関西大学校友会カード提携優待店一覧
(平成29年1月現在)

■ホテル・旅館・ペンション
ご予約は直接ホテル・旅館へお願いいたします。ご予約の際に関西大学校友カードの会員である旨お伝えく
ださい。チェックインの際は、必ずフロントに校友カードをご提示下さい。
※精算時に提示された場合、サービスを受けられないことがあります。
優待店名

電話番号

住所

優待内容

新阪急ホテル

06-6372-5101

大阪市北区芝田1-1-35

宿泊料10％割引

天王寺都ホテル

06-6628-3200

大阪市阿倍野区松崎町1-2-8

宿泊料10％割引

06-6213-1991

大阪市中央区西心斎橋

宿泊料10％割引

京都祇園ホテル

075-551-2111

京都市東山区祇園町南側555

宿泊料10％割引

ホテルプラザ宮崎

0985-27-1111

宮崎市川原町1-1

宿泊料10％割引

ホテル

089-931-1234

松山市道後鶯谷町5-19

朝日プラザホテル
カプセルホテル朝日プラザ心斎橋

宿泊料・飲食代10％割引、道後温泉

ルナパーク

坊ちゃん湯入浴券贈呈、団体10名以
上カラオケサービス

ホテル法華クラブチェーン
総合予約センター 0120-123-489

フリーダイヤル

法華クラブ札幌 011-221-2141

札幌市中央区北2条西3丁目

法華クラブ函館 0138-52-3121

函館市本町27-1

法華クラブ仙台 022-224-3121

仙台市青葉区本町2-11-30

法華クラブ藤沢 0466-27-6101

藤沢市鵠沼石上1-6-1

法華クラブ京都 075-361-1251

JR京都駅烏丸中央口正面

法華クラブ大阪 06-6313-3171

大阪市北区兎我野町12-19

法華クラブ広島 082-248-3371

広島市中区中町7-7

法華クラブ福岡 092-271-3171

福岡市博多区住吉3-1-90

法華クラブ大分 097-532-1121

大分市都町2-1-1

法華クラブ熊本 096-322-5001

熊本市通町20-1

宿泊基本料金の14％割引、結婚披露
宴における飲食料金の5%割引(但し
現金支払いに限る)

海辺の宿・はまかぜ荘

079-636-0773

兵庫県美方郡香美町下浜866

宿泊料10％割引

新かめや旅館

0796-32-2421

兵庫県豊岡市城崎町湯島279

宿泊料10％割引

白川温泉・末広旅館

0574-72-1017

岐阜県加茂郡白川町河岐

宿泊料10％割引

ペンション・早起き鳥

0261-75-2142

長野県北安曇郡白馬村神城白馬の森

宿泊料10％割引(年末年始、旧盆、
GW、冬期週末等混雑時を除き、現金
決済に限る)

■料飲店
席に着かれましたら、関西大学校友会カードを店の人に提示して下さい。また、予約される場合は、関西大
学校友カードの会員である旨をお伝え下さい。
※注文後や精算時に提示された場合、サービスを受けられないことがあります。
優待店名
中国料理

電話番号

住所

優待内容

焼賣太樓
桜橋店 06-6341-7061
ホワイティ梅田店 06-6312-6847
焼賣太樓OAP店 06-6358-8611

大阪市北区梅田2-1-16

5名以上の宴会に紹興酒ボトル1本

大阪市北区堂山町梅田地下街

サービス

大阪市北区天満橋OAPタワー38F

永楽町スエヒロ本店

06-6341-1638

大阪市北区曽根崎新地1-11-11

飲食料5％割引

ひとくち

北店

06-6361-9048

大阪市北区西天満4

飲食料6％割引(但し土曜日のみ)

日本料理・胡兆

072-792-6130

川西市緑台3-5-62

利用代金の10％割引

■洋服・ブティック・呉服
優待店名
呉服・藤島屋
タム

電話番号

藤井商事

住所

優待内容

06-6241-0003

大阪市中央区心斎橋筋1-5-28

商品代金20～10％割引

06-6312-7166

大阪市北区角田町

ネクタイ10％割引

住道店 072-873-4301

大東市赤井1

定価の5％割引

サンメイツ店 072-872-0404

大東市住道2

梅田店

ラ･ポール

ジェルム

フループ

072-873-8096

ミシェル

サンメイツ店

大東市住道2

072-872-0399

大東市住道2

シロキヤ

0536-23-5454

新城市片山字西野畑546

商品代金5％割引

太田屋

0565-33-1336

豊田市金谷町2-59

呉服10％、洋品5％割引

089-941-2066

松山市湊町4

商品代金10％割引

089-926-7715

松山市宮西1

商品代金10％割引

0898-48-3639

今治市喜田村

商品代金10％割引

明治堂

本店

フジグラン
明治堂

住道店

松山店

今治店

定価の5％割引

■旅行社
優待店名

電話番号

住所

優待内容

名鉄観光サービス
札幌支店 011-241-4986

札幌市中央区北3条西3-1

仙台支店 022-227-3611

仙台市青葉区中央4-10-3

銀座支店 03-3572-0511

東京都中央区銀座7-8-3

・第一ブランド商品(パノラマツ

横浜支店 045-641-4166

横浜市中区尾上町4-52

アー・ジャンボマーチ)旅行代金の

名古屋市中区栄3-4-6

5％割引・その他商品 旅行代金の3％

栄地下支店 052-951-5201
名古屋中央支店 052-586-4545
梅田支店 06-6311-6621
なんば支店 06-6645-8080
京滋支店 075-255-2211

名古屋市中村区名駅4-2-28

1．自社主催旅行商品(国内・海外
パッケージツアー)

割引
但し、キャンペーン商品、通販商品

大阪市北区堂山町3-3

は割引対象外とします。

大阪市浪速区難波中1-12-5難波室町ビル

2．他社受託主催旅行商品(国内・海

京都市下京区四条通新町東入月鉾町62住友生命

外パッケージツアー)第一ブランド商

京都ビル

品 旅行代金の3％割引

神戸支店 078-321-1061

神戸市中央区西町35三井日生神戸ビル

※割引サービスは現金でお支払いの

奈良支店 0742-35-4560

奈良市大宮町6-1-1新大宮駅前ビル

場合のみとさせていただきます。

和歌山支店 073-423-4975

和歌山市12番丁31

広島支店 082-227-2281

広島市中区八丁堀5-7

松山支店 089-921-5131

松山市三番町4-12-4

福岡支店 092-451-6531

福岡市博多区博多駅前1-2-5

札幌支店 011-251-2750

札幌市中央区北五条西-5

千葉トラベルセンター 043-225-1125

千葉市中央区中央3-9-16

左記を含め全国主要都市164 支店・
案内所と提携

阪急交通社

静岡支店 054-251-3015

静岡市葵区御幸町11-30

西宮トラベルセンター 0798-67-0150

西宮市高松町14-2

池田トラベルセンター 072-753-4445

池田市栄町1-1

宝塚トラベルセンター 0797-85-8866

宝塚市栄町2-3-1

阪急阪神ビジネストラベル神戸支店 078-393-5427
岡山支店 086-226-3701
鹿児島支店 099-223-2181
長崎支店 095-827-4141
オーサカ・トラベル

06-6448-2151

神戸市中央区江戸町95

自社主催海外グリーニングツアー・
国内アラウンド

5％割引

他社主催パッケージ(ジャルパック・
ルック等)3％割引

岡山市下石井1-1-3
鹿児島市山之口町3-31
長崎市興善町4-5
大阪市西区京町堀

手数料サービス(国内外旅行共)
全パッケージ旅行代金5％割引(チ
ケット除く)国内のホテル旅館5％割

ユートピア

0744-25-0928

奈良県橿原市新口町

引、国内外取扱手数料サービス、海
外ツアー(ルック・マッハ等)5％割
引、15名以上

団体添乗無料、旅行

相談無料、手作り旅行格安で

■スポーツ施設
ご来場の際、受付サイン時または入場券窓口に必ず関西大学校友カードをご提示下さい。ご予約やエント
リーの場合は、関西大学校友カード会員である旨を事前にお伝え下さい。
※入場後や精算時に提示された場合、サービスが受けられないことがあります。
優待店名

電話番号

住所

優待内容
平日に限り直接エントリー可。

あいがわゴルフコース

072-643-0043

茨木市大字桑原1075

平日のみプレー費1,000円引
(事前に連絡のカード所持者のみ)

オレンジシガカントリークラブ

0748-83-0111

滋賀県甲賀市信楽町宮町字檜谷1000

ミリカスポーツ

06-6877-5555

吹田市千里丘北1

平日に限り直接エントリー可。
平日のみプレー費1,500円引
プール・スケートリンク300円割引
(本人のみ)

■家具・インテリア・ブライダル
優待店名

電話番号

住所

扇屋

06-6351-0115

大阪市北区天神橋4

堀江家具製作所

06-6531-1003

大阪市西区南堀江3

駒屋(結納品卸売)

06-6761-2312

大阪市中央区谷町5

優待内容
ブライダル相談無料、結納10％・衣
装30％割引、他各種特典有り
20～30％割引(特価商品を除く)、家
具の修理実費
商品代金30％割引
花嫁衣裳を一般価格の20％割引、料

京阪互助センター

梅田玉姫殿

06-6374-3333

大阪市北区鶴野町4-16

理を同10％割引、会場使用料(飲食を
伴う場合)50％割引(他の割引資格と
の重複適用は不可)
ブライダル関係衣装とパーティー用
衣装50％割引、婚礼用美容着付から

富久屋貸衣装店

06-6773-2980

大阪市天王寺区石ケ辻18-26

小物・ブーケ等無料サービス、花嫁
専用車サービス。
他各種特典有。ハワイ・ワイキキの
FUKUYAも特別サービス有
婚礼家具他20～35％割引(特価品除

オドナ・スタイル

06-6703-2222

大阪市平野区平野西5-2-1

く)カーテン・カーペット・照明器具
30％割引、システムキッチン設計見
積無料

0854-52-1131
井上唐木

(FAX 0854-52-

唐木調度・家具・工芸品製造。手作

島根県仁多郡奥出雲町稲原607

り座敷机・各道具・記念品等を製造
直販価格で提供。古い家具等の修

2500)

理・復元再仕上げも承ります。

■専門店
優待店名
丸善宝飾

電話番号

ホテルガーデンパレス

06-6396-6211

住所
ホテル大阪ガーデンパレス1F

優待内容
商品代金の20～10％割引
照明写真、出張撮影、他撮影15％割

コスモ映像

06-6931-7222

大阪市城東区関目5-14-32

引、カメラ購入時24枚撮フィルム2
本サービス。他特典は店頭で(カード
利用は5000円以上)

藤本興産

輸入ピアノを特別割引

072-444-7136

岸和田市田治米町175-1

メニコン東京 03-3295-3252

東京都千代田区三崎町1

コンタクトレンズ代金を15％割引

大阪市中央区南船場3

(クレジット販売の利用も可)

又はプレゼント進呈

メニコンサービスネット
メニコン心斎橋 06-6251-3334
メニコン大阪 06-6761-5589

大阪市天王寺区上本町6
ヨーロッパ・シルクロードのアン

マリーベル

「ビジュタム｣

078-262-2621

神戸市中央区北野1-1F

ティークジュエリー及び服飾・毛皮

神戸オリエンタルパークアベニュー(OPA)

等10％割引、ウーロン茶「楊貴妃｣ミ
ニパック進呈

平治煎餅本店

059-225-3212

三重県津市大門20-15

商品代金の5％割引

藤陶

0748-83-1177

滋賀県甲賀市信楽町長野1485

信楽焼焼物商品代金の10％割引

■その他
優待店名

電話番号

住所

優待内容

テマセック外語学院

078-578-2888

神戸市兵庫区塚本通8-1

入学金を50％割引

葬祭

078-575-9942

神戸市兵庫区中道通

10%割引

0744-32-4826

奈良県磯城郡田原本町秦庄475-1

公営社

幸栄自動車

工賃10％割引、販売商品特別割引有
り

■教養
優待店名

電話番号

住所

優待内容
《週刊ダイヤモンド》
●『書店で一番売れているビジネス
週刊誌』

※お問い合わせ・

1年間定期購読(50冊)市価概算

お申し込み

30,000円⇒会員価格23,800円で

TEL 0120-700-

ダイヤモンド社

2年間定期購読(100冊)市価概算

853

60,000円⇒会員価格41,500円で

(受付時間平日

3年間定期購読(150冊)市価概算

9:00～18:00)ダ

90,000円⇒会員価格50,400円で
《ダイヤモンド・ハーバード・ビジ

イヤモンドサービ

ネスレビュー》

スセンターまで

一年間定期購読

なお、お申し込み

●スキルアップを目指すビジネスマ

の際、関西大学校

ンの《知的強化書》

友会カード会員の

市価概算24,000円⇒会員価格
18,000円で

旨をお伝え下さ
い。

※雑誌詳細については
http://dw.diamond.ne.jp
まで

088-845-1411
高知県自動車学校

(FAX 088-845-

合宿料金10％割引

高知県高知市一宮中町3-1-2

会員である旨を申し出ること

1414)
0887-34-3181
安芸自動車学校

(FAX 0887-34-

資格の学校TAC（全国直営22校）

合宿料金10％割引

高知県安芸市川北甲2100

会員である旨を申し出ること

※申込窓口

TAC・Wセミナーの講座受講料10％

（平日9:30～

割引＆入会金免除

西日本法人営業部 06-6371-1075

【対象講座（一例）】
簿記検定、公認会計士、税理士、

大阪市北区中崎西2-4-12

【関西4校舎】

TACなんば校
TAC神戸校
TAC京都校

※お申込時に関西大学校友会カード

3183)

17:30）

TAC梅田校

※お申込時に関西大学校友会カード

FP、情報処理、社会保険労務士、中
小企業診断士、宅地建物取引士、不

06-6371-5781
（代）
06-6211-1422
（代）
078-241-4895
（代）
075-351-1122
（代）

動産鑑定士、建築士、司法試験、司

大阪市北区中崎西2-4-12

法書士、公務員

等多数

※全国のTACをご利用いただけます

大阪市中央区難波2-2-3

が、お申込み・お問合せ受付は西日
本法人営業で承ります。
※関西大学校友カード会員である旨

神戸市中央区御幸通6-1-10

を必ずお伝えください。
※割引優待に関する詳細はこちら

京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町159-1

http://www.tac.biz/tacbiz/img/ka
ndai

※関西大学校友カードの優待は、原則としてカードの提示によって受けられます。また、優待店の中には
「現金払いのみ」のところもありますので、ご利用の際は優待内容をご確認の上ご利用ください。
※関西大学校友カード独自のサービスの他にカード会社独自のサービスがあります。但し上記提携優待店
で、両方のサービスを重複して受けることはできません。

