
「いい育児の日」子育て応援キャンペーン

エ
リ
ア

カテ
ゴリ 店舗名 キャンペーン特典内容 実施日 住所・電話番号

北
　
信

関英ドライブイン クリームソーダ、コーヒーフロートなどの
クリームドリンク450円が250円に

11月10日е～25日ё 山ノ内町大字平穏4168
☎0269-33-2705

すき焼き 福田屋 ぽんぽこスタンプ2倍に加えて、お子様にデザートサービス 11月13日б～24日е 中野市中央1-11-20　
☎0269-22-2919

日本土人形資料館 家族全員に願いうさぎをプレゼント 11月10日е～25日ё 中野市大字中野1150　
☎0269-26-0730

中山晋平記念館 お子様に粗品をプレゼント 11月10日е～25日ё 中野市新野76　
☎0269-22-7050

田中新左エ門・辨蔵記念館 お子様、学生、65歳以上の人は入館無料 11月10日е～25日ё 中野市片塩449　
☎0269-22-5169

Chef's Table 100ポイントプレゼント 11月12日а～30日д 須坂市米持町293-72　
☎026-245-2531

タカサワ　長野高田サービスステーション、
川中島サービスステーション、Mobil　東和田SS、
長野ICSS

通常特典に加えて、BOXティッシュ1箱プレゼント 11月10日е～25日ё
【長野高田サービスステーション】
長野市高田452-1
☎026-244-9363

タカサワ　更埴サービスステーション ガソリン・軽油2,000円以上の給油でBOXティッシュ1箱プレゼント 11月10日е～25日ё 千曲市大字杭瀬下32-1
☎026-261-3568

家庭教師ふらんじあ 通常特典に加え入会金20,000円のところ、期間中は0円 11月10日е～25日ё
長野市差出南1-6-22
昭和ビル1F　
☎026-219-1147

SHIGA美容室　本店、川中島店、若槻店、飯綱店、
東和田店、ファミールサロン、リオズサロン、ANNEX 学生･子どもカット500円OFF 11月10日е～25日ё

【本店】長野市三輪1-2-6
ハートローズビル　
☎026-241-1587

近藤鍼灸治療院 治療代10％割引 11月10日е～25日ё 長野市大字稲葉200-28
☎026-228-8730

稲葉はりきゅう整骨院 通常よりすべて５分間上乗せサービス 11月19日а 長野市稲葉2573　
☎026-285-9898

人形工房サンキュー長野本店 通常5％OFFのところ、表示価格より8％OFF 11月10日е～25日ё 長野市高田446-3　
☎026-263-3960

長野ドルフィンスイミングスクール
本校（川中島校）

ベビー親子クラス無料体験会、
プールでプカプカ浮いて遊べるアームヘルパープレゼント

11月22日г 長野市川中島町御厨767-1
☎026-284-7780

ファミリーショップ上原屋 お買上金額の3倍、新町カードのポイントプレゼント 11月10日е～25日ё 長野市信州新町新町204
☎026-262-2035

松代温泉国民宿舎 松代荘 ご宿泊のお客様にソフトクリーム券（人数分）プレゼント 11月19日а 長野市松代町東条3541
☎026-278-2596

ナカイ 飯綱高原S.S 通常１Lあたり３円引きのところ、５円引き
11月10日е、17日е、
24日е

長野市大字上ヶ屋2471番地
1254　
☎026-239-2311

今むらそば本店 通常10％割引きに加え、1家族につきソフトドリンク（オレンジジュース
orサイダーorウーロン茶）プレゼント

11月10日е～25日ё 長野市西後町1637-3　
☎026-232-3518

JOYSOUND 長野駅前店、
長野しまんりょ小路店

室料50％OFF 11月10日е～25日ё
【長野駅前店】長野市南長野末
広町1359 長野OK村ビル5F
☎026-224-8800

新宿美容室 本店 親子同時にカット（新規1人につきお子様1人）通常500円割引のところ、
ご予約でご来店された方に限り、お子様料金半額（小学生まで）

11月10日е～25日ё 長野市三輪3-4-13　
☎026-241-2618

マチダ薬品 今井店（アサヒドライ） クリーニング料金300円毎に１ポイントを2倍に 11月19日а 長野市川中島町今井1687-7
☎026-285-2834

松代宮坂酒造店 1,500円以上お買い上げで、りんごジュース160ml、１本プレゼント 11月10日е～25日ё 長野市松代町松代491　
☎026-278-2006

コワーキングスペース長野 ❶期間中申し込むと、月額契約すべて初月利用無料　
❷小学生～高校生の勉強利用無料

11月10日е～25日ё 長野市篠ノ井小森2-1　
☎050-5328-1367

イタリアントマト トイーゴ店、
MEGAドン・キホーテ長野店、ながの東急店、青木島店

食事注文のお客様に、ショーケースよりお好きなケーキとコーヒー又は
紅茶のセットをプラス350円に

11月10日е～25日ё
【CaféJrトイーゴ店】
長野市問御所町1271-3
長野TOiGO銀座棟1Ｆ
☎026-233-6080

ヘアーサロン矢田 10％割引サービス、お子様にお菓子のプレゼント 11月10日е～25日ё 千曲市小島3113-7　
☎026-272-0821

味噌蔵たかむら 通常、自家製品10％割引に加えて、
お子様同伴のご家族に「味噌せんべい」１個（22枚入り）サービス

11月10日е～25日ё 千曲市大字羽尾1320　
☎026-276-0591

民芸の宿　中央ホテル お食事の時、アンズジュース１杯サービス。お子様用アメニティーセッ
トをプレゼント（有料者のみ）

11月10日е～25日ё 千曲市上山田温泉1-38-1
☎026-275-3322

ドコモショップ千曲店
待ち時間少なく優先して「子育て応援プログラム」の申込みを受付。
お申し込みの際は、携帯電話の名義の方（父母）が、
お子様の保険証をお持ちいただき来店ください。

11月10日е～25日ё 千曲市打沢14-1　
☎0120-677-360

今年もお得な週間がやってくる！いい育児の日にあわせて「ながの子
育て家庭優待パスポート」のサービスが期間限定で、さらにお得に!! 
詳細は下記、または長野県ホームページをチェックしてね♪

この
ポスターが
目印！

「いい育児の日」子育て応援キャンペーン

買う　　　食べる　　　暮らす　　　あそぶ　　　泊まる　　　学ぶ　

店舗カテゴリー

利用方法：下記をお読みの上、利用店舗でパスポートを提示してください。
●他のサービスとの併用不可　●施設の都合で内容･期間を変更する場合があります　●施設によっては利用に条件･制限がありますのでご確認のうえご利用ください



エ
リ
ア

カテ
ゴリ 店舗名 キャンペーン特典内容 実施日 住所・電話番号

北
信 びんぐし湯さん館

❶食堂メニュー「お子様うどん」550円を450円に（お子様対象）　❷11月
18日ё、25日ёに入館されたお子様（小学生以下）に、お菓子のつかみど
りをプレゼント

❶11月10日е～25日ё
❷11月18日ё、25日ё

坂城町大字網掛2002-4
☎0268-81-7000

北信
中信
南信

ミストラル 長野店、川中島店、青木島店、若里店、
南松本店、豊科店、駒ヶ根店、伊那店、飯田店 ポイント2倍のところ、さらに10％割引（平日に限ります）

11月12日а～16日д、
19日а～22日г

【長野店】長野市高田1758�
MEGAドン・キホーテ2F内
☎026-263-4057

全
　
県

AOKI 若槻店、長野南高田店、中野店、篠ノ井店、
長野南バイパス店、千曲屋代店、上田産業道路店、
グリーンパークしおだ野店、佐久平駅前店、松本村井店、
松本渚店、松本筑摩店、穂高店、諏訪赤沼店、下諏訪店、
箕輪店、駒ヶ根店、伊那ナイスロード店、飯田座光寺店、
飯田インター店

会計時、イベントリーフレットとカードを提出し『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）

11月10日е～25日ё
【若槻店】
長野市稲田2-10-21　
☎026-263-8888

中
　
信

田中デンタルラボラトリー 乳歯模型babytooth通常5％割引のところ、
キャンペーン期間中に申し込みの方に限り10％割引

11月10日е～25日ё 白馬村大字神城22457-1
☎0261-75-2722

白馬山麓レイクサイドYH ゆーぷる木崎湖入浴券プレゼント 11月10日е～25日ё 大町市木崎湖畔　
☎0261-22-1820

カレン ハーバリウムワークショップ通常価格1,200円のところ1,000円 11月10日е～25日ё 安曇野市堀金烏川1731-３
☎0263-73-7485

えびよし　とよ田 10％割引 11月10日е～25日ё 安曇野市豊科4321-3　
☎0263-72-3437

マサムラ洋菓子店 本店、上土店
通常5％割引のところ10％割引（他サービス併用不可、本店は喫茶利用を
除く）

11月17日е～19日а
【本店】
松本市深志2丁目5-24　
☎0263-33-2544

横山薬局 カード提示で保湿クリームサンプルプレゼント 11月19日а 松本市中央1-20-1　
☎0800-800-7307

イングリッシュフォーユー松本校 入会金通常特典で10,000円のところ
11月10日е～25日ёの期間に限り無料

11月10日е～25日ё
松本市中央1-8-10�
カレントビル4F　
☎0263-33-8115

ドコモショップ松本インター渚店 機種変更3,000円引き、キッズ携帯（台数限定）新規�本体代金0円 11月1日г～11月30日д 松本市渚3-1-43　
☎0263-24-2001

銘茶 小笠園 通常の10％割引に加え、定価1,080円以上のお買上げで
お子様にあめを１袋プレゼント（1世帯につき1袋）

11月10日е～25日ё 松本市北深志1-3-13　
☎0263-32-2915

ビッグエコー松本並柳店 通常のワンドリンクオーダー制で室料10％OFF、ドリンクバー飲み放題
で総額5％OFFに加え、お子様にバニラアイスプレゼント

11月10日е～25日ё 松本市並柳2-15-1　
☎0263-24-3343

タイトーステーション 
イトーヨーカドー南松本店

通常メダル20枚サービスのところ、
期間中の土・日・祝日のみ倍の40枚

11月10日е、11日ё、
17日е、18日ё、23日дж、
24日е、25日ё

松本市高宮中1-20�
イトーヨーカドー南松本店
3F　
☎0263-29-1560

アジャスト カイロプラクティック 通常の5％割引に加え、施術を受けられた方全員に
サプリメントをプレゼント

11月10日е～25日ё 松本市本庄2丁目3-25�2階
☎0263-88-3943

ノエビアビューティスタジオ笑夢 フェイシャルマッサージ�クイックコース500円（税込）が無料 11月19日а
松本市双葉5-20�
イオン南松本店2F　
☎0263-28-6063

カンポ・ディ・ジラソーレ 通常の5％割引に加え、お子様（中学生以下）にドリンク（オレンジジュー
スorグレープフルーツジュース）プレゼント（お食事した方のみ）

11月10日е、11日ё、
17日е、18日ё、19日а、
24日е、25日ё

松本市深志1丁目1-1�
松本駅ビルMIDORI4F　
☎0263-50-5854

ほねつぎ松本はりきゅう接骨院 産後骨盤プログラム4,320円（税込）を2,160円（税込）に 11月10日е～25日ё 松本市寿中1丁目8-25　
☎0263-31-5123

イオンモール松本 イオンモール松本の一部協賛店舗で実施。実施店舗、特典内容、実施日
は特設サイトやキャンペーンポスターでチェック！

特設サイトやキャンペーン
ポスターでチェック

松本市中央4-9-51　
☎0263-38-3210

木曽くらしの工芸館 通常の5％割引に加え、お買上げ先着50名のお子様に
「木曽ひのき摺漆塗子供箸」をプレゼント（数量に達し次第終了）

11月17日е～19日а 塩尻市木曽平沢2272-7
☎0264-34-3888

東

信

なるに屋 400円毎のポイントが2倍。絵本の主人公シールを1枚プレゼント
11月10日е～24日ё
※11月18日ё除く

上田市殿城978　
☎0268-25-2230

郷ごころ しぼりたて生りんごジュース（小グラス）1杯サービス 11月10日е～25日ё 小諸市森山66-3　
☎0267-22-1789

ランプの宿　高峰温泉 お子様入浴料無料 11月10日е～25日ё 小諸市菱平高峰704-1　
☎0267-25-2000

佐久アムシネマ 通常、入場料200円割引に加え、
お子様にドリンクMサイズをプレゼント

11月19日а 佐久市長土呂新城125-1　
☎0267-66-1622

佐久市川村吾蔵記念館 11月10日е～25日ё：本人と家族を団体料金に。
11月19日аは本人と家族が無料に

11月10日е～25日ё、
11月19日аのみ更に上
乗せサービス

佐久市田口3112　
☎0267-81-5353

エクシエ

❶通常のパスポート提示で新築時、商品券10万円プレゼントのところ、期間中契約
で商品券30万円プレゼント　❷通常のパスポート提示でリフォーム時、5％割引のと
ころ、期間中契約で10％割引　❸プレミアムパスポート提示で新築時、商品券15万
円プレゼントのところ、期間中契約で商品券40万円プレゼント　❹プレミアムパス
ポート提示でリフォーム時、8％割引のところ、期間中契約で15％割引

11月10日е～25日ё
佐久市岩村田3162-37�
小林ビル201　
☎0267-77-7229

rodcontrol 15％OFF（他サービス併用不可） 11月10日е～25日ё
佐久市猿久保842-1�
レストパレス1号1号室　
☎0267-78-3173

コスモス カフェ 通常の飲食10％引き（物販除く）に加え、
お子様にソフトクリームプレゼント

11月10日е～16日д
※11月11日ёは定休

佐久市中込3400-28�
佐久医療センター1階　
☎0267-64-5088

レストラン ラテール 通常のお子様にアイスクリーム無料に加え、飲食10％引き 11月19日а～25日ё
佐久市中込3400-28�
佐久医療センター4階　
☎0267-64-6007

よこちょう  本店、小海店 通常のお子様お祝い料理10％引きに加え、鯛の塩焼き、姿盛りを20％引き 11月10日е～25日ё 【本店】佐久市中込1600-1　
☎0267-62-2635

Parade佐久店 11月18日ёのみ、通常5％割引サービスに加えて、
先着40名様に粗品プレゼント

11月18日ё 佐久市大字小田井613　
☎0267-66-1987

ふわりベビーマッサージ教室 11月19日а開催のイベント「ことばの魅力♪」参加費1000円→800円 11月19日а 佐久市佐久平駅北21-1　
☎0267-73-9111



協賛店舗随時募集中！

お問い合わせは長野県将来世代応援県民会議事務局（長野県県民文化部次世代サポート課 ☎026-235-7207）まで。

誌面で紹介しきれなかった詳細はwww.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/kodomo/iiikuji2018.htmlをチェックしてください♪

エ
リ
ア

カテ
ゴリ 店舗名 キャンペーン特典内容 実施日 住所・電話番号

東
　
信

野辺山高原薬局 通常サービス＋子ども用ガーゼマスクorキャラクターハンカチ
どちらかプレゼント

11月10日е～25日ё 南牧村野辺山109　
☎0267-91-1610

小さな美術館 軽井沢草花館 大人の入館料500円→300円、子ども（高校生以下）無料
※親子で入館の場合のみ

11月10日е～25日ё 軽井沢町軽井沢東19-40　
☎0267-42-0716

ムーゼの森　軽井沢絵本の森美術館 通常入館料100円引きのところ、
さらに「オリジナルイラストカード（３種）」プレゼント

11月19日а 軽井沢町大字長倉182　
☎0267-48-3340

信州ハム 軽井沢工房 通常特典に加え、腸詰サラミ1本プレゼント 11月19日а 軽井沢町軽井沢東236　
☎0267-41-1186

県外 軽井沢おもちゃ王国 通常（入園券100円引き、フリーパス500円引き）に加え、1家族につき、
キャラメルポップコーン1個プレゼント

11月10日е～25日ё 群馬県吾妻郡嬬恋村大前細
原2277　☎0279-86-3515

南
　
信

ペンション ピラタス2 通常のワンドリンクサービスに加えて、もうワンドリンクサービス 11月10日е～25日ё 茅野市北山4035-2148　
☎0266-67-4150

八ケ岳自然農園 米10kg購入で500円引き 11月10日е～25日ё 茅野市玉川5339-1　
☎0266-73-0015

AFASスワ（スワスイミングクラブ）、AFASスワ南（スワ南スイミング
クラブ）、AFAS伊那（伊那スイミングクラブ）、AFAS伊北（伊北スイミ
ングクラブ）、AFAS伊南（伊南スイミングクラブ）

期間中に入会されたご家族を対象に入会金を無料 11月18日ё～24日е
【AFASスワ】
下諏訪町西浜6306-2　
☎0266-28-1395

和風レストラン　能登 お子様ドリンク無料 11月10日е～25日ё 下諏訪町高浜6188-23　
☎0266-28-4538

中山タイヤ商会 新品時の入替バランスサービス 11月19日а 諏訪市四賀15-1　
☎0266-52-0044

ほっとサロン 心和 お飲み物オール100円引き 11月10日е～25日ё 岡谷市中央町3-1-30　
☎0266-23-5434

ダイハツ岡谷、ダイハツ伊北 お子様にお菓子のプレゼント 11月10日е～25日ё 【岡谷】岡谷市山下町2-11-20
☎0266-23-2222

やすら樹　ねずみ堂 当社運営の古材・古道具屋「ねずみ堂」にて、ヒノキのウッドアロマと
コースターをプレゼント

11月10日е～25日ё
【ねずみ堂】
岡谷市加茂町1-6-6�吉田館1F
☎0266-24-2145

くつやさん　Ｋ－ＰＯＩＮＴ　ｂｙキタノヤ 通常、サービス用クリーム進呈に加え、ホタルポイント3倍進呈 11月10日е～25日ё 辰野町伊那富2807-6　
☎0266-43-1919

鉄板酒場　あすく 通常日曜日のみのお子様へのドリンクサービスを期間中毎日実施 11月10日е～25日ё
箕輪町大字中箕輪8427-12�
はなぶさビル2F西号室　
☎0265-71-1223

伊那燃料（伊那給油所） 11月10日е、11日ё「第53回お客様感謝祭」にて、BOXティッシュ1箱、
ゲーム2回分無料券をプレゼント

11月10日е、11日ё 伊那市中央5014-1　
☎0265-72-4131

登内時計記念博物館 通常団体割引のところ、11月19日аに限りお子様無料 11月19日а 伊那市西箕輪1938-88　
☎0265-72-2500

クスリのカツヤ つれてってカードポイント5倍 11月10日е～25日ё 駒ヶ根市赤穂11076-9　
☎0265-83-4677

信州駒ヶ根菓子処 斉藤（斉藤商店） 通常ポイント2倍に加えて、お子様に「こまかっぱクッキー」をプレゼント 11月17日е～19日а 駒ヶ根市赤穂9342-5　
☎0265-83-2224

下平精肉店 通常より上乗せしたサービス（店頭でご確認ください） 11月10日е～25日ё 飯島町七久保819　
☎0265-86-2540

望岳荘 お子様の入浴料無料（200円→０円） 11月17日е～19日а 中川村大草4489　
☎0265-88-2033

信州伊那谷キャンパーズヴィレッジ
通常のサイト料金20％、キャビン利用料500円割引に加え、入場料小人
500円、未就学児200円のところ、11月19日に限り無料。更にいい育児
の日スペシャルでネイチャークラフト半額券も進呈

11月10日е～25日ё 中川村大草7833　
☎0265-88-2695

わァ食キッチンＥＡＴ 当店販売の雑貨5％割引サービス 11月10日е～25日ё 松川町上片桐2193-1　
☎0265-37-1170

こじまクリーニング 通常サービスに加え、お子様におたのしみBOX１回サービス 11月10日е～25日ё 松川町元大島1518-7　
☎0265-36-2149

熊谷商事 通常の5％割引きに加え、アメ１袋（小袋）プレゼント 11月10日е～25日ё 高森町下市田3205-6　
☎0265-35-3919

はらまち薬局 通常5％割引に加え、お子様にお菓子プレゼント 11月15日г～21日в 高森町上市田632-1　
☎0265-34-3261

セキスイハイム信越 中南信支店 飯田展示場 お子様にガチャガチャ1回チャレンジ券 11月10日е～25日ё 飯田市鼎名古熊610-1　
☎0265-24-0816

中日新聞 関島新聞店 12月より中日新聞購読申込の方に、11月24日～31日の1週間分を無料でお届け。
12月より中日こどもウィークリー購読申込の方に、11月24日付を無料でお届け

11月10日е～25日ё 飯田市鼎名古熊1411　
☎0265-24-6915

アピタ 飯田店、高森店、伊那店、岡谷店
通常、第1日曜のみの実施のところ、キャンペーン期間中は毎週日曜、直
営子ども・ベビー売場の衣料品等5％引き（コンセ、テナント売場は除く）

11月11日ё、18日ё、
25日ё

【飯田店】飯田市鼎名古熊2461
☎0265-53-8111

公印堂印舗 通常、注文ハンコ（既製品除く）５％割引に加え、粗品を進呈 11月10日е～25日ё 飯田市中央通り2-14　
☎0265-22-1635

クリーニングセンター浜屋 通常の5％割引に加え、あーくんポイント5ポイントプレゼント 11月10日е～25日ё 阿南町新野2722　
☎0260-24-2100

恩沢時計自転車店 消費税分を割引 11月10日е～25日ё 阿南町新野1326-3　
☎0260-24-2118

南信
中信

時計・宝石・メガネのヤマザキ 
諏訪本店、松本村井店

『メガネお手入れグッズ』をプレゼント 11月10日е～25日ё
【諏訪本店】
諏訪市諏訪1-3-11
☎0266-52-5200

県外 千趣会サービス・販売

通常の限定値引き特典が付いた「プレママカタログ」の無料配布に加え、秋にピッタリ
な「プチヘアゴム」を1点プレゼント（送付カタログと一緒にお届けいたします）※下記
メールアドレス宛てに、お届け先の≪お名前・ご住所≫をご記載いただき、メール
本文に≪いい育児の日≫と入力し、送信ください（※お電話での受け付けはできませ
んのでご了承ください。必ずメールでお申し込みいただくようお願いいたします）。
kosodate@senshukai.co.jp

11月10日е～25日ё 大阪府大阪市北区同心1-8-9
☎0120-81-0860


