
⾷べる  �花茶          ����お⾷事のお⼦様にソフトドリンクサービス          ������������������������������
⾷べる  �結⼯房         ����ランチ＆ドリンクset 100円引き       ������������������������������������������������������������������
⾷べる  �ビストロヤ�シーラカンス ���お⼦様連れで、ランチお⼦様ドリンク・ランチ⼤盛変更サービス �������������������������� �
⾷べる  �SAMA千歳店    ��������������お⼦様連れのお客様に⼈数分ソフトドリンクサービス（妊婦：本⼈分のみ）           

⾷べる � やきとり ⽶澤    ��� �お⼦さまのドリンク⼀杯無料（妊婦：ドリンク⼀杯無料）  
⾷べる � 蝦夷麺 四の五の⾔わず  845円以上のラーメンをご注⽂のお客様は１杯につき100円引き  �
⾷べる ������鶏笑 千歳店       毎週⾦曜⽇ポイント２倍  ��  
⾷べる ������奥芝商店鮭公園店     ラッシー１杯サービス、または200円以下のトッピングサービス  
⾷べる ������鮨正           ドリンクサービス                       
⾷べる ������かつふじ         同伴の⼦どもの⾷事20％引き                  
⾷べる � �和⾷処 ほうりん    ����ご飲⾷代5％引き（ご宴会・ランチを除く）                 
⾷べる ������⾹来軒          5％引き                         �  
⾷べる ������酒菜亭 あうん      10％引き                         ���� 
⾷べる ������東亜珈琲館       ����お⼦様連れの⽅に、全品10％引き（モーニングサービス、⽇替ランチ除く）          

⾷べる ������⼀休そば向陽台店    ���そば・うどん⼤盛り無料サービス                
⾷べる �����ラーメン ちゃー亭    毎週⽔・⽊曜⽇、お⼦様ラーメン３００円にて提供       ���
買う（⾷）��⼀本堂 千歳勇舞店                
買う（⾷）�千歳のやきいもや 芋と夏 お会計から50円引き      ���

買う（⾷）�� 

⾷パン１⽄お買上げで、「プレーン⾷パン」１⽄プレゼント（出⽣後１年・１回のみ）※要予約             

買う（⾷）�もりもと本店      ���
買う（⾷）�もりもと�イオン千歳店      
買う（⾷）�もりもと�ちとせモール店      �

買う（⾷）�Boulangerie Ailes      ��
買う（⾷）�⽥中家      ���   �たい焼き1,000円以上お買い上げで、お好きなたい焼き１匹プレゼント
買う（⾷）�nanairo      ���
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ちとせ子育て特典カード

NEW

～協賛店のご紹介～

⾷べる  �ドレモルタオ    �������������お⼦様の誕⽣⽇にカフェドリンクサービス            ����       
��������������  ���ANAクラウンプラザホテル千歳���オールデイダイニング「ハスカップザ・ガーデン」お⼦様連れでランチ 10％OFF   � ����

⾷べる  �カレーのちから千歳店   お⼦さんの誕⽣⽉にカード提⽰でポテトフライ１⽫サービス         ����        

買う（⾷）�パン⼯房ゆみな         
買う（⾷）�パティスリー ウノズ   お⼦様の誕⽣⽇ケーキご注⽂でクッキー1枚プレゼント
     ��くろねこにゃーごのお菓⼦屋さん

買う（⾷）�晴レルモ キッチン      �
買う（⾷）�⽶粉ベビーカステラ健      ���

買う（⾷料品）      NEW �丸吉 茅野商店     ���

⾷べる  いちはな         ����

買う（⾷料品）      

買う（⾷料品）      �酒・⾷料品・雑貨�リカーハウスさつた

�ラッキー千歳錦町店

買う      �千歳観光物産サテライト「ミル」

�みなと⾃転⾞商会買う      
買う      �今村花店

�ダスキン豊⾥⽀店買う      

NEW

NEW

R4.8月現在

��キリンビアレストラン�ハウベ お⾷事のお客様にソフトドリンク１杯サービス（他の特典併⽤不可）             ⾷べる  �   ��

コッペパン専⾨店リズム＆ベーカリー      

⼩学⽣以下のお⼦様連れの⽅に、もちもちマフィン１個プレゼント、⼟曜・祝⽇は全品１割引など

2,160円以上お買い上げで、おすわりニャンコクッキー１枚プレゼント（現⾦払いのみ）

コッペパンか⾷パンご購⼊で、揚げパンor焼き菓⼦プレゼント
おむすびコロリンセット（500円〜）ご購⼊で、次回使える50円割引券プレゼント           

10％増量
お⼦様へラスクのプレゼント（500円以上お買い上げの⽅）

お⼦様のお誕⽣⽇ケーキ５％引き
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）
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）
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）
お⽶50円∕5kg引き、灯油3円∕ℓ引き

その⽉の最後の⾦曜⽇５％引き（酒・ゴミ袋は除く）
⼀回の会計で1,000円以上で20ポイントサービス

お会計から５％引き（⼀部対象外商品あり、他の割引と併⽤不可）
⾃転⾞の修理代10％割引
お持帰り商品5％off、花tokuカードと併⽤で10％off
⽇常⽣活⽤品（洗剤、スポンジ）10%�OFF(妊婦：家庭の掃除・⽚付け10％OFF)

お⼦様にお菓⼦・ジュース等のサービス

⾷べる     
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買う（⾷）      ��

買う（⾷料品）      �千歳農産物直売所「旬菜の館」     ���毎⽉５の付く⽇、500円以上お買上げでプレゼント（夏は野菜、冬はお菓⼦など） ◎      
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なんでもリサイクルビッグバン千歳信濃店�� �購⼊時５％OFF、買取時５％UP（⼀部商品除く）、ハッピーコイン利⽤時１枚プレゼント  

買う      
買う      

スナダロックサービス  靴のスベリ⽌め他修理、鍵・合鍵・修理等商品全品10％割引き      ��  � �買う      
エレガンスあかしや����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������商品をご⾃宅へ配送、妊婦の⽅⾃宅送迎あり              ���買う      
レディースロード���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10,000円以上のお買い上げ商品10％引き            ������������� ��  �������������買う      
リサイクルショップ 七福神商店�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������商品10％引き            ������������� ��               ���������買う      
㈲グリーンテリア緑千 鉢花・観葉植物・園芸⽤品を通常価格より5％割引（対象外あり）��������������������������������������������買う      
⼭三ふじや書店（栄町） HonyaClubカード�ポイント２倍 ※⼀部対象外あり、他割引併⽤不可�����������������������������������買う      
眼鏡市場千歳店 眼鏡⼀式、サングラス５％引き��、眼鏡調整・クリーニング・⿐パット交換無料����������������������������������������買う      
元気スタート発信館シフトアップ 商品購⼊時の割引、修理・メンテナンス時の割引������������������������������������������������������������������������������買う      
スノーショップ 出発売店 商品10％割引（対象外商品あり）������������������������������������������������������������������������������������������������������������買う      
スギハラ薬局 千代⽥店 お買上げ2,000円以上で粗品プレゼント（救急絆創膏）�������������������������������������������������������������������買う      
メガネのプリンス千歳店 メガネ1万円以上購⼊で千円引き���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ジュリアン カトウ

買う      
ポイント３倍提供��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

千歳翼の杜オートキャンプ場

泊まる     

オートキャンプサイト区画利⽤料10％引き（�他割引併⽤不可、直接申込時のみ）������������������������������������

丸駒温泉旅館

泊まる     

⽇帰り⼊浴50％OFF、貸切⾵呂50分2,750円→2,000円�����������������������������������������������������������������������������������������
泊まる     休暇村 ⽀笏湖 モラップキャンプ場�利⽤料割引、⽇帰り⼊浴料割引�������������������������������������������������������������������������

アピナ新千歳空港店遊ぶ      クレーンゲーム１回サービス（１⽇１回、お⼦様⼈数分）������������������������������������������������������������

遊ぶ     

ノース・スノーランドイン千歳 1/5以降の平⽇ ⼊場料無料（⼤⼈2名、⼩⼈２名まで）����������������������������������������������������������������
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ

遊ぶ     

セガサミーカップ ゴルフトーナメント開催期間中500円分チケットプレゼント���������������������������������������
千歳フジボウル

遊ぶ     

（お⼀⼈様）２ゲーム�＋�貸靴�＋�飲物�＝�1,100円�������������������������������������������������������������������������������
Studio⾵習う      ⼊会⾦、レッスン料、施術料10％off�������������������������������������������������������������������������������������������������������
ヨガ教室 トリーニ

習う     

お⺟様・お⼦様の誕⽣⽉に１レッスンのみ半額����������������������������������������������������������������������������������
ビーバースイミングクラブ習う      ⼊会⾦無料������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
永⽥学習会 ⼊会時図書券千円分プレゼント、家庭教師お試し半額（１回限り）������������������������������������������

習う     

千歳⽯油㈱向陽台ＳＳ エンジンオイル・タイヤ交換、⼿洗洗浄10％割引（冬季休⽌）��������������������������������������������������

ガソリン     

ガソリン     
ガソリン     ㈱三友⽯油�フレンドリー千歳給油所

ガソリン・軽油を店頭価格より３円/ℓ引き、洗⾞20％引き（1,000円以上）�������������������������������������������������㈱三友⽯油�千歳花園給油所
ガソリン・軽油を店頭価格より３円/ℓ引き、洗⾞20％引き（1,000円以上）������������������������������������������������

燃料     ⻘⽊燃料 灯油の配送 ℓ表⽰価格の３円引き�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

建設・設備     

BATHライフライズ 3,000円割引、フッ素コート更に2,000円割引、排⽔溝清掃無料��������������������������������������������������

建設・設備     

㈱北海道ワーク クロス・床・カーテン・ブラインド等 ５％引き������������������������������������������������������������������������������

建設・設備     

㈱ecoa�ハウス 神出設計    新築住宅ご成約のお客様にBSアンテナサービス���������������������������������������������������������������������������������

建設・設備     

(有)やまでん    屋内外の電気設備⼯事の新設・増改修等5％引き��������������������������������������������������������������������������������
北海道テクニカルシステムエンジニア㈱   

建設・設備     

電気設備⼯事等の割引����������������������������������������������������������������������������������������������������������

建設・設備     

北東電気㈱ 電気設備⼯事等の割引����������������������������������������������������������������������������������������������������������

建設・設備     

電気設備⼯事等の割引����������������������������������������������������������������������������������������������������������

建設・設備     

富樫電気⼯事㈱
伸盛電気⼯事㈱ 

建設・設備     

近藤電設⼯業㈱
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��������������������������������������
電気設備⼯事の新設・増改修・リフォーム⼯事等の5〜10％引き

建設・設備     

㈱黒沢電気   お⾒積⾦額より１割程度の値引き
千歳電業協会  

建設・設備     

電気設備⼯事の新設・増改修・リフォーム⼯事等の5〜10％引き

建設・設備     

協業組合 カンセイ   ⽔回りのトラブル通常料⾦より５％引き（他ｻｰﾋﾞｽとの併⽤不可）

建設・設備     

㈱フジプラ   ご⾃宅排⽔⼝（１か所に限り）薬剤洗浄無料（１回限り）

建設・設備     

千歳市管⼯事業協同組合�修理センター  ⽔道施設修繕・凍結解氷修繕代⾦の値引き

NEW

NEW

R4.8月現在 ２/３ページ
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買う      ��

�千歳アウトレットモール・レラ 館内約40店舗の5〜10％OFFクーポンプレゼント（インフォメーションで引換）

◎      

遊ぶ     
遊ぶ     
遊ぶ     

NEW 新千歳空港シアター 映画鑑賞するお⼦様に、ソフトドリンクＳサイズ無料提供������������������������������������������������������������ー      
ドラえもん�わくわくスカイパークカフェ誕⽣⽉のお⼦様と同伴のお客様全員に、ソフトクリームサイズアップ��������������������������������������ー      
ハローキティ ハッピーフライト ー      ハッピーフライト有料施設の⼊場料10％オフ��������������������������������������������������������������������������������������
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ネイルサロン     Nail�Salon�Neige ご新規様１回のみ10％OFF

理美容     

BELLE�HAIR�DESIGN キッズルーム無料、初めての⽅10%�OFF⼜はトリートメントサービス

理美容     
Vanilla キッズカット、お⽗様・お⺟様カット10％OFF

理美容     

聖名美容室 技術料⾦10％引き（他割引併⽤不可）、妊婦の⽅パーマ10％引き
理美容     

ヘアースタジオ REE     �� 親⼦共に200円引き（他割引併⽤不可）、おむつ替え・授乳スペースあり

理美容     

ヘアースタジオ エイス     カット以上で⼥性はトリートメント、男性は眉カットサービス

理美容     

ヘアープレイスアシュア ラッキー錦町店    ポイント２倍

理美容     

美容室ＪＯＹ パセオ住吉店    �� ポイント２倍

理美容     

サロンドＪＯＹ    �� ポイント２倍

理美容     
理美容     
理美容     

カットハウス ばるーん    �� ⼦どもカット200円引き、親⼦来店で500円引き、お⼦様にお菓⼦サービス

ニュー東京理容室    �� カード提⽰で粗品プレゼント
いがらし理容院 通常料⾦より500円割引（他の割引と併⽤不可）

理美容     
理美容     

うめざわ理容院 ⼦どもカット1,000円、⼦ども総合メニュー300円引き、中学⽣200円引き
ビューティサロン �カワムラ カットのお客様500円引き

クリーニング     ホワイト急便かどや店 お⼦様連れの⽅にお菓⼦プレゼント
クリーニング     ⻘⼭ドライクリーニング 表⽰価格の10％割引き（⼀部除外品あり）
写真     Photo�Studio�any 税込33,000円以上お買い上げの⽅に２L写真１枚プレゼントなど
写真     photo�studio�hello 40,000円以上お買い上げの⽅にキャンバスパネル（⼩）１枚プレゼント
写真     写真のお店 Ｋプラス 証明書写真、デジカメプリント、フィルム同時プリント、写真コピー等10％引き
その他     
その他     
その他     

キッズハウス オハナ ⽉極登録料半額
末広湯 ⼩学⽣以下の⼊浴料無料（親⼦同伴）
タイセイ動物病院 ⼩学⽣以下親⼦で来院でハムスター・⼩⿃・カメの初診料無料（予約制）

※「⼦育て家庭を応援したい！」という
 協賛店様のご厚意にて、特典・サービスを
 ご提供いただいております。

 制度・協賛店の詳細は、  
「ちとせ⼦育てネット」を
 ご覧ください。→

 「⼦育ておでかけナビ」では、 
  Googleマップ上で協賛店を 
  確認できます。→
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初回検査無料、ポイント３倍、10ポイントで500円引き

整体     サウスコル  施術中の託児サービス+500円（初回無料）※要予約 ー      

うえまつカイロプラクティック ◎      整体     
整体・リラクゼーション smile  産後１〜３か⽉の⽅を対象に訪問ケア30分無料、オプション半額 ー      整体     

学⽣500円引き（中学⽣〜⾼校⽣の⼥⼦） ー      レディース整体ここあ 整体     

NEW


