パパ・ママ応援ショップ 主な協賛店舗等一覧
（注） 区分ごとに、店舗数が多い順に掲載しています

＜小売＞

平成22年4月30日現在
特典（サービス）

企業名

店舗数

埼玉県自転車軽自動車商協同組合
（埼玉県自転車組合）

パンク修理代１０％割引

ＡＳＡ （朝日新聞）

優待カード提示により、粗品進呈（記念日新聞）

（株）富士薬品 （セイムス）

「スマイルセイムスカード」をお持ちのお客様を対象に、２００円（税込み）以上お買い上
げいただいたお客様に「ギフトポイント」２ポイントプレゼント。

156

（株）メガネトップ 眼鏡市場

店頭価格より５％割引（販売備品、補聴器を除く）※他の割引との併用は不可。

127

（株）セキ薬品 （ドラッグストアセキ）

1,000円以上お買い上げの場合、チューリップカードポイント２ポイントプレゼント

76

KDDI（株）

ａｕショップで値引き、クオカードプレゼントなど

74

（株）NTTドコモ 埼玉支店

ドコモショップ等でドコモダケグッズプレゼント等

61

(株）プラザクリエイト
（５５ｓｔａｔｉｏｎ、パレットプラザ）

①デジカメプリント１０％ＯＦＦ（１００枚以上２０％ＯＦＦ）
②同時プリント1本につき１００円引き

57

生活協同組合さいたまコープ

さいたまコープの組合員で、毎週水曜日と木曜日の週２回、合計1,000円以上お買い
上げいただいた方に５０ポイントをプレゼントします。

55

（株）キタムラ カメラのキタムラ

デジカメプリント100枚以上20％割引、20～99枚まで10％割引
※割引対象 Ｌサイズ、ハガキサイズ、ＤＳＣサイズ、ケータイサイズに限ります

53

アイジャパン（株） （アイメガネ）

アイメガネでメガネ、コンタクトレンズ等の割引

44

（株）AOKIホールディングス

５％割引（チラシ又はDMいずれかとの併用可）

48

（株）メガネフラワー

５％割引

43

埼玉ヤクルト販売（株）

センターに来店し、1,000円以上お買い上げで「ヤクルト400」を１本サービス

40

（株）ジャストドラッグ

「スマイルセイムスカード」をお持ちのお客様を対象に、２００円（税込み）以上お買い上
げいただいたお客様に「ギフトポイント」２ポイントプレゼント。

35

（株）エフケイ （ドラッグエース）

１回のお買い物1,000円以上で200ポイントプレゼント（2,000円でも200ポイント）

33

青山商事（株） （洋服の青山）
（株）青山キャピタル

①お買上商品のご精算時提示にて5%割引
②青山カードまたはPapas ＆ Mamasカード併用で10%割引 ③お誕生月15％割引等

32

(株）梅林堂

毎日ＰＭ６：００以降、指定品を割引します

32

イオンモール羽生

ショッピングモール内の３１店舗で、割引等のサービス

31

（株）コナカ （紳士服のコナカ）

お買上げ総額の5％OFF（チラシまたはDMのいずれかとの併用可・セットセールとの併用は不可）

31

（株）メガネスーパー

現金お支払い時10％・クレジットカードお支払い時5％ＯＦＦ

28

メガネ・パリ ミキ

フレーム、レンズ、サングラス、店頭価格より5%割引（特価品を除く）等

27

イオンモール 川口グリーンシティ

ショッピングモール内の２５店舗で、割引等のサービス

25

（株）キタムラ

5000円以上お買上げのお客様にフォトカードプレゼント

22

（株）ランシステム 桃太郎

優待カードをご提示のお客様、中古全品お買い上げ金額の５％の桃太郎ポイントをプレゼント。

21

エルミこうのすショッピングモール

ショッピングモール内の２０店舗で、割引等のサービス

20

（株）カスミ

毎月第3日曜日、優待カード提示で5％引き（お買物1000円以上対象。ｶｽﾐｶｰﾄﾞを含む
割引の併用は不可。一部除外品あり）

19

（有）エコパーク

古着の買取販売店
・キングファミリー店→買取査定額20％UP、ちゃくちゃくちゃく店→ポイント２倍

18

（株）和真

メガネ等５％割引(割引対象外商品あり。割引併用不可）

18

スタジオマリオ

823
※一家庭につき一回

（株）はせがわ （お仏壇のはせがわ） 仏具等１０％割引（一部対象外商品あり。）

176

15

トステムビバ（株）

ビバホームの現金ポイントカード入会時、カード代100円が無料

14

（株）W.I.システム （ｴｰｽｺﾝﾀｸﾄ）

エースコンタクトでコンタクトレンズ、メガネ、ケア用品の割引。（対象外商品あり。併用不可）

16

（株）赤ちゃん本舗 （アカチャンホンポ） 紙おむつ５％割引（土日祝を除く。一部対象外商品あり。）

1

11

＜小売＞
企業名
（株）ケーズデンキホールディングス
（ケーズデンキ）

特典（サービス）

店舗数

当社指定の消耗品が表示価格から５％引。日替わり品・台数限定品を除く。割引併用不可。

11

サンコーシティショッピングセンター

スタンプ６０個でもらえる３００円の割引券スタンプを５００円以上お買い上げ毎に１個押印

10

ベストメガネコンタクト（株）

メガネ、コンタクトレンズ等の割引（割引併用不可）

8

もしもん（株）

もしもしモンキーで携帯電話購入の場合、充電器プレゼント
「フレッセイポイントカード」会員様を対象に、「優待カード」をご精算時に提示のお客
様、毎月第１土曜日一部対象外商品を除き全品５％引き

7

新規ご契約頂いた方皆様にウィルコムオリジナルグッズをプレゼント

7

（株）フレッセイ
（株）ウィルコム

（有）彩 （写真屋さん45FCグループ） 1,000円以上お買い上げで、①ﾌｨﾙﾑ進呈②ｱﾙﾊﾞﾑ③CD作成④10％割引から選択
ユニー（株）（アピタ・ピアゴ）
ヘルシードラッグポッポちゃん

毎月第３日曜日に優待カードを精算前にご提示いただきますと、子供服・ベビーコー
ナーの商品を５％引き。
「スマイルセイムスカード」をお持ちのお客様を対象に、２００円（税込み）以上お買い上
げいただいたお客様に「ギフトポイント」２ポイントプレゼント。

7

6
6
6

Zoff

全商品５％引き（アウトレット店では5,250円以上お買上げの方）

6

十勝甘納豆本舗 本店

毎月１０日サービス券を２倍。お買い物された方にご試食品プレゼント

6

サイクルプラザ ダイシャリン

パンク修理代 １０％割引き

6

黒沢薬局

当薬局のメンバーズ・カードのポイント（４％相当）又は奉仕券を通常の2倍

5

シャディサラダ館

シャディギフト商品を割引等（店舗により異なる）

5

（株）ひまわり堂

デジカメプリントLサイズ ３０枚以上の注文で、２Ｌサイズ１枚サービス

5

（株）クスリのマルエ

毎週火曜日税込み２，０００円以上お買い上げでポイント２倍

5

（株）メガネドラッグ

メガネ購入代金を10％割引

5

ファミコンショップ桃太郎
(株)ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

お子様の遊び終わったゲームソフトを通常買取価格の２０％ＵＰで買取いたします。

5

（株）ウイングロード （銀座山形屋）

５％割引（スーツ、ジャケット、オーダースーツ、スカート、ワンピース、カジュアルなど)

4

（有）雪山堂

５％割引（額縁、額装、インテリア絵画等）

4

（株）ヒマラヤ

３％割引（対象外商品あり）

4

（株）家具の大丸 （ｆｏｒａｎｅｗ）

商品お買い上げで５％ＯＦＦ（配送料、修理代金除く）

4

（株）ゼノン （めがねのｵﾌﾟﾄｷﾞｬﾗﾘｰ）

めがねのｵﾌﾟﾄｷﾞｬﾗﾘｰ・めがねﾊﾟｰｸ各店でメガネ・コンタクトレンズの割引（割引併用不可）

3

（株）東玉

お買物のお客様で、優待カードをご提示いただいた方に粗品を進呈

3

（株）アーカス （さくらメガネ）
（株）鈴や商事 （明治牛乳宅配）
パルシステム ユーアイコープ

・メガネまたは使い捨てコンタクト２箱以上購入で、ポカリスエット500ｍｌ一本か、お菓子
の詰め合わせ一袋プレゼント。
宅配ご契約で１週間分サービス
新規でパルシステムの個人宅配にご加入された方に、通常の特典プラスこんせんくん
オリジナルグッズプレゼント！

3
3
3

ロイヤルホームセンター（株）

現金会員カード入会時のカード発行手数料（２００円）を無料

3

ファッションなかよし

1,000円以上お買上の場合、５％割引。学校指定用品は除く。

3

小松屋

当店発行のスタンプカードを２倍進呈します。

2

モンテヤマザキ おぢいさんの店

べにばなポイント ２倍サービス（ＴＶゲーム本体除く）

2

（有）シナノ屋商店

お子様用「スタンプカード」新設！（100円で１回押印します。１枚（20個）集まるとプレゼ
ント進呈）。なお、従来からの「スタンプカード」（500円で１回押印）も併せて実施

2

熱塩加納村産米直売所

特別割引価格にて販売

2

はんこ広場

２０００円以上の品お買い上げで５％割引

2

やまもりチェーン （有）有り路

お得用品５％ｏｆｆ、他原則全品10％ｏｆｆ、15％ｏｆｆもあり

2

COSUCOJI

カード提示でポイント1.5倍（カード支払い対象外）

2

スタジオ・アン（本川越館･新所沢店）

お会計金額より500円割引

2

（株）スマイルドラッグ

新ポイントカード「スマイルセイムスカード」をお持ちのお客様を対象に、２００円（税込み）以上
お買い上げいただいたお客様に、「ギフトポイント」２ポイントプレゼント。

2

1

＜飲食＞
企業名
日本マクドナルド（株）

特典（サービス）
チーズバーガーハッピーセットを350円で提供
（ﾌﾞﾚｯｸﾌｧｰｽﾄ時間帯はチキンマックナゲットのハッピーセットを350円で提供）

店舗数
237

山田食品産業（株） （山田うどん）

山田うどんで食事をされたお子様１人に１００円割引券を１枚進呈

199

（株）すかいらーく （ガスト）

ガスト各店で、お食事注文のお客様に限りドリンクバー無料提供
（第３日曜日のみ実施、ご家族５名様まで）

80

（株）吉野家

お子様お一人、一食に付き「味噌汁」もしくは「生玉子」を無料サービス

76

（株）松屋フーズ

メインメニューをご注文のお客様に生玉子または半熟玉子１個サービス

70

（株）ハイデイ日高 （日高屋等）

家族（グループ）全員麺類大盛分を無料サービス（お子様ラーメンを除く）

70

（株）ダスキン （ミスタードーナツ）

お好きなドーナツ１０個まで１０％サービス

63

（株）すかいらーく （バーミヤン）

バーミヤン各店で、店内でのご飲食代５％割引 ※他の割引券･優待券との併用不可

57

（株）アールディーシー （がってん寿司） がってん寿司でカード持参時200円割引(他割引との併用不可）、かつ敏で100円割引他

50

（株）ロッテリア

ドリンク全品を１００円で提供（Lサイズは除く）

43

(株）安楽亭

59

(株）幸楽苑

各店舗で異なりますので各店の詳細をご覧くだ
さい
全お買上金額の５％引き

大和フーヅ（株） （久兵衛屋）

ソフトドリンク１杯（ドリンクバー店は、ドリンクバー１名様）プレゼント

34

（株）セブン&アイFS （デニーズ）

1回の会計500円以上飲食の方で中学生未満お子様連れの方、最大6名さままでセット
ドリンク無料。（他の割引券との併用不可）

33

（株）ぎょうざの満洲

店内でご飲食の小学生以下のお子様にりんごジュースを１杯無料サービス

32

（株）イオンイーハート

四六時中、グルメドール、ボンディアＪｒ、和ぐるめ等で飲食代５％引き（他割引の併用不可）

29

（株）一源

カード提示のお客様、生中ジョッキｏｒソフトドリンクサービス。（他割引の併用不可）

20

（株）扇屋ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ （備長扇屋ほか） お会計金額より１０％割引 ※他券・他サービス併用不可

38

20

（株）フライングガーデン

１０％割引（第1第3水曜日は除外日）、他の割引きとの併用不可。

19

ロイヤル（株） （ロイヤルホスト）

1枚のカードにつき、6名様までのご飲食を５％引き。他サービスとの併用不可。
売店商品（テイクアウト商品）にはご利用不可。埼玉県内のロイヤルホストのみ有効。

17

ゴンドラ（株） るーぱん

お子様メニュー（ドリンク付き）（10才以下お子様何名様でも）520円→半額260円に！

15

（株）ジンクル「まめぞう」「ばんぶる」他 小学生以下のお子様連れのお父様お母様にラーメン大盛無料等
小学生以下のお子様に、ソフトドリンク（ジュース）１本無料サービス
おたるコーポレーション（株）（おたる寿し）
上記以外のお客様には、みそ汁１杯無料サービス（９９円みそ汁に限る）
（株）道とん堀

中学生以下ドリンクバー無料

（株）ヒガ・インダストリーズ （ドミノピザ） ご注文金額より１５％割引 （他のクーポン券や割引サービスとの併用は不可）

12
11
10
7

（有）そうま （和風レストランそうま）

和風レストランそうま他で、小学生以下のお子様にソフトドリンク１杯無料サービス等

4

（株）ゲンジフーズ

貴族の森全店、源氏家族熊谷店で飲食代１０％オフ

4

（株）ｳｪﾙﾈｽ総合ｻｰﾋﾞｽ （ラフレさいたま） ラフレさいたま施設内４レストランで、ソフトドリンク無料サービス

4

（株）サガミチェーン（「和食・麺類」サガミ） 小学生以下のお子様にソフトドリンクを１杯無料サービス

4

(株)ジクト（ステーキ宮・暖や）

お会計金額より５％割引

5

(株)ｻﾘｯｸｽﾄﾗﾍﾞﾙ (上海彩館･三点中華）

ソフトドリンクを割引（カードご持参のご家族人数分有効）等

4

フード・フェスタ(株）（ﾊﾝﾁｪ、うまいもんや） フードメニューお買い上げ時に「カード提示」にて「ワンドリンクサービス」実施

3

和牛カルビ屋 朱苑、安楽亭

お子様ご飯セットｏｒライスとわかめスープのセットを￥１００で提供

3

あぢとみ食堂

来店いただいた小学生以下にお菓子を進呈

2

㈱ニューフジフーズサービス
(新座市役所地下食堂）

飲食等の割引

2

うちで花園

1,000円以上お買い上げ「ガーベラ」１本進呈。2,000円以上カーネーション１本、3,000
円以上バラ１本進呈。

2

百歩ラーメン（戸田店・朝霞店）

１５０円以下のトッピングをどれか１つサービス等（店舗により異なる）

2

イタリアン・トマト カフェジュニア

優待カード提示で割引（店舗により異なる）

2

1

＜金融＞
企業名

特典（サービス）

店舗数

（株）埼玉りそな銀行

①住宅ローンの金利1.1％（最大1.4％）優遇

埼玉縣信用金庫

106

（株）武蔵野銀行

マイカーローン・教育ローン・リピートプランの金利を店頭表示金利から０．２５％引下
げ
マイカーローンの金利優遇

②写真入れポケット付通帳ケースプレゼント

川口信用金庫

①定期積金の金利０．１％優遇

44

飯能信用金庫

低金利（年１.６％）のローンをセットした子育て支援積金『すこやか』を提供

40

青木信用金庫

子育て応援ローンの金利１．０％優遇（お子様の人員により更に優遇あり）

38

埼玉信用組合

①定期預金の金利０．１％優遇

9

②カーライフプランの金利０．２％優遇

②マイカーローンの金利０．７％優遇

125

88

＜農協＞
いるま野農業協同組合

①住宅ローンの金利１．０％優遇等 ②定期預金、定期積立の金利優遇
③マイカーローン等の金利優遇 ④米・玄米5kg以上購入の場合ポイント３倍

88

ほくさい農業協同組合

①住宅ローンの金利１．０％優遇等
③玄米の５％割引

②定期預金、定期積立の金利優遇

34

南彩農業協同組合

①住宅ローンの金利１．０％優遇等
③マイカーローンの金利優遇

②定期預金・定期積金の金利優遇

埼玉中央農業協同組合

①住宅ローンの金利１．０％優遇等

②定期積金の金利優遇

25

くまがや農業協同組合

①住宅ローンの金利１．０％優遇等

②定期貯金、定期積金の金利優遇

23

埼玉みずほ農業協同組合

①住宅ローンの金利１．０％優遇等
覚まし時計プレゼント

②お米の5％割引

さいかつ農業協同組合

①住宅ローンの金利１．０％優遇等
②自動車共済の見積の方に、むさしの村入園割引券進呈

14

あだち野農業協同組合

①住宅ローンの金利１．０％優遇等

14

あさか野農業協同組合

①住宅ローンの金利０．７％優遇等 ②定期貯金、定期積金の金利優遇
③マイカーローンの金利優遇 ④お米の割引

13

埼玉ひびきの農業協同組合

①住宅ローンの金利１．０％優遇等
③玄米の割引

11

③こども共済契約者に目

②定期積立の金利優遇

②定期貯金、定期積金の金利優遇

27

16

さいたま農業協同組合（２５）、ふかや農業協同組合（１６）、ちちぶ農業協同組合（１２）
越谷市農業協同組合（１１）、あゆみ野農業協同組合（１０）、川口市農業協同組合（７）

住宅ローンの金利１．０％優遇等

鴻巣市農業協同組合（４）、戸田市農業協同組合（４）、花園農業協同組合（１）
榛沢農業協同組合（１）、埼玉岡部農業協同組合（１）
＜自動車＞
埼玉トヨペット（株）

エンジンオイル交換１０％オフ

45

埼玉日産自動車（株）

プロチェック１１（日常点検） 1,000円のところを50％オフ

43

ネッツトヨタ埼玉（株）

エンジンオイル交換１０％ＯＦＦ（国産乗用車限定・他のクーポン券との併用は不可）

41

日産プリンス埼玉販売（株）

プロチェック１１（日常点検）1,000円のところを50％オフ

40

（株）トヨタレンタリース埼玉

①レンタカー基本料金10％割引 ②チャイルドシート貸し出し無料

40

埼玉トヨタ自動車（株）

①エンジンオイル交換１０％オフ ②室内脱臭除菌を特別価格で提供

39

ニッポンレンタカー アーバンネット(株) ①レンタカー基本料金10％割引 ②チャイルドシート貸し出し無料

37

トヨタカローラ埼玉（株）

①室内消臭②防ダニ③タイヤコート（1,500円の商品）を５００円

35

（株）ホンダカーズ埼玉

ホンダ純正のチャイルドシート又はジュニアシートを２０％割引

35

トヨタカローラ新埼玉（株）

エンジンオイル交換１０％オフ

33

1

＜自動車＞
企業名
埼玉ダイハツ販売（株)

特典（サービス）
・ダイハツ純正チャイルドシートを１０％ＯＦＦで提供
・室内消臭（５００円）を無料サービス

店舗数
31

（株）トヨタレンタリース新埼玉

①レンタカー基本料金10％割引 ②チャイルドシート貸し出し無料

25

(株）ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾘﾃｰﾙ埼玉 （タイヤ館）

店頭表示価格より５％割引等（店舗により協賛内容が異なります）

23

ネッツトヨタ東埼玉（株）

洗車（通常2,500円～3,000円）を525円～840円で提供

22

（株）日産サティオ埼玉

日常点検1,000円のところを50％オフ

19

（株）スズキ自販埼玉

・スズキ純正チャイルドシートを１０％OFFでご提供
・エンジンオイル交換（スズキ車）１０％OFF

17

ニッポンレンタカー東武（株）

①レンタカー基本料金10％割引 ②チャイルドシート貸し出し無料

17

（株）トヨタレンタリース群馬

①レンタカー基本料金より10％割引（一部対象外車種有り。他の割引との併用不可）
②チャイルドシート（ジュニアシート・ベビーシート含む）貸出無料
※シート単体での貸出は行っておりません

16

ネッツトヨタウエスト埼玉（株）

①エンジンオイル交換１０％オフ。②「社会体験チャレンジ」受入れ

14

（株）スズキ自販西埼玉

純正チャイルドシート、ジュニアシート２０％OFF

12

（株）アイ・エム （オリックスレンタカー） オリックスレンタカーで５２５円の割引と、チャイルドシート無料貸し出し

10

（株）マツダレンタカー埼玉

①レンタカー基本料金より１５％割引 ②チャイルドシート貸出無料 ③無事故返車の
場合、５００円割引券進呈

10

（株）日産サティオ埼玉北

プロチェック１１（日常点検）1,000円のところを50％オフ

9

（株）ノモト

自動車販売店ゼクス等でご成約のお客様に３万円引き

5

（株）ホンダカーズ坂戸

チャイルドシート･車検料金の割引、エンジンオイル交換無料など
（店舗により異なる）

4

（株）クルーズコーポレーション

当店で車をご成約された方にオイル無料交換券をプレゼント！

4

（株）オートアールズ

車検整備料金総額より５％割引。 法定諸費用は割引対象外
※車検整備料金＝［点検、検査費用］＋［追加整備工賃］＋［部品代］

4

キムラ石油

カードの提示で、当社指定のスタンプカード スタンプ２倍 等

3

丸新石油（株）

洗車半額サービス（車内は別料金）

2

（株）一光

車検実施の方、カード提示で割引（店舗により異なる）

2

（株）臼田 （ﾌｧｲﾝﾓｰﾀｰｽｸｰﾙ）

自動車教習所ファインモータースクールで、入校時普通車10,000円割引など

2

(株）総産 （スズキアリーナ）

車検整備時に1,000円割引

2

＜学習教室・レジャー施設等＞
日本公文教育研究会 （公文）

乳幼児を対象とした「くもんの『こそだて ちえぶくろ』」参加が無料

576

（株）学習研究社 （学研）

学研教室の体験学習参加時に、学研教室オリジナル教育情報誌プレゼント

382

学研教室ほっぺんくらぶで体験教室参加の方に絵本をプレゼント

36

学研英語教室で体験レッスン参加時にＡＢＣチャートをプレゼント

41

（株）ラボ教育センター （ラボ・パーティ） こども英語教室ラボ・パーティ入会時に「英語絵本」等プレゼント

（株）こども英会話のミネルヴァ

こども英会話のミネルヴァ入会時にレッスンバックをプレゼント

99
71

言語交流研究所ヒッポファミリークラブ 一日体験に参加された方にオリジナル多言語ＣＤ体験版プレゼント

51

・ルーム料金２０％ＯＦＦ。
・フリータイム選択の方は、ルーム料金１０％ＯＦＦとなります。
シダックス・コミュニティー（株） （シダックス）
・宴会コースご選択の方は、お会計総額１０％ＯＦＦとなります。
・他のサービス券との併用はできません。

27

（株）おおるり

おおるりグループのホテル宿泊で、夕食時に日本酒またはオレンジジュースサービス

18

西武レクリエーション（株）

西武ゆうえんち、西武ドーム等での料金割引サービス

9

1

＜学習教室・レジャー施設等＞
企業名
（株）アビバ （パソコン教室 アビバ）

特典（サービス）
①アビバ入学時に入学金21,000円（税込）無料
②アビバ入学時に受講料１０％割引 ※一部のコースは除きます。他割引併用不可

店舗数
8

（株）ヤマハミュージック西東京

体験レッスン参加の方に、キャラクターグッズプレゼント

7

（株）ハローズ

ハローズ各店で、小学生以下のお子様に乗り物１日１回サービス等

5

（株）埼玉スポーツセンター

中学生以下、利用料金割引等（店舗により異なる）

5

Ｄｒ．関塾

優待カードをご提示いただいた方には入学金21,000円及びテキスト1教科分無料

4

ｽﾍﾟｰｽｸﾘｴｲﾄ自遊空間

カード提示で料金１００円引き

5

コート・ダジュール

カラオケ室料割引

6

ＢＥＳ（ﾎﾞｰｸﾞ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ･ｽｸｰﾙ）

お子様の体験受講費が半額＜予約制＞

3

（株）カプコン プラサカプコン

平日限定 アンパンマンのポップコーン工場半額等（店舗により異なる）

3

アオバ楽器

１才半～中学生は入学金5,250円免除（御家族は入学金半額）

3

・入会金無料（家族限定） 等

セイホクスポーツ（株） （スウィンスイミング） スウィン坂戸・スウィン日高スイミングスクールで、初回入会月会費500円割引

2

パトリックの英語レッスン

親子兄弟姉妹の2人目以降のご入会の場合、入会金を免除（ただし同時在籍が条件）

2

ソユー

メダルサービス等

2

東武レジャー企画（株） （東武動物公園） 東武動物公園で、平日ベビーカー無料貸出（土日、祝日、GW、お盆期間除く）

②味覚狩１００円引

1

（株）むさしの村

①入園料の２０％引

那須高原ﾘｿﾞｰﾄ開発（株） （那須どうぶつ王国）

那須どうぶつ王国で、正規料金より３００円引き

1

軽井沢おもちゃ王国

入園券、定価から100円割引、ドリームチケット定価から５００円割引

1

スパリゾートハワイアンズ

入場料割引（大人3150円→2800円、小学生2000円→1800円、幼児1400円→1250円）

1

鴨川シーワールド

入園料金10％ＯＦＦ ※大人2,800円→2,520円 小人1,400円→1,260円

1

（株）アップル （アパマンショップ）

アパマンショップでご成約時、仲介手数料10％OFF又は5,000円分のクオカードをプレゼント

27

ミサワホーム西関東（株）

子育て住宅を３％割引

24

住友林業（株）

本体価格の３％割引等

24

(株）ハンサム （理容ハンサム）

大人２００円引き、中学生以下100円引きなど。（店舗によって異なります）

21

東京セキスイハイム（株）埼玉支店

①住宅本体価格の３％割引 ②ご来場時、小学生以下のお子様にジュースをサービス

20

1

＜その他＞

セレモニー（レストラン・ブライダル・葬儀） 各店舗で異なりますので各店の詳細をご覧ください

18

新築住宅ご購入のお客様に子供部屋用エアコン（６畳用）１台プレゼント

17

リラックス

各店舗で異なりますので各店の詳細をご覧ください

17

ケイアイスター不動産（株）

新築分譲住宅及び注文住宅をご成約の方に、引越費用として現金５万円プレゼント（他サービスとの併用不可）

16

（株）ダスキン

ハウスクリーニング等の利用で「洗剤詰め合わせ」プレゼント

12

富国生命保険相互会社

会社見学した方に、キティちゃんグッズをプレゼント

12

サンキクリーニング

クリーニング１，０００円以上お出しの方に１００円券２枚プレゼント

9

（株）ｷﾝﾀﾞｰﾅｰｻﾘｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

①一時預かりの登録料無料

8

（株）アイダ設計

いい部屋ネット 大東建託(株）
（株）アキュラホーム 埼玉北支店
（株）大和不動産
アートコーポレーション（株）
（アート引越センター）
（株）サンアイホーム
（エースホーム）
エス・バイ・エル（株） さいたま支店
（株）サカイ引越センター

②入園金は１０％割引

当社直接仲介にてご成約の方に仲介料割引。（店舗により割引が異なる）
※複数サービス併用不可、初回来店時に優待カード提示の方
御成約のお客様に液晶テレビ・デジタルハイビジョンカメラ・ダイソン製掃除機
の中からお好きな家電を１点プレゼント。
クオカード5,000円分プレゼント、仲介手数料５％引き
①引越基本料金（車両費＋人件費）２０％値引き ②ダンボール３０枚、ガムテープ２本
無料サービス ③ハンガーボックス２個無料サービス（一部サービス外期間あり、他の
キャンペーン等との併用不可）
モデルハウスをご見学後、無料家創り診断書（資金計画）を作成された方に、米３ｋｇ
（券）をプレゼント。お子様にはお菓子つかみどりをプレゼント
①ご契約頂いたお客様皆様オプションラインナップから最新家電設備をプレゼント致。
②無料で建物プランをプレゼント
③コーヒー・ジュース飲み放題
①布団袋・ガムテープ最大２個ずつプレゼント ②使用済みダンボール１回無料回収
③お引越基本料金（人件費、トラック運送料）最大２０％ＯＦＦ

1

8
7
6
6
6
5
5

＜その他＞
企業名

特典（サービス）

店舗数

（株）ＫＮＴツーリスト

契約内容により、図書カード、ギフトカードプレゼント

5

（株）サンエルホーム

ご成約の方に、すいすいらくらくお風呂引き戸をプレゼント

6

（株）高砂建設

ご新築ご契約の方に、食器洗い乾燥機サービス

4

ホームドライ

２，０００円以上のご利用でクリーニング券プレゼント等（店舗により異なる）

4

リラックス

カード提示で割引等（店舗により異なる）

4

ファミリー引越センター（株）

基本料金２０％ＯＦＦ

3

（株）サンリョー ホワイト急便所沢

クリーニング料金５％割引（特殊品除く）更にホワイト急便トクトク会員提示の際は１５％割引

3

クリーニングオリジナル

優待カード提示でポイント加算等（店舗により異なる）

3

スーパーソフトボックス

カード提示で、旧作DVD・ビデオ全品５０円引。※他割引券との併用不可

3

クリーニング白和

通常日１０％オフ （Yシャツ、特殊品は除く）

3

パンダ理容室

カード持参の親子、割引（店舗により異なる）

3

うさちゃんクリーニング

クリーニング２０％ＯＦＦ（ワイシャツ、特殊品除く）

3

松本引越センター（株）

①引越基本料金（車両費＋人件費）２０％値引き ②ダンボール無料サービス ③移
動中トラック内の防虫殺虫サービス無料 ④引越後のダンボール回収・家具模様替え
サービス１年以内、１回無料（一部サービス外の地域・期間あり）

2

（株）フカワビジネス
（パソコン教室「わかるとできる」）

USBメモリ または 初回教材テキスト プレゼント

2

大栄不動産（株）

来場者へ粗品プレゼント

2

(株)ベアーズ

①家事代行サービスをご利用された方に次回サービスに使用できる1,000円オリジナ
ルギフトチケットプレゼント。
②ベビー＆キッズシッターサービスをご利用された方に次回サービスに使用できる
1,000円オリジナルギフトチケットプレゼント。
③ハウスクリーニングアイテム1点につき1,000円割引。

2

パステル２１

毎月２０日は、ふれあいカードポイント２倍を進呈等（店舗により異なる）

2

リトルフェイス

カット２０％OFF、ウェーブ２０％OFF、カラー２０％OFF。高校生までは１０％OFF。

2

木村クリーニング

満点さくらカード１枚通常５００円のところ、７５０円分のお買物が出来る

2

さいたまヨガ教室
（浦和ヨガ教室・大宮ヨガ教室）

体験レッスン200円引。会員になられた方は初回会費1,000円引

2

NTTスポーツコミュニティ（株）

大宮アルディージャのクラブショップで、オフィシャルグッズ５％割引

1

（株）埼玉ブロンコス

各ホームゲーム会場にて当日券を前売価格にて販売

1

（株）ジェフグルメカード

すかいらーく、デニーズなど全国25,000店舗でご利用できるお食事券３％割引

－

パパ・ママ応援ショップ 協賛店舗の状況

合計

12,164店舗

最新の店舗の状況は県ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BF00/kosodate/ouen/search.html
をご覧ください。
また、お住まいの市町村の協賛店舗や優待カードの配布については、各市町村の子育て担当課にお問い合わせください。

1

