLED電気配線
取付作業料金 300円引

優待内容

滋賀県・京都府・岐阜県・奈良県・富山県・石川県・福井県以外のココスでは、HOPカードの優待を実施いたしておりません。

滋賀

近江八幡店 11：00～23：00 ☎0748-31-2108
彦根インター店 11：00～22：00 ☎0749-21-2277
八日市店 11：00～23：00 ☎0748-20-2088
野洲店 10：00～23：00 ☎077-586-8368
瀬田唐橋店 10：00～24：00 ☎077-531-2158
長浜店 11：00～22：00 ☎0749-68-2155
栗東店 10：00～24：00 ☎077-551-2305

大薮店 11：00～24：00 ☎0749-21-2273
堅田店 11：00～23：00 ☎077-571-2138
レイクサイド店 11：00～21：00 ☎0749-21-2281
甲南店 10：00～22：00 ☎0748-86-7185
あどがわ店 11：00～23：00 ☎0740-32-6905
日野店 10：00～22：00 ☎0748-36-1477
瀬田川店 11：00～24：00★ ☎077-526-7411

 滋賀  海座（6店舗）・すし処 海座本店
産直便で届く新鮮なネタのお寿司を提供する本格すし店。

ご飲食代 5%引
※会計時にご提示ください。
※海座全店でご利用いただけます。

  ご提示  1枚につき1会計まで   支払い可
 0120-031-055（株）ファイブスターお客様相談窓口

優待内容

滋賀

すし処海座本店 11：00～22：00 ☎0749-21-5166
海座近江八幡店 11：00～21：00★ ☎0748-31-3066
海座八日市店 11：00～21：00★ ☎0748-20-5815 
海座長浜店 11：00～21：00★ ☎0749-68-3401
海座栗東大宝西店 11：00～21：00★ ☎077-516-4481
海座水口店 11：00～21：00★ ☎0748-69-5500
海座彦根松原店 11：00～21：00★ ☎0749-49-3080

※海座各店（土日祝以外）・すし処海座本店は、15:30～17:00は
　閉店しております。　　★印=土・日・祝日は22:00閉店となります。

滋賀

滋賀守山店 11：00～22：00★ ☎077-514-2626
近江八幡店 11：00～23：00 ☎0748-31-3640
八日市店 11：00～22：00★ ☎0748-20-0909
彦根ベルロード店 11：00～23：00 ☎0749-30-3554 

※ 15:00～17:00（但し、土・日・祝日は15:00～16:00）は閉店し
ております。
★印=土のみ23:00閉店となります。

  ご提示  5名様まで   支払い可 
 0748-32-3138  近江八幡市沖島町宮ヶ浜

優待内容

 滋賀
リゾートホテル 休暇村 近江八幡
自然にときめくリゾート「休暇村」で、
ホテル泊・キャンプ泊・昼食など
特典満載！

おう   み   はち  まん

★印=土・日・祝日は10:00から開店となります。

 滋賀
彦根仏壇 永樂屋（ 彦根本店、草津店、長浜店、水口店  ）
お仏壇・仏具のお困りごとは、老舗仏壇店 永樂屋へ。

  ご提示  1名様まで
 0120-23-1466  彦根市芹中町40

宿泊（1泊2食）料金・
食事利用料金
各10％引

キャンプ宿泊料金
（1サイト）
500円引

※予約の際に「HOPカード会員です」とお伝えください。※宿泊の優待は、直接予
約（電話・公式Webサイト）に限ります。※予約なしのランチ営業は土日祝日のみ。
ただし、コース料理や夕食のご利用は、4名様以上で事前予約が必要となります。
※一部対象外の商品や期間があります。また、他の割引との併用はできません。

売店 5％引
※一部商品を除く。※ゴールデンウィーク、お盆、年末年始など一部期

間は除外。（対象期間はお問い合わせください）

▲iOSはこちら

アプリ登録はこちらからアプリ登録はこちらから

▲Androidはこちら

▲iOSはこちら

アプリ登録はこちらからアプリ登録はこちらから

▲Androidはこちら

▲iOSはこちら

アプリ登録はこちらからアプリ登録はこちらから

▲Androidはこちら
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滋 滋賀エリア

… 優待を受けるための条件
… HOP-VISAクレジット支払い可否 … お問合せ先 … 優待施設 又は お問合せ先の住所

ご提示：3種類いずれかのHOPカードご提示で優待が受けられます ご提示：　  HOP-VISAカードご提示で優待が受けられます 支払いに限る：HOP-VISAカードでのVISAクレジット支払いの場合のみ優待が受けられます
支払い可：HOP-VISAカードでのクレジット支払いができます（施設内の一部で       クレジットがご利用いただけない場合がございます）

条 … 優待を受けられる人数
C ※原則、HOPカードの優待割引と他の割引との併用はできません。本ガイドブックの見方・アイコンの説明本ガイドブックの見方・アイコンの説明



鈑金塗装工賃・車検基本料金
15％引

 滋賀  寺田自動車
お客様のカーライフを全面サポート！！

  ご提示  1名様まで   支払い可 
 （フロント直通）077-585-7836  守山市洲本町1177番地

優待内容

 滋賀  （株）伊藤佑 （30店舗）

 カード挿入口に挿入  1名様まで   支払い可　　※お問い合わせは下記各店舗まで。

優待内容

 滋賀  桑原石油 セルフ安曇川SS
平和堂あどがわ店すぐ横、HOPカードで給油がお得！！
笑顔満タン桑原石油。

ガソリン・軽油・灯油
HOPポイントカード及び
HOP-Edyカードご提示で
現金看板価格より 2円引/ℓ

  ご提示  1名様まで

優待内容

ガソリン・軽油・灯油
HOP-VISAカードのクレジット支払いで

現金看板価格より 4円引/ℓ

  支払いに限る  1名様まで   支払い可
 0740-32-9000  高島市安曇川町西万木1-1

優待内容

店舗名 営業時間 HOP-VISA エネキー 電話番号 住所

滋
賀

ながはま 24H ○ ○ ☎0749-72-5013 長浜市細江町15-8
長浜BP 24H ○ ○ ☎0749-68-6055 長浜市加田町584-1
長浜ドーム 7：00～23：00 ○ ○ ☎0749-62-7313 長浜市田村町1391-1
彦根地蔵 7：00～23：00 ○ ○ ☎0749-21-4150 彦根市東沼波町180-2
彦 根 24H ○ ○ ☎0749-28-9171 彦根市犬方町157-1
湖 東 24H ○ ○ ☎0749-45-2874 東近江市小池153-2
五個荘 7：00～23：00 ○ ○ ☎0748-48-3133 東近江市五個荘北町屋町234
愛知川 24H ○ ○ ☎0749-42-6464 愛知郡愛荘町愛知川1286-4
八日市 7：00～22：00 ○ × ☎0748-20-2611 東近江市八日市上之町8-38
はちまん 24H ○ ○ ☎0748-36-7013 近江八幡市加茂町3695-2
中 主 7：00～22：00 ○ ○ ☎077-589-5949 野洲市吉地2丁目1310
もりやま 24H ○ ○ ☎077-581-3813 守山市下之郷3丁目6-10
栗東1号 24H ○ ○ ☎077-552-0660 栗東市上鈎300-1
栗東北中小路 6：00～24：00 ○ ○ ☎077-584-5718 栗東市北中小路字溝崎178-1
ハマスト 7：00～22：00 ○ ○ ☎077-568-3790 草津市片岡町2304
京滋BP 24H ○ ○ ☎077-567-8677 草津市東矢倉2丁目240-3
近江大橋 24H ○ ○ ☎077-562-5503 草津市新浜町上屋敷19-1
イオンタウン湖南 24H ○ ○ ☎0748-69-6725 湖南市岩根4580
甲 西 24H ○ ○ ☎0748-72-0314 湖南市吉永18-1
竜 王 24H ○ ○ ☎0748-57-8077 蒲生郡竜王町山之上6514
307日野 24H ○ ○ ☎0748-53-0701 蒲生郡日野町松尾925-1
甲 南 24H ○ ○ ☎0748-86-1675 甲賀市甲南町竜法師411-1
水口城南 24H ○ ○ ☎0748-65-4401 甲賀市水口町水口5965-2
信 楽 7：00～22：00 ○ ○ ☎0748-82-2008 甲賀市信楽町長野1292-1
日吉台 24H ○ ○ ☎077-579-3373 大津市木の岡町47-23
大津真野 24H ○ ○ ☎077-571-1050 大津市真野6丁目1773
竜が丘 24H ○ ○ ☎077-523-2712 大津市竜が丘4-2
石 山 7：00～23：00 ○ ○ ☎077-534-6952 大津市粟津町2-68
南 郷 24H ○ ○ ☎077-533-3321 大津市平津1丁目20-10
瀬 田 24H ○ ○ ☎077-545-4094 大津市月の輪2丁目8-1

車検基本料金
〈税込〉

検査料
事務手数料
重量税

自賠責保険
登録印紙代
総 額

22,000円 22,000円 25,300円 25,300円

18,700円 18,700円 21,505円 21,505円

車種により異なります。

0円
0円

6,600円～
19,730円
1,800円
46,830円～

※上記基本料金には、エンジンオイル、オイルエレメント、エアーエレメント、ファンベルト、クーラーベルト、ワイパーゴム、スパークプラグ、エアコン
　フィルター、ブレーキフルード、電球交換及びヘッドライト光軸調整、サイドスリップ調整の工賃をすべて含んでおります（部品代は別途）ので、安
　心です。ただし、ハイブリット車は特殊作業が発生するため、別途工賃９，０００円いただきます。
※諸費用の、重量税・自賠責保険・登録印紙代は現金でのお支払いとなります。

※上記の価格は、全て〈税込〉価格にて表記しております。

※分解整備・点検の結果、部品交換・修理が必要な場合は、別途お見積りいたします。
※重量税は、車種・年式・エコカーにより変わります。表示の重量税は参考金額です。詳細はお問合せください。
※上記金額は国産車の料金です。輸入車の場合は、別途お見積りいたします。

車検当日来店、終了後引取りにいらしたお客様に、もれなくボックスティッシュ５箱進呈！！
早期ご予約（2週間前）、
代車ご不要のお客様に・・・

0円
0円

16,400円～
20,010円
1,800円
56,910円～

0円
0円

24,600円～
20,010円
1,800円
67,915円～

0円
0円

32,800円～
20,010円
1,800円
76,115円～

0円
0円

41,000円～
20,010円
1,800円

お問い合せ下さい。

車種により異なります。

車両重量区分
軽自動車
ワゴンR・ムーヴ・

ライフ等

小型乗用車（～1.0t）
ヴィッツ・マーチ・
フィット等

中型乗用車（～1.5t）
スカイライン・アコード・

カローラ等

大型乗用車（～2.0t）
クラウン・マークX・
オデッセイ等

特大乗用車（～2.5t）
アルファード・
エルグランド等

 ↓↓  HOPカードご提示で15％引！！  ↓↓

諸
費
用

さらに！ 平和堂商品券 ３，０００円分進呈！！

※HOP会員とメール会員を併用で燃料給油が更にお得！！（詳しくはスタッフまで） 
※毎週金・土曜日、ワクワクデー開催！BOXティッシュプレゼント！！
　（ワクワクデーイベント時間 8:00～19:00） 
　（ガソリン・軽油20ℓ以上、灯油36ℓ以上を給油されたお客様に限ります。）

平和堂
あどがわ店
すぐ北側！

ガソリン・軽油
HOPポイントカード・

HOP-Edyカードの現金払いなら
現金看板価格より 2円引/ℓ

ガソリン・軽油
HOP-VISAカードの
クレジット払いなら

現金看板価格より 3円引/ℓ

ガソリン・軽油
エネキーのお支払いカードに
HOP-VISAカードを登録すると
現金看板価格より 4円引/ℓ

※HOPポイントカード・HOP-Edyカードでのお支払い方法は、現金のみとなります。
※HOP-VISAカードでのお支払い方法は、VISAクレジットのみとなります。

このマークが
目印です！

お客様と共にグッドライフを創造する。

エネキーでラクラクお支払い！エネキーでラクラクお支払い！
エネキーのお申し込み・HOP-VISAカードの

ご登録など詳しくは伊藤佑各店でお尋ねください。

登録
カンタン

▲最寄りの店舗検索は
こちらからアクセス！
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滋 滋賀エリア

… 優待を受けるための条件
… HOP-VISAクレジット支払い可否 … お問合せ先 … 優待施設 又は お問合せ先の住所

ご提示：3種類いずれかのHOPカードご提示で優待が受けられます ご提示：　  HOP-VISAカードご提示で優待が受けられます 支払いに限る：HOP-VISAカードでのVISAクレジット支払いの場合のみ優待が受けられます
支払い可：HOP-VISAカードでのクレジット支払いができます（施設内の一部で       クレジットがご利用いただけない場合がございます）

条 … 優待を受けられる人数
C ※原則、HOPカードの優待割引と他の割引との併用はできません。本ガイドブックの見方・アイコンの説明本ガイドブックの見方・アイコンの説明



 京都・大阪  ビッグエコー（12店舗）
最新機種完備！メニューが豊富！
ビッグエコーでカラオケを楽しもう。

京都

ビッグエコー宇治店 ☎0774-43-7266
ビッグエコー京都駅前店 ☎075-353-5500
ビッグエコー京都七条店 ☎075-353-5177
ビッグエコー京都桂店 ☎075-382-0266
ビッグエコー京都六地蔵店 ☎075-748-8781
ビッグエコー四条烏丸店 ☎075-708-6064
ビッグエコー藤森店 ☎075-632-8565

大阪

ビッグエコー吹田岸辺店 ☎06-6382-7777
ビッグエコー枚方駅前店 ☎072-804-3225
ビッグエコー香里園駅前店 ☎072-837-1166
ビッグエコー寝屋川駅前店 ☎072-830-6120
ビッグエコー寝屋川中木田店 ☎072-811-6005

  ご提示  1グループまで   支払い可

総額料金より 10％引　
※会員・学割・シルバー料金との併用可。
※他の割引や特典・キャンペーンとの併用はできません。　
※パーティーコースでは適用されません。

優待内容

観覧料
団体割引料金適用
※企画展の一部を除く。

  ご提示  ご本人様のみ
 075-761-4111  京都市左京区岡崎円勝寺町

優待内容

 京都
京都国立近代美術館
13,000点以上に及ぶ国内有数の多彩なコレクションを誇る美
術館です。

HOP-VISAクレジット支払いで
ゲーム料金

3,000円以上の方
300円引

※団体ご予約には、適用されません。
※特別料金期間は優待割引は適用されません。

  支払いに限る  ご本人様のみ   支払い可 
 0774-31-2570  アル･プラザ宇治東3階

優待内容

 京都  
ラピュタボウル宇治東
全28レーン、お子様用バンパー対応。
ご家族でご利用ください。

入村料金
（期間　～2023年3/31）

大　人　 2,400円 → 2,200円
中高生　 1,400円 → 1,300円

  ご提示  1名様まで   支払い可
 0570-064-349  京都市右京区太秦東蜂岡町１０番地

優待内容

 京都
東映太秦映画村
子供から大人まで楽しめる映画のテーマパーク。イベントも盛りだくさん。

入館料
優待料金に割引

※年度末開催の展覧会最終日まで

  ご提示  同伴3名様まで   支払い可
 075-752-5555  京都市左京区岡崎最勝寺町6-3

優待内容

 京都
細見美術館
四季折々の企画展示で日本美術の優品を展示。 館内には、ショッ
プやカフェ、茶室を併設。

  ご提示  ご本人様のみ
 075-957-3123（総合案内）
 乙訓郡大山崎町銭原5-3

入館料
一般・大学生・高校生
通常料金より 100円引

※中学生以下は無料

優待内容

 京都
アサヒビール大山崎山荘美術館
天王山の豊かな自然と印象派の巨匠モネと民藝の世界を 
お楽しみください。

庭園入園料＋美術館観覧料
団体割引料金適用

※展覧会により料金は異なります。

  ご提示  ご本人様のみ
 075-981-0010  八幡市八幡女郎花43番地の1

優待内容

 京都  
史跡・名勝 松花堂庭園・美術館
庭園散策、美術鑑賞、本場松花堂弁当（京都𠮷兆）と1日楽しめ
る施設です。
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京 京阪・近畿エリア

… 優待を受けるための条件
… HOP-VISAクレジット支払い可否 … お問合せ先 … 優待施設 又は お問合せ先の住所

ご提示：3種類いずれかのHOPカードご提示で優待が受けられます ご提示：　  HOP-VISAカードご提示で優待が受けられます 支払いに限る：HOP-VISAカードでのVISAクレジット支払いの場合のみ優待が受けられます
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バイキング 大人通常価格から
10％OFF （朝食は除く）

※除外日：2023年12月23日（土）～2023年12月25日（月）
　　　　 2023年12月30日（土）～2024年1月3日（水）
※その他、割引併用不可

  ご提示  6名様まで   支払い可
 075-342-5525（直通）  京都市下京区烏丸通塩小路下る JR京都駅中央口

優待内容

 京都  ホテルグランヴィア京都
2階 カフェレストラン「ル・タン」
京都の玄関口「京都駅」直結のレストラン。朝食からカフェ、カジュアル 
ダイニングまでお気軽にご利用いただけるオールデイダイニングです。

ガソリン・軽油
HOPカードご提示で
店頭価格より 2円引/ℓ　

※現金支払いに限る。
※HOP-VISAでのクレジット支払いは、優待の対象外。

 京都
グローアンドグロー株式会社 峰山マイン店
ショッピングセンター マインへご来店の際は、
是非お立ち寄りください。

  ご提示  1名様まで
 0772-62-6060  京丹後市峰山町新町1736

優待内容

京都

綾部店 11：00～22：00 ☎0773-48-9090
京田辺店 11：00～23：00 ☎0774-64-6981
アル・プラザ亀岡前店 11：00～23：00 ☎0771-29-1507
京都梅津店 11：00～24：00 ☎075-873-5712
京都八幡店 11：00～23：00 ☎075-925-6437
東舞鶴店 11：00～22：00 ☎0773-77-8151

奈良

大安寺店 11：00～23：00 ☎0742-30-0731
都跡店 11：00～24：00 ☎0742-30-2465
奈良鴻ノ池店 11：00～23：00 ☎0742-20-2180
橿原店 11：00～23：00 ☎0744-26-0277
桜井店 11：00～23：00 ☎0744-44-2556
東生駒店 11：00～23：00 ☎0743-71-6550
橿原神宮店（3/14 OPEN） 10：00～23：00 ☎0744-26-1385

滋賀県・京都府・岐阜県・奈良県・富山県・石川県・福井県以外のココスでは、HOPカードの優待を実施いたしておりません。

 京都・奈良
ファミリーレストラン ココス（13店舗）
食の安全・安心を第一に美味しいお料理と心からの笑顔でお
迎えするファミレス。

ご飲食代 5%引
※会計時にご提示ください。
※ココス各店でご利用いただけます。（展開地域のみ）

  ご提示  1枚につき1会計まで   支払い可
 0120-031-055（株）ファイブスターお客様相談窓口 
 彦根市松原町1880番5

優待内容

ガソリン・軽油
看板価格より 2円引/ℓ

  ご提示  1名様まで   支払い可

優待内容

 京都
宇治石油（株）（ガソリンスタンド3店舗）
宇治エリアでの給油・車検には是非当店をご利用ください！

京
都

店舗名 営業時間(平日) 営業時間(日祝) 電話番号 住所
宇治新町SS
ニコニコレンタカー（宇治壱番）店 7：00～20：30 8：00～20：00 ☎0774-22-3600 京都府宇治市宇治1-116

コスモネット大久保SS 7：30～20：00 9：00～18：00 ☎0774-46-1565 京都府宇治市大久保町北ノ山33-1
コスモロマン三室戸SS
ニコニコレンタカー（三室戸）店 7：00～21：00 8：00～20：00 ☎0774-21-3202 京都府宇治市菟道谷下り40-1

▲iOSはこちら

アプリ登録はこちらからアプリ登録はこちらから

▲Androidはこちら

　　　　ご予約時に「HOPカード会員です」と
お伝えいただくと ご昼食の「四季会席」
通常 8,470円 → 特別価格7,000円
ご家族・ご友人との集まりにもぜひ。

※ホテル催事日など除外日あり。詳しくはお問い合わせください。
※表示金額は税・サービス料込 ※各種割引・クーポン券との併用不可 

  ご提示  10名様まで   支払い可
 075-254-2537（直通）  京都市中京区河原町御池 ホテルオークラ京都6階 ※月曜休業

優待内容

 京都  ホテルオークラ京都
京料理「入舟」
丁寧に仕上げた麗しの全8品の京会席。
旬の食材が醸す繊細な味わいをお愉しみいただけます。

ご予約時に「HOPカード会員です」とお伝えいただくと
通常料金 5,000円 → 4,600円

期間：2023年5月31日まで
※6月以降、メニュー内容が変更になります。
※除外日についてはお問い合わせください。
※表記の料金は1名様分、消費税・サービス料10％が含まれます。
※各種割引・優待・クーポン券との併用はいたしかねます。

  ご提示  5名様まで   支払い可
 075-284-1113（レストラン予約）受付時間 10:00～18:00 
 京都市下京区JR京都駅（烏丸中央口）正面

優待内容

 京都  京都新阪急ホテル
鉄板焼「ロイン」

　　 　  ご予約時に「HOPカード会員です」と
お伝えいただくと ランチオーダーバイキング

通常 6,050円 → 5,300円
人気の贅沢バイキングです。

※ホテル催事日など除外日あり。詳しくはお問い合わせください。
※表示金額は税・サービス料込 ※各種割引・クーポン券との併用不可 

  ご提示  10名様まで   支払い可
 075-254-2543（直通）  京都市中京区河原町御池 ホテルオークラ京都地下1階

優待内容

 京都  ホテルオークラ京都
中国料理「桃李」
席に着いたまま約40種類の本格中国料理が食べ放題！
地下鉄「京都市役所前駅」直結の好立地！

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

国産牛の鉄板焼と魚介料理。
ハーゲンダッツアイスクリーム季節のパフェ付き。

提供時間 11:30～14:00（L.O.）提供時間 11:30～14:00（L.O.）
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… 優待を受けるための条件
… HOP-VISAクレジット支払い可否 … お問合せ先 … 優待施設 又は お問合せ先の住所

ご提示：3種類いずれかのHOPカードご提示で優待が受けられます ご提示：　  HOP-VISAカードご提示で優待が受けられます 支払いに限る：HOP-VISAカードでのVISAクレジット支払いの場合のみ優待が受けられます
支払い可：HOP-VISAカードでのクレジット支払いができます（施設内の一部で       クレジットがご利用いただけない場合がございます）

条 … 優待を受けられる人数
C ※原則、HOPカードの優待割引と他の割引との併用はできません。本ガイドブックの見方・アイコンの説明本ガイドブックの見方・アイコンの説明



 大阪  乗馬クラブ クレイン北大阪
はじめてでも大丈夫！馬に乗って心も体もリフレッシュ！

★乗馬スクール45分★
5,500円 → 30％引

※別途レンタル代1,650円と保険代210円が必要です。
定休日：火曜日

  ご提示  2名様まで   支払い可
 072-732-2750  豊能郡豊能町川尻87

優待内容

動物取扱業（種別：展示）登録済。

 大阪  乗馬クラブクレイン学研枚方
乗るなら“馬”でしょ！！

★乗馬スクール45分★
5,500円 → 30％引

※ヘルメット等のレンタル代1,650円、
　保険代210円が別途必要です。
※詳しい内容等、下記までお電話ください。 

  ご提示  同伴者1名様まで   支払い可
 072-897-5711  枚方市穂谷一丁目11番20号

優待内容

動物取扱業（種別：展示）登録済。

入場料金 20％引
※シルバー（60歳以上）料金は割引対象外。
※施設利用料が別途必要。

 大阪  
関西サイクルスポーツセンター
レッツ！コギコギ！エクササイズ！
自転車のテーマパークです。

  ご提示  5名様まで   支払い可
 0721-54-3101  河内長野市天野町1304

優待内容

  ご提示  3名様まで   支払い可 
 072-684-8088  アル･プラザ高槻内

一　般　通常料金より 200円引
大学生　通常料金より 100円引

 大阪  アレックスシネマ（高槻）
今日も“おもてなしのこころ”でお客様をお迎えします。

優待内容

当日の入館料金より
大人（12歳以上） 200円引
小人（12歳未満） 100円引

※特別期間（お盆・年末年始）等は、直接施設にお問い合わせください。
※別途入湯税要

 大阪  スパワールド 世界の大温泉
世界12カ国17種類のお風呂。癒しの温泉テーマパークへようこそ！

  ご提示  10名様まで
 06-6631-0001  大阪市浪速区恵美須東3-4-24

優待内容

昼席 一般のみ
（当日料金 → 前売り料金）

通 常 2,800円 → 2,500円

 大阪  
天満天神繁昌亭
全国話題の上方落語の定席。

  ご提示  1名様まで   支払い可 
 06-6352-4874  大阪市北区天神橋2-1-34

優待内容

HOPポイントカード・HOP-Edyカードの現金払いなら
現金看板価格より 2円引/ℓ

HOP-VISAカードのクレジット払いなら
現金看板価格より 3円引/ℓ　

エネキーのお支払いカードにHOP-VISAカードを
登録すると 現金看板価格より 4円引/ℓ

※HOPポイントカード・HOP-Edyカードでのお支払い方法は、現金のみとなります。　
※HOP-VISAカードでのお支払い方法は、VISAクレジットのみとなります。

京
都

店舗名 営業時間 HOP-VISA エネキー 電話番号 住所
東舞鶴 7：00～19：30★ ○ × ☎0773-62-2590 舞鶴市字浜158
舞 鶴 　23H★ ○ ○ ☎0773-75-1781 舞鶴市白鳥通り天台
山 科 24H ○ ○ ☎075-575-3715 京都市山科区小野河原町8-1
亀 岡 　23H★ ○ ○ ☎0771-24-1942 亀岡市荒塚町鍛冶ヶ嶋11-6

 京都  江守石油（株）（4店舗）
HOPカードで、お得な給油を！！

 カード挿入口に挿入（東舞鶴SSはカードご提示）  1名様まで 
  支払い可  0773-62-2590  舞鶴市字浜158

優待内容

★印=土日祝は8:00～18:00までとなります。　★印=2:00～3:00はサービスを停止しております。

  ご提示  5名様まで
 06-6576-6222  大阪市港区海岸通1-1-10

ご利用料金
3歳以上 800円 → 700円

 大阪  
天保山大観覧車
高さ世界最大級の観覧車から、大阪湾を一望できます。　
優待内容

  ご提示  5名様まで   支払い可
 06-6440-3855  大阪市北区大淀中1丁目1番88号

入場料金 10％引

 大阪  梅田スカイビル 空中庭園展望台
地上173m・視界360度の大パノラマの天空へ。大阪めぐりの
コースに欠かせない感動スポット。

優待内容
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THE KOBE CRUISE ルミナス神戸2THE KOBE CRUISE ルミナス神戸2

THE KOBE CRUISE コンチェルトTHE KOBE CRUISE コンチェルト

ご予約時に「HOPカード会員です」と
お伝えいただくと 飲食代金 大人 200円引

※お電話にてご予約をお願いいたします。 ※時間帯により料金が異なります。
ご利用時間は90分制。 ※料金にはソフトドリンク（飲み放題）も含まれます。 
※優待期限：2023年8月31日（木）まで  除外日：2023年8月11日（金・祝）～15日（火）

 大阪  大阪新阪急ホテル
グルメバイキング「オリンピア」
関西最大級のホテルバイキング。和・洋・中・デザートのシェフが
織りなす料理が食べ放題！

  ご提示  10名様まで   支払い可
 06-6376-2062  大阪市北区芝田1-1-35　大阪新阪急ホテル地下1階

優待内容

HOPカードご提示で、ハイオク・レギュラー・軽油が
店頭価格及び会員価格より 3円引/ℓ

優待時間 8:00～19:00

 大阪  株式会社大丸油業 セルフ泉が丘店
府道2号線沿いのスギ薬局さん・だいわ自転車さん向いのキグナスです。

  ご提示  2名様まで   支払い可
 06-4865-3430  豊中市東泉丘2-5-10

優待内容
HOPカードご提示で、ハイオク・レギュラー・軽油が

店頭価格より 2円引/ℓ
※現金支払いに限る。

 大阪  協美石油（株） 茨木西SS
アル・プラザ茨木から西へすぐ。　是非ご利用ください。

  ご提示  ご本人様のみ
 072-643-1252  茨木市豊原町1-15

優待内容

  ご提示  5名様まで   支払い可
  078-360-5600  （コンチェルト）神戸市中央区東川崎町
1-6-1 神戸ハーバーランドumieモザイク1F  （ルミナス神戸2）
神戸市中央区波止場町5-6 中突堤旅客ターミナル2F

宝物殿拝観料
大人・大学生・高校生 150円引
中学生・小学生  　　  50円引
※休館日 木曜日 ※現在臨時休館中

 兵庫  湊川神社宝物殿
楠木正成公（大楠公）ゆかりの国指定文化財の書や鎧の他、 
刀剣類等多数展示しております。

  ご提示  10名様まで
 078-371-0001  神戸市中央区多聞通3-1-1

優待内容

入館料 300円引
（一例） 2,750円 → 2,450円

※他の割引券との併用不可。
※入湯税は別途75円必要となります。

 兵庫  有馬温泉 太閤の湯
『熱波対流』イノベーションサウナ登場！ 男女あわせて26種類
の温泉と岩盤浴を満喫。

  ご提示  5名様まで   支払い可
 078-904-2291  神戸市北区有馬町池の尻292-2

優待内容

尼崎城 入城料
大人500円 → 100円引
小人250円 →    50円引

 兵庫  尼崎城
明治６年まで尼崎に存在した尼崎城が2019年に再建されオープ
ン。子どもから大人まで楽しめる体験型のお城。各フロアにはガイド
もおり、歴史の話もしっかり聞けます。尼崎城三人衆も登場します。

  ご提示  5名様まで 
 06-6480-5646  尼崎市北城内27番地

優待内容

 奈良  （株）伊藤佑（3店舗） お客様と共にグッド
ライフを創造する。

 カード挿入口に挿入  1名様まで   支払い可
※お問い合わせは下記各店舗まで。

奈
良

店舗名 営業時間 HOP-VISA エネキー 電話番号 住所
セルフステーション橿原 6:00～23:00 ○ ○ ☎0744-27-9339 奈良県橿原市川西町1135-1
セルフステーション東生駒 6:00～23:00 ○ ○ ☎0743-74-3388 奈良県生駒市辻町5-1
セルフステーション平群 24H ○ ○ ☎0745-43-8820 奈良県生駒郡平群町大字平等寺6-1

このマークが
目印です！

ガソリン・軽油　HOPポイントカード・
HOP-Edyカードの現金払いなら 現金看板価格より 2円引/ℓ

ガソリン・軽油　HOP-VISAカードの
クレジット払いなら 現金看板価格より 3円引/ℓ

ガソリン・軽油　エネキーのお支払いカードにHOP-VISA
カードを登録すると現金看板価格より 4円引/ℓ

※HOPポイントカード・HOP-Edyカードでのお支払い方法は、現金のみとなります。
※HOP-VISAカードでのお支払い方法は、VISAクレジットのみとなります。

優待内容

▲最寄りの店舗検索は
こちらからアクセス！

ご飲食代 5%引
※会計時にご提示ください。※いちおしや伝五郎全店でご利用いただけます。

 奈良  にぎわいダイニングいちおしや伝五郎（2店舗）
一人一人への気遣いと心を込めたお料理で、今日の疲れを癒してもらう店。

  ご提示  1枚につき1会計まで   支払い可
 0120-031-055（株）ファイブスターお客様相談窓口

優待内容

奈良
西ノ京店 11：00～22：00★ ☎0742-30-3801
大和高田店 11：00～23：00 ☎0745-21-1156

※ 15:00～17:00（但し、土・日・祝日は15:00～16:00）は閉店しております。
★印=土のみ23:00閉店となります。

 兵庫
THE KOBE CRUISE 
「夕陽と夜景。地上にない、ひととき。」をコンセプトにした
神戸港発着のレストランクルーズ船。

ご予約時に「HOPカード会員です」と
お伝えいただくと利用料金より
大人（中学生以上）  500円引
小人（小学生）　     250円引

※利用船舶…コンチェルト又はルミナス神戸2
※お電話にてご予約をお願いいたします。
※プラン商品等にはご利用いただけません。
※運休日や貸切、イベントクルーズ等は除きます。
※他の優待・割引等との併用はいたしかねます。

優待内容

▲iOSはこちら

アプリ登録はこちらからアプリ登録はこちらから

▲Androidはこちら

※写真はイメージです。 季節によりメニューは変更します。※写真はイメージです。 季節によりメニューは変更します。

20 21

京 京阪・近畿エリア

… 優待を受けるための条件
… HOP-VISAクレジット支払い可否 … お問合せ先 … 優待施設 又は お問合せ先の住所

ご提示：3種類いずれかのHOPカードご提示で優待が受けられます ご提示：　  HOP-VISAカードご提示で優待が受けられます 支払いに限る：HOP-VISAカードでのVISAクレジット支払いの場合のみ優待が受けられます
支払い可：HOP-VISAカードでのクレジット支払いができます（施設内の一部で       クレジットがご利用いただけない場合がございます）

条 … 優待を受けられる人数
C ※原則、HOPカードの優待割引と他の割引との併用はできません。本ガイドブックの見方・アイコンの説明本ガイドブックの見方・アイコンの説明



ご飲食代 5%引
※会計時にご提示ください。
※ココス各店でご利用いただけます。（展開地域のみ）

そばうち体験道場
10％引

 福井  
越前そばの里
自社直営農場産のそば
粉を使用したこだわりの 
そば。

  ご提示  3名様まで   支払い可
 0778-21-0272  越前市真柄町7-37

優待内容

 福井  
アレックスシネマ（鯖江・敦賀）
今日も“おもてなしのこころ”でお客様を
お迎えします。

  ご提示  3名様まで   支払い可
 鯖江 0778-54-7720 アル･プラザ鯖江内／敦賀 0770-25-3737 アル･プラザ敦賀内

一　般 通常料金より 200円引
大学生 通常料金より 100円引

優待内容

総額料金より 10％引　
※会員・学割・シルバー料金との併用可。
※他の割引や特典・キャンペーンとの併用はできません。　
※パーティーコースでは適用されません。

 福井・石川・富山  ビッグエコー（5店舗）
最新機種完備！メニューが豊富！
ビッグエコーでカラオケを楽しもう。

福井 ビッグエコー片町店 ☎0776-29-1588
石川 ビッグエコー金沢鞍月店 ☎076-237-3615 富山

ビッグエコー富山店 ☎076-444-2117
ビッグエコー高岡店 ☎0766-25-0300
ビッグエコー富山駅前店 ☎076-433-1372

  ご提示  1グループまで   支払い可

優待内容

 福井   シーサイドスパ おおいの湯
プールとお風呂が楽しめる、健康増進・エクササイズとリラク
ゼーションスパ。

  ご提示  5名様まで
 0770-77-2320  大飯郡おおい町成海1-8

利用料　大人　　　    一般料金から 100円引小人（3歳～中学生）  一般料金から    50円引
入会金 300円 → 無料

※会員加入されている方には適用いたしません。※お支払い方法は、現金のみと 
なります。※休館日、ご利用案内等ございますので、お気軽にお問い合わせください。

優待内容

福井

運動公園店 11：00～22：00 ☎0776-33-7213
堀ノ宮店 11：00～22：00 ☎0776-28-7680
西方店 11：00～22：00 ☎0776-28-7682
ベル店 11：00～22：00 ☎0776-38-9063
鯖江店 11：00～23：00 ☎0778-54-7225
ハーツつるが店 11：00～22：00 ☎0770-23-3980
小浜店 11：00～23：00 ☎0770-59-1400
福井開発店 11：00～23：00 ☎0776-52-6180
春江アミ店 11：00～22：00 ☎0776-63-5917

石川

小松店 11：00～22：00 ☎0761-20-1050
金沢八日市店 11：00～22：00 ☎076-240-9355
小立野店 11：00～23：00 ☎076-234-6531
元町店 11：00～22：00 ☎076-253-9245
泉ヶ丘店 11：00～22：00 ☎076-245-8372
諸江店 11：00～22：00 ☎076-234-6331
羽咋店 11：00～22：00 ☎0767-22-8183
鹿島バイパス店 11：00～22：00 ☎0767-76-8011
加賀店 11：00～23：00 ☎0761-72-8236
金沢鞍月店 11：00～24：00 ☎076-267-6915
金沢大桑店 11：00～23：00 ☎076-245-7301

石川

穴水店 11：00～22：00 ☎0768-52-3755
金沢示野店 11：00～23：00 ☎076-268-4417
金沢福久店 11：00～23：00 ☎076-257-8152
七尾店 11：00～22：00 ☎0767-58-3081
松任相木店 11：00～22：00 ☎076-287-5361

富山

城東店 11：00～23：00 ☎0766-27-3654
富山飯野店 10：00～24：00 ☎076-452-9088
本郷店 10：00～23：00 ☎076-494-1690
黒瀬店 11：00～24：00 ☎076-494-1692
氷見店 11：00～23：00 ☎0766-91-8038
千代田店 11：00～23：00 ☎076-445-5065
黒部店 11：00～22：00 ☎0765-54-9033
砺波店 11：00～23：00 ☎0763-32-8250
小杉店 10：00～23：00 ☎0766-56-8160
新湊店 11：00～22：00 ☎0766-82-1323
婦中ファボーレ店 11：00～23：00 ☎076-466-0446
高岡駅南店 11：00～23：00 ☎0766-27-8082
魚津アップルヒル店 11：00～22：00 ☎0765-23-9276
砺波中神店 11：00～23：00 ☎0763-58-5262

  ご提示  1枚につき1会計まで   支払い可
 0120-031-055（株）ファイブスターお客様相談窓口 
 彦根市松原町1880番5

滋賀県・京都府・岐阜県・奈良県・富山県・石川県・福井県以外のココスでは、HOPカードの優待を実施いたしておりません。

優待内容

 福井・石川・富山  
ファミリーレストラン ココス（39店舗）
食の安全・安心を第一に美味しいお料理と心からの笑顔でお迎えするファミレス。　

ご飲食代 5%引
※会計時にご提示ください。
※海座全店でご利用いただけます。

 福井  海座 福井開発店
産直便で届く新鮮なネタのお寿司を提供する本格すし店。

  ご提示  1枚につき1会計まで   支払い可
 0120-031-055（株）ファイブスターお客様相談窓口

優待内容

福井 海座福井開発店 11：00～21：00 ☎0776-54-1605
※土日祝以外15:30～17:00は閉店しております。
※土・日・祝日は22:00閉店となります。

日帰りディナーバイキング
大人 300円引 小人・幼児 100円引
宿泊利用 宿泊基本料金より 5％引

※宿泊での割引利用についてはご予約時にご申告ください。
到着後の申告はお受けできない場合がございます。

※「全国旅行支援」との併用不可

 福井   大江戸温泉物語 あわら
『関西の奥座敷』 名湯あわら温泉に佇むくつろぎの温泉宿。
現在、ランチ・ディナーバイキングの営業を制限させていただいております。
ご利用につきましてはお電話にて詳細確認くださいますようお願い致します。

  ご提示  5名様まで   支払い可 
 0776-77-1726  あわら市二面48-10

優待内容

乗船料
大人（中学生以上） 100円引
小人（小学生）　　    50円引

 福井
東尋坊観光
遊覧船
1㎞にわたる断崖絶壁や
名所・奇岩群を海上から
ゆったりクルージング。

  ご提示  5名様まで   支払い可
 0776-81-3808  坂井市三国町安島64-1

優待内容

▲iOSはこちら

アプリ登録はこちらからアプリ登録はこちらから

▲Androidはこちら

▲iOSはこちら

アプリ登録はこちらからアプリ登録はこちらから

▲Androidはこちら

アレックスシネマ敦賀

アレックスシネマ鯖江
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武生商工会議所

笠原病院

サンドーム福井

SS 名 平日営業時間 日祝営業時間 SS 名 平日営業時間 日祝営業時間

セルフ金津 7:00 ～ 22:00

同　　左

セルフ春江 7:00 ～ 24:00

同　　左

メガセルフ武道館前 7:00 ～ 22:00 同　　左
セルフ二の宮 7:00 ～ 23:00 同　　左

セルフ大宮 7:00 ～ 21:00 同　　左

セルフ福井西 7:00 ～ 23:00 同　　左
セルフ種池 7:00 ～ 23:00 同　　左
セルフ花堂 6:00 ～ 22:00 同　　左

セルフ丸岡 6:00 ～ 24:00

同　　左

メガセルフ北インター 24 時間営業 同　　左

セルフ松岡 7:00 ～ 20:00

田原町給油所 8:00 ～ 19:00 8:30 ～ 18:00
勝見給油所 8:00 ～ 19:00 休　　業

セルフ福井インター 6:00 ～ 22:00 同　　左

メガセルフ福井 24 時間営業 同　　左
メガセルフ鯖江 24 時間営業 同　　左

セルフ福井ＢＰ 7:00 ～ 21:00

同　　左
同　　左

越前市塚町８字４－１

セルフ越前

セルフ越前 同　　左7:00 ～ 23:00

鯖江西
鯖江市糺町109-1

メガセルフ鯖江西 7:00 ～ 23:00 同　　左

福井市大宮３－３１－１０

セルフ福井ＢＰ

本　　社 休　　業8:30 ～ 17:30

本社

 福井  
福井エネルギーグループ（19店舗）
HOP-VISAカードを利用して当店のメール会員に入会しよう！
優遇価格よりさらに割引有。

  支払いに限る  1名様まで   支払い可 
 （本社）0776-38-7833  福井市主計中町10-8-1

ガソリン・軽油（灯油は除く）
HOP-VISAカードのクレジット支払いで、

一般価格より 5円引/ℓ
※一般クレジットの場合は非会員価格になります。
※クレジット請求時の割引はできません。

優待内容

入村料
大人 　　　 　550円 → 450円
中学生・高校生 440円 → 360円
4歳～小学生   330円 → 270円
※定休日：木曜日（臨時休業あり 要問合せ）

 石川  加賀 伝統工芸村　ゆのくにの森
見て！ふれて！創って！１１の館で50種類以上！伝統工芸の創作 
体験が楽しめます。

  ご提示  8名様まで
 0761-65-3456  小松市粟津温泉ナ-3-3

優待内容

一 般　　   通常料金より 300円引
大学生以下 通常料金より 200円引　
※3D作品、特別興行作品ではご利用いただけません。

 石川  ユナイテッド・シネマ 金沢
9つのスクリーンで最新話題作を上映。3Dスクリーンサイズは 
石川県最大級！

  ご提示  1名様まで   支払い可 
 0570-783-071  金沢市高柳町1-70-1

優待内容

ガソリン・軽油・店頭販売灯油（配達は除く）
HOP-VISAカードのクレジット支払いで、
当社クレジット優待価格にて給油ができます。　

※出光まいどプラスの店頭価格にて

福井
セルフ敦賀南給油所 6:45～23：00 ☎0770-22-2557 敦賀市古田刈48-18
セルフ敦賀西バイパス給油所 7:00～22：00 ☎0770-21-3025 敦賀市若葉町1-1535
敦賀元町給油所 7:30～20：00 ☎0770-25-2462 敦賀市元町5-7

 福井  （株）若狭エネルギー（3店舗）
地域で価格をリードする出光サービスステーション。

  支払いに限る  1名様まで   支払い可
 0770-21-3326  敦賀市若葉町1-1535

優待内容

ガソリン・軽油・灯油
優待価格にて給油できます。

 石川  
D.Dセルフ金沢駅西店、D.Dセルフアルプラザ鹿島店
アル・プラザ金沢、アル・プラザ鹿島でのお買物の際は、是非
当店をご利用ください。

  ご提示  1名様まで   支払い可

優待内容

HOPカード会員様優待スタンプカード
（店頭・給油時配布）ガソリン・軽油10ℓ
ごとにスタンプ1個押印 スタンプ50個で　
平和堂商品券500円分プレゼント！！
※条件としてHOPカードを一緒にご提示していただき
　お支払いはエネオスカード、Tカードの方に限ります。
※スタンプ押印時間8:00～20:00

 石川  
サンライズステーション（アル･プラザ小松 隣）
アル･プラザ小松でのお買い物の際は、是非当店をご利用ください。

  ご提示  ご本人様のみ
 0761-23-0031  小松市園町ホ148-1

優待内容

石川 D.Dセルフ金沢駅西店 7:00～23:00 ☎076-261-2362 金沢市駅西新町2-16-1
D.Dセルフアルプラザ鹿島店 7:00～23:00 ☎0767-76-8801 鹿島郡中能登町最勝講ヌ1-1

★乗馬スクール45分★
5,500円 → 30％引

※ヘルメット等のレンタル代1,650円、
　保険代210円が別途必要です。
※詳しい内容等、下記までお電話ください。

 石川  
ヴィテン乗馬クラブ・クレイン金沢
乗るなら“馬”でしょ！

  ご提示  同伴者1名様まで   支払い可
 076-239-0009  金沢市粟崎浜町1-7

優待内容

動物取扱業（種別：展示）登録済。

ご入浴料
10％引

（2023年8月31日まで）

 石川
極楽湯グループ 祥楽の湯 津幡店
祥楽の湯は、心と体で楽しむ日常のなかの桃源郷です。

  ご提示  5名様まで
076-289-0261  河北郡津幡町字北中条1-81

優待内容
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ガソリン・軽油（月～木曜日）
店頭表示価格より 最大2円引/ℓ
ガソリン・軽油（金～日曜日）
店頭表示価格より 最大4円引/ℓ

※HOPポイントカードご提示のお客様も値引の対象となります。
※割引価格が変動する場合があります。

ご飲食代 5%引
※会計時にご提示ください。
※いちおしや伝五郎全店でご利用いただけます。

 富山  
富山県中央植物園
国内外の植物約4,900種を収集展示する日本でも有数の 
植物園。

 富山  
大楽寺（だいらくじ）
百鬼夜行絵巻など日本の妖怪資料を展示しています。

入園料
大人（3月～11月） 500円 → 400円　
大人（12月～2月） 300円 → 240円
※特別開園は除く。他の割引券との併用不可。
　（高校生以下および70才以上は通年無料）

入館料　大人 300円 → 200円
中学生以下　 200円 → 100円　
※拝観は電話での事前予約が必要となります。

  ご提示  1名様まで
 076-466-4187  富山市婦中町上轡田42

  ご提示  1グループまで
 0766-82-3016  射水市立町2-9

優待内容

優待内容

 石川  
ガソリンショップ津幡店（アル･プラザ津幡 横）
アル･プラザ津幡併設セルフSS。HOPカードでお得に給油！

  ご提示  1名様まで   支払い可 
 076-288-7113  河北郡津幡町字北中条1街区50

優待内容

 富山  
にぎわいダイニング いちおしや伝五郎（2店舗）
一人一人への気遣いと心を込めたお料理で、今日の疲れを癒してもらう店。

  ご提示  1枚につき1会計まで   支払い可
 0120-031-055（株）ファイブスターお客様相談窓口

優待内容

富山
小杉店 11：00～22：00★ ☎0766-57-3385
高岡駅南店 11：00～23：00 ☎0766-29-2162

※ 15:00～17:00（但し、土・日・祝日は15:00～16:00）は閉店しております。
★印=土のみ23:00閉店となります。

  ご提示  5名様まで   支払い可
 0570-097-117（インフォメーションセンター）
 蒲郡市海陽町2-3

当日料金より 5%引（1円単位四捨五入）
【対象チケット】 

入園券・パスポート・プール入園・プールパスポート
※利用除外日（5/26～28・12/31）は利用除外です。

優待内容

 愛知  
ラグーナテンボス 「ラグナシア」
アトラクションや巨大アスレチックで1日中お楽しみいただけます！

  ご提示  5名様まで
 0568-67-8181  犬山市新川1-11

入城料
通常料金より 100円引

※他の割引との併用不可。 ※現金のみでお支払いください。 
※ご来城の際はHPをご確認の上おこしください。

優待内容

 愛知  
お菓子の城
作って、食べて、着飾って、楽しさ広がる体験型テーマパーク。

▲iOSはこちら

アプリ登録はこちらからアプリ登録はこちらから

▲Androidはこちら

  ご提示  4冊または4名様まで
 052-661-1520  名古屋市港区西倉町1-51

乗り物回数券
（100円券×11枚綴り通常 1,000円）  

100円引
※ 上記優待内容につきましては、諸事情により変更と
なる場合がございます。

優待内容

 愛知  
名古屋港 シートレインランド
入園無料！中部地区最大級高さ85mの大観覧車がある港の遊園地！
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北 北陸エリア 東 東海エリア

… 優待を受けるための条件
… HOP-VISAクレジット支払い可否 … お問合せ先 … 優待施設 又は お問合せ先の住所

ご提示：3種類いずれかのHOPカードご提示で優待が受けられます ご提示：　  HOP-VISAカードご提示で優待が受けられます 支払いに限る：HOP-VISAカードでのVISAクレジット支払いの場合のみ優待が受けられます
支払い可：HOP-VISAカードでのクレジット支払いができます（施設内の一部で       クレジットがご利用いただけない場合がございます）

条 … 優待を受けられる人数
C ※原則、HOPカードの優待割引と他の割引との併用はできません。本ガイドブックの見方・アイコンの説明本ガイドブックの見方・アイコンの説明

  ご提示  5名様まで
 0564-26-3884  岡崎市大平町川田46-1

入場料金割引
大人（中学生以上） 1,280円 → 1,070円　
小人（4歳以上）    640円 →    550円

優待内容

 愛知  
IPCわんわん動物園
わんわんレース・お散歩レンタルなどレギュラーイベントに 
新アトラクション続々登場！！



受付窓口にて
HOPカードご提示いただくと

ガソリン・軽油
店頭表示価格より4円引/ℓ割引券を配布！

 愛知   （株）角田石油 EneJet長久手SS
変化を楽しみ、選ばれる価値、喜ばれる価値を追求する。

  ご提示  2名様まで   支払い可 
 0561-64-1350  長久手市荒田109

優待内容

ハイオク・レギュラー・軽油 
店頭表示価格より 2円引/ℓ

※HOPポイントカード・HOP-Edyカードでのお支払い方法は、現金のみとなります。
※HOP-VISAカードでのお支払い方法は、VISAクレジットのみとなります。

 愛知  祖父江製油(株) 祖父江SS
当店は安心スタッフ給油。HOPカードご提示で、給油がお得に！！

  ご提示  1名様まで   支払い可
 0587-97-0134  稲沢市祖父江町祖父江下川田35

優待内容

入泉料 大人 50円引
※一般料金からの割引となります。
※小学生・幼児（4歳～）は割引なし。

 愛知  こまき楽の湯
ラドン成分を含む天然温泉露天風呂や炭酸泉、大型岩盤房など
癒しの温浴施設。

  ご提示  1名様まで   支払い可 
 0568-41-1010  小牧市郷中2-182-2

優待内容

大人一般入泉料（中学生以上）より50円引
※他の割引サービスとの併用はできません。
※小学生・幼児（4歳～）は割引適用外

 愛知  天然温泉 みどり楽の湯
地下1,200mから湧出する天然温泉を、豊かな自然の中で楽しめる
大自然露天風呂。

  ご提示  1名様まで   支払い可 
 052-878-1010  名古屋市緑区徳重3丁目2904番地

優待内容

 愛知  （株）土川油店グループ（4店舗）
HOPカードのご提示で、オイル・洗車がお得に！！

  ご提示  1名様まで   支払い可
 0586-73-1151  一宮市本町3-10-5

HOPカードご提示で
①エンジンオイル X-PRIMEが 20％引
②ドライブスルー洗車プリペイドカード
　通常10,000円 → 8,000円のところ 10,000円 → 6,000円

※ ドライブスルー洗車の値引きは一宮市内3SSのみとさせていただきます。

優待内容

愛知

ENEOS セルフィーユ江南SS 24H ☎0587-54-5800 江南市赤童子町良原133
ENEOS 一宮東SS 24H ☎0586-76-3186 一宮市大字浅野字水屋高9番の1
ENEOS 一宮セントラルSS 24H ☎0586-23-3120 一宮市森本3丁目3番12号
ENEOS DD一宮SS 24H ☎0586-45-9716 一宮市昭和2丁目3番20号

入館料
100円引

※不定休につき要問合せ

 岐阜  
飛騨高山 テディベアエコビレッジ
エコロジーがテーマの癒しのテディベアミュージアム。

  ご提示  5名様まで
 0577-37-2525  高山市西之一色町3-829-4

優待内容

28 29

東 東海エリア

… 優待を受けるための条件
… HOP-VISAクレジット支払い可否 … お問合せ先 … 優待施設 又は お問合せ先の住所

ご提示：3種類いずれかのHOPカードご提示で優待が受けられます ご提示：　  HOP-VISAカードご提示で優待が受けられます 支払いに限る：HOP-VISAカードでのVISAクレジット支払いの場合のみ優待が受けられます
支払い可：HOP-VISAカードでのクレジット支払いができます（施設内の一部で       クレジットがご利用いただけない場合がございます）

条 … 優待を受けられる人数
C ※原則、HOPカードの優待割引と他の割引との併用はできません。本ガイドブックの見方・アイコンの説明本ガイドブックの見方・アイコンの説明

※令和４年１１月１２日より、郵便番号、住所表示が変更になっています。　
　カーナビ等をご利用の際は電話番号で検索をお願いします。 

総額料金より 10％引　
※会員・学割・シルバー料金との併用可。
※他の割引や特典・キャンペーンとの併用はできません。　
※パーティーコースでは適用されません。

 愛知・岐阜  ビッグエコー（16店舗）
最新機種完備！メニューが豊富！　ビッグエコーでカラオケを楽しもう。

愛知

ビッグエコー名古屋錦通り店 ☎052-959-3001
ビッグエコー名古屋伏見店 ☎052-218-8455
ビッグエコー名古屋伏見本店 ☎052-684-4553
ビッグエコー名駅3丁目店 ☎052-569-2400
ビッグエコー名駅4丁目店 ☎052-533-0050
ビッグエコー名駅4丁目2号店 ☎052-533-0530
ビッグエコー名駅笹島交差点前店 ☎052-589-1522
ビッグエコー大曾根駅前店 ☎052-325-5170

愛知

ビッグエコー名古屋楠インター店 ☎052-901-7730
ビッグエコー東岡崎駅前店 ☎0564-66-0909
ビッグエコー弥富店 ☎0567-66-0277
ビッグエコー豊橋藤沢店 ☎0532-38-9355
ビッグエコー春日井坂下店 ☎0568-88-7611
ビッグエコー大口店 ☎0587-81-4556

岐阜 R2＆ビッグエコー多治見店 ☎0572-28-3760
ビッグエコー新岐阜駅前店 ☎058-212-0345

  ご提示  1グループまで   支払い可

優待内容

乗船料割引
大人（中学生以上） 1,500円 → 1,350円
小学生            750円 → 　670円

※大人1名様につき、未就学児1名様のみ
無料とさせていただきます。

 岐阜  恵那峡遊覧船
往復20㎞に亘る木曽川の奇岩怪石群を高速船で巡る30分の
船旅。

  ご提示  5名様まで
 0573-25-4800  恵那市大井町2709-104

優待内容

入館料
大　人 　　 1,780円 → 1,600円　
中・高校生    1,400円 → 1,260円
小学生 　       900円 →    810円
幼児（3歳以上） 500円 →    450円

 岐阜  世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ
世界最大級の淡水魚水族館、子供から大人まで楽しめます。

  ご提示  5名様まで   支払い可
 0586-89-8200  各務原市川島笠田町1453 河川環境楽園内

優待内容



  ご提示  何名様でも可   支払い可  0120-0123-66  大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー3F

  ご提示  ご家族様も可   支払い可

優待内容

優待内容

特典①： 平和堂からご紹介のお客様には
　　　  引越基本料金25%引
特典②： HOPカード会員様はさらに 5%引
特典①＋② 合わせて引越基本料金 30%引
ご連絡の際に、必ず「平和堂のご優待施設ガイドを見た」とお伝えください。
※引越基本料金＝車両費＋人件費です。
※上記特典は引越日が3/15～4/10は割引対象外です。
※当社が同時期に実施する他のキャンペーンとの重複利用はできません。 
※お見積後の割引適用のお申し出には対応できませんのでご了承ください。

代表番号 TEL0120-56-1141（受付 9:00～19:00）
お電話の際に、紹介先を「平和堂」とお伝え頂くと
基本料金 20%引（3/15～4/15を除く）
さらにHOPカード会員様に限り 5%引
合わせて最大25%引！
※お電話の際にご紹介先をお知らせください。
※インターネット等で、すでにお申込みの方は割引対象となりません。

●荷造り用ダンボール最大50箱まで無料サービス！
     （契約車両サイズにより枚数上限有り）
●ハンガーケース5箱まで無料レンタルサービス！
●タンスの中身もそのまま運びます！
●作業終了後、何でも10分間サービス！（安心保証パック加入の方）

ダスキンお掃除付き
プレミアムプラン
ダスキンお掃除付き
プレミアムプラン

荷造りから荷解き、 新居のお掃除まで全て
おまかせの新サービス。「まるごとおまかせフル
サービスプラン」に、ダスキンのお掃除サービス
がプラスされたコースです。

まるごとおまかせ
フルサービスプラン
まるごとおまかせ
フルサービスプラン

荷造りから荷解きまで、お引越しの作業の
全てを当社が承ります。お忙しい方に最適
なコースです。

荷造りおまかせ
スタンダードプラン
荷造りおまかせ
スタンダードプラン

自分で荷造り
エコノミープラン
自分で荷造り
エコノミープラン

小物の荷造りは当社、小物の荷解きは
お客様が行います。ゆっくり小物の配置を
ご検討いただけます。

無料サービスのダンボールをご用意。お客様
ご自身で荷造りと荷解きをしていただきます。
一番お安く出来る、一般的なコースです。

 全国  アート引越センター

 全国  サカイ引越センター
まごころこめておつきあい。
あたたかさが私たちの品質です。

HOP-VISAカードのクレジット支払いで　
レンタカー基本料金 5％引

※各種割引との併用や割引対象外のクラスがあります
　ので詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

 全国  トヨタレンタカー
乗りたい時に、乗りたいクルマ。

  支払いに限る   支払い可
 0120-101-345  草津市草津町1862番1

優待内容

平和堂
では

HOPカード会員様用キャンペーンコード

EHOP3395
マイカーリース審査お申込ページのお客様情報入力欄
に、上記キャンペーンコードの入力をお願い致します。
未入力の場合、ご成約特典が付与されません。

 全国  小さなお葬式
提携式場数全国4,000ヶ所以上！

  ご提示  ご家族様も可   支払い可

優待内容
HOPカード会員様限定 優待価格で
ご案内いたします。
特徴① 低価格でも安心の分かりやすいお葬式プラン
特徴② 全国4,000以上の葬儀式場と提携、お近くの 
　　　 式場で葬儀が行えます。
　　　　   （一部市町村では提携式場がない場合がございます。）
フリーダイヤル 0120-968-297（24時間・365日受付）

※お電話時は、「平和堂HOPカード会員様」である旨、お伝えください。

 ご飲食代 5%引
※会計時にご提示ください。
※ココス各店でご利用いただけます。
　（展開地域のみ）

優待内容

岐阜

大垣バイパス店 11：00～24：00 ☎0584-77-0335
穂積店 11：00～23：00 ☎058-329-0069
垂井店 10：00～23：00 ☎0584-24-0037
北一色店 10：00～23：00 ☎058-249-1272
岐阜羽島店 11：00～23：00 ☎058-394-2023
可児店 10：00～23：00 ☎0574-60-0703

岐阜

瑞浪店 11：00～22：00 ☎0572-66-3850
美濃加茂新池店 11：00～23：00 ☎0574-23-0277
海津南濃店 11：00～22：00 ☎0584-58-1057
岐阜長良店 11：00～22：00 ☎058-210-2667
恵那店 11：00～22：00 ☎0573-59-8210
飛騨高山店 10：00～23：00 ☎0577-57-7527

  ご提示  1枚につき1会計まで   支払い可
 0120-031-055（株）ファイブスターお客様相談窓口
 彦根市松原町1880番5

滋賀県・京都府・岐阜県・奈良県・富山県・石川県・福井県以外のココスでは、HOPカードの優待を実施いたしておりません。

 岐阜
ファミリーレストラン ココス（12店舗）
食の安全・安心を第一に美味しいお料理と心からの笑顔でお迎
えするファミレス。

▲iOSはこちら

アプリ登録はこちらからアプリ登録はこちらから

▲Androidはこちら

ガソリン・軽油　HOPポイントカード・HOP-Edyカードの
現金払いなら 現金看板価格より 2円引/ℓ

ガソリン・軽油　HOP-VISAカードのクレジット払いなら
現金看板価格より 3円引/ℓ

ガソリン・軽油　エネキーのお支払いカードにHOP-VISAカードを
登録すると 現金看板価格より 4円引/ℓ

※HOPポイントカード・HOP-Edyカードでのお支払い方法は、現金のみとなります。
※HOP-VISAカードでのお支払い方法は、VISAクレジットのみとなります。

 三重  
（株）伊藤佑（5店舗）
お客様と共にグッドライフを創造する。

 カード挿入口に挿入  1名様まで   支払い可
※お問い合わせは下記各店舗まで。

優待内容

三
重

店舗名 営業時間 HOP-VISA エネキー 電話番号 住所
セルフステーション鈴鹿神戸 24H ○ ○ ☎059-383-1150 三重県鈴鹿市神戸9丁目11-1
セルフステーション鈴鹿甲斐 6：00～23：00 ○ ○ ☎059-383-8687 三重県鈴鹿市甲斐町4-1
スーパーセルフ名張 6:00～23:00 ○ ○ ☎0595-44-6222 三重県名張市蔵持町原出1283-4
セルフステーション伊賀上野 6：00～23：00 ○ ○ ☎0595-41-2522 三重県伊賀市印代252-2
セルフステーション名張夏見 24H ○ ○ ☎0595-41-0860 三重県名張市夏見952-1

▲最寄りの店舗検索は
こちらからアクセス！

このマークが
目印です！

★乗馬スクール45分★
5,500円 → 30％引

※ ヘルメット等のレンタル代・保険代で1,860円が、 
別途必要です。
※詳しい内容等、下記までお電話ください。

 三重
乗馬クラブ クレイン三重
乗馬する人、増えてます！！

  ご提示  同伴者1名様まで   支払い可
 0595-52-1322  伊賀市伊勢路1351

優待内容

動物取扱業
（種別：展示）登録済。
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東 東海エリア 全 全国エリア

… 優待を受けるための条件
… HOP-VISAクレジット支払い可否 … お問合せ先 … 優待施設 又は お問合せ先の住所

ご提示：3種類いずれかのHOPカードご提示で優待が受けられます ご提示：　  HOP-VISAカードご提示で優待が受けられます 支払いに限る：HOP-VISAカードでのVISAクレジット支払いの場合のみ優待が受けられます
支払い可：HOP-VISAカードでのクレジット支払いができます（施設内の一部で       クレジットがご利用いただけない場合がございます）

条 … 優待を受けられる人数
C ※原則、HOPカードの優待割引と他の割引との併用はできません。本ガイドブックの見方・アイコンの説明本ガイドブックの見方・アイコンの説明
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HOPカード優待施設がご利用いただけます
優待施設検索は2種類の方法があります。

※閲覧における通信料・パケット通信料はご利用者様のご負担となります。
※「Android（アンドロイド）」「Google Play」はGoogle Inc.の登録商標です。
※「iPhone（アイフォーン）」は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。

優待ガイドブック 平和堂モバイルサービス

クレジットカード・ポイント機能に加え、HOPマネー（電子マネー）を
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を無料提供
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が使える

モバイルで
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HOPマネーをご利用   いただけます
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お出かけ前に
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HOPマネーとは、事前にチャージ（入金）して、お支払い時に ご利用できる平和堂オリジナルの電子マネーサービスです。

インターネットからのお申し込みはこちら ⇒
https://www.smbc-card.com/rd/hop.jsp

HOPカードにお金をチャージ（入金） HOPマネーでお支払い お支払完了！
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06-6440-3855 大阪市北区大淀中1丁目1番88号

入場料金

体験。 HOPカード会員様限定の　　　　　  な情報が満載

HOPカード会員様限定の　　　　　  な情報が満載

HOPカード会員様限定の　　　　　  な情報が満載

HOPカード会員様限定の　　　　　  な情報が満載
おトクご優待施設ガイドブック

ご優待施設ご優待施設ご優待施設ガイドブック

本ガイドブックに掲載されている各種情報等は、2023年3月現在のものです。

サービス内容は予告なく変更される場合がございます。

ルミ・スカイ・ウォーク

大阪梅田のランドマーク「梅田スカイビル・空中庭園展望

台」は
から39F
トとしても人気です。ガラスカウンターが広がり、空に浮かんだような感覚でカ

フェタイムをお楽しみいただけるほか、
の屋上展望フロアから一望できる風景は、どの季節・どの時間帯も度は見ていただきたい絶景です。

お得なこの機会に是非一度お越しください。
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