まいど子でもカード協賛店一覧（平成24年4月以降新規分）

順不同

【個店】
店舗・施設名

所在地

サービス内容

きれい家レオン

枚方市香里園町5-20

2.5時間以上のお客様に対して延長代金10％OFF致します。

昆布・佃煮
の 昆北＇こんぺい（

大阪市住之江区粉浜

シンボルマークの提示で無添加商品を10％割引いたします。

マックスポーツ駒川

大阪市東住吉区
駒川4-13-7

●1回体験 1,050円が無料で参加可能
＇お一人様１回のみ：要電話予約（
●体験後、継続入会でスクールバッグプレゼント
※手続き時にシンボルマークご提示下さい。
他の特典・キャンペーンとの併用はご遠慮願います。

ＭＯＶＩＸ堺

堺市堺区築港八幡町1-1
堺浜えんため館内

ＭＯＶＩＸ八尾

八尾市光町2-3
アリオ八尾4F

ラソスタ

藤井寺市野中1-238-3

シンボルマークの提示で
キッズプレート１０％割引いたします。
＇※お会計時、レジにてシンボルマークを必ずご提示ください。（

黒田屋

大阪市港区夕凪1－1－8

お子様のご購入メガネの度数が３カ月以内に
変化した場合、無料でレンズ交換致します。
ご購入時シンボルマークをご提示ください。

サクラ英語

大阪市北区野崎町9-13
梅田扇町通ビル2階

シンボルマークの所持をsupport@4child.jpまで
メールでご連絡頂ければ、希望者に無償で
Webカメラを貸出致します。

全品２９０円やきにく居酒屋
とん笑

泉佐野市
市場西3－1－25

デザート及びドリンクのいずれかをサービスいたします。

あさひ整骨院

堺市北区
中百舌鳥町6-998-3

まいど子でもカード提示で自費治療500円割引
いたします。受付にてご提示ください。

ウェンズ株式会社

茨木市
沢良宜東町16-26

シンボルマークのご提示で
当社取扱い全製品を5%割引いたします。
ご購入(成約)際にてシンボルマークをご提示ください。

ココカラファイン 瓢箪山店

東大阪市御幸町1-1

ベビーミルク又はベビーオムツを1,000円以上お買い上げ時に
シンボルマークの提示で30P進呈いたします。
※ベビーミルクとベビーオムツのお買い上げ額が
合計で1,000円以上の場合も対象となります。
＇※なお特典内容については変更する場合がございます（

まえいけ整骨院

箕面市桜井2-4-5-104

シンボルマークの提示で30分コースメニューから
５００円割引致します。

行政書士
今本聖明法務事務所

枚方市北中振
1丁目20番7号

シンボルマークの提示で、
初回相談を30分無料とさせていただきます。
職員にシンボルマークをご提示ください。

CKCネットワーク＇株（
大阪支社

大阪市浪速区幸町2-2-20
清光ビル6F

ご家庭でFAXを使い、楽しく自学自習が身につけられる。
専任の先生による個別指導なので安心。
特典有１、無料体験中のテキスト代無料。
２、無料体験中FAX機、無料貸し出し。
３、無料体験後継続を希望の場合、
入会金21.000円が0円になります。

アトラス忠岡
カイロプラクティック院

泉北郡忠岡町
忠岡北1丁目7－1

初めての方に限り、
初回検査料を無料、施術料を２，５００円とします。

株式会社チャイルド脳伸学園

茨木市舟木町2番7号
オフィスルブラン402号

シンボルマークのご提示で、
子育て相談＇60分間（無料にいたします。
体験授業＇45分間（無料にいたします。
＇お電話にてご予約お願いします。（

赤ちゃん連れでも楽しめる上映会「ほっとママ
シネマ」を上映中！
忙しい子育ての合間にほっと一息映画を楽しみませ
んか？詳細はＨＰで。

店舗・施設名

所在地

サービス内容

富田林市すばるホール

富田林市桜ヶ丘町2番8号

シンボルマークの提示で、
プラネタリウム又は大型映像番組の観覧料が
4名様まで1割引させて頂きます。

Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ ｃｈａｒａ＇きゃら（

寝屋川市寿町22-5-0Ｆ

親御様カット予約でお子様一人カット無料
＇１歳～５歳以下のお子様対象（

ナカジマ薬品店

大阪市淀川区
西三国3ー1ー30

シンボルマークのご提示で、
ペンギンカードのポイントを２倍差し上げます。
レジにてシンボルマークをご提示ください。

アパマンくんのお部屋探し

守口市京阪本通2-1-2
大村ビル1階

シンボルマークの提示で
仲介手数料＇住居（を1万円にいたします。
ご来店時にシンボルマークをご提示ください。

婦人服専門店 コレクション
MODEM (箕面本通り商店街（

箕面市箕面6丁目1-13

シンボルマークのご提示で、
お買上げの方、粗品プレゼントいたします。

喫茶店 ヘバラギ

大阪市生野区
鶴橋2-15-33

シンボルマークの提示で、
ランチご注文の方キムチサービス致します。

多田印章

大阪市中央区
久太郎町1-2-16

シンボルマークのご提示で、
実印の注文時に10％ＯＦＦいたします。

キッズパークアカデミー

大阪市北区浮田2-2-28

シンボルマーク掲示で入会金を20％OFFします。

ビギンズ

大阪市鶴見区
横堤2-13-12

シンボルマークの提示で、現金1000円以上
お買上げのお客様に5％offいたします。

韓味家

大阪市東住吉区
駒川5-3-11

シンボルマークのご提示で、
１（キムチ全品500円以上で10％OFFいたします。
２（お子様にキャンディープレゼントいたします。

日食＇生野銀座商店街（

大阪市生野区
舎利寺3-2-16

2000円以上お買上げのお客様に限り
ハーブしみとりプレゼント
＇200円分大葉容器入り4ml入り（

キムチの京家＇生野銀座商店街（

大阪市生野区
林寺3-4-3

シンボルマークの提示で、
キムチ500円以上お買い上げ、
それ以外の物100円分サービス致します。

韓国産食品・雑貨一般 めぐみ

大阪市生野区
鶴橋2-15-31

シンボルマークの提示で、商品代金から10％割引致します。
※韓国語を無料で教えます。
＇店内で机と椅子を用意して、テキストを使用して教えます。（

なんばグランド花月

大阪市中央区
難波千日前11－6

シンボルマークを窓口でご提示いただくと、
当日券を５００円割引します。
○期 間：平成25年3月19日＇火（まで
○割引対象公演：「吉本百年物語」①９：４５～のみ
○１１０ｃｍ未満のお子様で、膝上でご鑑賞いただく場合は
チケットは不要です。
５歳以上のお子様よりチケットが必要です。
※貸切り等で利用できない日がありますのでHP等で
ご確認の上、ご利用ください。

デコボコクレーンカンパニー

大阪市阿倍野区
阿倍野筋1丁目6番1号
あべのマーケットパーク
キューズモール3階

受付時シンボルマークをご提示ください。
デコボコクレーンカンパニーステッカーをプレゼントいたします。

スマイル.ピーススポーツ&
イングリッシュスクール

泉佐野市中庄1740-1
フクシライフビル

シンボルマークの提示で入会金を10％割引いたします。
シンボルマークをご提示ください。

松屋町治療院

大阪市中央区松屋町4－7

子育てされているお母さんでシンボルマークの提示で
マッサージ5分延長させていただきます。

大阪市阿倍野区阿倍野筋
中国伝統整体院 あべのベルタ店
3丁目10番1-B207-3

シンボルマークのご提示で、
30分以上のコースで15分延長いたします。

店舗・施設名

所在地

サービス内容

有限会社東海保険事務所

大阪市浪速区難波中1-6-8
ホテル一栄4F

小さなお子様連れの方が休憩できるように
当店では半分以上を開放スペースとさせて頂いております。
ご自由にご利用下さい。

こびとのクローゼット フジヤ

大阪市住之江区
粉浜3－8－7
粉浜商店街3番街

子供のフォーマルウェアの会員制レンタルブティックの
入会金＇５００円（を無料にします。
入会時にシンボルマークをご提示ください。

婦人服 ふくすけや
＇田辺本通商店会（

大阪市東住吉区
田辺3丁目26番8号

シンボルマークのご提示で、5%引きにさせていただきます。

コカドサイクル

泉大津市池浦町1-2-24

シンボルマークの提示で、新車、中古車お買上げの
お客様に防犯登録費用をサービス致します。

ピザ・サントロペ

泉佐野市熊取町
大久保中2-27-25

シンボルマーク掲示で1回のご注文につき
1個シューストポテトLサイズプレゼントいたします。
＇お電話の際に利用する事をお伝え頂き、
配達時に配達員にご掲示ください。（

鉄道甲子園2012
～ちびっこあつまれ！
関西の電車がいっぱい！！～

大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA B2F

シンボルマークの提示で当日券を200円割引いたします。
＇ご家族４名様まで（
会場のチケットブースにてシンボルマークをご提示ください。
大人＇中学生以上（：1000円→800円
子供＇3歳～小学生以下（：700円→500円

家庭教師のあすなろ

大阪市中央区
南船場3-3-20
旭船場ヒルズ7F

家庭教師のあすなろ/無料体験レッスンを
提供させていただきます。

スタジオダンシングシティ

大阪市天王寺区
東上町4－18
真和ビル4F

シンボルマークの提示で
親御様の体験レッスン代を５００円割引。
レジにてシンボルマークをご提示下さい。

ヘアーメイク アーチ

堺市北区
中百舌鳥町5-798-6
松野なかもずビル1Ｆ

シンボルマークの提示で○○を10％割引いたします。
レジにてシンボルマークをご提示ください。

セルモ

寝屋川市大利元町
1-1ショウセイビル2Ｆ

シンボルマークの提示で入塾金を免除
更に２回まで無料体験授業を提供します。

こころ庵 天満店
＇天神橋三丁目商店街北（

大阪市北区天神橋3-5-17

シンボルマークのご提示で、
１（火、水曜はレディースDay 20分サービスいたします。
２（木曜日は メンズ Day 20分サービスいたします。

バイクショップ スマイル

枚方市東中振1-7-16

シンボルマークのご提示で、オープン記念により
全商品5%引きいたします。＇一部除外品あり（

哲鍼灸接骨院

大阪市城東区永田4-10-4

シンボルマーク提示で、
小児ばり 一回￥１０００のところ、５回まで無料
＇適応対象年齢は
３ヶ月の乳児～４，５歳くらいまでの幼児が対象（

(ボディケアハウス（
てんばやき

高石市取石7-4-12

シンボルマークのご提示で、
施術30分以上のお客様は500円割引致します。

Art of Life 研究所

大阪市北区天神西町4-4
サンサーラ本社ビル1F

シンボルマークの提示で、講座参加費を10％割引します。

ユニバ進学教室

豊中市永楽荘2-4-13

シンボルマークの提示で授業料1ヶ月無料
ご訪問の際、担当者にご提示ください。

Puれいは～つ 御幣島店

大阪市西淀川区
御幣島3－8－16

予約時に、「まいど子でもカード会員」であることをお伝え下さい。
お母さんＯＲお父さんとお子さん1名＇幼・小（で
カットが￥４２００＇税込（でさせていただきます。

ON TIME＇寺田町店（

大阪市天王寺区
勝山4丁目4-10

ON TIME＇駒川商店街店（

大阪市東住吉区
駒川5-19-22-101

シンボルマークのご提示で、全品10％引きいたします。
＇※500円以上の商品を<br />お買上げの方が対象となります。（

店舗・施設名

所在地

サービス内容

大阪市西成区
ビズヘアー＇bisou hair)マシェリ店 岸里2－1－2
グランソシエ岸里1F

シンボルマークの提示で、パーマorカラー５０％OFF、
カット２０％OFFの中からお好きなメニュー１つを割引いたします。
託児所ご利用無料とさせて頂きます。

Hair&Make Shalom

八尾市山本町 1-5-18

全メニュー10%割引いたします。

ヘアーブテイック バグース

大阪市此花区1-14-17
光マンション110

シンボルマークの提示で技術料金を10％割引いたします。

ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ門真店 門真市一番町5-18

精算時にカードまたは携帯画面のご提示で、
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（

ベビーマッサージHolly

堺市西区
鳳北町8丁440-1-105

シンボルマークの提示で、ベビーマッサージレッスン終了後、
リフレクソロジー無料体験プレゼント。
ご予約時にお知らせ下さい。

堺・緑のミュージアム
ハーベストの丘

堺市南区鉢ヶ峯寺2405-1

入園料：大人900→700 こども500→400

【企業・チェーン】
店舗・施設名

店舗数

サービス内容

セイハ英語学院

全２９店舗

教室にてシンボルマーク提示で
無料体験レッスンチケットプレゼント＜お一人 ２枚まで＞

ちゃんぽん亭総本家

全５店舗

シンボルマークのご提示で、
ソフトドリンク1杯を無料提供させていただきます。
＇お食事注文のお客様に限り（

デニーズ

全１２店舗

シンボルマークのご提示で、
平日、土日かかわらずお食事代から５％割引いたします。
＇店頭商品は、除く（

ミニミニＦＣ

全２７店舗

シンボルマークの提示で、
成約時の仲介手数料10％割引させていただきます。

吉野家

全１２２店舗

店内の飲食に限り、お子様セット30円引き、
又はお子様1名に付き会計額より30円引き。
※他のサービス券、キャンペーンとの併用は不可

小学館アカデミー

全３６店舗

無料体験レッスンに参加された方へ
素敵なプレゼントを差し上げます。

全７店舗

①ガソリン価格2円引
(店頭フリー価格より・現金支払いに限ります)
②オイル交換20%オフ
(オイルのみ20％オフ、エレメント・工賃は割引きなし)
③WAX洗車・撥水洗車半額(機械洗車・外洗車に限ります)

全３店舗

ファミリー向けレッスンにお申込みいただいた会員様に
レッスン当日シンボルマークのご提示で、
かわいいミニベラをプレゼントいたします。
※初回に限ります。１家族に１本。

＇株（マツモトキヨシ

新規１５店舗

※期間限定 2013年4月1日～2014年3月31日※
お会計時にまいど子でもカードご提示で、
ベビー紙オムツ、ベビーフード5%OFF
＇一部対象外商品あり・店舗により取扱商品が異なります。（

劇団四季

＇大阪四季劇場（

小さなお子様をお連れのお客様には、
親子観劇室とシートクッション貸出のサービスがございます。

コスモ石油
サービスステーション

大阪ガスクッキングスクール

店舗・施設名

所在地

サービス内容

新規３店舗

Benesseこども英語教室・ベネッセグリムスクールにて、
無料体験レッスンを提供させていただきます。
入会された方には素敵なプレゼントを差し上げます。

コンタクトレンズギャラリー

新規２店舗

大阪府・滋賀県・奈良県の全8店舗において
コンタクトレンズ及びコンタクトレンズケア用品を
リーズナブルな価格にて販売させて頂いております。
ご来店の際は「まいど子でもカード」の会員証を
ご提示頂きましたら1商品につき100円値引させて頂きます。

シダックス

新規１店舗

※店舗によりサービスが異なります。
詳細はまいど子でもカード
サイト内の協賛店舗検索にてご確認ください。

新規２店舗

「まいど子でもカード」のシンボルマークを
ご提示いただいたお客様が、教育ローンを新規利用される場合、
通常金利より－1.0%差し引かせて頂きます。
※ローンの審査結果によっては、
ご希望に添えない場合があります。
※詳しくは、窓口までお問い合わせ下さい。

ローソン

新規２１店舗

急にミルク用のお湯が必要になられた時、
ポットのお湯をご自由にお使い下さい。
レジにてお声をお掛け下さい。
※その他のサービス内容を企画中です。

株式会社キョウシン

新規7店舗

ご来店時に、カード提示でオリジナルグッズを進呈！
さらにご契約いただきますと、仲介手数料を
５０％割引にさせていただきます。

じゃんぼ総本店

新規３１店舗

シンボルマークの提示で商品を5％割引いたします。
レジにてシンボルマークをご提示ください。

＇株（ナムコ

新規５店舗

店舗にてサービス内容をご確認下さい。
店舗により内容が異なります。

かっぱ寿司

新規２４店舗

お子様用椅子あり、おむつ交換ベッド＇女子トイレ内（。
ミルクのお湯提供、離乳食の温め 等

スギ薬局

新規１２店舗

シンボルマークの提示で、
トイレ提供・ミルク等使用のための湯の提供。
シンボルマークの提示で、
スギポイントカード新規入会のお客様に100P進呈。

公文式

新規６店舗

読み聞かせと歌の大切さを
楽しく書いた『えほんだいすき』を差し上げます。

＇株（ベネッセコーポレーション

京都銀行

※2013年3月31日時点の情報です
※詳細情報はまいど子でもカードサイト内の協賛店舗検索 及び 各店舗へ直接ご確認ください
大阪府子育て世帯応援事務局
http://www.maidokodemo.jp/index.html

