
【「妊婦向け」の表示】
◎…サービス内容の全てが対象
○…サービス内容の一部が対象または妊娠中の方向けに他のサービスを提供

ちとせ子育て特典カード事業　協賛事業所一覧 （登録順）

 2019/2/1現在

事業所
登録No 種別 協賛事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容

妊婦

向け
店舗のＰＲ・メッセージなど

1 買う もりもと　本店 千代田町４丁目１２－１ 23-4181 8:00～19:30 1月1日
お子様のお誕生日にケーキ全品・１升餅
10％引き（他の割引と併用不可）

－
できたて、作りたてのパンやお菓子をお手ごろ価格
で販売。季節毎に変わるケーキやバラエティ豊かな
６０円まんじゅうなど楽しいおいしさいっぱいです。

2 理美容 ビューティサロン　 カワムラ 清水町４丁目11 24-3523 10:00～18:00
毎週火曜日
第３水曜日

カットのお客様５００円引き －

3 買う ジュリアン　カトウ 幸町４丁目１５－１ 40-4567 10:00～19:00 なし ポイント３倍提供 ◎
婦人服・洋品の店として貴方のオシャレをお手伝い
します。

5 食べる
アサヒフードクリエイト㈱　アサヒ
ビール園千歳店

千代田町4丁目1　道銀ビル4F 22-6111 17:00～22:00 年末年始
お食事のお客様へソフトドリンク１杯サービ
ス（他の割引との併用はできません。）

◎
ジンギスカン・しゃぶしゃぶ、海鮮のミックスグリル
等ラム肉メインの料理を堪能いただけます。

6
建設・設

備
千歳市管工事業協同組合 修理セ
ンター

上長都２番地２２ 23-5590 8:00～17:00 土・日・祝日
水道施設修繕・凍結解氷修繕代金の値引
き

◎ 水道関係の修理専門業者です。

9
建設・設

備
（株）フジプラ 高台４丁目４－１７ 23-9796 8:00～17:00 日・祝日

・水道凍結、修理代金10％ＯＦＦ
・石油給湯器・洗面化粧台の取替費用5～
10％ＯＦＦ

◎
給排水・冷暖房空調・消防・消火設備工事、リ
フォームローン等ご相談に応じます。

13
建設・設

備
協業組合　　カンセイ 流通1丁目3-6 23-1712 8:30～17:00

夏季:　日
冬季:土日

水回りのトラブル（水漏れ・トイレ詰まり等）
通常料金より５％引き（但し、他ｻｰﾋﾞｽとの
併用不可）

◎
水回りのトラブル解決、ごみの回収は昭和27年創
業の当社へお任せください。見積は無料です。

14
建設・設

備
千歳電業協会 豊里２丁目14-13(有)やまでん内 22-6430 8:00～17:00 土・日・祝日

電気設備工事の新設・増改修・リフォーム
工事等の5～10％引

◎ 電気設備のことでお困りの時は相談にのります。

15
建設・設

備
（株）黒沢電気 花園7丁目4-11 23-5423 8:00～17:00 日・祝日 お見積金額より１割程度の値引き ◎ 主に住宅屋内配線・照明器具の取付け等

16
建設・設

備
近藤電設工業（株） 北斗6丁目1-22 23-1541 8:00～17:00 土・日・祝日

電気設備工事の新設・増改修・リフォーム
工事等の5～10％引

◎ 電気設備のことでお困りの時は相談にのります。

17
建設・設

備
伸盛電気工事（株） 青葉3丁目14-30 23-4675 8:00～17:00 土・日・祝日

電気設備工事（照明器具取替・コンセント
増設工事等）の代金の割引

◎ 電気設備のことでお困りの時は相談にのります。

18
建設・設

備
千葉電気（株） 新富1丁目23-8 23-2228 8:30～17:00 日 電気設備工事等の割引 ◎ 主に住宅屋内配線・照明器具の取付け等

19
建設・設

備
富樫電気工事（株） 東雲町5丁目57 23-2455 8:30～17:00 土・日・祝日 電気設備工事等の割引 ◎ 電気設備のことでお困りの時は相談にのります。

21
建設・設

備
北東電気（株） 旭ヶ丘2丁目1-5 22-3251 8:00～17:00 日・祝日 電気設備工事等の割引 ◎ 電気設備のことでお困りの時は相談にのります。

22
建設・設

備
北海道テクニカルシステムエンジニ
ア（株）

青葉7丁目9-15 22-8822 8:45～17:45 土・日・祝日 電気設備工事等の割引 ◎
電気設備工事、テレビアンテナ取付、インターホン
取付工事を行います。

23
建設・設

備
（有）やまでん 豊里2丁目14-13 22-6430 8:00～17:00 -

屋内外の電気設備工事の新設・増改修等
5％引き

◎ 電気設備のことでお困りの時は相談にのります。

25 理美容 うめざわ理容院 富丘3丁目6-1 23-6222 9:30～19:30
毎火曜日

第３月曜日

①ペットボトルのふた又はリングプルを５個
以上持参の方、子どものカットのみ1450円
を1,000円で提供
②子ども総合メニューの場合400円引き
③中学生200円引き　　※他の割引との併
用はできません。

－

平日は19:30まで営業、仕事帰りにお立ち寄りくださ
い。お忙しい方には、カットのみ1800円でご提供。
女性スタッフが担当する「女性顔剃り」や各種割引
券もあります。お楽しみに！

28 買う メガネのプリンス千歳店 北栄2丁目3 40-8288 10:00～20:00 無休
・メガネ1万円以上購入で千円引き
・ご家族でメガネ一式２本以上同時購入で
総額より５％ＯＦＦ

◎

プリンスカード入会で購入後１年以内１回のみ無料
交換・修理いたします。
※　分解オーバーホール、パット交換、ゆがみ調整
等

※整理番号には、閉店など登録取消事業所等による欠番があります。 1／7
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29 その他 タイセイ動物病院 富丘4丁目17-8 22-6060
9:30～18:00

土曜　9:00～12:00
日・祝日

小学生以下の子どもが飼っているハムス
ター・小鳥・カメの初診料無料。親子でご来
院ください。予約制です。

－
待ち時間の短縮のため、来院の際にはお電話をお
願いします。

30
ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝ

ﾄﾞ
㈱三友石油 千歳花園給油所 花園５丁目３－２ 23-4630 7:30～20:00 1/1,2

１．ガソリン・軽油を店頭価格から3円/ℓ引
２．洗車半額サービス

◎
エネオスマークのガソリンスタンドです。経験豊富な
スタッフが、サービス対応いたします。

31
ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝ

ﾄﾞ
㈱三友石油 フレンドリー千歳給油
所

泉沢８７８－４３　高速道路千歳インター
チェンジ手前

24-1177 7:30～21:00 なし
１．ガソリン・軽油を店頭価格から3円/ℓ引
２．洗車半額サービス

◎
エネオスマークのガソリンスタンドです。若いスタッ
フばかりですが、経験豊富です。

32
建設・設

備
（株）ecoa ハウス　神出設計 花園２丁目１－５ 23-4879 9:00～18:00 なし

新築住宅ご成約のお客様にBSアンテナ
サービス

◎
昭和４３年創業、地域密着・安心の住宅メーカー。
本社ショールームには、お子様スペースもご用意。
お住まい計画の際は是非ご来店ください。

33 食べる ラーメン　ちゃー亭 里美２丁目２－５ 28-4929
11:00～14:00
17:00～19:45

日曜日
毎週水・木曜日、お子様ラーメン３００円に
て提供

－
道産食材を中心に全て手作りにこだわったお店で
す。

35
建設・設

備
（株）北海道ワーク 住吉３丁目４－１２ 22-4556 9:00～17:00 日・祝日 クロス・床・カーテン・ブラインド等　５％引き ◎

住まいに関しての商品取扱しています。お気軽にお
電話下さい。エコ商店登録店です。見積りもちろん
無料です。

36 その他 写真のお店　Ｋプラス 幸町４丁目７－４ 23-1414
9:00～19:00

土日祝日は17:00
年末年始

５日間

・証明書写真、デジカメプリント　10％引き
・フィルム同時プリント　10％引き
・写真のコピー、複製　10％引き

◎
生活支援価格のお店、写真から写真コピーが好評
です。

37 買う スギハラ薬局　千代田店 千代田町３丁目６ 23-3244
9:00～19:30
日曜～19:00

1/1～3
お買上げ2,000円以上で粗品プレゼント（救
急絆創膏）

◎
医薬品はもとより日用雑貨、健康食品、化粧品を取
扱い、お客様の健康と美のお手伝いをします。院外
処方せんも受付しています。

38 理美容 いがらし理容院 幸町１丁目１０　ニューサンロード 23-3724 9:00～18:30 毎火曜日
通常の料金より５００円割引（カード提示で
全員割引）、但し他の割引との併用はでき
ません。

◎
技術とサービスをモットーにお客様のくつろぎの場
としてご利用ください。女性の顔剃りも大好評！カッ
トのみのお客様もご利用をお待ちしています。

39 理美容 ニュー東京理容室 錦町２丁目３５－２ 24-0789 9:00～18:00
毎月曜日

火曜日連休
カード提示で粗品プレゼント ○

技術とセンスの店　※女性の顔そりの方へ粗品プ
レゼント中

41 食べる 居酒屋　みのる 清水町４丁目１０ 42-6890 17:00～24:00 なし
なんでも（食事、手打ちそば等）安く提供し
ます。

◎ ２階座敷もあり、子どももゆっくりできます。

43 買う スノーショップ　出発売店 美々　新千歳空港ターミナルビル内 46-2023 7:00～20:30 なし 商品10％割引（対象外商品有） ◎
北海道の空の玄関新千歳空港で、道内銘菓を中心
とした幅広い品揃えで土産品を販売しています。

45 理美容 カットハウス　ばるーん 北光１丁目１－１０ 26-3950 9:00～19:00
毎火曜日

第３月曜日

・子どものカット　２００円引き
・親子で来店時、総額より５００円引き
・お子様にお菓子サービス

○
電話予約優先です。お待たせしません。
※妊娠中の方は、婦人顔剃りを通常料金より、３０
０円お引きします。

46 食べる 一休そば向陽台店 白樺２丁目４－１０　coop向陽台店裏手 28-7195
11:00～20:00

15:00～17:00準備中
火曜日 そば、うどん大盛り無料サービス ◎

そば・うどんはもちろん、ご飯ものやお得なセットメ
ニューも充実。デザート付きメニューもあります。ラ
ンチも展開中！

50 理美容 サロンド　ＪＯＹ 幸町２丁目８－３ 26-1424 9:00～17:00 毎火曜日 ポイント２倍 ◎
地肌に優しいヘナカラー、ヘッドスパ（地肌マッサー
ジ）一度お試しください。７２７（セブンツーセブン）化
粧品取扱店

51 理美容 美容室　ＪＯＹ　パセオ住吉店 住吉４丁目　パセオ住吉２階 42-7887 10:00～18:00 毎火曜日 ポイント２倍 ◎
縮毛矯正　人気のお店です。ヘナカラーやっていま
す。

52 理美容
ヘアープレイス　アシュア　ラッキー
錦町店

錦町４丁目25　ラッキー２階 27-1014 10：00～18：00 毎火曜日 ポイント２倍 ◎
デジタルパーマ　やっています。メンズが多く集まる
お店。ヘナカラーやっています。

54 買う 元気スタート発信館シフトアップ 幸町４丁目３０　千歳タウンプラザ１Ｆ 26-0391 10:00～20:00 なし
・商品購入時の割引
・修理・メンテナンス時の割引

◎ インソール（靴の中敷き）専門店です

※整理番号には、閉店など登録取消事業所等による欠番があります。 2／7
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58
学ぶ・遊

ぶ
永田学習会 北陽２丁目６－１１ 23-8212

15:00～23:00
春・夏・冬休み中は

09:00～23:00
ＧＷ・お盆・
年末年始

・入会時に１,０００円分の図書カードプレゼ
ント
・家庭教師お試し〔１回三千円〕を半額に
（お一人様１回限り）

－

小中高生指導します。月謝は六千円～。入会金・冷
暖房代・家庭教師の交通費無料。個人特訓コース
（塾でのマンツーマン指導）と家庭教師コースがあ
り、どちらも１人１人に合わせた授業をいたします。
お気軽にお問合せください。

59 その他 有限会社リアルエステート　溝 北陽１丁目12-1 23-3307 9:00～1７:00 毎週日曜日
・敷金￥０　　仲介料￥０
・家賃５％引き
・千歳市指定ゴミ袋　１０枚　プレゼント

◎
１ＬＤＫ～３ＬＤＫまで、ニーズにあった物件をご用意
しております。

62 泊まる 丸駒温泉旅館 幌美内７番地 25-2341
日帰り入浴

10:00～15:00
なし

【宿泊】宿泊料金１０％割引（割引除外プラ
ン有り）／貸し切り風呂５０分２５００円→１
５００円にて利用可
【日帰り】日帰り入浴５０％割引（大人１００
０円→５００円、小学生５００円→２５０円）／
貸し切り風呂５０分２５００円→１５００円に
て利用可／レストラン駒草　飲食代１０％割
引

◎
支笏湖に面した湖畔の一軒宿。支笏湖につながる
天然露天風呂が名物です。ご家族で温泉をお楽し
みください。

63 買う 眼鏡市場千歳店 住吉４丁目14-8 26-6678 10:30～19:30 なし
・眼鏡一式５％引き（定価15,750円から）
・眼鏡調整、洗浄無料

◎

・一流メーカー30種類以上のレンズから選べます。
・３つの安心保証（見え方保証・品質保証・破損保
証）付いてます。
・コンタクトレンズも取り扱っています。

64 泊まる ペンション ・ キャプテンフック 静岡県伊東市十足321-1
0557-45-

5400
－ なし 宿泊時カード提示で１，０００円引き ◎

伊豆高原の静かな山に位置するファミリーリゾー
ト！お子様連れ専用なので、走っても、騒いでも、
泣いてもＯＫ！５つの岩家族風呂に、２つの露天風
呂！５つのプレイルーム&キッズガーデン！広さ、
豪華さ、施設、どれをとってもトップクラスです！

66 買う 株式会社山三ふじや本店 本町３丁目1 23-0161 9:00～18:00 年末年始
・ポイントカード　ポイント２倍サービス
※来店されたお客様にはﾎﾟｲﾝﾄを更に２倍
ｻｰﾋﾞｽ

◎
精米したてのお米を、お電話一本で無料配達いた
します。
（駐車場有り　５台）

67 買う 山三ふじや書店（栄町） 栄町６丁目　イオン千歳店２階 23-2500 9:00～21:00 無休

・Ｈｏｎｙａ Ｃｌｕｂポイントカード ポイント２倍
サービス
　※一部対象外の商品があります。
　※他の特典との併用はできません。

◎
児童書コーナーには子供用のイス・テーブルを用意
し、ゆっくり本選びができるようにしています。

68 食べる キリンビアレストラン　ハウベ
上長都９４９－１　キリンビール北海道
千歳工場内

23-0101
10：30～21：00

ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ20：30
第４月曜日

（12/30～1/3）

お食事のお客様へソフトドリンク１杯サービ
ス
（他の特典との併用はできません。）

◎

毎月メニューが変わる４種類の平日ランチ、他店で
は味わえない希少な特選ラムヒレジンギスカン、そ
して工場直送のおいしい生ビールを提供できるビア
レストラン「ハウベ」でお待ちしております。

69
学ぶ・遊

ぶ
千歳フジボウル 北斗４丁目１－２６ 23-4542 10：00～24：00 年中無休

（お一人様）２ゲーム ＋ 貸靴 ＋ お飲み物
＝ １，１００円

－

ゆったり広々の駐車場300台。ガターにならないバ
ンパーレーン。最軽量５本指４ポンドボール。シュー
ズは14ｃｍ～。投球補助スロープあり。ちびっこ広
場も完備で飽きずにお楽しみ頂けます。

※整理番号には、閉店など登録取消事業所等による欠番があります。 3／7



【「妊婦向け」の表示】
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妊婦

向け
店舗のＰＲ・メッセージなど

70 食べる 東亜珈琲館 清水町4丁目19-1 24-9699 8：00～19：00 毎週木曜日
お子様連れの方に全品10％ＯＦＦ（ただし
モーニングサービス、日替ランチを除きま
す。）

◎
各種ドリア、ナシゴレン、直火式自家焙煎コーヒー
が人気商品です。

71 買う ㈲グリーンテリア緑千 日の出1丁目1-32 22-0432 9:00～18：00 なし
鉢花・観葉植物・園芸用品を通常価格より
5％割引（対象外商品あります。）

◎

鉢花・観葉植物・園芸用品の販売。店舗ハウス内
外に花と緑がいっぱいです。植物を育てる、花や緑
を愛でることは、どなたの心にもゆとりをもたらしま
す。植物を見に来てください。

72 食べる 酒菜亭　あうん 栄町１丁目9-2 27-0051 11:00～23:00
日曜祝日(予約
があれば営業)

10％引き －

73 食べる 居酒屋　春夏冬 幸町2丁目10 26-4777 17:30～00:00 火曜日 10％引き －

74 買う ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ　七福神商店 幸町2丁目7 27-8271 10：00～18:00 不定休 10％引き －

75 食べる
㈲ワイエスフーズ
つぼ八　千歳店

幸町2丁目6　フリージア幸町ビル 26-2000
17：00～0：00
金・土は1：00

12/31 200円×人数分の割引サービス ◎

自然の恵みを届けるつぼ八で、おいしい料理をお
召し上がりくださいませ。事前予約で個室もご用意
いたします。カラオケつぼっちでも、つぼ八の料理
をご注文いただけます。是非ご来店ください。

76 食べる 香来軒 幸町2丁目6 23-2640  11：00-19：00 火曜日 ５％引き －

77 買う レディースロード 幸町3丁目14 42-0133 10：00-18：30 不定休 10,000円以上のお買い上げ商品10％引き －

78 買う エレガンスあかしや 幸町3丁目15 23-2621 10:00～18：00 日曜日
商品をご自宅までお届けします。妊娠中の
方はご自宅への送迎をいたします。

◎

婦人向けトータルファッションがそろっております。
紳士服オーダースーツ、ダンス用品その他取り扱っ
ております。市内各中学校制服・ジャージ・千歳高
校制服指定店となっております。

79 食べる 居酒BAR　きたきつね 幸町1丁目7　ニューサンロード 24-9955 17：00～23：00 火曜日
・お子様の飲み物サービス
・飲食代（税込）10％引き

◎
七輪焼（ホルモン、生ラム、小肉、味付ジンギスカン
etc）と活ツブが人気商品です。お好きなものも作り
ます。

80 理美容 ヘアースタジオ　エイス 幸町1丁目6 22-2225 9:00～20:00
火曜日

第３水曜日
カット以上でオリジナルトリートメント又はス
キャルスパサービス

－

81 食べる 和食処　ほうりん 幸町1丁目6 22-4711 11：30～22：30 日曜日
ご飲食代10％引き（宴会・ランチは除きま
す。）

◎

一品料理も数多く、季節に合わせた食材を生かした
寿司・刺身・揚げ物・焼き物が格別です。小上がり
は全て個室として利用することができ、プライベート
な時間をお過ごしください。

82 その他 パッチワークどりぃむ 幸町3丁目14 24-3606 － 不定休 小物などの短時間指導を無料 －

83 理美容 ヘアースタジオ　REE 清水町1丁目12 22-2008 9：00～19：00 火曜日

親子共に200円引き（ただし、他の割引との
併用はできません。）
おむつ替えのスペース、ミルクのお湯の提
供あり。

－
アットホームな店内で髪の事やヘアースタイルなど
の相談にも応じます。人気の縮毛矯正や顔剃りも
是非お試しください。

84 理美容 聖名美容室 清水町2丁目29-2 23-5065 9：00～18：00
日曜日

第１・３月曜日

・技術料金10％引き（ただし、他の割引との
併用はできません。）
・妊婦の方パーマ10％引き

○
髪とお肌にやさしい、ヘア、エステ、パーマ（ベル
ジュバンス弱酸性美容）をしております。妊娠中の
パーマも安心です。

85 その他 青山ドライクリーニング 北栄1丁目29 23-5474 08：00-20：00 日曜日 表示価格の８％割引き －

※整理番号には、閉店など登録取消事業所等による欠番があります。 4／7



【「妊婦向け」の表示】
◎…サービス内容の全てが対象
○…サービス内容の一部が対象または妊娠中の方向けに他のサービスを提供
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妊婦

向け
店舗のＰＲ・メッセージなど

86 燃料 青木燃料 信濃４丁目8-1 23-2494 8：00～17：00 日曜・祝日
灯油の配送
ℓ表示価格の３円引き

◎

87 その他 末広湯 末広1丁目6-6 23-2651 11：30～23：00 火曜日 小学生以下の入浴料を無料（親子同伴） －

88 食べる かつふじ 末広2丁目6 24-1129 11:00～21:00 月曜日 同伴の子どもの食事20％ＯＦＦ －

89 習う ビーバースイミングクラブ 花園3丁目7-22 24-1336 10：30～21：00 日曜・祝日 入会金100％OFF －
プール・スタジオがある施設です。赤ちゃんからお
年寄りまで楽しく運動ができます。

90 買う 谷口電気商会 千代田町2丁目12 23-5881 9：00～18：00 日曜・祝日 毎日５％引き ◎
パナソニックのお店です。他メーカーの取扱、修理
も行っています。

91 買う スナダロックサービス 千代田町6丁目3-1 26-1116 10：00～20：00 日曜・祝日
靴のスベリ止め他修理、鍵・合鍵・修理等
商品全品10％割引き

◎
印章（はんこ）、ごむ印、シャチハタ、鍵（合鍵）、金
庫、表札、靴修理など、一度ご覧ください。

92 食べる 鮨正 幸町１丁目14 24-6732 17:00～21:00 火曜日 ドリンクサービス －

93 買う パティスリー Ｆ・マルシェ 北陽１丁目4-12 25-9876 9：30～18：30 毎週水曜
バースデーケーキご注文の方に数字ロー
ソクプレゼント

－
お子様の似顔絵をデコレーションケーキに…。オン
リーワンのケーキご用意できます。

94 買う nanairo 勇舞１丁目6-19 23-1978 10：00～19：00
第１月曜、木曜

日
お子様のお誕生日ケーキ５％引き －

地元食材を使いできるだけ作りたての味を届けた
いと思っています。また、卵、乳製品のアレルギー
もご相談承ります。

95 買う 田中家 住吉1丁目12-4-1 42-3388 10:00～17：00 不定休
たい焼きを1,000円お買い上げで、お好きな
たい焼きを１匹プレゼント

◎
昭和25年創業の田中製餡㈱の直営店になります。
北海道産のこだわり抜いた小豆と千歳のおいしい
水で作った餡子が人気のたい焼きになります。

97 その他 キッズハウス　オハナ 清水町4丁目8-1シェルビル1Ｆ 42-6818 ２４時間 祝日
※新規の方
一時預り（５時間以上ご利用の方１時間無料）
月極（登録料半額）

-
少人数でアットホームな託児施設へ遊びに来てみ
ませんか？先生と楽しく過ごしましょう！

98 その他 うえまつカイロプラクティック 梅ヶ丘３丁目３－14 38-9015 9：00～21：00 木曜日
初回検査料無料！
ポイント３倍サービス　１０ポイントで５００円割
引

◎

おむつ替えスペース、ミルクのお湯の提供あり。Ｗ
ＨＯ国際基準準拠の資格があるカイロ院なので、妊
婦さんも安全な施術が受けられます。キッズスペー
スもあるのでお子様連れでも大丈夫です。ママさん
の子育て応援します！

99
ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝ

ﾄﾞ
千歳石油（株）向陽台ＳＳ 里美2丁目1 28-3633 8：00～19：30 1/1,2

・エンジンオイル交換　10％OFF
・タイヤ交換作業（脱着・組換）　10％OFF
・手洗洗車（コイン洗車は除く）　10％OFF
※冬期間休止

◎ 向陽台にある、地域密着型ガソリンスタンドです。

100 遊ぶ・習う ヨガ教室　トリーニ
東雲町２丁目34　千歳市福祉センター
（主な実施会場）

090-1302-
3033

8:30～20:00 日・祝日
・お母様・お子様の誕生月に１レッスンのみ
50％ＯＦＦ

－

ヨガ教室トリーニは、市内でお子様を連れて参加で
きるヨガクラスを開催しています！お母さんが日々
の忙しさから開放され、呼吸とポーズにより全身が
リラックスし、不調も改善されていきます。楽しくヨガ
をしましょう！！

101 理美容 Ｖａｎｉｌｌａ 北斗２丁目14-21ロイヤル北斗102 27-6662 10：00～ 日・祝日・他
・キッズカット10％ＯＦＦ
・お父様・お母様（カット）10％ＯＦＦ

◎
マンションの一室でのアットホームな美容室です。
103号室は、まつげとネイルです。

※整理番号には、閉店など登録取消事業所等による欠番があります。 5／7
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○…サービス内容の一部が対象または妊娠中の方向けに他のサービスを提供
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事業所
登録No 種別 協賛事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容

妊婦

向け
店舗のＰＲ・メッセージなど

102 買う
酒・食料品・雑貨
リカーハウスさつた

東雲町２丁目31 23-3475 9：00～18：00 日曜日
・その月の最後の金曜日５％引き（酒・ゴミ袋
は除く）

◎
新鮮な野菜や果物等、毎日低価格で設定していま
す。

103 買う
なんでもリサイクルビッグバン千歳
信濃店

信濃３丁目５番地１ 40-3196 10：00～24：00 年中無休

・販売時、合計金額から５％OFF(一部商品除
く）
・買取金額５％UP(一部商品除く）
・ハッピーコイン利用時プラス１枚プレゼント

◎
スポーツ、アウトドア、ブランド、時計、衣料品、ゲー
ムや本、トレカなど地域№１の商品数です！

104 買う Boulangerie Ailes 住吉３丁目16-7 25-6578 9：00～17：00 月曜日
・お子様へラスクのプレゼント（500円以上お買
い上げの方）

－
北海道産の小麦や自家製酵母を使用してパン作り
をしています。

105 買う (株)もりもと　ちとせモール店 勇舞８丁目1-1ちとせモール 22-4180 10：00～20:00 元旦
お子様のお誕生日にケーキ全品・１升餅10％
引き（他の割引と併用不可）

－

日々のおやつからお祝いごとイベントにおすすめの
美味しいお菓子やケーキ、量り売りパンを取り揃え
ております。お気軽にお立寄りいただける、地域密
着型のお菓子屋です。

106 買う (株)もりもと　イオン千歳店 栄町６丁目51 40-4181 9：00～21：00 なし
お子様のお誕生日にケーキ全品・１升餅10％
引き（他の割引と併用不可）

－
千歳駅向いイオン千歳店。明るく元気なスタッフが
笑顔で接客致します。お気付きの点等、お気軽に
お声かけくださいませ。

107 泊まる 休暇村　支笏湖 支笏湖温泉 25-2201

日帰り入浴
11:00～16:00（火・水

は13：00～）
モラップキャンプ場

（6～8月）
日帰り9：00～16：00
宿泊13：00～翌11：

00

なし

・日帰り入浴
大人720円→620円　小学生410円→200円
幼児210円→100円　（３歳未満無料）
・モラップキャンプ場
＜日帰り＞大人500円→400円　小学生300円
→200円　幼児150円→50円
＜宿泊＞大人800円→700円　小学生500円→
400円　幼児300円→200円

◎

おかげさまで今年で40周年！手つかずの大自然が
色濃く残る支笏湖。その美しい湖を見下ろす高台に
位置するのが休暇村支笏湖です。とろりとした湯が
自慢の「支笏湖温泉　こもれびの湯」美肌効果もあ
り、子連れにやさしいアメニティも多数ご用意してお
ります。

108
買う・食べ
る・遊ぶ

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
セガサミーカップ　ゴルフトーナメン
ト

蘭越２６番地 27-2121

セガサミーカップ ゴ
ルフトーナメント大
会開催期間中　Ｈ
30.7.5(木)　～Ｈ

30.7.8（日）

トーナメント開催期間中「ちとせ子育て特典
カード」を提示した方に引換チケットをお渡しし
ます。ギャラプラ受付にて、100円×５枚のギャ
ラプラ利用券と交換できます。（※釣りなし、物
販利用不可）

◎

セガサミーカップ ゴルフトーナメントは、2005年から
「ザ・ノースカントリーゴルフクラブ」で開催し、大会
期間中は お子様からお年寄りまで家族で楽しめる
ようギャラリープラザを設けています。また、「ジュニ
アスポーツフェスティバル」として各種スポーツ教室
を開催するなど地域のスポーツ振興を図っていま
す。

109 その他 整体smile 富丘１丁目21-11 21-9565 9：00～21：00
火曜日

（不定休有）
初回10分延長サービス
毎回ポイント1,000円分サービス

－
女性セラピストによる産後のケアが受けられます。
完全予約制、女性限定の自宅サロンなので、お子
様連れでも安心しておこし頂けます。

※整理番号には、閉店など登録取消事業所等による欠番があります。 6／7
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妊婦

向け
店舗のＰＲ・メッセージなど

110 買う 千歳アウトレットモール・レラ 柏台南１丁目2-1 42-3000

・　5月～8月
10：00～20：00
・　9月～4月
10：00～19：00
（一部レストランは
11：00～）

なし

館内約４０店舗で５％～１０％ＯＦＦ等の特典
が受けられるスペシャルクーポンプレゼント
（引換えはインフォメーションにてお願い致しま
す。）

◎
４００ブランド以上が揃うオープン型アウトレットモー
ルです。

111 遊ぶ ノース・スノーランドイン千歳 蘭越２６番地 27-2121

2017年12月29日（金）
～2018年3月6日（火）
9：00～16：00（15：30
受付終了）　※積雪状
況により営業期間・営
業時間が変更になる
場合があります。

ノース・スノーランドイン千歳営業期間中
「ちとせ子育て特典カード」を受付時に提示
した方に割引を実施。

入場料大人（12歳以上）  通常200円⇒０円
　　　　 小人（6～11歳迄）通常100円⇒０円

◎

ノース・スノーランドイン千歳は、千歳市内から車で
約10分の場所にあり広大な雪景色の中で雪遊び体
験ができます。チューブ滑りや乗馬体験ができ、１
月27日～２月18日の各週末には、ノース・スノーナ
イトでイルミネーションが点灯し、レストランも営業し
ます。

113 食べる 奥芝商店鮭公園店 花園２丁目312道の駅サーモンパーク内 27-3339 10：00～18：00 不定休
ラッシー１杯無料サービス（味は選べませ
ん）、または200円以下のトッピングサービ
ス

◎
札幌で人気のスープカレー専門店奥芝商店がフー
ドコートで味わえます。自慢の海老スープをぜひご
賞味ください。

114 食べる 鶏笑　千歳店 清水町4丁目10 29-7025 11：00～20：00 不定休 毎週金曜日ポイント２倍 ◎ からあげグランプリ最高金賞受賞店

計 88 登録事業所(現在計)

※整理番号には、閉店など登録取消事業所等による欠番があります。 7／7


