
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

松海寿司 飯山店 
--------------------------------- 
実施期間: 11 月 19 日(日) 

特典内容:ハーシーズチョコソースか
けアイスのサービス 

-------------------------------------- 

■所在地  :飯山市南町 12-3 

■TEL    :0269-67-0422 

■営業時間:11:30～13:30、 

17:00～22:30(のれん入れ) 

■定休日  :主に月曜日(稀に日曜日)  

  

  hair make Air ありあ 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:お父さん、お母さん、祖父
母世代ご家族２名以上ご来店で施術し
て頂いた方１,０００円割引 

--------------------------------------- 

■所在地  :中野市西 1 丁目 4 の 3 

■TEL    :0269-26-0393 

■営業時間:9:00～19:00 

■定休日  :月曜、第 3 日曜 

  

 ライカヘアデザイン 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:ご新規のヘアカラー(全体
染めドライ込）\2,900（税込）※デ
ザインカラー、ウィービング、ブリー
チは別途料金※本人のみ１回限り※他
の割引との併用不可※１日先着３名※
予約の際、子育てキャンペーンのカラ
ーメニューとお伝え下さい。 

--------------------------------------- 

■所在地  :中野市一本木 252-1  

イオン中野店 1F 

■TEL    :0269-23-5914 

■営業時間:9:00～20:00 

■定休日  :なし 

  

AOKI 中野店 
--------------------------------- 
実施期間: 

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :中野市大字吉田 16-3 

■TEL    :0269-23-1888 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

  

関英ドライブイン 
--------------------------------- 
実施期間: 11 月 19 日（日） 

特典内容:クリームソーダ半額 

--------------------------------------- 

■所在地  :山ノ内町大字平穏 4168 

■TEL    :0269-33-2705 

■営業時間:11:00～14:30、 

17:00～21:00 

■定休日  :火曜日、水曜日 

 

フキヤ商店 
--------------------------------- 
実施期間: 

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:１０％割引（一部の商品は
除く） オリジナルグッズ１点進呈 

--------------------------------------- 

■所在地 :野沢温泉村大字豊郷 9350 

■TEL    :0269-85-2110 

■営業時間:8:00～19:00 

■定休日  :なし 

  

  健康志向ショップ 
  “せるふぃ～ゆ ” 

--------------------------------- 
実施期間: 

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:消費税分（８％）を値引き 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市高田 94 番地 1 号 

■TEL    :026-263-2066 

■営業時間:10:00～18:00 

■定休日  :第 1・3・5 日曜日と 

祝日にあたる月曜日 

    

 写真のコイデ 
   A コープ店 

--------------------------------- 
実施期間: 

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:年賀状の作製基本料金 100
円引き 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市松代町西寺尾字 

町裏 1450 

■TEL    :026-278-0012 

■営業時間:10:00～19:00 

■定休日  :毎月第 2 水曜日 

    

犬処ケンケン 
  東和田店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:500 円のオプション全部無 

料。宿泊中の預かり時間発生時無料 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市東和田 930  

あおぞら市場 2 階 

■TEL    :026-245-1022 

■営業時間:8:00～18:00 

■定休日  :トリミングのみ水曜定休 

  

  アシザワ眼鏡店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:腕時計電池交換５００円
（税込） 

--------------------------------------- 

■所在地:長野市豊野町豊野1200-25 

■TEL    :026-257-3566 

■営業時間:9:00～19:00 

■定休日  :日曜日 

 

近藤鍼灸治療院 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:１０％割引 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市大字稲葉 200-28 

■TEL    :026-228-8730 

■営業時間:8:30～18:00 

■定休日  :土曜午後、日曜日 

  

写真のコイデ 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:年賀状の作製基本料金 100
円引き 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市松代町松代 577-2 

■TEL    :026-278-2558 

■営業時間:9:00～18:30 

■定休日  :日曜日(予約可) 

  

千歳屋本店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:お子様にアンバター１個も
しくはクッキー１枚プレゼント 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市川中島町原 765-1 

■TEL    :026-292-0294 

■営業時間:9:00～19:30 

■定休日  :水曜日 

  

株式会社 

ＨＡＳＥＧＡＷＡ 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:リフォームでお子様に図書 

カードを進呈（1 人につき 500 円） 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市松代町松代 186-3 

■TEL    :026-278-7888 

■営業時間:9:00～18:00 

■定休日  :土日祝、GW、お盆、 

年末年始 

  

ジェム コシザカ 

--------------------------------- 
実施期間: 

11月12日（日）～11月26日（日） 

特典内容:高校３年生以下のメガネ一
式(フ レ ー ム ＋ レ ン ズ ＋ ケ ー
ス)10,800 円 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市南石堂町 1262 

■TEL    :026-228-4570 

■営業時間:10:00～18:30 

■定休日  :毎週水曜日 

       

  コンタクトのアイシティ 
 長野駅前店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:ケアミニボトルプレゼント 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市南千歳８２６  

C-one ビル 4F 

■TEL    :026-267-4150 

■営業時間:10:30～19:30 

■定休日  :なし(休館日を除く) 

  

株式会社タカサワ 
長野高田 

サービス・ステーション 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:2,000 円以上の給油で、ハ 

ローキティ BOX ティッシュ１箱進呈 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市高田 452-1 

■TEL    :026-244-9473 

■営業時間:7:00～21:00、 

日祝 7:30～20:00 

■定休日  :なし 

  

（株）タカサワ  
  川中島 SS 

--------------------------------- 
実施期間: 

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:2,000 円以上の給油でキテ 

ィーちゃんティッシュ１箱（１個） 

進呈（数量限定、終わり次第通常の 

BOX ティッシュ） 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市川中島町原 599 

■TEL    :026-292-0943 

■営業時間:7:30～20:00、 

日祝 8:00～20:00 

■定休日  :なし 

  

  稲葉はりきゅう整骨院 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:全てのコースに追加する時
間をもう５分ずつ増加 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市稲葉 2573 

■TEL    :026-285-9898 

■営業時間:9:00～19:00 

■定休日  :日・祝日 

  

プラトウ長野店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:zeetle Point 2 倍 ※セー
ル品は対象外 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市高田久保 1173-3 

■TEL    :026-228-2306 

■営業時間:10:00～19:00 

■定休日  :12/31、1/1 

 

  AOKI 長野南高田店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市南高田 2-3-13 

■TEL    :026-244-6478 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

    

AOKI 若槻店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市稲田二丁目 10-21 

■TEL    :026-263-8888 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

    

AOKI 篠ノ井店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市篠ノ井会 808-1 

■TEL    :026-292-9888 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

   AOKI 
  長野南バイパス店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地 :長野市稲里町中央 4-9-15 

■TEL    :026-291-0888 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

 山口 
クリーニング店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:期間中にお持ち頂いた品物
のクリーニング代を１０％割引 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市川中島町四ツ屋 

747-4 

■TEL    :026-284-4617 

■営業時間:9:00～18:00 

■定休日  :日曜日 
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メガネ・パリミキ 

新高田店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:プレミアムグッズプレゼン 

ト 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市高田 1027-1 

■TEL    :026-225-7067  

■営業時間:10:00～19:30 

■定休日  :なし 

 メガネ・パリミキ 

長野南店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:プレミアムグッズプレゼン 

ト 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市稲里 1-5-14 

■TEL    :026-283-1728 

■営業時間:10:00～19:30 

■定休日  :なし 

 メガネ・パリミキ  
    イトーヨーカドー長野店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:プレミアムグッズプレゼン 

ト 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市権堂町 2201 

イトーヨーカドー長野店 2Ｆ 

■TEL    :026-235-7811 

■営業時間:10:00～21:00 

■定休日  :なし 

 メガネ・パリミキ 
稲田店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:プレミアムグッズプレゼン
ト 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市稲田 1-29-1 

■TEL    :026-263-5818 

■営業時間:10:00～19:30 

■定休日  :なし 

    東急ライフ 岡沢薬局 

   （北長野東急ライフ内） 
--------------------------------- 
実施期間:  

11 月 19 日（日）、11 月 20 日（月） 

特典内容:カードご提示の方に、彩お
かざわ特製化粧品見本セット進呈（な
くなり次第終了） 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市吉田 3-22-1 

■TEL    :026-244-7938 

■営業時間:9：30～19：30 

■定休日  :不定期の火曜日 

 

化粧品専門店  

彩おかざわ 
（北長野東急ライフ内） 

--------------------------------- 
実施期間:  

11 月 19 日（日）、11 月 20 日（月） 

特典内容:カードご提示の方に、彩お 

かざわ特製化粧品見本セット進呈 

（なくなり次第終了） 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市吉田 3-22-1 

■TEL    :026-259-8050 

■営業時間:9：30～19：30 

■定休日  :不定期の火曜日 

  

 岡沢薬局 本店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11 月 20 日（月） 

特典内容:カードご提示の方に、彩お
かざわ特製化粧品見本セット進呈（な
くなり次第終了） 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市吉田 1-2-18 

■TEL    :026-241-1200 

■営業時間:9：00～18：00 

■定休日  :日曜・祝日・土曜 

（12：00～18：00） 

  

   SBC 通り 岡沢薬局 
--------------------------------- 
実施期間: 11 月 20 日（月） 

特典内容:カードご提示の方に、彩お
かざわ特製化粧品見本セット進呈（な
くなり次第終了） 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市吉田 2-9-6 

■TEL    :026-244-8003 

■営業時間:9：00～19：00 

■定休日  :日曜・祝祭日 

  

若槻 岡沢薬局 
--------------------------------- 
実施期間: 11 月 20 日（月） 

特典内容:カードご提示の方に、彩お
かざわ特製化粧品見本セット進呈（な
くなり次第終了） 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市若槻団地 1-184 

■TEL    :026-241-3107 

■営業時間:9：00～19：00 

■定休日  :日曜・祝日 

  

裕気塾 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:入塾金さらに 500 円割引し
て合計 1,000 円割引 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市上ヶ屋 

2471-1622 

■TEL    :026-239-3305 

■営業時間:9:00～18:00 

■定休日  :日曜日 

 

しなの屋そば店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:そば団子 倍のサービス 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市戸隠 3498 

■TEL    :026-254-2248 

■営業時間:10:30～16:30 

■定休日  :不定休 

  

    国民宿舎 松代荘 
--------------------------------- 
実施期間:  

11 月 19 日（日）、11 月 26 日（日） 

特典内容:小学生入浴料無料 

--------------------------------------- 

■所在地  :長野市松代町東条 3541 

■TEL    :026-278-2596 

■営業時間:10:00～22:00 

■定休日  :なし 

 犬処ケンケン 
須坂本店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:５００円のオプション全部
無料。宿泊中の預かり時間発生時無料 

--------------------------------------- 

■所在地  :須坂市東横町 1416 

(株）キタモリ内 

■TEL    :026-245-1022 

■営業時間:8:00～18:00 

■定休日  :トリミングのみ水曜定休 

  

カメラショップ 
イワイ 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:七五三スタジオ写真 ６切
プリントを２枚進呈 

--------------------------------------- 

■所在地  :須坂市馬場町 1266-16 

■TEL    :026-245-7564 

■営業時間:9:30～18:30 

■定休日  :水曜日 

  

須坂接骨院 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:初回検査料(2000 円)を無料 

--------------------------------------- 

■所在地  :須坂市大字小山 2515-13 

■TEL    :026-248-3721 

■営業時間:8:00～19:30 

(12～15 時昼休み) 

■定休日  :第 3 日曜日 

 

アスザックフーズ 

ショップ 
シェフズテーブル 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月13日（月）～11月24日（金） 

※土日祝日を除く 

特典内容:お子様に「かむカムこんに
ゃく（10ｇ）」進呈 

--------------------------------------- 

■所在地  :須坂市米持町 293-72 

■TEL    :0120-817-014 

■営業時間:9:00～17:00 

■定休日  :土日祝日 

    

メガネ・パリミキ 
須坂店 

--------------------------------- 
実施期間: 

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:プレミアムグッズプレゼン 

ト 

--------------------------------------- 

■所在地  :須坂市大字小山 1302-1 

■TEL    :026-245-0168 

■営業時間:10:00～19:30 

■定休日  :なし 

  

海勢寿し 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:お子様にワンドリンクサー
ビス 

--------------------------------------- 

■所在地  :須坂市馬場町 1274-20 

■TEL    :026-246-8848 

■営業時間:12:00～13:30、 

17:00～24:00 

■定休日  :日曜日 

  

   民芸の宿 中央ホテル 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:通常宿泊基本料金より、大
人１名毎５００円引き（２名は１,０
００円引き）。お子様ジュース１本付
き（夕食時） 

--------------------------------------- 

■所在地  :千曲市上高田温泉 

1-38-1 

■TEL    :026-275-3322 

■営業時間:15:00～翌 10:00 

■定休日  :不定休 

  

プラトウ千曲店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:zeetle Point 2 倍  

※セール品は対象外 

--------------------------------------- 

■所在地  :千曲市屋代 2451 

■TEL    :026-273-3487 

■営業時間:10:00～19:00 

■定休日  :12/31、1/1 

 

AOKI 千曲屋代店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :千曲市桜堂 372-7 

■TEL    :026-261-3788 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

  

       タングラム斑尾 
 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月18日（土） 

特典内容:日帰り大浴場 お子様(小
学生以下）入浴料無料 （レンタルタ
オルご希望の際は\100） 

--------------------------------------- 

■所在地  :信濃町古海 3575-8 

■TEL    :026-258-3511 

■営業時間:12:00～18:00 

■定休日  :なし 

  

 

 

 （株）高遠商店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:全て 20％割引 

--------------------------------------- 

■所在地  :上田市中央 3-3-17 

■TEL    :0268-22-0665 

■営業時間:8:30～18:30 

■定休日  :日曜日 

  

 

    絵本・童話 なるに屋 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:絵本の主人公のシールを１
枚進呈 

--------------------------------------- 

■所在地  :上田市殿城 978 

■TEL    :0268-25-2230 

■営業時間:平日 8:30～17:30、 

土曜 9:00～16:00 

■定休日  :日曜・祭日 

  

 

     アイシティアリオ上田店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:ケア用品ミニボトル、お子
様にアメ進呈 

--------------------------------------- 

■所在地  :上田市天神 3-5-1  

アリオ上田 2F 

■TEL    :0268-28-5270 

■営業時間:9:00～21:00 

■定休日  :なし 

 

   （有）笹沢ベーカリー 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月25日（土） 

特典内容:丸子スタンプ３倍 

--------------------------------------- 

■所在地  :上田市上丸子 259 

■TEL    :0268-42-2242 

■営業時間:7:00～19:00 

■定休日  :日曜日 

  

   AOKI 上田産業道路店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :上田市材木町 2-10-1 

■TEL    :0268-25-1888 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

      AOKI グリーンパーク 
しおだ野店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :上田市大字神畑 469 

■TEL    :0268-29-5188 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

 イエローハット 
上田原店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:スタッドレスタイヤ、会員
様価格より更に５％割引。お子様連れ
のお客様へ風船進呈 

--------------------------------------- 

■所在地  :上田市上田原 1175-3 

■TEL    :0268-29-1680 

■営業時間:10:00～19:00 

■定休日  :なし 

   メガネ・パリミキ 
上田店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:プレミアムグッズプレゼン 

ト 

--------------------------------------- 

■所在地  :上田市材木町 1-9-21 

■TEL    :0268-23-4121 

■営業時間:10:00～19:00 

■定休日  :第 1・3 水曜日 

東信 



  ろっど こんとろーる 

  rod control 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:1,000 円以上お買い上げで
粗品進呈 

--------------------------------------- 

■所在地  :佐久市臼田 2209-5 

■TEL    :0267-78-3173 

■営業時間:11:00～19:00 

■定休日  :水曜日 

  

 パレード佐久店 

--------------------------------- 
実施期間: 

 11 月 19 日（日） 

特典内容:カード提示で８％割引 

--------------------------------------- 

■所在地  :佐久市大字小田井 613 

■TEL    :0267-66-1987 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

 AOKI 
佐久平駅前店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11 月 11 日（土）～11 月 26 日（日 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :佐久市佐久平駅東 10-2 

■TEL    :0267-65-9888 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

  

コスモスカフェ 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月13日（月）～11月18日（土） 

特典内容:お子様にソフトクリーム 

無料 

--------------------------------------- 

■所在地  :佐久市中込 3400-28 

佐久医療センター１階 

■TEL    :0267-64-5088 

■営業時間: 8:00～19:00 

■定休日  : なし 

  

よこちょう本店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月13日（月）～11月18日（土） 

特典内容: 鯛の塩焼き、姿盛りは 

20％引き 

--------------------------------------- 

■所在地  :佐久市中込 1600-1  

■TEL    :0267-62-2635 

■営業時間: 9:00～19:00 

■定休日  : 1/1 のみ 

 

レストラン 
ラテール 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月13日（月）～11月19日（日） 

特典内容:飲食 10％引き 

--------------------------------------- 

■所在地  :佐久市中込 3400-28 

佐久医療センター4 階 

■TEL    :0267-64-6007 

■営業時間:月～金、第 2、4 土曜日 

は 10 時～20 時。日曜日、祝日、 

第 1.3.5 土曜日は 11 時～17 時 

■定休日  :年始 

  

判光堂印舗 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:実印・銀行印・ゴム印など
実家の手彫り注文に限り５％割引 

--------------------------------------- 

■所在地  :小諸市相生町 3-1-6 

■TEL    :0267-22-0739 

■営業時間:9:00～18:30 

■定休日  :日曜日 

  

よこちょう小海店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特 典 内 容:鯛 の 塩 焼 き 、 姿 盛 り は
20％引き 

--------------------------------------- 

■所在地  :小海町豊里 55-1 

■TEL    :0267-92-0030 

■営業時間:9:00～18:00 

■定休日  :1/1 のみ 

  

     ふわりベビー 
    マッサージ教室 
--------------------------------- 
イベント名：絵本とタッチ 

～親子の心をつなぐ～ 

開催日: 11 月 18 日（土） 

時間 ：10:00～11:00 

特典内容:イベント参加費 800 円のと 

ころ、カード提示で 1 家庭 500 円 

-------------------------------------- 

■開催場所 :臼田健康館(予定)  

※詳細は下記へ問合せください 

■TEL    :0267-73-9111  

■fuwari4992@gmail.com  

  

 
  小澤整骨院 

 
--------------------------------- 
実施期間: 

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:酸素 BOX 30 分間利用無料 

--------------------------------------- 

■所在地  :松本市里山辺 4286-14 

■TEL    :0263-34-6420 

■営業時間:7:30～18:30 

■定休日  :日曜日 

 

 マサムラ洋菓子店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11 月 19 日（日） 

特典内容:カード提示で 10％割引 

--------------------------------------- 

■所在地  :松本市深志 2 丁目 5-24 

■TEL    :0263-33-2544 

■営業時間:9:00～19:00 

■定休日  :月 2 回火曜日 

  

アルモニービアン 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:通常ランチ・ディナー利用
額から１０％割引。お子様のソフトド
リンク無料。授乳・おむつ替えスペー
スの提供 

--------------------------------------- 

■所在地  :松本市大手 3-5-15 

■TEL    :0263-38-1133 

■営業時間:11:30～21:00、ランチ
11:30～14:30(L.O.14:00)、 デ ィ ナ
ー17:30～21:00(L.O.20:00) 

■定休日  :不定休 

  

AOKI 松本村井店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :松本市村井町南 1-6-26 

■TEL    :0263-85-5888 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

  

AOKI 松本渚店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :松本市渚 1-7-7 

■TEL    :0263-29-5188 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

  

 AOKI 松本筑摩店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :松本市筑摩 3-2-15 

■TEL    :0263-28-7888 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

 

メガネ・パリミキ 
南松本店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:プレミアムグッズプレゼント 

--------------------------------------- 

■所在地  :松本市村井町北 1-15-11 

■TEL    :0263-57-7781 

■営業時間:10:00～19:30 

■定休日  :なし 

  

そば処 貴よい 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:お子様無料食べ放題 

--------------------------------------- 

■所在地  :松本市大手 4 丁目 7-10 

■TEL    :090-3511-3329 

■営業時間:11:00～14:00 

■定休日  :日曜日、月曜日 

  

AOKI 穂高店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容: 会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :安曇野市穂高 1770 

■TEL    :0263-82-9888 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

  

 味処 やまざき 
--------------------------------- 
実施期間: 

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容: 家族全員のファーストドリ
ンクサービス 

--------------------------------------- 

■所在地  :安曇野市豊科 4708 

■TEL    :0263-73-6789 

■営業時間:17:30～22:00 

■定休日  :日曜日 

        

      安曇野アートヒルズ 
      ミュージアム 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:合計金額 3,000 円以上の体
験で、飲食店 2 ヶ所(イタリアンレストラ
ンと軽食コーナー)で特典あり。イタリア
ンレストランは、食事代５％OFF。ソ
フトドリンク家族全員サービス 

--------------------------------------- 

■所在地 :安曇野市穂高有明 8161-1 

■TEL    :0263-83-5100 

■営業時間:9:00～17:00 

（月により営業時間が異なる） 

■定休日  :冬期休館日あり 

（要問い合せ） 

 

創作中華の店  
りゅうたん 

Ryu-tan 
--------------------------------- 
実施期間:  

11 月 19 日（日） 

特典内容:綿あめ（イチゴ味、メロン 

味）お子様無料 

--------------------------------------- 

■所在地  :塩尻市大門 1-8-17 

■TEL    :0263-52-2340 

■営業時間:11:00～21:00 

(平日 14～17 時中間閉店) 

■定休日  :なし 

  

（株）ナガオ 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月20日（月）～11月25日（土） 

特典内容:1,000 円以上のお買物で
５％割引サービス（一部商品は除きま
す）。お子様にはお菓子進呈 

--------------------------------------- 

■所在地  :上松町駅前通り 2-40 

■TEL    :0264-52-2088 

■営業時間:9:30～18:30 

■定休日  :日曜日 

  

  洋品やまなか 
--------------------------------- 
実施期間:  

11 月 19 日（日） 

特典内容:子供さんにお菓子プレゼン
ト！！ 

--------------------------------------- 

■所在地  :白馬村大字北城 7068 

■TEL    : 0261-72-2091  

■営業時間:7:30～18:00 

■定休日  :なし  

  

活の森 
上社本宮前店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:当店販売の無添加米麹の甘
酒をお一人一杯ずつサービス。みそか
りんとうを試食提供。 

--------------------------------------- 

■所在地  :諏訪市中洲神宮寺 201 

社乃風内 

■TEL    :0266-75-1076 

■営業時間:9:00～17:00 

■定休日  :なし 

  

 
株式会社こうしん 

--------------------------------- 

実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:工事ご成約のお客様で、お 

子様 1 人につき、1,000 円分の図書 

カードをプレゼント♪ 

-------------------------------------- 

■所在地  :諏訪市中洲福島 5309-1 

■TEL    :0266-53-8889 

■営業時間:9:00～18:30 

■定休日  :日曜日  

 

（株）中山 
タイヤ商会 

-------------------------------------- 

実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:期間中、新品タイヤを購入 

された方に限り、入替代に加え、入 

替バランス代もサービス 

-------------------------------------- 

■所在地  :諏訪市四賀 15-1 

■TEL    :0266-52-0044 

■営業時間:8:30～18:30 

■定休日  :日・祭日 

  

AOKI 諏訪赤沼店 
-------------------------------------- 

実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

-------------------------------------- 

■所在地  :諏訪市四賀赤沼 1751 

■TEL    :0266-57-0188 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

  

白樺湖ペンション 
ぼくんち 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月19日（日） 

特典内容:「ぼくんちリンゴ農園」に
おいて、食事付宿泊１名に付き１０個
収穫してプレゼント。（電話でのご予
約限定） 

--------------------------------------- 

■所在地  :茅野市北山 3419-67 

■TEL    :0266-68-2076 

■営業時間:6:00～22:00 

■定休日  :不定休 

  

京風 しなの料理 
きよみず 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:ご家族全員にプチ甘味サー
ビス！ 

--------------------------------------- 

■所在地  :茅野市米沢 3846-4 

■TEL    :0266-75-0807 

■営業時間:11:30～14:00  

17:30～20:30 

■定休日  :なし 

（平日の夜は完全予約制） 

  

小斉の湯 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:入浴料 大人 700 円→600
円に 子供（小学生まで）400 円→無
料に 

--------------------------------------- 

■所在地  :茅野市北山蓼科 4035 

■TEL    :0266-67-2121 

■営業時間:8:00～22:00 

■定休日  :なし 

南信 

中信 



   （有）シャレンド 本店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:ポイント３倍。小学生以下
シール３枚進呈※カードを提示された
方のみ 

--------------------------------------- 

■所在地  :茅野市仲町 2-13 

■TEL    :0266-72-1631 

■営業時間:平日 10:00～20:00、 

土日祝 9:00～18:00 

■定休日  :毎週月曜日、 

第 1 月・火曜日 

 野苺 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:1 割引（米も含む） 

--------------------------------------- 

■所在地  :茅野市玉川 5339-1 

■TEL    :0266-73-0015 

■営業時間:9:00～17:00 

■定休日:TEL をください 

       グローバル ビレッジ  
     スクール オブ  

     イングリッシュ 茅野校 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月13日（月）～11月24日（金） 

特典内容:通常入学金 10,800 円を無 

料。保護者にコーヒー無料サービス 

--------------------------------------- 

■所在地 :茅野市本町西 5-23 

平和ビル 3F 

■TEL    :0266-71-2400 

■営業時間:13：30～22：30 

■定休日  :土日祝日 

 アピタ岡谷店 

--------------------------------- 
実施期間: 11 月 12 日（日）、 

11 月 19 日（日）、11 月 26 日（日） 

特典内容:直営子ども・ベビー売場の
衣料品等をレジにて 5％引き（コン
セ、テナント売場は除く） 

--------------------------------------- 

■所在地  :岡谷市銀座 1-1-5 

■TEL    :0266-23-7666 

■営業時間:9:00～21:00 

■定休日  :臨時休業日あり 

 （有）富士電機商会 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:全商品５％割引（特別価格
より）さらにお子様にプレゼント 

--------------------------------------- 

■所在地  :岡谷市幸町 4-5 

■TEL    :0266-22-3214 

■営業時間:8:00～19:00 

■定休日  :水曜日 

    

日本電産サンキョー 
   オルゴール 

   記念館すわのね 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

※11/12、11/19ＡＭは除外 

特典内容:オルゴール組立体験工房 

 親子体験に限り 期間中 体験料 

２０％割引 

--------------------------------------- 

■所在地  :下諏訪町 5805 

■TEL    :0266-26-7300 

■営業時間:9:00～17:30 

■定休日  :2 月第 1 週水・木曜日 

  

AOKI 
下諏訪店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 
■所在地  :下諏訪町赤砂 4380-3 
■TEL    :0266-27-2888 
■営業時間:10:00～20:00 
■定休日  :なし 

        

      グローバル ビレッジ  
     スクール オブ  

     イングリッシュ 下諏訪校 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月13日（月）～11月24日（金） 

特典内容:通常入学金 10,800 円を無
料。保護者にコーヒー無料サービス 

--------------------------------------- 

■所在地 :下諏訪町 139-1 

大門ビル 2F 

■TEL    :0266-26-1600 

■営業時間:13：30～22：00 

■定休日  :土日祝日 

  
  AOKI 

    伊那ナイスロード店 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際 

『いい育児の日の特典を見た』と申 

し出た方に、商品１０％割引（補正 

代、宅配代は除く。他クーポン券及 

びセットセールとの併用可能。ただ 

し、他の総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 
■所在地:伊那市伊那部下新田 

3108-1 
■TEL    :0265-78-2488 
■営業時間:10:00～20:00 
■定休日  :なし 

  

アピタ伊那店 

--------------------------------- 
実施期間: 11 月 12 日（日）、 

11 月 19 日（日）、11 月 26 日（日） 

特典内容:直営子ども・ベビー売場の
衣料品等をレジにて 5％引き（コン
セ、テナント売場は除く） 

--------------------------------------- 

■所在地  :伊那市西町 5182 番地 1 

■TEL    :0265-72-1331 

■営業時間:1 階 9:00～20:00、 

2・3 階 10:00～20:00 

(専門店により営業時間が異なる) 

■定休日  :臨時休業日あり 

 

AOKI 駒ヶ根店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :駒ヶ根市赤穂 1295-1 

■TEL    :0265-82-8088 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

  

らくだ 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:５％割引 

--------------------------------------- 

■所在地  :駒ヶ根市中央 4-12 

■TEL    :0265-83-5770 

■営業時間:11:00～21:30 

■定休日  :なし 

  

割烹食堂 水車 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:カード持参でお子様「アイ
スクリーム」を進呈 

--------------------------------------- 

■所在地  :駒ヶ根市中央 4-19 

■TEL    :0265-83-3635 

■営業時間:11:30～21:30 

■定休日  :なし 

  

自然食品 
桜屋 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:赤ちゃんから妊婦さん、お
年寄りまで家族皆で安心して飲める、
おいしくて大人気の「三年番茶」を期
間中１０％割引 

--------------------------------------- 

■所在地:駒ヶ根市赤須町 8-1 

■TEL    :0265-82-2570 

■営業時間:9:00～19:00 

■定休日  :日曜日 

  

AOKI 箕輪店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際
『いい育児の日の特典を見た』と申し
出た方に、商品１０％割引（補正代、
宅配代は除く。他クーポン券及びセッ
トセールとの併用可能。ただし、他の
総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 

■所在地  :箕輪町大字三日町 901-1 

■TEL    :0265-71-1788 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

 

   セラピーサロン・ 
アリア 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:ご来店の方にタロットおみ
くじorおためしトランプ占いプレゼン
ト！（数量限定） 

--------------------------------------- 

■所在地  :南箕輪村 

■TEL    :090-4464-3732 

■営業時間:10:00～18:00 

■定休日  :不定休、完全予約制 

  

かふぇえん 

café'◎En 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:手作りクッキープレゼント 

--------------------------------------- 

■所在地  :箕輪町中箕輪 1851-4  

みんなの WA 内 

■TEL    :0265-98-8809 

■営業時間:11:00～17:00 

■定休日  :毎週月曜日、第 2 日曜日 

  

中日新聞  
（有）関島新聞店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:中日こどもウィークリーを
12 月からのお申し込みで、11 月 25
日発行号を試し読みとして無料でお届
け 

--------------------------------------- 

■所在地  :飯田市鼎名古熊 1411 

■TEL    :0265-24-6915 

 

  

セキスイハイム 
信越株式会社 

 中南信支店 飯田展示場 
--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:お子様に、ガチャガチャ 

１回チャレンジ券 

--------------------------------------- 

■所在地  :飯田市鼎名古熊 610-1 

■TEL    :0265-24-0816 

■営業時間:10:00～17:00 

■定休日  :水・木曜日 

  

丸井亭 
-------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:１グループにつきジュース
１本進呈 

-------------------------------------- 

■所在地  :飯田市知久町 4-1226 

■TEL    :0265-22-0349 

■営業時間:11:00～20:30 

■定休日  :木曜日 

 

アピタ飯田店 
--------------------------------- 
実施期間: 11 月 12 日（日）、 

11 月 19 日（日）、11 月 26 日（日） 

特典内容:直営子ども・ベビー売場の
衣料品等をレジにて 5％引き（コン
セ、テナント売場は除く） 

--------------------------------------- 

■所在地 :飯田市鼎名古熊 2461 番地 

■TEL    :0265-53-8111 

■営業時間:9:00～21:00 

(専門店により営業時間が異なる) 

■定休日  :臨時休業日あり 

  

ピアゴ飯田駅前店 

--------------------------------- 
実施期間: 11 月 12 日（日）、 

11 月 19 日（日）、11 月 26 日（日） 

特典内容:直営子ども・ベビー売場の
衣料品等をレジにて 5％引き（コン
セ、テナント売場は除く） 

--------------------------------------- 

■所在地  :飯田市東和町 2-35 

■TEL    :0265-24-2111 

■営業時間:9:30～20:00、 

毎週日曜日 9:00 開店 

■定休日  :臨時休業日あり 

     
 AOKI 飯田座光寺店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際 

『いい育児の日の特典を見た』と申 

し出た方に、商品１０％割引（補正 

代、宅配代は除く。他クーポン券及 

びセットセールとの併用可能。ただ 

し、他の総額割引との併用不可） 
--------------------------------------- 
■所在地:飯田市座光寺 3988-1 
■TEL    :0265-24-4888 
■営業時間:10:00～20:00 
■定休日  :なし 

       
  AOKI 飯田インター店 

--------------------------------- 
実施期間:  
11月11日（土）～11月26日（日） 
特典内容:会計時カードを提出する際 
『いい育児の日の特典を見た』と申 
し出た方に、商品１０％割引（補正 
代、宅配代は除く。他クーポン券及 
びセットセールとの併用可能。ただ 
し、他の総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 
■所在地  :飯田市鼎一色 140-2 
■TEL    :0265-53-4288 
■営業時間:10:00～20:00 
■定休日  :なし 

  
  サイズマックス飯田店 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:会計時カードを提出する際 

『いい育児の日の特典を見た』と申 

し出た方に、商品１０％割引（補正 

代、宅配代は除く。他クーポン券及 

びセットセールとの併用可能。ただ 
し、他の総額割引との併用不可） 

--------------------------------------- 
■所在地  :飯田市鼎名古熊 2182-1 

■TEL    :0265-56-0788 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :なし 

 

中日新聞 
岡庭新聞店（鼎） 

--------------------------------- 
実施期間:  

11月11日（土）～11月26日（日） 

特典内容:中日こどもウィークリーを
12 月からのお申し込みで、11 月 25
日発行号を試し読みとして無料でお届
け 

--------------------------------------- 

■所在地  :飯田市鼎上茶屋 3468-5 

■TEL    :0265-23-2126 

 

  

アピタ高森店 

--------------------------------- 
実施期間: 11 月 12 日（日）、 

11 月 19 日（日）、11 月 26 日（日） 

特典内容:直営子ども・ベビー売場の
衣料品等をレジにて 10％引き、おも
ちゃ・文具をレジにて 5％引き（コン
セ、テナント売場は除く） 

--------------------------------------- 

■所在地  :高森町山吹 4515 

■TEL    :0265-35-9211 

■営業時間:10:00～20:00 

■定休日  :臨時休業日あり 

  

阿南食彩館  
  富草食堂 まかない屋 

--------------------------------- 
実施期間:11 月 18 日（土）、 

11 月 19 日（日）、11 月 22 日（水） 

特典内容:11/18（土）、19（日）に 

ご来店でカードを提示すると、ポイ 

ントさらに１ポイント進呈。11/22 

（水）「いい夫婦の日」にご来店のご 

夫婦にポイント１ポイント進呈 

--------------------------------------- 

■所在地  :阿南町富草 4169-1 

■TEL    :0260-31-0013 

■営業時間:11:00～14:30 

■定休日  :月曜日 

 
中日新聞  

  岡庭新聞店（駒場） 
------------------------------- 
実施期間:  

11 月 11 日(土)～11 月 26 日(日) 

特典内容:中日こどもウィークリー
を 12 月からのお申し込みで、11 月
25 日発行号を試し読みとして無料
でお届け 

------------------------------------ 

■所在地  :阿智村駒場 501 

■TEL    :0265-43-2022 

【お問い合わせ】長野県県民文化部次世代サポート課 

TEL 026-235-7207  / FAX  026-235-7087  /  E-mail  shoushika@pref.nagano.lg.jp 

HP  http://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/kodomo/iiikuji.html 

 

          千趣会サービス販売 
        株式会社（ベルメゾン） 
------------------------------- 
実施期間:  

11 月 11 日(土)～11 月 26 日(日) 

特典内容: 

期間中「マタニティ」カタログご 

請求の方には通常の特典に加え 

て、秋の行楽にピッタリな「ミニ 

ピクニックシート」をプレゼン 

ト。お申し込みの方は、こちらの 

メールアドレス宛てに《お名前・ 

ご住所》を入力のうえ、送信下さ 

い。kosodate@senshukai.co.jp 

http://www.bellemaison.jp/ 

 その他 

※ 詳細は各店舗にお問い合わせくだ

さい。 

※ プレゼントなどの特典数に限りの 

ある場合があります。 


