かごしま子育て支援パスポート事業
【川内地区】
区分

小区分

企業・店舗等名称

協賛店一覧表

（2018/12/19現在）

※サービス内容は、変更になる場合がありますので、ご利用の場合は事前に各協賛店にご確認ください。

所在地

電話番号

ＵＲＬ

子育て支援サービス内容

お店のＰＲ又は子育て家庭への
メッセージ

買う

酒類

お酒の森満商店

久見崎町５８３－１

0996-27-3525

タバコ以外２％引き

買う

自転車

サイクル鬼塚

西向田町１７－３

0996-22-2828

修理代は、当店価格より、更に１０％引き
自転車及び部品代は、更に５％引き

自転車の純専門店として創業８０年。
「アフターサービスを一番に」がモットー
です。

買う

食品・雑貨

生活協同組合
コープかごしま川内店

中郷1丁目１９－２

0996-20-5336 agoshima.coo

①買物カートの毛布貸し出し
②｢赤ちゃんのための事故予防ガイド
ブック」進呈
③おむつ交換のできるトイレ有り

生協コープかごしまは、子育てを応援してい
ます。鹿児島市内の店舗で「子育てひろば」
を開催中。また、注文いただいた商品をご自
宅までお届けする「個別配達」の手数料が半
額になる「子育てママサポート」がありま
す。

http://www.k
p/

その他

刺繍・プリント

ツルタネーム

平佐町１９４９－３

0996-22-3716

①刺繍・プリント･･･１割引
②スポーツチーム マーク･･･２割引
※ すべて通常価格より

買う

電化製品

デオデオ コムラ電機

平佐町３７０９－１

0996-22-4047

店頭価格より更に割引

その他

クリーニング

東京ランドリー

西向田町７－２８

0996-22-2600

学校制服・洋品（幼～高校）いつでも1割引
※ 白物及び特殊品は除く。

その他

写真

西田写真館

西向田町１２－４

0996-22-2735

各店舗、曜日ごと2割引デーも、ぜひご利
用ください

お宮参り、百日、七五三等、子供の記念撮影料
金値引き
※７歳以下の子供対象

http://www1 ①たのしーる２倍
買う

花

花の店 やまさき

西向田町８－１２

0996-22-2750 5.ocn.ne.jp/~y ②会員のお子様の誕生日祝用生花の時はたの

ama-87/

しーる５倍

市内商店街の中心にあり駐車場も完備し
ております。花キューピットで全国どこ
でもお花が贈れます。お花にあったかい
気持ちを添えてお届けいたします。

その他

衛生

山ノ内衛生（有）

向田本町１３－１１

0996-22-4776

浄化槽管理のみ粗品サービス

その他

自動車

(有)上山自動車

勝目町４１１２－５

0996-22-6461

鈑金塗装工賃２割引き（但し保険・修理の場合
は自払いの部分についてのみ割引き）

その他

石材

(有)川﨑石材工業

永利町７０９－４

0996-25-1547

①墓石・建築石材・ペット墓石・庭灯篭は製品
価格の１割引
②俗名の彫りこみは価格の１０％引き

その他

印刷

(有)寿印刷

中郷町２４１３－８

0996-23-8292

１割引き（一部の材料代除く）

食べる

飲食店

(有)にしやま食品

宮内町１８９２

0996-22-3045

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引き）

買う

文房具

（有）ハマサキ文具

御陵下町７－５３

0996-25-2610

定価の２割引き
※特売品・工事用品等特殊品を除く。

買う

花

（有）福一生花店

西向田町１０－６

0996-20-2929

全商品１割引

買う

自動車

（有）小城オート川内

矢倉町４３０６－１

0996-22-3319

①自動車無料点検（１１項目点検）
②エンジンオイル２割引

食べる

麺類

らーめん宝島

高城町１６７２－１
０２

090-8664-5736

その他

宴会場・宿泊

㈱安藤

西向田町１０－２３

0996-23-3000

宿泊料５００円引き

買う

百貨店

㈱川内山形屋

西向田町９－６

0996-22-4111

①授乳室、ベビーベッドの設置
（４階ベビー用品コーナー）
②ベビーカーの無料貸出し（１階入口）
③キャリーバックの無料貸出し
（５階ファミリーレストラン）

その他

美容室

ヘアー・メイク・クレア

大小路町３３－１８

0996-27-6006

・店内にチャイルドルーム・授乳スペースを設置（ベ
子育ての大変な中、少しでも手助けができ
ビーカー貸出・粉ミルクのお湯あり）
・
ればとチャイルドルームをつくりましたの
DVD・ビデオデッキ設置（子どもさんのお好きな
で、よろしければご利用ください。
DVD・ビデオをお持ちください）
お待ちしております。

買う

菓子

あまつや菓子店

向田本町１２－５

0996-22-3388

バースデーケーキ予約の場合1割引

買う

時計・宝飾

石原時計店

向田本町１３－２

0996-23-1313

全商品１０％引き（修理除く）

ぶっこみめし料金割引（200円→100円）
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目標は「地域の人々に愛される親切でや
さしい百貨店づくり」でございます。

かごしま子育て支援パスポート事業
【川内地区】
区分

買う

小区分

菓子

企業・店舗等名称

㈱フランス川畑

協賛店一覧表

※サービス内容は、変更になる場合がありますので、ご利用の場合は事前に各協賛店にご確認ください。

所在地

向田本町９－１０

電話番号

ＵＲＬ

子育て支援サービス内容

0996-23-5251

①お湯、お茶の提供
②休憩場所の提供

食べる

ファミリーレストランガスト鹿児島川内店

御陵下町２８４１－
２

0996-21-1203

１８歳未満のお子様２人まで下記のいずれかのサービス
を実施（パスポートをオーダー時に確認、お子様連れのお
客様のみ）①通常１３６円のお子様ドリンクバーを無料
（親御さんもお１人様無料）②キッズカレープレート、
キッズハンバーグプレート、低アレルゲンキッズカレープ
レート、低アレルゲンキッズハンバーグプレートのうち１
つを通常５１４円を２６２円に（おもちゃ付き） ※但し
小学生以下

買う

服飾・ファッション 株式会社

西向田町１５－２２

0996-22-3350

・１０％ＯＦＦのサービス
・飲み物サービス

買う

陶器

向田本町１３－４

0996-23-2180 bbig.jp/mado

ジュディ

（2018/12/19現在）

お店のＰＲ又は子育て家庭への
メッセージ
薩摩川内銘菓「がらっぱもなか」
女性の母性を表した優しい「がらっぱ」
を、「ユーモアとヘルシー」を、お茶の間の
仲間に入れてください。

和食から洋食まで、お子様からご年配の方まで
幅広くご利用いただいています全国約１２００店
のファミリーレストランです。小さなお子様用に
絵本、お子様いすなどをご用意しています。どう
ぞお気軽にご利用くださいませ。

http://wwwl.

ギャラリー にいはら

全商品１０％引き

ni-sg

食べる

飲食店

ふく福 川内店

東大小路町４０－２
３

0996-22-8787

パスポートを見せて頂いたら、お子様ドリン
クをサービスします。（小学生以下に限る）

その他

不動産

（有）南日本不動産

平佐町２８２１－１

0996-25-2179

待ち時間に、おもちゃや絵本等を用意してあ
ります。
賃貸物件に限り、契約時にパスポートを提示
頂きますと、仲介手数料を５％値引きいたしま
す。

食べる

焼肉

焼肉なべしま
川内原田店

原田町２０－１０

0996-23-8929 abeshima-

ケーズデンキ
薩摩川内店

勝目町４０８６－１

買う

電化製品

http://www.n
jp.com

ジュース１杯無料サービス
（小学生以下のお子様に限ります）

カード提示で、当社指定の消耗品が表示価格

099-263-5851

http://www.k
よりも５％引き。
sdenki.com/

※ 他の割引との併用はできません。

その他

スポーツクラブ

特定非営利活動法人
川内スポーツクラブ０１

運動公園町3030
サンアリーナせんだ
い内

0996-23-5501

買う

パン

焼きたてのパン
マドンナ

平佐町3512

0996-22-2577

その他

金融機関

鹿児島相互信用金庫
川内中央支店

神田町５－５

0996-22-5221

http://sendai
01.chu.jp

入会申込時に、パスポートを提示して頂けれ
ば入会金ＯFFとさせて頂きます。

子どもさんから大人まで、みなさんが
楽しめるスポーツサークルをご用意して
います。
お気軽にお問い合わせください。

http://www.k ①子育て応援定期預金「ハローキッズ
asosin.com/
元気積金」の発売

・最高３名までお子様の人数に応じた金利優
遇のメリットを子育て世帯にお付けした定期積
金
http://www.k
・成約特典としてお子様の写真を表紙にはさ
0996-22-7500
asosin.com/
んで使える「専用証書ケース」をプレゼント

鹿児島相互信用金庫
大小路支店

その他

金融機関

鹿児島相互信用金庫
平佐支店

平佐町３２４７－１

http://www.k ローン等の金利を優遇するメリット金利を設定
0996-25-2133
asosin.com/
いたします。

その他

金融機関

鹿児島相互信用金庫
隈之城支店

隈之城町１４７０－
１

0996-25-1310

http://www.k
asosin.com/

その他

金融機関

鹿児島相互信用金庫
市比野支店

樋脇町市比野２４３
７－７

0996-38-0150

・お子様が２名以上いらっしゃる場合、住宅
http://www.k
ローンの店頭表示金利を０．１％優遇いたしま
asosin.com/

0996-42-1115

大小路町３０－２

全国展開中の大型家電量販店です。
お客様に満足してお買物いただけるよ
うに、日々努力しております。
ぜひケーズデンキへお越しください。

菓子パン・調理パン５％引き
（他のサービスとの併用は不可）

金融機関

その他

お子様連れのお客様でも気軽に来店で
き、物件を捜すことができます。

②「子育てすくすく応援ローン」の開始
・最高３名までのお子様の人数に応じて教育
当金庫では「地域に元気発信」を合言葉
に、金融業務を通じて地域の皆様の子育
て応援する目的で、満18歳未満のお子様
がいらっしゃる家庭を対象に金利が有利
な定期積金と、ローンの金利を優遇する
メリット金利の取扱を行っております。

③「子育て応援メリット金利」の開始

その他

金融機関

鹿児島相互信用金庫
東郷出張所

東郷町斧渕４２２－
３

買う

雑貨・ホビー

がらっぱ堂

向田本町19-11

す。（当金庫の住宅ローンをご利用にな
られる方で、固定金利型をご選択される方）

http://www.k （健康保険証などの公的証明書でお子様の数を
確認させていただける方）
asosin.com/

http://wwwz.
0996-25-1133 synapse.ne.jp

/garappa/

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）
お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

食べる

飲食店

中国料理 中華園

太平橋入り口

0996-22-4524

買う

菓子

薩州蔦屋

御陵下町29-58

0996-22-3933

その他

住宅

アシスト設計グループ
(有)ハウスサポート

平佐町3282-3

0996-20-2001 ouse-

その他

美容室

フレンズ美容室

東大小路町４５ ６

0996-20-3845 frends.co.jp

http://www.t
sutaya.org

自家製造商品５％引き

タイヨー永利店、宮之城ダイワプラッ
セ店でも御利用できます。
つたやは、お母さんの子育てを応援致
します。

当社で、新築住宅のプラン、お見積りをしていただ
アシスト設計グループ ハウスサポートで
http://www.h くと、１０万円分の『子育て応援クーポン券』をプレ
は、オリジナル住宅子育て支援の『住宅の
ゼント。新築住宅を建てていただくときに使える１０
家』をはじめ、地球環境に配慮した「省エ
support.com 万円分のクーポン券です。（発効日より３ヶ月間有
ネ・エコ住宅」づくりに努めております。
効）
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お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
美容の事以外にも、婚礼を安くあげた
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
い、新しい感覚のブライダルプランをし
用ください。
たい人、ご相談して下さい。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

かごしま子育て支援パスポート事業
【川内地区】
区分

小区分

企業・店舗等名称

協賛店一覧表

※サービス内容は、変更になる場合がありますので、ご利用の場合は事前に各協賛店にご確認ください。

所在地

電話番号

ＵＲＬ

子育て支援サービス内容
衣装成約の方のみ
「京都よーじや あぶらとり紙」

その他

ブライダル

ブライダルステージ
花ごよみ

（2018/12/19現在）

宮崎町1943

http://www.h
もしくは「匂い袋」
a0996-20-1515
tofuru.co.jp/h
どちらかプレゼント
anagoyomi

お店のＰＲ又は子育て家庭への
メッセージ
お子様と一緒の写真プランや、フォト
ウェディング、人前式のシビルウェディ
ングや結婚式もサポート致します。
お気軽に御相談下さい。
Blog ha-tofuru.jugem.jp

赤ちゃん用 ミルクのお湯提供
幼児コースでは、毛筆・硬筆の他、お手
紙を書いたり工作もしたり、楽しく学ぶ
ことができるような教室づくりを考えて
います。４歳～。小学生・中学生コー
ス。愛好家クラブ（大人）

小倉町419

090-5385-4565

待合室あり
家族割引あり
『夏休み・冬休み限定教室』は、パスポート提
示にて２００円割引

西向田町18-17

0996-23-3554

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

はやし整骨院

西向田町18-25

0996-22-3263

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

時計・宝飾

明治堂

西向田町18-27

0996-22-3665

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

買う

薬局

山口薬局

西向田町18-28

0996-22-3357

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

買う

薬局

マルヨシ薬局

西向田町17-16

0996-22-2423

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
くすり、健康、病気、介護等について
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
気軽にご相談ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

買う

服飾・ファッション タマヤ

西向田町10-11

0996-25-1192

６０代、７０代、８０代のジャケッ
お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利 ト、ブラウス、Ｔシャツ、スカート、
用ください。
フォーマルスーツ等、婦人洋品専門店で
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）
す。

買う

化粧品

西向田町10-11

0996-22-4507

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）
メーキャップ＆眉カットの無料サービスします。

買う

服飾・ファッション （株）扇屋

西向田町10-8

0996-22-4658

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

買う

宝飾

長野宝石店

西向田町9-7

0996-22-3906

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
お買上げ頂きましたお客様に対して１
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
時間無料。ぜひご利用くださいませ。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

買う

酒類

荒木酒店

西向田町9-10

0996-23-4508

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

買う

節句用品・玩具

（有）はかたや

西向田町11-24

0996-22-3876

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

その他

美容室

マリコ美容室

西向田町11-26

0996-20-3950

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

買う

学生服

テーラー萬福

西向田町11-30

0996-22-3578

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

買う

菓子

薩摩蒸氣屋

西向田町4-10

0996-22-0648

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

買う

時計・宝飾

東時計宝石店

西向田町7-32

0996-22-3935

カチ・カチ・ボーン・ボーン 楽しい
お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利 時計屋さん。古い掛時計、家にありませ
用ください。
んか？修理をして楽しんでみたら。掛時
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）
計・腕時計修理の出来る店。

買う

自転車・バイク

中園モータース

西向田町8-8

0996-22-3528

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
割引き商品も多数取り揃えてありま
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
す。子供のせ等ブリヂストンの好適品を
用ください。
展示。たのしーるもさしあげます。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

買う

お茶

お茶のぶどう園

西向田町11-19

0996-22-0800

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
お誕生月１割引、５の日ポイント５
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
用ください。
倍、毎週火曜日お茶の売出し。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

買う

手芸品

リボン毛糸店

西向田町15-5

0996-22-4058

お買い物をされたパスポート会員さまに一時託児所
赤ちゃん、こどもさんようの毛糸・手
「じゃんけんぽん」の割引券の発行をしています。 ご利
芸品を取りあつかっています。ご利用よ
用ください。
ろしくおねがいします。
（連絡先「じゃんけんぽん」0996-20-6682）

その他

託児施設

託児所（一時預かり）
じゃんけんぽん

西向田町18-26

0996-20-6682

その他

学習

買う

服飾・ファッション 林洋品店

その他

整体

買う

文化書道 吟珠書道会

ユア資生堂
カコイ化粧品店

託児料金の割引
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・商店街割引券持参の方への割引
・５時間お預かりにつき、１時間無料
「じゃんけんぽん」は薩摩川内市の中心街にあ
ります。ショッピング・病院・ランチ・美容室・
講演会・ＰＴＡなど、一時的に保育が必要な時に
ご利用ください。

かごしま子育て支援パスポート事業
【川内地区】
区分

小区分

企業・店舗等名称

協賛店一覧表

※サービス内容は、変更になる場合がありますので、ご利用の場合は事前に各協賛店にご確認ください。

所在地

電話番号

ＵＲＬ

子育て支援サービス内容

◎ 1時間無料券プレゼント

その他

カラオケボックス

カラオケプレシティGET

西向田町7-22

0996-20-6622

食べる

飲食店

しもっごの里

城上町1193

0996-30-0368

http://www1 ベビーベット・授乳スペースあり
6.tok2.com/h
乳幼児用の絵本あり
ome/simotug
粉ミルクのお湯提供
onosato/

その他

自動車

カーコンビニ倶楽部・川
内店

永利町2602-1

0996-25-2270

www.carcon.
co.jp

その他

買取専門店

エイル川内店

鳥追町5-1ヤマトビ
ル1F

0996-29-3287

キッズスペース設置
お待ちの時間におもちゃ・絵本を用意しまし
た。
パスポートご提示で板金塗装５％割引致しま
す。（保険適用外）

http://www.ei 1万円以上の買い取りが成立されたお客様に
r-net.com/
１,０００円還付

買う

総合スポーツ用品店 ヒマラヤ 薩摩川内店

原田町14-1

店内商品自店販売税込価格よりレジにて３％
OFF
※単品商品割引企画、セット企画との併用可
※他の割引企画、割引券、割引カード、値引券
http://www.h
0996-20-7040
imaraya.co.jp/ との併用ができない場合がございます。
※一部使用除外品がございます。
(各種修理加工費、チームオーダー、商品券、ゴ
ルフクラブなど)

買う

自動車販売会社

山之口町4493-1

0996-20-7010

買う

紳士服・婦人服など はるやま 鹿児島川内店

平佐町1982-1

0996-22-5514 aruyama-

スズキアリーナ川内

（2018/12/19現在）

お店のＰＲ又は子育て家庭への
メッセージ
お父さんお母さん、日頃のストレス解消
できてますか?
たまには歌って気分転換!!
スタッフ一同笑顔でお待ちしておりま
す。
当店は家庭的なお店であり、担当者も2児
の母なのでお子さま連れのお客様大歓迎
です。鉄板は危ないと感じる方はタタミ
の宴会室でのお食事もできますので気軽
にお申しつけください。

お子様とご一緒にお気軽にお越しくださ
い。

鹿児島市内を中心に、ブランド品(ルイ・ヴィ
トン、シャネル、エルメス、グッチ、ロレッ
クス等)や貴金属(金、プラチナ、ダイヤモン
ド)の買い取りを行っています。
初めての方、お子様連れの方でも安心してご
来店できるお店作りを心がけておりますの
で、査定のみでも是非お立ち寄りください。

当店は野球・テニス・サッカーなどはもちろ
ん、ランニング・ゴルフ・トレッキング・エ
クササイズ用品も取扱う総合スポーツ用品店
です。お客様にご納得いただけるサービスと
商品選びのお手伝いをさせていただきます。
スタッフ一同、ご来店を心よりお待ちしてお
ります。

①洗車、室内清掃それぞれ半額
②一般整備工賃を10％引き
親しみやすいスタッフが皆様のお越しをお待
③新車購入の方に、納車時ガソリン10 プレゼ ちしております。
ント
※スズキ車のみ対象、平日のみ

ベビーカーの無料貸出
http://www.h 商品5％OFF(他の提携との併用は不可)税抜1、
co.jp/

000円以下の商品・一部特価品・送料・お直し
代金は除きます。
お子様に風船プレゼント

その他

金融機関

鹿児島銀行
川内支店

西向田町16-7

0996-22-3211

http://www.k
agin.co.jp

その他

金融機関

鹿児島銀行
入来支店

入来町副田5950-7

0996-44-2007

http://www.k
①かぎんマイカーローン
agin.co.jp

②かぎん暮らしのローン ほっとプラン
③かぎん教育ローン
④かぎんリフォームローン
上記①～④において、扶養家族（子）のいる方
http://www.k に、扶養家族（子）一人あたり、0.1％（最大
0996-20-5091
agin.co.jp
0.3％）の金利優遇を行います。（平成20年10
月15日新規受付分より）

キッズコーナーを作成し、ゆっくり買い物(お
父さん・お母さん)できるよう、スタッフ一同
で運営しております。

鹿児島銀行では、次世代育成支援とし
て、満22歳未満の扶養家族（子ども）が
いる方（妊娠中を含む）を対象に、ロー
ン金利を優遇する取扱いを開始いたしま
す。

その他

金融機関

鹿児島銀行
隈之城出張所

矢倉町4231-2

その他

金融機関

鹿児島銀行
大小路支店

大小路町33-11

0996-20-0811

http://www.k （子）の人数を確認させて頂ける方）
agin.co.jp

その他

金融機関

鹿児島銀行
宮内出張所

宮内町1857-1

0996-22-0011

http://www.k
agin.co.jp

その他

美容室

美容室トゥールトロー

永利町2540-3

0996-29-5550

その他

保険

ほけんの１１０番
プラッセだいわ川内店

矢倉町４２１３－１
プラッセだいわ川内
店２Ｆ

0996-29-5590 hoken110.co ②ベビーベッド有り

西向田町14－15

なんぎんＫＩＤＳ定期預金の取扱い
初回特別金利：0.373％
期
間：５年
対
象：口座名義が未成年の個人の
http://nangin.
0996-22-3171
jp/
お客様
預入限度額：おひとりさま累計預入額１００万
円まで
※詳細は当行本店窓口までお問合せ下さい。

南日本銀行では、子育て世帯支援策として、
未成年者（２０歳未満）を対象とした金利優
遇定期預金を取扱っております。

中郷２丁目6－18

なんぎんＫＩＤＳ定期預金の取扱い
初回特別金利：0.373％
期
間：５年
対
象：口座名義が未成年の個人の
http://nangin.
0996-23-1001
jp/
お客様
預入限度額：おひとりさま累計預入額１００万
円まで
※詳細は当行本店窓口までお問合せ下さい。

南日本銀行では、子育て世帯支援策として、
未成年者（２０歳未満）を対象とした金利優
遇定期預金を取扱っております。

その他

その他

金融機関

金融機関

南日本銀行
川内支店

南日本銀行
上川内出張所

（健康保険証などの公的証明書で扶養家族

簡単なお子様カットのノウハウや
簡単なお子様セットのノウハウなど

http://em/

①キッズスペースの設置（おもちゃ・絵本有
り）
③授乳用湯水の提供
④ドリンクサービス
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小さいお子様がいらっしゃる方でも、お気軽
にお立ち寄り下さい。
スタッフ一同お待ちしております。

４０社以上の保険会社の中から、ライフプラ
ンに合った保険をアドバイスします。

かごしま子育て支援パスポート事業
【川内地区】
区分

その他

小区分

その他

企業・店舗等名称

協賛店一覧表

（2018/12/19現在）

※サービス内容は、変更になる場合がありますので、ご利用の場合は事前に各協賛店にご確認ください。

所在地

プライベートサロン
インディバ ｐｕｃｈｉ

木場茶屋町８２０７
－４

電話番号

ＵＲＬ

子育て支援サービス内容

http://puchi2467
お誕生日月１０％引き
.wix.com/puchi

子育て中のお父さんとお母さんの応援を致し
ます。
ご自分の身体を癒し、大切にする時間を作っ
てください。
健康を第一に考えています。お気軽にお問合
せください。

お宮参り・七五三・入園式・卒園式などの特
別な日にはAOKIのスーツを着て一緒にお祝
いしませんか？レディースからメンズまで専
門の知識を持ったスタイリストがあなたのラ
イフスタイルに合わせたスタイリングのご提
案をさせていただきます！

施行前のカード提示でインディバ５分サービス
（お父さん、お母さんともに対象）

090-4623-2539

お店のＰＲ又は子育て家庭への
メッセージ

施術際は、お子様を見てくださる方とご一緒に
お越し下さい。

買う

メンズ・レディス
ファッション

AOKI 薩摩川内店

御陵下町3284

0996-21-1488

お買い上げ商品の総額より５％OFF
http://www.aoki ※他クーポン券及びセットセールとの併用可
-style.com/
※他の総額割引との併用不可
※お直し代・宅配代は実費を頂戴いたします。

買う

建設・不動産業

株式会社 技建

平佐町１５６４

0996-25-2208

http://www.Ksgiken.co.jp/

①省エネ基準適合住宅実現に向け、子育て世代
の方へ の支援制度として新築工事ご依頼の方
にエコキュートをサービスします。
②ご来社のお子様にお菓子をサービスします。

① レンタカー基本料金10％割引（全車種）
http://nipponren ② チャイトルドシー類オプション料金無料
③ SRMカードをお持ちのお客様又はご入会で「レン
yu/
タカーポイント＋ANAマイル又はTポイント」がたま
ります。

お客様の思いを描く家をカタチに・・・ママ
目線のプランで子育てファミリーを応援、お
客様と一緒に考え、満足していただける家づ
くりを提案していきます。

① 禁煙車あります。
② ETC・カーナビ全車装着しています。
③ チャイルド・ベビーシート取り扱いありま
す。
④ ミュージックライン・USB電源装着ありま
す。

その他

自動車レンタル

ニッポンレンタカー九州
株式会社 川内駅前営業
所

鳥追町５－１

その他

整体

マタニティ整体
Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ

永利町４７－５

食べる

飲食店

マクドナルド
３号線川内店

西向田町８０

0996-29-3889

その他

アミューズメント

プラッセ川内店
ナムコランド

矢倉町４２１３－１
プラッセ川内店２Ｆ

0996-27-1770

その他

保険

ほけんの窓口
薩摩川内店

永利町1854-1
パワーランド川内

0996-20-7622

食べる

飲食店

珈琲所 コメダ珈琲店
鹿児島川内店

上川内町4231-1

0996-20-8211 Komeda.co.jp

食べる

飲食店

ふぁみり庵はいから亭
寿司まどか 川内店

原田町32-8

0996-25-8560

ソフトドリンク１杯サービス（ノンアルコールビー
http://www.kous ル・カクテルは除きます）※小学生以下のお子様が対 子供用のイスやクーハン、座敷もご用意して
ei-grp.co.jp
象です。
おり、ゆっくり利用いただけます。
粉ミルクのお湯の提供、おむつ替えのスペースあり。

買う

メガネ・補聴器・コ メガネのヨネザワ
ンタクトレンズ
川内中郷店

中郷2-2-9

0996-23-1788

・小学６年生までのお子さんに対して、２年間の安心
保障。レンズの度数交換・破損の場合、購入後２年以 地域に密着した安心できるお店づくりを目指
http://www.yone
内であれば１回目はレンズを無料で交換。
しながら、お客様に満足していただける幅広
zawa-web.co.jp/
２回目以降は、何度でも割引価格にて交換致します。 いサービスを提供してまいります。
・メガネの補修等、出張サービスも致します。

買う

メガネ・補聴器・コ メガネのヨネザワ
ンタクトレンズ
プラッセだいわ川内店

矢倉町4213-1

0996-23-1788

・小学６年生までのお子さんに対して、２年間の安心
保障。レンズの度数交換・破損の場合、購入後２年以 地域に密着した安心できるお店づくりを目指
http://www.yone
内であれば１回目はレンズを無料で交換。
しながら、お客様に満足していただける幅広
zawa-web.co.jp/
２回目以降は、何度でも割引価格にて交換致します。 いサービスを提供してまいります。
・メガネの補修等、出張サービスも致します。

買う

メンズ・レディス
ファッション

洋服の青山 薩摩川内店

矢倉町4431-1

0996-23-0990

http://yaoyama.jp

食べる

飲食店

モスバーガー
プラッセ川内店

矢倉町4213-1

0996-22-2022 http://mos.jp/

その他

その他

九州電力株式会社
川内営業所

西向田町6-26

0120-986-802

買う

その他

グリーンコープかごしま
生協 北薩センター

宮内町11-28

0996-20-0233

買う

その他

タカラスタンダード株式
会社川内ショールーム

平佐町4299-1

0996-23-1847 a-

0996-20-7311 tacar.co.jp/kyus

090-9792-8223

初回のみ 全メニュー ５00円ＯＦＦ

『子育て支援パスポートのご提示』で、ハッピーセッ
トのチーズバーガーセット（チーズバーガーとポテト
http://www.mcd
SとドリンクSとおもちゃ）を特別価格でご提供
onalds.co.jp/
※朝食時間帯（１０：３０まで）はハッピーセットの
チキンマックナゲットを特別価格でご提供

ガラポン１日１回サービス

産前、産後の方だけでなく、女性専用サロン
になります。

マクドナルドはこれからも、“あなたの街と
ともにあるマクドナルド”として、子育て支
援活動をはじめ、街の美化活動や防犯など、
安全で安心な街づくりを目指し、地域に貢献
する活動を積極的に行ってまいります。

お父さん、お母さんと一緒に、お子さまが楽
しめる場所です。

http://www.hoke
約35社の保険商品から納得の保険選びを頂け
パスポート提示でオリジナルキャラクターグッズを進
nnomadoguchi.co
る保険ショップです。「最優の会社」を理念
呈
m/shop/satsum
に、「安心と安全、笑顔と幸せをつなぐ」と
①授乳スペースの提供
asendai
いう意識を常に持ち、ご相談からアフターケ
②オムツ交換スペースの提供
アーまで、お客様の生涯にわたり寄り添うよ
③キッズスペースあり
きパートナーとしてお手伝い致します。

http://www.kyude
n.co.jp/rate_recepti
on_phone_kagoshi
ma_sendai.html

私たちは珈琲を大切にする心を通して
子育て支援パスポートを提示されたお客様に対して、
お客様にくつろぐいちばんいいところを提供
ミニソフト１個プレゼント。（ドリンク注文が条件）
します。

お買い上げ商品の総額より５％OFF
※青山カード割引との併用可
※クーポン券・セットセールとの併用可

お宮参り・七五三・入園・卒園式など、大切
な思い出となるシーンでの大切な１着を専門
のスタッフがお客様と一緒に心を込めてスタ
イリングさせて頂きます。
洋服の青山は子育てを頑張るお父さん・お母
さんを応援しています。

・粉ミルクのお湯を提供します。
・子供向けのメニューを販売しています。

モスバーガーは「おいしさ」とともに「安全・安
心・健康」という考えを大切に、できるだけ農薬
や化学肥料に頼らない栽培方法で育てられた「モ
スの生野菜」を導入しています。

・ミルク用のお湯の提供
・タクシーの呼び出し
・荷物運び

九州電力川内営業所では、「子育て世代」のお客
さまにやさしい店舗作りを目指しております。お
気軽にお立ち寄りください。

配達手数料を１年間免除

http://www.takar ・トイレ
standard.co.jp/
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・ミルクのお湯提供
・ベビーカー貸出
・キッズルーム（スペース）

キッチン、洗面、バスが体験できるショールーム
です。お子様連れでも安心して見学いただけま
す。

かごしま子育て支援パスポート事業
【樋脇地区】
区分

小区分

その他 宿泊

企業・店舗等名称

旅館

協賛店一覧表

※サービス内容は，変更になる場合がありますので，ご利用の場合は事前に各協賛店にご確認ください。

所在地

薩摩の里 樋脇町市比野4134

電話番号

ＵＲＬ

子育て支援サービス内容

【入来地区】

電話番号

ＵＲＬ

子育て支援サービス内容
期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

山本フードセンター 入来町副田5745

0996-44-2145

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

食べる 飲食店

田原鮮魚店・寿し春 入来町副田5751-6

0996-44-2235

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

燃料小売店

（株）宇野商事

入来町副田5751

0996-44-2027

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

書店

(有)南書店

入来町副田5747

0996-44-2015

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

小売店

池畑商店

入来町副田5751-4

0996-44-2372

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

小売店

(有)マルイストア

入来町副田5750

0996-44-2174

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

精肉店

精肉の鶏仙

入来町副田6075

0996-44-2229

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

小売店

はりま屋

入来町副田6082-3

0996-44-2233

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

その他 美容業

ビューティサロン
入来町浦之名7571-1 0996-44-2407
かえで

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

その他

(有)豊倉畳工業

入来町浦之名7556

0996-44-2370

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

小売店

石原商店

入来町浦之名7558

0996-44-2511

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

燃料小売店

(有)福元燃料

入来町浦之名7606

0996-44-3331

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

その他 公衆浴業

もんじょ温泉

入来町浦之名7680-1 0996-44-5255

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

金物小売店

柳田金物店

入来町浦之名7577

0996-44-2100

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

薬局

元島薬局

入来町浦之名7464

0996-44-2077 n.ne.jp/^motoshi

小売店

(有)グリーンマートやまもと

買う

小売店

子どもさん連れで気軽に来ていた
だけるリラクゼーションサロンで
す。お子さんと一緒にスキンシッ
プを楽しむベビーマッサージもし
ています。お気軽にお越し下さ
い。

※サービス内容は，変更になる場合がありますので，ご利用の場合は事前に各協賛店にご確認ください。

所在地

0996-44-4439

買う

お店のＰＲ又は子育て家庭へ
のメッセージ

入浴料の１００円割引
大人４００円→３００円
小人（小学生以下）
３００円→２００円

0996-38-1012

リラクゼーションサロン 女性限定
（12歳～）
ベビーマッサージ（２か月～１０
ＲＴＡ協会スクー
樋脇町塔之原10496 0996－38－2280http://www.tres 歳）
その他 リラクゼーションル
－1
or21.jimdo.com 出張サービス
Ｔresor
親子の交流の場の提供
レッスン後に飲み物をサービス
サロン（お子様連れ可）

企業・店舗等名称

（2018/12/19現在）

入来町副田6050-1

http://www32.oc 期間限定でプレミアム商品券を販売
ma/

（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

小売店

此元金物店

入来町浦之名7574

0996-44-2072

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

酒小売店

福元商店

入来町浦之名7175

0996-44-2113

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）

買う

酒小売店

蒲生原商店

入来町浦之名125510996-44-4116
4

期間限定でプレミアム商品券を販売
（通常500円の商品券１０％引
き）
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お店のＰＲ又は子育て家庭へ
のメッセージ

かごしま子育て支援パスポート事業
【東郷地区】
企業・店舗等名称

その他 白蟻防除

【上甑地区】

その他 金融機関

南日本銀行
甑島支店

その他 金融機関

南日本銀行
下甑支店

電話番号

ＵＲＬ

子育て支援サービス内容

お店のＰＲ又は子育て家庭へ
のメッセージ

白蟻防除 料金５％引き

0996-42-0552

※サービス内容は，変更になる場合がありますので，ご利用の場合は事前に各協賛店にご確認ください。

所在地

上甑町中甑字中津串
311番地

【下甑地区】
企業・店舗等名称

（2018/12/19現在）

※サービス内容は，変更になる場合がありますので，ご利用の場合は事前に各協賛店にご確認ください。

所在地

（有）山之内シロアリ 東郷町宍野１２０９

企業・店舗等名称

協賛店一覧表

電話番号

ＵＲＬ

子育て支援サービス内容

なんぎんＫＩＤＳ定期預金の取扱い
初回特別金利：0.373％
期
間：５年
対
象：口座名義が未成
http://nangin.
09969-2-0019
年の個人のお客様
jp/
預入限度額：おひとりさま累計預入
額１００万円まで
※詳細は当行本店窓口までお問合せ
下さい。

お店のＰＲ又は子育て家庭へ
のメッセージ

南日本銀行では、子育て世帯支援策と
して、未成年者（２０歳未満）を対象
とした金利優遇定期預金を取扱ってお
ります。

※サービス内容は，変更になる場合がありますので，ご利用の場合は事前に各協賛店にご確認ください。

所在地

電話番号

ＵＲＬ

子育て支援サービス内容

なんぎんＫＩＤＳ定期預金の取扱い
初回特別金利：0.373％
期
間：５年
対
象：口座名義が未成
http://nangin.
下甑町手打1018番地 09969-7-0001
年の個人のお客様
jp/
預入限度額：おひとりさま累計預入
額１００万円まで
※詳細は当行本店窓口までお問合せ
下さい。

お店のＰＲ又は子育て家庭へ
のメッセージ

南日本銀行では、子育て世帯支援策と
して、未成年者（２０歳未満）を対象
とした金利優遇定期預金を取扱ってお
ります。

※ 閉店・移転等の店舗もございます。ご了承ください。
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