夏休みキャンペーンのご案内
＜平成 29 年 7 月１日～８月３１日＞
お子様との外出が増える夏休み。
子育て応援とうきょうパスポートでは、 子育てに嬉しい特別
な夏休み限定サービスを実施している店舗があります。 お近
くのキャンペーン協力店をご確認いただき、 お出かけの際に
はぜひご利用ください！

◎夏休みキャンペーン協力店一覧◎（あいうえお順）
ア－トコ－ポレ－ション株式会社（引越）
限定サービス実施期間
【限定サービス期間】
７月１日〜８月３１日
サービス内容
・通常特典に加え、ダンボ－ル３０枚サ－ビス
・洗濯機設置工事無料（通常￥4,501）
P

R

オリコン引越ランキングにて通算５度目の満足度ＮＯ1 獲得！！
お問合せ先
0120-0123-05

恵比寿カイロプラクティックラボ・アールイー
＜渋谷区東３丁目１５−１１渋谷東ビル２階＞

（カイロプラクティック・整体）

限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
パスポート掲示で新規様・リピーター様ともに 500 円 OFF
P

R

恵比寿カイロプラクティックラボ・アールイーも『子育て応援とうきょうパスポート事業』を
サポートしています。
お問合せ先

JR・日比谷線恵比寿駅から徒歩 5 分
代官山駅より徒歩 9 分

03-6450-6039

大坂や茶店（お茶、茶道具、セラミカ販売）
＜文京区向丘１-９-２２＞
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
夏休み限定 水出し煎茶ティーパック ３バックプレゼント
P

R

水出し煎茶はカフェインも少なく、お子様でも美味しくの召し上がれます、部活の時の給水に
も適しています。
お問合せ先
03-3811-1296

都営地下鉄三田線 白山駅 徒歩２分
東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩３分

おそうじやさん（ハウスクリーニング）

西武池袋線ひばりヶ丘駅徒歩２０分

＜西東京市北町 2-6-10＞
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
壁掛けエアコン内部洗浄キャンペーン １台 8,000 円税別 通常価格より２０％割引
※但し、お掃除機能付きエアコンは本キャンペーン対象外になります。
P

R

エアコンがカビ臭い、埃っぽいが家族の健康を害しているかもしれません。

エアコンの内部までプロが徹底洗浄します。電気代も安くなるかもしれませんよ。
お問合せ先
070-6641-4358

親子カフェ WithCo（親子カフェ）

京王多摩センター駅より徒歩４分
小田急多摩センター駅より徒歩４分

＜多摩市鶴牧 1−2−1＞
限定サービス実施期間

７月１日〜８月３１日
サービス内容
・キャンペーン期間中、店舗ご利用時の延長利用料を 50 円お値引き
・７月２０日開催『むし歯予防講座』への参加料を無料とさせて頂きます
P

R

店内は全面土足禁止なので、赤ちゃんと一緒にくつろげます。人工芝を敷き、裸足でも公園で
遊んでいるような雰囲気ですごせます。オムツ替え用ベビーベッド、ソファを置いた授乳スペー
ス、調乳用のお湯、ベビーフードなどの販売もあり、赤ちゃん連れでも身軽にお越し下さい。
お問合せ先

042-319-3917

かまた刃研社（料理包丁の販売と研磨）

田原町駅から徒歩 8 分

＜台東区松が谷 2-12-6＞
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
通常の５０００円以上お買い上げでハローキティ・シャープナーに加え、
かっぱ橋道具街オリジナルトートバッグプレゼント。
お問合せ先
03-3841-4205

ケアタウン成増（総合高齢者福祉施設 ）＜板橋区成増 4-14-18＞
限定サービス期間

東武東上線「成増」駅より徒歩 10 分

７月１日〜８月３１日
限定サービス内容
・熱中症予防給水ステーション施設館内の地域交流スペースにて、麦茶・レモン水、熱中症予防飴
の無料提供。
・夏休み限定、お子様１名に１本飲料をプレゼント
P

R

熱中症予防にひと涼み、ケアタウン成増の給水ステーションをぜひお気軽にご利用ください！！
お問合せ先
03-3939-0763

シャディサラダ館白鳥店（贈答品他販売）
＜葛飾区白鳥 2-2-10＞
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
① 貸切ボードゲーム会（会場＆180 種以上のボードゲーム＆インストラクターのセット）
、
3 時間 4000 円→3500 円。※要予約、詳しくは店舗へお問い合わせください。
②

夏休みの想い出の写真をデコレーションする「認定講師によるスクラップブッキング教室」、
2000 円→1500 円。※要予約、別途材料代
P

R

今年の夏休みは家族でボードゲームデビューしませんか？初めてでも安心の貸切会を特別価格で。
お問合せ先
03-3604-7572

京成線お花茶屋駅徒歩五分

新豊洲クルージングクラブ（イベントプランニング）
＜中央区月島２－１０－１ムーンアイランドタワー3116＞

限定サービス実施期間

JR 新木場駅より無料送迎

７月１日〜８月３１日
サービス内容
【平日限定プラン①】
隅田川カモメと一緒にクルージング（時間帯によりカモメと遭遇しないこともあります）
90 分 25,000 円（通常 90 分 30,000 円プランを夏休み限定で）
※ 18 時以降は 1 時間あたり+5000 円の夜間料金が追加されます。
【平日限定 夏休み体験プラン②】
気軽にレインボーブリッジクルーズ
60 分 15,000 円
※18 時以降は 1 時間あたり+5000 円の夜間料金が追加されます。
なお、予約人数は２～6 名とさせて頂きます。料金はチャーター料金です。2 名でも 6 名でも
同一料金です。
P
R
水の都東京で完全プライベートチャータークルージングが手頃になって身近になりました。
お子様の誕生日 サプライズにどうぞ！
お問合せ先
03-3536-2011

スタイルクリニカ赤羽院（産後骨盤矯正・産後ケア専門院）
＜北区赤羽 1-18-3 富士越ビル 2F＞

JR 赤羽駅東口から徒歩 1 分

限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
夏休み限定産後骨盤矯正 5 回又は 10 回コースをお申し込みの際、コース料金から 500 円割引
P

R

長年たくさんのママと赤ちゃんからご支持を頂いております。是非この機会にご利用ください。
お問合せ先
03-3903-1330

ストウヒーリングセンター（統合医療治療院）
＜港区元麻布 3-6-19＞
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日

都営大江戸線・東京メトロ麻布十番駅徒歩 10 分
東京メトロ広尾駅徒歩 15 分

サービス内容

カイロプラクティック科のみ特別サービスを提供させて頂きます。一日３名（組）
、はじめて当
院を受診される方限定です。大学生以下の子どもおよび母子ケア（お母様と３才以下のお子様対象
の治療プラン）を初診料ではなく、再診料で受診できます。
P

R

母子ともに普段の身体の疲れや偏りを調整し、気持ちのよい夏休みにしましょう。
お問合せ先
03-3402-1654

千趣会サービス・販売㈱（カタログ通販（ベルメゾン））
＜品川区西五反田 7-22-17ＴＯＣビル７Ｆ＞
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日

ＪＲ五反田駅から徒歩１５分
ＪＲ五反田駅前から「ＴＯＣバス（無料）」利用で５分

サービス内容
弊社、子育て支援専用メールアドレスにご連絡頂いた方にベルメゾンカタログ（マタニティ or
ベビー）とピクニックシート（90ｃｍｘ60ｃｍのオリジナルレジャーシート）を差し上げます。
お問合せ先
0120-81-0860

田無北口鍼灸整骨院（鍼灸院・整骨院）

西武新宿線田無駅徒歩 3 分

＜西東京市田無町 2-9-6 野崎ビル 301＞
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
弊所オリジナルグッズ（メモ帳）のプレゼント
P

R

田無北口鍼灸院では産後のママさんが数多く来所し骨盤調整を行っています。キッズスペースや
授乳スペース・おむつ替えスペースも設けています。
お問合せ先
042-497-4586

東武百貨店 池袋店（百貨店）＜豊島区池袋 1-1-25＞

池袋駅直結

限定サービス実施期間
7 月 20 日～8 月 16 日
サービス内容
『TOBU の夏祭り パパママ応援サービス』
館内の対象売場にて、子育て応援とうきょうパスポートをご呈示いただいたお客様に、粗品提供
や割引などのサービスを実施いたします。（※実施期間は店舗によって異なります。）
詳細は http://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/1087/ をご覧ください！
P
R
東武百貨店池袋店では、7/20（木）～8/16（水）の期間、開店 55 周年記念「TOBU の夏祭
り」を開催！子育て応援サービスのほか、お子様が楽しめるイベントがよりどりみどり！ゲームで
遊んだり、世界でひとつの宝物を作ったり。暑い夏を楽しく過ごす 55 のイベントへ、ご家族そろ
ってご参加ください。館内には、ベビー休憩室など、安心して過ごせるサービス施設もそろってお
ります。※詳しくはこちら http://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/1092/
お問合せ先
03-5951-2211

ドクターネイル爪革命 江戸川橋店
＜文京区関口１－４－７－１０２＞ （フットトラブルのすべてに対応）
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
期間内にご来店のお子様お１人につき 1 回かぎりプロの爪切り実施します。但し爪の状況により
お断りする場合もございますのでご了承ください。もしご来店時に爪切りが出来ない場合でも足に関

するお悩み相談は実施中ですので是非お気軽にご来店ください。
P
R
年間 1500 人以上の足のお悩み解決サロンです。病院に行くまではないがこの足の悩みはどこ
へ？という方へ。随時、靴や足に関するお悩み相談は実施中ですので是非お気軽にご来店ください。
お問合せ先
03-5579-8982

有楽町線江戸川橋駅 3 番出口
＆エレベーターより徒歩 2 分

焙煎処 縁の木（コーヒー豆、焙煎業）

蔵前駅から徒歩 30 秒

＜台東区蔵前 2-3-1＞
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
・パスポートをご提示の方はポイントカードのスタンプ１つサービス
・夏休みの間、カフェインレスドリップパックを１つプレゼント
P

R

縁の木はブランドにこだわらず吟味した生豆をお好みに合わせて焙煎しています。授乳中や妊娠
中のお母さんにも安心して飲んでいただけるデカフェのコーヒーもご用意しています。

お問合せ先
050-3701-1178

ハウスクリーニングのワタナベ
＜清瀬市中里３－１０６９－２＞

清瀬店（ハウスクリーニング）
西武池袋線清瀬駅徒歩２０分

限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日

サービス内容
エアコンクリーニングのご依頼をいただいた場合、抗菌コート（1,500 円）をサービス
P

R

キャンペーン中にエアコンクリーニングをご依頼された場合、抗菌コートをサービスします。
お問合せ先
042-410-2341

パソコンサポートサービスインテレッセ（出張パソコンサポート）
＜狛江市和泉本町 4-11-25-101＞
限定サービス実施期間
７月 29 日～7 月 31 日
開催内容
調布まちゼミにて、夏休みの自由研究にもなる、親子で参加できるパソコン分解講座を開催します。
無料で参加できるイベントですので子育て応援とうきょうパスポートをお持ちの方もふるってご参
加ください。会場にてパスポートを配布しております！開催時間や場所などは下記よりどうぞ。
http://www.interesse.biz/event.html
P
R
調布まちゼミにて、無料で参加できるイベントを開催します。親子向けパソコン分解講座、親のた
めの、こどものネット安全講座是非ご参加ください。http://www.interesse.biz/event.html
お問合せ先
070-6565-3631

find happiness（COFFEE ＆SHOP）
＜渋谷区千駄ヶ谷 1-4-5WASO 1F＞

JR 総武線千駄ヶ谷駅から徒歩 5 分
または副都心線北参道駅から徒歩 10 分

限定サービス実施期間
７月８日〜８月６日
サービス内容
6 歳以下のお子様連れのお客様はドリンク類が、100 円引き
P

R

渋谷区千駄ヶ谷のコーヒースタンド&コミュニティギャラリーショップです。ペーパードリップ
のスペシャリティ アイスコーヒーにビールやワインと、イタリアのヴィテージ雑貨やハンドメイ
ドアクセサリーを展開してます

お問合せ先
090-2724-2375

Pelodias（プライベートヘアサロン）

東急目黒線「奥沢」徒歩 5 分

＜世田谷区奥沢 2 ｰ 17 ｰ 3 ベルハイム自由が丘 101＞

東急大井町線「緑が丘」徒歩 5 分

限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
夏休み期間中、カットのシャンプーをショートスパに無料アップグレード！
P

R

緑が丘と奥沢と自由が丘の間にあるプライベートヘアサロンです。貸切なのでお子様も一緒にど
うぞ。
お問合せ先
03-6421-4404

保険ガイド（総合保険代理店）＜豊島区南大塚 2-11-8 カザマビル 1F＞
限定サービス実施期間

丸の内線新大塚駅池袋方面出口すぐ

７月１日〜８月３１日
サービス内容
夏休み限定

新規相談者の方に、クマのぬいぐるみ（中）

をもれなくプレゼント！
P

R

丸の内線新大塚駅前の保険ショップです。
ベテラン相談員が疑問をスッキリ解消！

是非ご来店ください！
お問合せ先
03-6902-1533

増田園総本店（日本茶、ソフトクリーム、茶道具）
＜台東区浅草 1-1-17＞
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
店頭で販売している冷煎茶、冷抹茶、砂糖入り抹茶グリーンティーをひとつ選んでいただき、
水筒か 500ml のペットボトル持参で、300 円（税込）でご提供します。
P

R

東武浅草駅前にある創業 151 年のお茶屋です。店内には、ベビーカーでの入店が可能です。
ソフトクリームは、抹茶・バニラ・マンゴーがあります。ハラール認証習得しています。
お問合せ先
浅草駅から徒歩 1 分

03-3841-0840

真多呂人形（江戸木目込人形）
＜台東区上野 5-15-3＞
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日

サービス内容
自由研究にも使える伝統工芸の資料プレゼント
P
R
国と都の伝統工芸品の指定を受けた木目込み人形の技法が体験できます。作りたいものも選べま
す。
お問合せ先
仲御徒町駅から徒歩 1 分

03-3833-9661

メガネファイブ（メガネ・補聴器・コンタクト小売）
＜文京区白山 1-37-2＞
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日

都営地下鉄三田線「白山駅」徒歩２分
営団地下鉄南北線「本駒込駅」徒歩５分

サービス内容
通常の割引サービスに加えてサングラス用レンズのカラー染色料金（通常２枚１組￥2,200）
を無料サービス。パスポートお持ちのご家族全員が対象。
（新規でメガネレンズをご注文頂く場合に有効）
P

R

当店では眼鏡光学士の確かな技術力と専門知識をベースに、魅力あふれた商品情報を発信してい
ます。
お問合せ先
03-5802-0550

ラビット世田谷代田店（車買取・販売）
＜世田谷区代田 3-41-8 代田ウェスト＞
限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
① お子様（中学生まで）をお連れで査定された方に、
お菓子の摑み取りとラビットタオルとラビット扇子をプレゼント！
② 子育て支援パスポートを提示されたお客様が、成約された場合 5,000 円の商品券をプレゼ
ント！（買取の場合は車両金額 10 万以上が対象となります）
お問合せ先
小田急世田谷代田駅 5 分徒歩

0120-376-386

ル・コワン・アンソレイエ（アロマテラピーサロン）
＜三鷹市大沢４－２２－８

２F＞

限定サービス実施期間
７月２４日〜８月３１日

サービス内容
パスポートのご提示で当サロンにおける全ての
トリートメントコースを 3,000 円オフ
P
R
子育て中のママに多くご利用いただいています。ぜひこの夏休みお疲れのカラダをリセットしに
お越しください。調布・武蔵境駅への送迎あり！
お問合せ先
080-6757-0477

京王線調布駅北口または JR 武蔵境駅南口
よりバス・希望者には駅までの送迎あり

LEC 中野本校（各種国家試験・公務員受験指導）
＜中野区中野 4-11-10 アーバンネット中野ビル＞

JR・東京メトロ中野駅北口より徒歩５分

限定サービス実施期間
７月１日〜８月３１日
サービス内容
★夏休み限定★ お申し込み時 GOGO ポイントを通常の２倍付与します
P

R

多様な受講形態で学習シーンを選びません。受講相談随時受付中です。お気軽にお越し下さい♪♪
お問合せ先
03-5913-6005

