
県域 市町村 協賛店舗 割引等の特典内容
全国共通

同特典内容

フレンドリー

メニュー
電話番号

中北 甲府市 甲府日通興業株式会社
お米5kgプレゼント　　または　相談により割引

全国共通：同特典内容
○ 055-233-5995

中北 甲府市
株式会社　キタムラ　スタジオマリオ　甲府ア

ルプス通り店

スタジオマリオ　フォトプチ5枚1セット　OR　手札プリント

※3,300円基本撮影料以上ご購入で、ご購入画像の中より1画像を選択。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-231-8827

中北 甲府市 理容ミサワ
利用時の料金を2割引きと、ポイント2倍サービス

全国共通：同特典内容
○ 055-252-8019

中北 甲府市 有限会社樋口印章店
カードを提示いただくと、お子さまの通帳用のハンコを10％引きにさせていただきます。

全国共通：同特典内容
○ 055-252-0385

中北 甲府市 天真堂書店　甲府国母店
文房具10％引き（但し、特価商品は除外）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-244-2266

中北 甲府市 山梨中央銀行　本店営業部
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-233-2111

中北 甲府市 洋服の青山　甲府国母本店

やまなし子育てカード提示で店内全品5％OFF

※他の割引券との併用一部不可

※洋服の青山（ザ・スーツ・カンパニーとキャラジャは除く）で利用可

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-235-1913

中北 甲府市 不二家大里店 全品5％割引 055-241-5897

中北 甲府市 コッコフーズ上曽根本店
子育てカード提示により、全商品5％割引

全国共通：同特典内容
○ 055-266-6639

中北 甲府市 株式会社　クルマ情報館

お車ご購入の際、ETC（部品・セットアップ含）プレゼント!

車検の基本料金3000円割引！

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-221-2182

中北 甲府市 ドコモショップ甲府中央店
店舗における携帯電話の新規契約又は機種変更の際に、店頭販売価格から最大1,050円割引

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0120-867-502

中北 甲府市 碓井自動車株式会社
スーパーセイフティ1日車検は、通常割引後の基本工賃から10％引き＆エンジンオイル無料交換

（0W－30のオイルのみ。）
0120-33-4300

中北 甲府市 ステーキ宮 甲府店

お会計より、3％引き

　※他サービス・割引券との併用不可

全国共通：同特典内容

○ 055-237-5831

中北 甲府市 駄菓子屋つちぼこり
1000円以上お買い上げで10％引き

全国共通：同特典内容
○ 055-276-1777

中北 甲府市 イッツモア増坪店

1回のお買い物につき、2,000円以上（税抜）でモアカードポイント5倍進呈

※他のサービスとの併用はできません。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-223-4147

中北 甲府市 眼鏡市場　甲府本店
メガネ・コンタクト・サングラス店頭価格より5％割引

（補聴器・備品を除く。全国共通：同特典内容）
○ 055-232-4150

中北 甲府市 洋服の青山　甲府バイパス店

やまなし子育てカード提示で店内全品5％OFF

※他の割引券との併用一部不可

※洋服の青山（ザ・スーツ・カンパニーとキャラジャは除く）で利用可

全国共通：同特典内容

○ 055-227-3173

中北 甲府市 山梨中央銀行　柳町支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-233-4141

中北 甲府市 山梨中央銀行　自治会館出張所
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-235-0441

中北 甲府市 山梨中央銀行　甲府市役所出張所
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-253-8763

中北 甲府市 山梨中央銀行　東支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-233-6141

中北 甲府市 山梨中央銀行　南支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-232-3401

中北 甲府市 山梨中央銀行　湯村支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-252-3428

中北 甲府市 山梨中央銀行　県庁支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-235-7727

中北 甲府市 山梨中央銀行　甲府駅前支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-224-3445

中北 甲府市 山梨中央銀行　武田通支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-253-2135

中北 甲府市 山梨中央銀行　中央市場支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-228-1748

中北 甲府市 山梨中央銀行　国母支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-226-1821

中北 甲府市 山梨中央銀行　青沼支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-232-5731

中北 甲府市 山梨中央銀行　貢川支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-228-3355

中北 甲府市 山梨中央銀行　千塚支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-253-3421

中北 甲府市 山梨中央銀行　城南支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-241-8711

中北 甲府市 山梨中央銀行　北新支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-253-3251

　子育て応援カード協賛店舗（令和３年４月１日現在）計８０６件
※最新の情報は

やまなし子育て応援カードのページで

ご確認ください。



中北 甲府市 山梨中央銀行　酒折支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-232-5277

中北 甲府市 山梨中央銀行　美術館前支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-222-1381

中北 甲府市 山梨中央銀行　住吉支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-235-4481

中北 甲府市 山梨中央銀行　下飯田支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-228-5711

中北 甲府市 山梨中央銀行　後屋支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-241-1691

中北 甲府市 山梨中央銀行　中道支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-266-5661

中北 甲府市 山梨中央銀行　和戸支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-235-9711

中北 甲府市 山梨中央銀行　ローンスクエア甲府東
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-235-2180

中北 甲府市
オギノイーストモールショッピングセンター

バリオ

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

055-222-5511

中北 甲府市 オギノCarrot山宮店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

055-251-0171

中北 甲府市 オギノ城東店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

055-225-2000

中北 甲府市 オギノ朝日店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

055-252-8811

中北 甲府市 オギノ国母店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

055-244-1300

中北 甲府市 オギノ伊勢店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

055-237-3111

中北 甲府市 オギノ貢川店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

055-228-1211

中北 甲府市 (株)トヨタレンタリ-ス山梨　甲府駅前店
レンタカ-基本料金10％引き、チャイルドシ-ト無料貸出（レンタカ-の利用に限り）ただし、p1、

w1、t0、t1クラス、各種キャンペ-ン商品は対象外
055-237-0100

中北 甲府市 (株)トヨタレンタリ-ス山梨　甲府バイパス店
レンタカ-基本料金10％引き、チャイルドシ-ト無料貸出（レンタカ-の利用に限り）ただし、p1、

w1、t0、t1クラス、各種キャンペ-ン商品は対象外
0120-22-0100

中北 甲府市 いちやまマート池田店

1回のお買い物につき、2,000円以上（税抜）でモアカードポイント5倍進呈

※他のサービスとの併用はできません。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-225-1122

中北 甲府市 いちやまマート徳行店

1回のお買い物につき、2,000円以上（税抜）でモアカードポイント5倍進呈

※他のサービスとの併用はできません。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-228-8090



中北 甲府市 イッツモア塩部店

1回のお買い物につき、2,000円以上（税抜）でモアカードポイント5倍進呈

※他のサービスとの併用はできません。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-254-5700

中北 甲府市 株式会社サカイ引越センター

・フリーダイヤル（0120－75－1141）からお申し込み頂いたお客様特別優待割引20％OFF

・ダンボール最大50箱プレゼント

全国共通：同特典内容

○ 0120-75-1141

中北 甲府市 タイヤ館こせ
子育て応援カード提示でウインドウォッシャー液無料補充致します！

1～7日まではレディースデイ実施中！景品プレゼント！
055-224-1115

中北 甲府市 吉野家　甲府バイパス向町店 1食ご注文で味噌汁1杯無料 055-230-1666

中北 甲府市 (株)浅川鍼灸整骨院 健康グッズプレゼント 055-226-4666

中北 甲府市 理容室ジェラール
料金10％オフ。子供一人に500mlペットボトルドリンク、同伴の方1500mlペットボトルドリンク

それぞれ1本ずつプレゼント。
055-222-3931

中北 甲府市 タイム・ベイク宝店 全商品、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、3％引き 055-222-8267

中北 甲府市 タイム・ベイク塩部店 全商品、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、3％引き 055-254-0701

中北 甲府市 山梨信用金庫　南支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-235-2215

中北 甲府市 山梨信用金庫　善光寺支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-235-4151

中北 甲府市 山梨信用金庫　徳行支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-226-2411

中北 甲府市 山梨信用金庫　池田支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-228-2161

中北 甲府市 山梨信用金庫　南西支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-222-4811

中北 甲府市 山梨信用金庫　国母支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-226-8511

中北 甲府市 山梨信用金庫　湯村支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-254-2511

中北 甲府市 山梨信用金庫　本店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-225-0220

中北 甲府市 甲府信用金庫　本店営業部

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-222-3322

中北 甲府市 甲府信用金庫　大里支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-241-3521

中北 甲府市 甲府信用金庫　朝気支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-237-3511

中北 甲府市 甲府信用金庫　東支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-237-6831

中北 甲府市 甲府信用金庫　西支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-226-3024

中北 甲府市 甲府信用金庫　国母支店
個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対
○ ○ 055-226-4422

中北 甲府市 甲府信用金庫　南支店
個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対
○ ○ 055-235-1271

中北 甲府市 甲府信用金庫　北支店
個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対
○ ○ 055-252-6411

中北 甲府市 甲府信用金庫　緑町支店
個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対
○ ○ 055-233-0148

中北 甲府市 甲府信用金庫　湯村支店
個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対
○ ○ 055-253-1528

中北 甲府市 フレッシュクリーニングすずや　塩部店
クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます
○ 055-254-6080

中北 甲府市 吉野家甲府バイパス上町店
味噌汁1杯無料（商品1食につき）

全国共通：同特典内容
○ 055-220-2733

中北 甲府市 ビッグエコー甲府駅南店
［特典内容］室料10％OFF

※ビッグエコー会員料金との併用可能
○ ○ 055-267-7422

中北 甲府市 ビッグエコー甲府バイパス店
［特典内容］室料10％OFF

※ビッグエコー会員料金との併用可能
○ ○ 055-228-0955

中北 甲府市 ビッグエコー甲府南店
［特典内容］室料10％OFF

※ビッグエコー会員料金との併用可能
○ ○ 055-241-9980



中北 甲府市 山梨県民信用組合　本店営業部
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-220-7800

中北 甲府市 欧風雑貨　cuicui
全商品5％OFF（セール品・ハンドメイド品は除く）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-222-6721

中北 甲府市 山梨県民信用組合　北支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-252-3275

中北 甲府市 山梨県民信用組合　南支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-233-6117

中北 甲府市 山梨県民信用組合　酒折支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-235-6202

中北 甲府市 山梨県民信用組合　西支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-226-5111

中北 甲府市 山梨県民信用組合　南口支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-233-0205

中北 甲府市 山梨県民信用組合　城南支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-241-4111

中北 甲府市 山梨県民信用組合　湯村支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-253-2411

中北 甲府市 山梨県民信用組合　中道町支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-266-3053

中北 甲府市 山梨県民信用組合　南西支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-228-7020

中北 甲府市 山梨県民信用組合 後屋支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-243-3010

中北 甲府市 ベルオートサービス
作業代より10％引き(車検・整備・修理・パーツ取付・コーティング等）

※車両購入・鈑金修理は対象外となります。
○ ○ 055-241-0232

中北 甲府市 第一生命保険株式会社　甲府支社
・ご希望の方に「生涯設計シミュレーション」を作成

・働く女性向けの子育て情報の提供
○ 055-228-5121

中北 甲府市 甲府湯村温泉　湯村ホテルB&B
ご宿泊料金・お食事料金が10％引き。

日帰り入浴料金　大人1200円→700円、小人600→350円（税別）
055-254-1111

中北 甲府市 GALA HAIR
技術料を10％割引、小学生以下は30%割引、中高生は20%割引

全国共通：同特典内容
○

中北 甲府市 原品自動車工業所
車検や点検等の工賃5%off、工賃に付けるTポイントの2倍付与、お車の室内清掃無料のいずれか

一つをお選び頂けます。
○ 055-235-0375

中北 甲府市 ニチイ甲府南校 通学又は通学+通信講座の講座（医療・介護・福祉）　⇒　受講料5％割引 055-222-8233

中北 甲府市 ニチイ甲府校 通学又は通学+通信講座の講座（医療・介護・福祉）　⇒　受講料5％割引 055-222-8233

中北 甲府市 ニチイ甲府西校 通学又は通学+通信講座の講座（医療・介護・福祉）　⇒　受講料5％割引 055-222-8233

中北 甲府市 石川治療院
初診料（2000円）が無料！

全国共通：同特典内容
○

中北 甲府市 まるごとやまなし館
ソフトドリンクセット価格250円

全国共通：同特典内容
○ 055-298-4081

中北 甲府市 Hair's Mania  ENIGMA
最大500円引き or お菓子プレゼント

（毎月交互に特典内容変更しています。詳しくはお問い合わせください♪）
○ ○ 055-288-9263

中北 甲府市 田中・高橋法律事務所
子ども・家庭に関する法律相談。初回の相談のみ30分間無料。

全国共通：同特典内容
○ 055-287-8101

中北 甲府市 はくばく直営店 和穀菜汁魁
はくばく商品（雑穀、大麦、玄米、乾麺、半生麺、小麦粉、ミックス粉、麦茶、穀物茶）が通常

価格から15％引き。
○ ○ 055-252-8593

中北 甲府市 ほっかほっか亭　甲府湯村店 アンパンマンジュース1本プレゼント 055-252-9001

中北 甲府市 眼鏡市場　甲府荒川店
メガネ・コンタクト・サングラス店頭価格より5％割引

（補聴器・備品を除く。全国共通：同特典内容）
○ 055-230-0155

中北 甲府市 カイロセラピー　トリズム
特典1：初回6,000円を50%OFFの3,000円に！

特典2：2回目以降10%OFF!
○ 055-242-7612

中北 甲府市 熟成やわらかとんかつ　かつ華甲府店 会計時10％割引 055-226-2987

中北 甲府市 つぼ八　甲府東店 お会計から10％割引 055-230-1777

中北 甲府市 個別指導塾ノーバス　甲府校
新規通常入塾された方に授業2コマ分無料チケットプレゼント（短期入塾除く）

全国共通：同特典内容
○ 055-288-0071

中北 甲府市 タイヤ館　湯村
特価・限定品を除くタイヤ・メンテナンス　商品が10％割引♪

全国共通：同特典内容
○ 055-254-8080

中北 甲府市
（株）ニチイ学館　甲府支店　（ニチイライ

フ：家事代行サービス）

・デビュープラン3,980円(スタッフ1名、1.5時間、1住所1回限り)

・スポットプラン5％割引(各地通常料金からの5％割引となります)
0120-212-295

中北 甲府市 美容室 プラゼール
やまなし子育て応援カード提示時に美容施術料金の10%割引（ヘアケア商品、化粧品等は割引対

象外）
○ 055-228-0993

中北 甲府市 タイヤ館　アルプス通り タイヤ及びメンテナンス商品10％オフ♪（特価品は除きます） 055-225-0883

中北 甲府市 ビッグエコー甲府駅南口中央店
室料10％OFF

※ビッグエコー会員料金との併用可能
○ ○ 055-231-8588

中北 甲府市 ダイレクトワン株式会社　甲府プラザ
応援カード提示で、ご契約者（初回ご利用金額10万円以上のお客さま）全員にQUOカード3,000

円プレゼント。
○ 0120-71-3511

中北 甲府市 ビッグエコー甲府岡島百貨店前店
室料10％OFF

※ビッグエコー会員料金との併用可能
○ ○ 055-227-8255

中北 甲府市 屋形整骨院
骨盤矯正・産後ケア、初回3500円、2回目以降3000円。初回カード出していただくと500円引きに

なります。（電話予約をお願いいたします。）
○ 055-253-3232

中北 甲府市 AOKI　湯村店
お買い上げ総額から5％割引。（AOKI発行の他のクーポン券及びセットセールとの併用可能。他

の総額割引との併用不可。補正代・宅配代は対象外。）
○ 055-254-8788

中北 甲府市 AOKI　甲府バイパス店
お買い上げ総額から5％割引。（AOKI発行の他のクーポン券及びセットセールとの併用可能。他

の総額割引との併用不可。補正代・宅配代は対象外。）
○ 055-236-2888

中北 甲府市 ブリヂストンのタイヤ館昭和店
タイヤ・オイル・バッテリー等のメンテナンス品

店頭価格より　10％オフ（一部特売品を除く）
○ 055-222-8900

中北 甲府市 ガスト甲府朝日店
キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）
○ ○ 055-220-3016



中北 甲府市 ガスト甲府酒折店
キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）
○ ○ 055-221-1853

中北 甲府市 ガスト甲府上今井店
キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）
○ ○ 055-220-2011

中北 甲府市 なごみうさぎ
全コース500円引き

全国共通：同特典内容
○ 080-2120-9931

中北 甲府市 オギノ下石田店
【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し
055-230-2020

中北 甲府市 オギノ上今井店
【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し
055-242-0033

中北 甲府市 こども　英語　ラボ間瀬パーティ 体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 055-253-8350

中北 甲府市 EDEN ～start from zero～ ALLメニュー10％OFF 055-215-2455

中北 甲府市 美容室　エンジョイ・ニューヨーク上今井店
子供カット10％OFF　又は　グリーンスタンプ2倍

全国共通：同特典内容
○ 055-234-3900

中北 甲府市 美容室クレアーレ伊勢店
子供カット10％OFF　又は　グリーンスタンプ2倍

全国共通：同特典内容
○ 055-233-2008

中北 甲府市 西東京予備校本部校  ベネッセこども英語教室
体験レッスン受講者には、かわいいノベルティをプレゼント！。さらに、2018年の英語教育化に

むけて、今からどのように取り組むべきかを豊富な経験と受験情報の中から無料で伝授します。
0120-555-940

中北 甲府市 noho noho
子育て応援カード掲示の方、お連れのお子様へ

miniアイスプレゼント
○ 055-233-3636

中北 甲府市
～痛みと冷えと女性特有の不調の専門～女性の

ための施術サロンIRODORI

全国共通:

〇18歳以内のお子様がいらっしゃる子育て中のママさんは、初回6,000円（税込）のところ、
○ 050-5243-6200

中北 甲府市 カレーハウスCoCo壱番屋　甲府国母店
やまなし子育て応援カード提示枚数1枚につき、セットドリンク（オレンジジュース、アイスコー

ヒー、ウーロン茶、アイスカフェオレ、ホットコーヒー） 1杯を無料サービス。
055-236-3588

中北 甲府市 カレーハウスCoCo壱番屋　甲府上阿原店
やまなし子育て応援カード提示枚数1枚につき、セットドリンク（オレンジジュース、アイスコー

ヒー、ウーロン茶、アイスカフェオレ、ホットコーヒー） 1杯を無料サービス。
055-221-3181

中北 甲府市 ホームプラン

居住用賃貸物件新規契約時の仲介手数料10％OFF

※弊社に直接お申込・ご契約頂いた場合で、かつ弊社管理物件にご契約頂いた場合に限定となり

ます。

※他のクーポン券等との併用は出来ません。

全国共通特典：同内容

○ 055-223-0227

中北 甲府市 コジマxビックカメラ甲府バイパス店

指定商品3％ポイントアップ（お値引きおよびその他ポイントアップキャンペーンなどとの併用は

不可となります。）

全国共通：同特典内容

○ 055-241-0311

中北 甲府市 パスシステム山梨　本部

配送手数料特典；1歳未満のお子様をお持ちの方はお手続きから16週(約4ヶ月)無料、1歳未満の双

子以上のお子様をお持ちの方は、24週(約半年)無料

新規にご加入の方は、上記の特典の他、加入特典がもらえます。

タベソダアプリをご利用の方、お子様が小学生入学までの配送料特典もあります。

新規加入者にはカード提示によりパルシステム特選プレゼント進呈

全国共通：同特典内容

○ 055-243-6328

中北 甲府市 うどんせんや
お子様にソフトドリンク1杯サービス。

全国共通サービス：同内容
○ 055-287-7435

中北 甲府市 マクドナルド 甲府湯村店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 055-240-0068

中北 甲府市 マクドナルド 中小河原店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 055-241-7581

中北 甲府市 マクドナルド 国母店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 055-241-0657



中北 甲府市 マクドナルド 甲府アルプス通り店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 055-235-6704

中北 甲府市 マクドナルド 甲府朝気店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 055-235-6761

中北 甲府市 マクドナルド 甲府和戸店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 055-230-1877

中北 甲府市
こども　英語　ラボ花輪裕子パーティ　ぐらん

まはうす教室
体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 055-282-6558

中北 甲府市
こども　英語　ラボ間瀬えりかパーティ　かほ

る保育園教室
体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 055-253-8350

中北 甲府市
こども　英語　ラボ万行恭子パーティ　聖愛幼

稚園教室
体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 0551-28-5489

中北 甲府市 OGIオートグラス（オギオートグラス） カードご提示で自動車ガラス交換及び修理工賃より5％引き。 055-269-7853

中北 甲府市 (株)ナムコ　岡島甲府店　プレイランド

子育て応援カードを提示して頂くとガラポン抽選に参加できます。

（1日1回まで小学生以下が対象です。）

出てきた玉の色によってちょとしたお菓子などが当たります。

全国共通：同特典内容

○ 055-231-0626

中北 甲府市 モスバーガー甲府高畑店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 055-235-4009

中北 甲府市 吉野家　甲府駅前店
1食ご注文で味噌汁1杯無料

全国共通：同特典内容
○ 055-230-1556



中北 甲府市 割烹　三井
ランチ　5％off

全国共通サービス：同特典
○ 055-222-4370

中北 甲府市 アジール
ご注文の際に子育て応援カード見せていただくとキッズドリンク1杯無料

全国共通：同特典
○ 055-255-1800

中北 甲府市 (有)末木米穀店

子育て応援カード提示で全品10％引き

※他のクーポン券（米券）等、またはポイントカードとの併用は出来ません。

全国共通サービス：同特典

○ 055-237-2971

中北 甲府市 タカラスタンダード甲府ショールーム 子育て応援カードをご提示下さったお客様には、もれなく素敵な記念品をプレゼント。 055-222-5237

中北 甲府市 クリーニング　ミハシ
カードご提示でクリーニング代を10％オフにいたします。※しみ抜き・リフォーム・特殊品は対

象外となります。また、他の割引券と併用はできません。
0120-11-3843

中北 甲府市 奥湯村温泉　紅椿の湯

・エステ5％OFF

・カードご提示で大浴場1ポイントプレゼント

全国共通サービス：同特典

○ 055-254-4500

中北 甲府市 トレーニング スタジオ オアシス (OASIS)

トレーニング スタジオ オアシストレーニング無料ご招待券【1回利用券】本無料ご招待券で、ス

ローエアロビクス・ストレッチポール・ファブリックストレッチ・体幹トレーニング・バランス

ボールエクササイズ・マシントレーニングの内、いずれか初回1回に限り無料にてご利用いただけ

ます。

全国共通サービス：同特典

○ 055-233-1189

中北 甲府市 LIXILショールーム甲府
フレンドリーメニュー

(未就学児のいる世帯が外出に困らないような施設サービスです)
○ 055-237-1763

中北 甲府市 味の民芸甲府上石田店
セットソフトドリンク1名様につき1杯サービス（4名様まで）

全国共通：同サービス
○ 055-232-2064

中北 甲府市 株式会社　コジマ　NEW甲府店

指定商品3％ポイントアップ

※値引き・ポイントアップ施策やキャンペーンとの併用はできませんのでご注意ください。

全国共通：同特典内容

○ 055-221-3377

中北 甲府市 ほっかほっか亭　甲府和戸店 アンパンマンジュース1本プレゼント 055-236-0280

中北 甲府市 デニーズ甲府東店
お食事代5％割引

全国協賛：同サービス
055-237-5476

中北 甲府市 デニーズ甲府北店
お食事代5％割引

全国協賛：同サービス
055-253-3457



中北 甲府市 デニーズ甲府中央店
お食事代5%割引

全国協賛：同サービス
055-237-1730

中北 甲府市 はせがわ　甲府店

仏壇10％割引、神仏具5％割引、お墓（工事費含）は優待価格にて

（但し、一部商品・特価品・特注品・永代使用料・供養料・年間管理費・一部霊園・一部石種・

屋内墓苑を除く）

全国共通：同サービス

○ 0120-761-276

中北 甲府市 B・STYLE 甲府向町店
中古服　10％OFF

全国協賛：同サービス
055-231-8578

中北 甲府市 クリナップ　甲府ショールーム
フレンドリーメニュー

（未就学児のいる世帯が外出に困らないような施設サービスです）
○ 055-232-4232

中北 甲府市 さかおり鍼灸接骨院

下記の中からおひとつお選びください。

・置鍼（シールタイプの鍼）無料

・鍼灸治療500円引き

・シップ10枚無料でプレゼント

※全国共通：同特典内容

○ 055-288-0640

中北 甲府市 BOOK OFF 甲府平和通り店
中古本・服　10％OFF

全国協賛：同サービス
055-227-6422

中北 甲府市 BOOK OFF PLUS甲府下石田店
中古本・服　10％OFF

全国協賛：同サービス
055-221-7211

中北 甲府市 ほけんの窓口　甲府和戸通り店
オリジナルキャラクターグッズを進呈

全国協賛：同サービス
055-221-0560

中北 甲府市 MEGAドン・キホーテ甲府店
お会計時にガチャガチャが出来るメダル贈呈

全国共通：同特典内容
○ 055-236-1911

中北 甲府市 ハクヨークリーニング
20％割引

※全国共通：同特典内容
○ 0800-800-8940

中北 甲府市 オギノ　向町店
【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、『やまなし子育て応援カード』と『オギノグリー

ンスタンプポイントカード』をご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイン
055-287-9330

中北 甲府市
メガネスーパー　甲府国母ショッピングセン

ター店

メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％OFF（特価品は除く）

※全国共通：同特典内容
○ 055-220-2332

中北 甲府市 メガネスーパー　甲府店
メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％OFF（特価品は除く）

※全国共通：同特典内容
○ 055-232-1878

中北 甲府市 メガネスーパー　アルプス通り甲府本店
メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％OFF（特価品は除く）

※全国共通：同特典内容
○ 055-226-3251

中北 甲府市 生活クラブ生活協同組合・山梨

新規加入時にカード掲示で「お米のホットーケーキミックス」「こどもやさいキーマカレー」

「こどもハミガキ」3点セットをプレゼント！

お米のホットケーキミックス、こどもやさいキーマカレーはアレルゲン原材料不使用だから安

心！こどもハミガキは発泡剤（合成界面活性剤）が含まれていないので、お子さんに安心のハミ

ガキ粉です。

055-241-1641

中北 甲府市 ソフトバンク甲府向町
新規事務手数料3,000円キャッシュバック、カードご提示でSBグッズプレゼント。

※全国共通：同特典内容
○ 055-236-1580

中北 甲府市 モスバーガー甲府駅前店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 055-235-0053

中北 甲府市 モスバーガー甲府和戸通り店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 055-227-0488

中北 甲府市 Beauty&Health chouette.(シュエット)
全メニュー通常価格から5％割引（その他割引と併用不可、ケア商品は対象外）

※全国共通：同特典内容
○ 055-209-0283

中北 甲府市 成人式サロンKiRARA甲府店
振袖各種プランご契約時　契約価格から10％off

※全国共通：同特典内容
○ 0120-99-1156

中北 甲府市 株式会社日本ネットワークサービス 本社営業部
CCNet新規お申し込み時に応援カード提示で、利用料1ヶ月免除

全国共通：同特典内容
○ 055-251-7111

中北 甲府市 コメダ珈琲店　甲府貢川店
カード提示でミニソフトクリームプレゼント

全国共通サービス、同特典
○ 055-288-1658

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府中央

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

○ ○ 055-236-3911

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府朝日

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

○ ○ 055-220-3360



中北 甲府市 ファミリーマート　甲府朝気

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-236-0050

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府緑ヶ丘

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-254-1681

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府南インター

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-266-8130

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府向町

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-236-0522

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府平和通り南

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-242-0152

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府中小河原

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-220-2570

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府駅北口

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-255-2011

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府下石田

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

4カード持参・店内商品購入にて駄菓子プレゼント

○ ○ 055-231-8061

中北 甲府市 ファミリーマート　小瀬公園通り

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-241-0084

中北 甲府市 ファミリーマート　セレオ甲府

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-236-0655

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府城東三丁目

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-221-0282

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府上町

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-242-0021

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府城東一丁目

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-236-1208

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府中央二丁目

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-236-0005

中北 甲府市 ファミリーマート甲府酒折

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-236-5751

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府和戸

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-220-6776

中北 甲府市 ファミリーマート　市立甲府病院

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-243-0730

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府里吉

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-221-0722

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府富竹

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-221-0633

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府住吉

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-236-0188

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府宮前町

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-220-3050

中北 甲府市 ファミリーマート　山梨学院大学前

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-236-0866



中北 甲府市 ファミリーマート　甲府市場西

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-236-7000

中北 甲府市 ファミリーマート甲府中央一丁目

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-236-0650

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府丸の内三丁目

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-236-3088

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府千塚

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-220-3495

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府荒川

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-255-1055

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府貢川

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-236-5233

中北 甲府市 ファミリーマート　宝一丁目

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-237-2060

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府駅前

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-222-1678

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府北新

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-230-0118

中北 甲府市 ファミリーマート　甲府大里

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

4カード持参・店内商品購入にて駄菓子プレゼント

○ ○ 055-243-6776

中北 甲府市 ケンタッキーフライドチキン甲府東店 全国共通:子育て応援カードのご提示でBOXポテトを半額で提供 ○ 055-232-4820

中北 甲府市 KFKレンタル 全国協賛:レンタル商品10%引き(他割引との併用不可) 0120-018-022

中北 韮崎市 体験教室

カード持参の方は各種体験費から一人のみ200円引き、展示館の見学料は無料、販売品は全て5

パーセント引き。（18才未満の子供が3人以上いる家庭に限り有効）。体験費が格安（500円未

満）の場合は減額することはない。

0551-25-5389

中北 韮崎市 山寺自動車工業　株式会社
車検整備の工賃5％引き　車両修理の工賃5％引き　板金塗装の工賃5％引き

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-22-1155

中北 韮崎市 株式会社キタムラ　 スタジオマリオ　韮崎店

スタジオマリオ　フォトプチ5枚1セット　OR　手札プリント

※3,300円基本撮影料以上ご購入で、ご購入画像の中より1画像を選択。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-21-2710

中北 韮崎市 山梨中央銀行　韮崎支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-22-2211

中北 韮崎市 山梨中央銀行　藤井支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-22-4911

中北 韮崎市 メガネスーパー　韮崎店
メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％OFF（特価品は除く）

※全国共通：同特典内容
○ 0551-23-0154

中北 韮崎市 オギノ韮崎店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

0551-21-2311

中北 韮崎市
オギノ韮崎駅前店（ライフガーデンにらさき

内）

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

0551-21-3000

中北 韮崎市 (株)トヨタレンタリ-ス山梨　韮崎駅前店
レンタカ-基本料金10％引き、チャイルドシ-ト無料貸出（レンタカ-の利用に限り）ただし、p1、

w1、t0、t1クラス、各種キャンペ-ン商品は対象外
0551-23-0100



中北 韮崎市 アローブックぱそこん教室
レッスン料1時間につき200円割引（2020年6月～2020年8月は教室再開記念割引が適用されますの

でこちらの割引は無しとなります）
0551-22-3936

中北 韮崎市 眼鏡市場　韮崎店
メガネ・コンタクト・サングラス店頭価格より5％割引

（補聴器・備品を除く。全国共通：同特典内容）
○ 0551-30-6088

中北 韮崎市 山梨信用金庫　韮崎支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

0551-22-8788

中北 韮崎市 フレッシュクリーニングすずや　本店

クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます

全国共通：同特典内容

○ 0551-22-0526

中北 韮崎市 甲府信用金庫　藤井支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-23-2611

中北 韮崎市 甲府信用金庫　韮崎支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-22-1535

中北 韮崎市 フレッシュクリーニングすずや　祖母石店

クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます

全国共通：同特典内容

○ 0551-22-4787

中北 韮崎市 フレッシュクリーニングすずや　新田店

クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます

全国共通：同特典内容

○ 0551-22-0299

中北 韮崎市 フレッシュクリーニングすずや　韮崎店

クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます

全国共通：同特典内容

○ 0551-22-0769

中北 韮崎市
フレッシュクリーニングすずや　ライフガーデ

ン店

クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます

全国共通：同特典内容

○ 0551-23-5932

中北 韮崎市 山梨県民信用組合　韮崎支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-22-2131

中北 韮崎市 紳士服コナカ　韮崎店

ご精算時に「子育て応援カード」のご提示で、お買上げ金額より5％OFF

※チラシ・DMのとの併用可

※その他特約店割引との併用は不可

※お直し代、ネーム入れ、学生服、その他制服は割引対象外

○ 0551-23-5837

中北 韮崎市 ガスト韮崎店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-20-1008

中北 韮崎市 美容室エンジョイ・ニューヨーク韮崎店
子供カット10％OFF　又は　グリーンスタンプ2倍

全国共通：同特典内容
○ 0551-22-1077

中北 韮崎市 マクドナルド 韮崎店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 0551-30-6266

中北 韮崎市 こども　英語　ラボ村上美恵子パーティ 体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 0551-22-3416

中北 韮崎市
こども　英語　ラボ村上美恵子パーティ　コ

ミュニティホールU教室
体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 0551-22-3416

中北 韮崎市 デニーズ韮崎店
お食事代5％割引

全国協賛：同サービス
0551-23-5011

中北 韮崎市 マックハウス　ライフガーデンにらさき店

平日　全品5%OFF

（他の割引との併用はできません。施策は予告なく変更する場合がございます。）

全国共通：同サービス

○ 0551-23-4630

中北 韮崎市 シュープラザ　ライフガーデンにらさき店

カード提示で1足税抜1,000円以上の定価商品レジにて10％off

※他の割引券・企画との併用はできません。

※全国共通：同特典内容

○ 0551-20-1355

中北 韮崎市 モスバーガー韮崎東店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 0551-22-7997

中北 韮崎市 株式会社日本ネットワークサービス 北支局
CCNet新規お申し込み時に応援カード提示で、利用料1ヶ月免除

全国共通：同特典内容
○ 0551-22-8111

中北 韮崎市 ファミリーマート　韮崎桐ノ木

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-25-7275

中北 韮崎市 ファミリーマート　韮崎インター西

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-30-6022

中北 南アルプス市 ドコモショップ南アルプス店
対象の携帯電話購入時に1,000円引き

全国共通：同特典内容
○ 055-282-6371



中北 南アルプス市 タイヤ館南アルプス 特価品を除く商品を10％OFF 055-283-7220

中北 南アルプス市 山梨中央銀行　小笠原支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-282-1141

中北 南アルプス市 山梨中央銀行　白根支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-282-2120

中北 南アルプス市 山梨中央銀行　甲西支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-284-3821

中北 南アルプス市 山梨中央銀行　八田支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-285-4801

中北 南アルプス市 メガネスーパー　南アルプス小笠原店
メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％OFF（特価品は除く）

※全国共通：同特典内容
○ 055-280-8222

中北 南アルプス市 オギノ峡西店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

055-282-6111

中北 南アルプス市 メガネスーパー　南アルプス東南湖店
メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％OFF（特価品は除く）

※全国共通：同特典内容
○ 055-280-8211

中北 南アルプス市 眼鏡市場　南アルプス白根店
メガネ・コンタクト・サングラス店頭価格より5％割引

（補聴器・備品を除く。全国共通：同特典内容）
○ 055-284-8018

中北 南アルプス市 山梨信用金庫　小笠原支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-282-1135

中北 南アルプス市 甲府信用金庫　白根支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-283-8339

中北 南アルプス市 甲府信用金庫　櫛形支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-282-6311

中北 南アルプス市 フレッシュクリーニングすずや　甲西店

クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます

全国共通：同特典内容

○ 055-282-5055

中北 南アルプス市 フレッシュクリーニングすずや　白根店

クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます

全国共通：同特典内容

○ 055-283-8055

中北 南アルプス市
カレーハウスCoCo壱番屋　南アルプスガーデ

ン店

やまなし子育て応援カード提示枚数1枚につき、セットドリンク（オレンジジュース、アイスコー

ヒー、ウーロン茶、アイスカフェオレ、ホットコーヒー） 1杯もしくはフライドポテト1オーダー

を無料サービス。

055-280-8061

中北 南アルプス市 山梨県民信用組合　櫛形支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-282-1131

中北 南アルプス市 山梨県民信用組合　御勅使支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-285-0714

中北 南アルプス市 山梨県民信用組合　白根支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-283-4331

中北 南アルプス市 ニチイ南アルプス校 通学又は通学+通信講座の講座（医療・介護・福祉）　⇒　受講料5％割引 055-222-8233

中北 南アルプス市 ドラッグストア　マツモトキヨシ白根店
毎日お会計時にマツキヨポイントを10P進呈します。

（タバコ及びポイント使用の場合は除かせていただきます）

中北 南アルプス市 ギフトプラザML
御祝の御礼品を現金購入時、付与ポイントが2倍！

（※お子さまの年中行事のみ対象）
0120-60-6062



中北 南アルプス市 ガスト山梨白根店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-280-1162

中北 南アルプス市 美容室エフォート峡西店
子供カット10％OFF　又は　グリーンスタンプ2倍

全国共通：同特典内容
○ 055-283-7371

中北 南アルプス市 シャインクリーン
代金の5%引き

全国共通：同特典内容
○ 055-207-3835

中北 南アルプス市 マクドナルド 南アルプスガーデン店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 055-284-7560

中北 南アルプス市 こども　英語　ラボ花輪裕子パーティ 体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 055-282-6558

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　Aコープ甲西店
2千円以上お買い上げで、みのりカード50ポイント加算

全国共通：同特典内容
○ 055-288-7200

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　Aコープ白根店
2千円以上お買い上げで、みのりカード50ポイント加算

全国共通：同特典内容
○ 055-282-0661

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　南湖支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-284-0111

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　大井支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-282-3143

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　落合支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-282-3135

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　五明支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-282-1027

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　櫛形支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-282-2123

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　野之瀬支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-284-1661

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　小笠原支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-283-7151

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　豊支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-283-4311

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　鏡中條支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-282-3105

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　三恵支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-282-2103

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　八田支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-285-0511

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　西野支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-282-2131

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　百田支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-285-0433

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　源支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-285-0211

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　在家塚支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-282-2117

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　飯野支所
定期貯金・定期積金　店頭表示金利から0．05％プラス、ローン　基準金利から0．1％マイナス

ローンの利用には審査があります。
055-282-1236

中北 南アルプス市 南アルプス市農業協同組合　本所　金融課 ローン　基準金利から0．1％マイナス　ローンの利用には審査があります。 055-283-7121

中北 南アルプス市 東京靴流通センター　山梨櫛形店

カード提示で1足税抜1,000円以上の定価商品レジにて10％off

※他の割引券・企画との併用はできません。

※全国共通：同特典内容

○ 055-282-3674

中北 南アルプス市 オギノ　南アルプス八田店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、『やまなし子育て応援カード』と『オギノグリー

ンスタンプポイントカード』をご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイン

トカード5倍サービス致します。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとの併用はできません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・『やまなし子育て応援カード』や『ポイントカード』を提示し忘れ、またはお忘れの場合は上

記のサービスはできません。

055-244-7850

中北 南アルプス市 おかじま　白根店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-284-2611

中北 南アルプス市 おかじま　甲西店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-280-3711

中北 南アルプス市 株式会社メディコス
ドリンク1人1杯無料

※全国共通：同特典内容
○ 055-269-8153



中北 南アルプス市 ファミリーマート　南アルプス荊沢

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-280-1170

中北 南アルプス市 ファミリーマート　南アルプス古市場

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-280-8055

中北 南アルプス市 ファミリーマート　南アルプス小笠原

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-280-8123

中北 南アルプス市 ファミリーマート　南アルプス藤田
1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用
○ ○ 055-288-6301

中北 南アルプス市 ファミリーマート　南アルプス野牛島
1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用
○ ○ 055-280-0322

中北 北杜市 清里ポニー牧場
乗馬ご利用の方に動物のエサ1袋プレゼント

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-48-3405

中北 北杜市 自然派レストラン　美味小舎（うまごや）
お食事料金を5％OFF

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-48-3405

中北 北杜市 木工体験　木遊び舎
木工体験料金を5％OFF

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-48-3405

中北 北杜市 牧場通りの小さな旅籠　オーベルジュ
宿泊料金を10％OFF

全国共通：同特典内容
○ 0551-48-3405

中北 北杜市
有限会社　平成総合企画（抗酸化陶板浴　なご

みの家／野菜果物生産販売　なごみ農園／カタ

1、なごみギフトでのお買い物が30％割引

2、抗酸化陶板浴なごみの家でのご入浴時、中学生以下のお子様の陶板浴入浴代が無料
○ ○ 0551-42-3373

中北 北杜市 フジデンキ
you優カード　ポイント2倍

(但し　一部商品を除く）
○ ○ 0551-32-2213

中北 北杜市 石川時計メガネ店
やまなし子育て応援カードをご提示いただきますと、腕時計電池交換料（1000円～1500円）を、

500円割引いたします！
○ ○ 0551-32-2458

中北 北杜市 山梨中央銀行　須玉支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-42-2211

中北 北杜市 山梨中央銀行　長坂支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-32-3311

中北 北杜市 山梨中央銀行　小淵沢支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-36-2311

中北 北杜市 山梨中央銀行　武川支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-26-3031

中北 北杜市 山梨中央銀行　高根支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-47-4721

中北 北杜市 オギノ長坂店（きららシティS．C．）
【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し
0551-32-8100

中北 北杜市 アカシヤ
長坂you優ポイントカード　ポイント2倍進呈

長坂小学校体育着をご購入の方に粗品進呈
0551-32-5210

中北 北杜市 レストラン　森樹
小学生以下の子供さん連れ1家族につき、飲食2,000円以上の方に10％割引いたします（やまなし

子育て応援カードを必ずご持参下さい）
○ ○ 0551-36-3340

中北 北杜市 甲府信用金庫　長坂支店
個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対
○ ○ 0551-32-3235

中北 北杜市 フレッシュクリーニングすずや　大泉店
クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます
○ 0551-38-1237

中北 北杜市 フレッシュクリーニングすずや　須玉店
クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます
○ 0551-42-4755

中北 北杜市 フレッシュクリーニングすずや　若神子店
クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます
○ 0551-42-4746

中北 北杜市 フレッシュクリーニングすずや　武川店
クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます
○ 0551-26-3288

中北 北杜市 山梨県民信用組合　須玉支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-42-3311

中北 北杜市 山梨県民信用組合　武川支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-26-3311

中北 北杜市 山梨県民信用組合　長坂支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-32-2551

中北 北杜市 山梨県民信用組合　大泉支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-38-0311

中北 北杜市 ペンション　BooFooWoo
お子様向けパンの形作り体験の無料サービス

全国共通：同特典内容
○ 0551-48-3890

中北 北杜市 ペンション　ゲストイン　レキオ カード提示で宿泊費5％オフ 0551-38-8120

中北 北杜市 そばきり祥香
お一人様あたり大盛り、特盛り麺増量分サービス。

（一品、デザート、ドリンク、お土産注文の方対象）
○ ○ 0551-36-5745

中北 北杜市 道の駅南きよさと
フロンティアカレー100円引き

全国共通：同特典内容
○ 0551-20-7224

中北 北杜市 Sweets & Bread 麦の家 子育て応援カードを提示の上、500円以上の購入で素敵な自家製プレゼントを進呈します。 0551-38-1707

中北 北杜市 ガスト須玉インター店
キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）
○ ○ 0551-20-6009

中北 北杜市 美容室ハッピーハート長坂店
300円OFF

全国共通：同特典内容
○ 0551-32-8160

中北 北杜市 山水棲　龍淵　中華レストラン 龍淵スタンプカード2倍 0551-36-6111

中北 北杜市 セルバ白州エブリ店
子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。
○ ○ 0551-35-2780

中北 北杜市 SPOON　GARDEN
カード提出でお食事の方にプチデザートをサービス

全国共通：同特典内容
○ 0551-45-8666

中北 北杜市 北杜市泉温泉健康センター
カード提示で、大人100円割引

全国共通：同サービス内容
○ 0551-38-2611



中北 北杜市 TOYO(とよ）美容室
カット,店販商品カード提示で10％OFF

（事前にお電話にてご予約下さい。その際にカードご利用の有無をお伝え頂けると助かりま
○ 0551-36-3695

中北 北杜市 Astro English School
ご入会時、テキストブック1冊 10％off

全国共通：同特典内容
○ 090-2731-8773

中北 北杜市 オギノ須玉店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、『やまなし子育て応援カード』と『オギノグリー

ンスタンプポイントカード』をご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイン

トカード5倍サービス致します。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとの併用はできません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・『やまなし子育て応援カード』や『ポイントカード』を提示し忘れ、またはお忘れの場合は上

記のサービスはできません。

0551-42-3300

中北 北杜市 ファミリーマート　清里駅前

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-48-8003

中北 北杜市 ファミリーマート　北杜長坂日野春

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-32-1231

中北 北杜市 ファミリーマート　長坂駅前

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-32-0070

中北 甲斐市
甲府の夜景を一望できる温泉旅館　ホテル神の

湯温泉

大人人数分のフェイスタオル無料貸出。バスチェアー、温泉麦茶のサービス。お子様に人気のハ

ンバーグ、スパゲティー、エビフライなどの幼児食から。小さなお子様にはお粥もご用意。お食

事会場、または朝夕お部屋食でのご提供ができます。（プランにより）

0551-28-5000

中北 甲斐市 牛角響が丘店
カードご持参のご家族・グループにソフトドリンク1杯無料サービス

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-28-8200

中北 甲斐市 アピタ双葉店

毎月第一日曜日は、アピタ直営売場の子供衣料、子供肌着、子供靴、ベビー用品、文具玩具をレ

ジにて5％引き

※一部除外品がございます。専門店は対象外とさせていただきます。他の割引、円引企画との併

用はできません。

○ 0551-30-7111

中北 甲斐市 美容室　yukie
お子さんが3人いらっしゃる方に10％引きさせていただいています。

全国共通：同特典内容
○ 055-279-2081

中北 甲斐市 Mデンタルクリニック
歯ブラシプレゼント

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-277-3131

中北 甲斐市 火焔　双葉本店

ハラミ1皿サービス

（ご注文時にご提示お願いいたします）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-30-8889

中北 甲斐市 山梨中央銀行　南竜王支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-276-0511

中北 甲斐市 山梨中央銀行　竜王支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-276-0511

中北 甲斐市 山梨中央銀行　敷島支店 個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン） ○ ○ 055-277-2331

中北 甲斐市 オギノ西八幡店 【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ 055-240-8000

中北 甲斐市 オギノ双葉店 【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ 0551-28-8211

中北 甲斐市 メガネスーパー　ビバモール甲斐敷島店 メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％OFF（特価品は除く） ○ 055-267-2090

中北 甲斐市 イッツモア双葉店

1回のお買い物につき、2,000円以上（税抜）でモアカードポイント5倍進呈

※他のサービスとの併用はできません。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-28-7733

中北 甲斐市 山梨信用金庫　敷島支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-277-7511

中北 甲斐市 山梨信用金庫　玉幡支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-279-3511

中北 甲斐市 甲府信用金庫　竜王南支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-279-2171

中北 甲斐市 甲府信用金庫　敷島支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-277-5831

中北 甲斐市 甲府信用金庫　竜王支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-276-0211

中北 甲斐市 フレッシュクリーニングすずや　敷島店

クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます

全国共通：同特典内容

○ 055-277-8044

中北 甲斐市 ビッグエコー敷島店

［特典内容］室料10％OFF

※ビッグエコー会員料金との併用可能

※飲み放題・ドリンクバー付コース、パック、フリータイムはご利用代金の総額5％OFF

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-277-1515

中北 甲斐市 山梨県民信用組合　双葉支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0551-28-2311

中北 甲斐市 山梨県民信用組合　竜南支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-276-8131

中北 甲斐市 山梨県民信用組合　敷島支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-277-2510

中北 甲斐市 山梨県民信用組合　竜王支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-279-3111



中北 甲斐市 つぼ八　敷島店 お会計から10％割引 055-277-1528

中北 甲斐市 株式会社　土埃

イベント参加特典

・取扱い商品（主に県産野菜、米、農業支援チャリティーTシャツ）10％オフ

・体験型イベント参加料10％オフ

・お子様向け景品プレゼント（内容はその都度異なります。）

その他

・個人所有農地におけるコンサルタント（農地管理・鳥獣被害対策等）料10％オフ

・子育て支援・農業支援に関するイベントプロデュース相談無料

全国共通：同特典内容

○ 055-276-1777

中北 甲斐市 ダイトースターレーン

2ゲーム＋レンタルシューズ　または　3ゲーム（レンタルシューズ別）

￥1，050－

小学生以下のお子様には、お菓子プレゼント！！

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-28-3300

中北 甲斐市
タイトーFステーション　ラザウォーク甲斐双

葉モール棟

モール棟の特典　玉入れドンドンORレッツゴーサファリ1回無料

アミューズメント棟の特典　メダル30枚プレゼント

平日限定1カードにつき1日1回限定山梨ラザウォーク店のみ有効

0551-30-7270

中北 甲斐市 ガスト竜王店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-260-4512

中北 甲斐市 ガスト山梨敷島店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-267-3666

中北 甲斐市 オギノ竜王駅前店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

055-287-6040

中北 甲斐市 スマイル・ビューティサロン彩り
子供カット10％OFF　又は　グリーンスタンプ2倍

全国共通：同特典内容
○ 055-287-7336

中北 甲斐市 美容室ハッピーヘアー西八幡店
平日限定-300円OFF

全国共通：同特典内容
○ 055-276-8833

中北 甲斐市 chokon＊fuu

子育て応援カードご提示で施術料10%引き、発達障害児、障害児を育てていらっしゃるお母様、

ご家族様施術料10%引き

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0551-28-7008

中北 甲斐市 すたみな太郎　甲府昭和インター店
2019年7月より120分コース以上ご利用のお客様　グループ4名迄ソフトドリンク無料と平日、土

日ランチは5％引き・ディナーは10％引き
055-276-1129

中北 甲斐市 パルシステム山梨　甲斐センター

配送手数料特典；ベビー特典　母子手帳発行から1歳未満はご利用料金に関わらず0円　キッズ特

典　1歳から小学入学前(3月末)まで1回のご利用金額5,000円以上(税込)は0円

新規にご加入の方は、上記の特典の他、加入特典がもらえます。

新規加入者にはカード提示によりパルシステム特選プレゼント進呈

全国共通：同特典内容

○ 0120-28-5891

中北 甲斐市
カレーハウスCoCo壱番屋　甲府昭和インター

店

やまなし子育て応援カード提示枚数1枚につき、セットドリンク（オレンジジュース、アイスコー

ヒー、ウーロン茶、アイスカフェオレ） 1杯を無料サービス。
055-279-9331

中北 甲斐市 アプレシオ甲斐竜王店

カードのご提示で

1　新規入会金無料　　

2　ご利用料金から「100円値引き」

大人（中学生以上）1名様あたり、ご利用料金から100円（税込み）値引きいたします。

・1回のご提示により5名様まで

・1名様あたり500円（税込み）以上ご利用の場合

055-260-6011

中北 甲斐市 マクドナルド 双葉イツモア店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 0551-20-3744

中北 甲斐市 マクドナルド 20号竜王店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 055-240-8561

中北 甲斐市
こども　英語　ラボ万行恭子パーティ　甲斐双

葉園教室
体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 0551-28-5489

中北 甲斐市
こども　英語　ラボ万行恭子パーティ　ラザ

ウォーク甲斐双葉教室
体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 0551-28-5489

中北 甲斐市 (公社)日本3B体操協会　山梨県支部　岡崎万理
初回無料

連絡先：080-4718-5305
080-4718-5305

中北 甲斐市 吉野家　甲府バイパス竜王店 1食ご注文で味噌汁1杯無料 055-260-7533

中北 甲斐市 ほけんの窓口 甲斐敷島店 オリジナルキャラクターグッズを進呈 055-267-2040

中北 甲斐市 Happiness

お子様ネーム刺繍350円

（5枚以上の注文で1枚300円）

（お持ち込みの場合、刺繍がお入れできないと判断させていただく場合がございます。あらかじ

○ 055-287-6450

中北 甲斐市 回一堂鍼灸院

子育て応援カードの提示で500円割引で施術いたします

・お母さん（妊婦さん含む）

・お子さん（未就学児）

○ 055-244-3890

中北 甲斐市 甲斐カウンセリングルーム

1,000円引き

※ホームページ内の予約カレンダーよりご予約ください。

　(メールやビデオ通話にて応援カードの確認をさせていただきます。)

http://kai-

counseling.com

中北 甲斐市 BOOK OFF 山梨双葉響ヶ丘店
中古本　10％OFF

全国協賛：同サービス
0551-28-8177

中北 甲斐市 おかじま　敷島店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買い上げのお客様に当店発行のポイント

カードに5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-277-5211

http://kai-counseling.com/
http://kai-counseling.com/


中北 甲斐市 モスバーガー敷島山の手通り店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 055-277-8381

中北 甲斐市 シュープラザビバモール甲斐敷島店

カードご提示で1足1,000円（税抜）以上の定価商品レジにて10％off♪

※一部対象外の商品があります。また、他の割引企画・割引券との併用不可

※全国共通：同特典内容

○ 055-267-3011

中北 甲斐市 オギノ甲斐敷島店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、『やまなし子育て応援カード』と『オギノグリー

ンスタンプポイントカード』をご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイン

トカード5倍サービス致します。

055-244-6133

中北 甲斐市 ファミリーマート　甲斐竜王

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

○ ○ 055-260-7307

中北 甲斐市 ファミリーマート　甲斐富竹新田

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

○ ○ 055-240-8012

中北 甲斐市 ファミリーマート　甲斐双葉龍地

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

○ ○ 0551-20-0288

中北 甲斐市 ファミリーマート　甲斐双葉塩崎

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

○ ○ 0551-20-0052

中北 甲斐市 ファミリーマート　敷島松島団地

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

○ ○ 055-267-2551

中北 甲斐市 （株）サンキャリーサービス
赤帽引越料金から10％割引

※全国共通：同特典内容
○ 055-279-3232

中北 甲斐市 幼児教室　アカデミアキッズ
入会金0円

全国共通:同特典内容
○ 055-279-3840

中北 甲斐市
ケンタッキーフライドチキン ラザウォーク甲斐

双葉店
全国共通:子育て応援カードのご提示でBOXポテトを半額で提供 ○ 0551-28-8812

中北 中央市 おもちゃのイチノセ

★ 毎週 土曜日・日曜日 ポイント2倍！！ ★

※500円お買い上げごとに、通常1ポイントのところ、2ポイント進呈いたします！

・他の割引券との併用はできません。

○ ○ 055-273-2270

中北 中央市 リバーシティショッピングセンター

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

055-273-7111

中北 中央市 株式会社ダスキンファイブ　メリーメイド お見積り（契約）金額の5％OFF 055-240-3131

中北 中央市 山梨中央銀行　流通センター支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-273-5544

中北 中央市 山梨中央銀行　田富支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-273-2512

中北 中央市 山梨中央銀行　医大前支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-273-1621

中北 中央市 オギノ田富店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

055-273-6211

中北 中央市 マツモトキヨシ豊富店
毎日お会計時にマツキヨポイント10P進呈します。

（タバコおよびポイント使用の場合は除かせていただきます）
055-269-4111

中北 中央市 イッツモア玉穂店

1回のお買い物につき、2,000円以上（税抜）でモアカードポイント5倍進呈

※他のサービスとの併用はできません。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-274-3900

中北 中央市
田富ウェルネスセンター＜リバーサイド整骨

院・リバーサイド鍼灸院＞
健康グッズプレゼント 055-267-6668

中北 中央市 山梨信用金庫　田富支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-274-5111

中北 中央市 甲府信用金庫　玉穂支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-274-3100

中北 中央市 甲府信用金庫　田富支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-273-2611

中北 中央市 山梨県民信用組合　田富支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-273-2508

中北 中央市 株式会社　旅工房
・旅行のお申込みを頂いた場合お子様に景品贈呈

全国共通：同特典内容
○ 055-274-2611



中北 中央市 オートステーションTATSUMi

1★車両購入(またはリース)時、地デジ内臓ナビプレゼント。更にガソリン満タン納車。

2★車検・法定点検ご入庫時、整備代金10％OFF。更にエンジンオイル交換無料(サービス)

3★エンジンオイル交換時、オイルエレメントサービス。

全国共通：同特典内容

○ 055-269-3400

中北 中央市 整体＆リラクゼーション　ボディコンフォート 女性のための骨盤矯正B-FRAP　初回50％OFF 055-274-1510

中北 中央市 ガスト山梨田富町店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-220-4004

中北 中央市 プリザーブドフラワー　なないろ
商品購入時やまなし子育て応援カードをご提示でプリザーブドフラワー商品5％OFF。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-268-3510

中北 中央市 整体院　なないろ
やまなし子育て応援カードを施術前に提示していただければ施術10分延長いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-268-3510

中北 中央市
美容室エンジョイ・ニューヨーク　リバーシ

ティ店

子供カット10％OFF　又は　グリーンスタンプ2倍

全国共通：同特典内容
○ 055-230-7581

中北 中央市 フェアトレードショップぱるはぴ

カードご提示者に全商品5％引き

(セール・特別価格品は除外)

全国共通：同特典内容

○ 055-274-7766

中北 中央市
こども　英語　ラボ花輪裕子パーティ　まみい

保育園教室
体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 055-282-6558

中北 中央市 (株)ナムコ　ナムコランドリバーシティ店

子育て応援カードを掲示して頂くと、ガラポン抽選に参加できます。（1日1回まで。小学生以下

が対象です）出て来た玉の色によって、ちょっとしたお菓子などが当たります♪

全国共通：同特典内容

○ 055-273-8977

中北 中央市 ベルエポック山梨中央店 5分延長無料サービス 055-267-7081

中北 中央市 BOOK　OFF PLUS田富昭和通り店
中古本・服　10％OFF

全国協賛：同サービス
055-278-6831

中北 中央市 シュープラザ　甲府リバーシティ店

カード提示で1足税抜1,000円以上の定価商品レジにて10％off

※他の割引券・企画との併用はできません。

※全国共通：同特典内容

○ 055-278-5110

中北 中央市 ワイモバイルイオンタウン山梨中央店

新規契約、機種変更契約時に、やまなし子育て応援カードのご提示で日用品もしくは500円分の

マックカードプレゼント♪

※全国共通：同特典内容

○ 070-6565-1216

中北 中央市 株式会社日本ネットワークサービス 南支局
CCNet新規お申し込み時に応援カード提示で、利用料1ヶ月免除

全国共通：同特典内容
○ 055-273-8111

中北 中央市 ファミリーマート　田富布施

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-278-5775

中北 中央市 ファミリーマート　田富リバーサイド

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-278-5431

中北 中央市 ファミリーマート　田富東花輪

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-240-3125

中北 昭和町 ビジネスサポート行政書士事務所
ドリンク1本とオリジナルメモ帳をプレゼント

全国共通：同特典内容
○ 055-233-0211

中北 昭和町
株式会社キタムラ　スタジオマリオ　甲府昭和

店

スタジオマリオ　フォトプチ5枚1セット　OR　手札プリント

※3,300円基本撮影料以上ご購入で、ご購入画像の中より1画像を選択。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-268-5550

中北 昭和町 すてないで　昭和店
毎日全商品5％引き(特価品、広告掲載商品は除く)

全国共通：同特典内容
○ 055-275-8101

中北 昭和町 洋服の青山　甲府昭和店

やまなし子育てカード提示で店内全品5％OFF

※他の割引券との併用一部不可

※洋服の青山（ザ・スーツ・カンパニーとキャラジャは除く）で利用可

全国共通：同特典内容

○ 055-268-1050

中北 昭和町 山梨中央銀行　昭和支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-275-5826

中北 昭和町 山梨中央銀行　ローンスクエア甲府支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-223-8081

中北 昭和町 (株)トヨタレンタリ-ス山梨　昭和店
レンタカ-基本料金10％引き、チャイルドシ-ト無料貸出（レンタカ-の利用に限り）ただし、p1、

w1、t0、t1クラス、各種キャンペ-ン商品は対象外
0120-75-0100

中北 昭和町 ファンタジースキッズガーデン甲府昭和店

ファンタジースキッズガーデンご利用時「子育て支援カード」提示で、モーリーファンクラブス

タンプが2倍！！

50スタンプで300円券に交換できます！！

※毎月20・30日はファンタジーデーでスタンプ2倍！

○ ○ 055-268-7820

中北 昭和町 季節Dining SIN
20%割引、ポイント2倍

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-288-0102

中北 昭和町 山梨信用金庫　昭和支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-275-4311

中北 昭和町 雑貨Soup.（ざっかすーぷ）
掲示で3%割引（割引品・ハンドメイド品を除く商品をいつでも☆）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-268-0418

中北 昭和町 モーリーファンタジー

メダル貸し出し1000円以上ご利用でメダル＋10枚(メダル貸し出しの前にスタッフまでお声かけく

ださい。)

毎月11日は、ご提示でファンクラブスタンプを5個プレゼント。

055-268-7820



中北 昭和町 山梨県民信用組合　昭和支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-275-2919

中北 昭和町 イオンモール甲府昭和 毎月11日は、子供衣料品　ベビー用品　ホビー　等　レジにて5％off 055-269-5100

中北 昭和町 眼鏡市場　甲府昭和店
メガネ・コンタクト・サングラス店頭価格より5％割引

（補聴器・備品を除く。全国共通：同特典内容）
○ 055-275-1858

中北 昭和町 つぼ八　昭和バイパス店 お会計から10％割引 0120-317-208

中北 昭和町 AOKI　甲府昭和総本店

お買い上げ総額から5％割引。（AOKI発行の他のクーポン券及びセットセールとの併用可能。他

の総額割引との併用不可。補正代・宅配代は対象外。）

全国共通：同特典内容

○ 055-275-5288

中北 昭和町 AOKI　田富リバーシティ店

お買い上げ総額から5％割引。（AOKI発行の他のクーポン券及びセットセールとの併用可能。他

の総額割引との併用不可。補正代・宅配代は対象外。）

全国共通：同特典内容

○ 055-268-0588

中北 昭和町 Aroma－space－nature

・アロマトリートメント

（全身、上半身、下半身、部分コースなど）

・フェイシャル

（ノーマル、イオン導入、鍼をささない美容鍼りコースなど）

055-230-4135

中北 昭和町 ステーキ宮　甲府昭和店

お会計より、3％引き

　※他サービス・割引券との併用不可

全国共通：同特典内容

○ 055-275-8501

中北 昭和町 カレーハウスCoCo壱番屋　中巨摩昭和通り店
やまなし子育て応援カード提示枚数1枚につき、セットドリンク（オレンジジュース、アイスコー

ヒー、ウーロン茶、アイスカフェオレ） 1杯もしくはフライドポテト1オーダーを無料サービス。
055-275-0525

中北 昭和町 アート引越センター

引越基本料金30％割引（車輌費＋人件費）

※3/20～4/10は、10％割引のみ

全国共通：同特典内容

○ 0120-012-305

中北 昭和町 マクドナルド 昭和通り飯喰店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 055-230-8428

中北 昭和町 マクドナルド 甲府昭和イトーヨーカドー店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 055-240-7188

中北 昭和町 保険見直し本舗 甲府昭和イトーヨーカドー店

◎無料保険相談された方に、ノベルティをプレゼント！（後日郵送）

※事前に電話・Web・店頭にて要予約

※プレゼント獲得目的のみと弊社判断の場合お断りさせていただく事もあります。

※他キャンペーン併用不可(ご紹介制度ご利用のお客様は、ご紹介制度を優先します）

055-268-6080

中北 昭和町 コートダジュール甲府昭和店

室料20％OFF(フリータイム・セット・パック・コースご利用時は総額5％OFF)！小学生以下の方

は室料無料！

全国共通：同特典内容

○ 055-268-6088

中北 昭和町 コートダジュール田富リバーシティ店

室料20％OFF(フリータイム・セット・パック・コースご利用時は総額5％OFF)！小学生以下の方

は室料無料！

全国共通：同特典内容

○ 055-240-7388

中北 昭和町 豚屋とん一　イオンモール甲府昭和

カードご提示1回につき、以下いずれか1つをプレゼント!

・からあげ2個無料

・味噌汁無料

・ごはん大盛無料

○ 078-333-7781

中北 昭和町 SPOON　Tea&Restaurant
カードの提示でお食事注文の方にプチデザートをサービス

全国共通：同特典内容
○ 055-235-9008

中北 昭和町 ベビーパーク　甲府昭和町教室

★育児勉強会＋体験レッスン 2回コース無料 （通常 8,000 円税抜）

★入室金無料（通常 15,000 円税抜）

※お申し込みの際に、「やまなし子育て応援カードを持っています。」とお申し出のうえ、教室

へお越しの際にカードをご提示下さい。

全国共通サービス：同内容

○ 0120-415-181

中北 昭和町 株式会社トップホームズ
カード持参で見学会参加・無料相談に申し込みの方に「マックカード」をプレゼント

全国共通サービス：同内容
○ 055-275-6077

中北 昭和町 デニーズ甲府昭和通り店
お食事代5％割引

全国協賛：同サービス
055-268-0081

中北 昭和町 TOTO甲府ショールーム
フレンドリーメニュー

（未就学児のいる世帯が外出に困らないような施設サービスです）
○ 0120-43-1010

中北 昭和町 和真ネガネ甲府昭和店

メガネ5％、コンタクト3％OFF。ご家族様にも適用。（一部除外品あり）

※他の割引券等との併用不可

お子様（18歳以下）保証：度数1年間無料（回数なし）交換、キズ・破損 特割1年間（1回）半額

にて対応

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○

中北 昭和町 モスバーガーイオンモール甲府昭和店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 055-269-5328

中北 昭和町 モスバーガー甲府昭和通り店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 055-268-0373

中北 昭和町 コメダ珈琲店　甲府昭和店
カード提示でミニソフトプレゼント

全国共通サービス、同特典
○ 055-288-8773

中北 昭和町 ファミリーマート　昭和町飯喰

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-268-6663

中北 昭和町 ファミリーマート　甲府昭和

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-268-5015

中北 昭和町 ファミリーマート　昭和バイパス

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-268-5010



中北 昭和町 ファミリーマート　甲府昭和インター北

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-221-0062

中北 昭和町 ファミリーマート　昭和国母

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-230-8155

中北 昭和町
ケンタッキーフライドチキン イトーヨーカドー

甲府昭和店
全国共通:子育て応援カードのご提示でBOXポテトを半額で提供 ○ 055-268-0724

中北 昭和町
ケンタッキーフライドチキン昭和バイパス飯喰

店
全国共通:子育て応援カードのご提示でBOXポテトを半額で提供 ○ 055-268-1080

峡東 山梨市 フルーツセンター
足湯、ロードトレインの利用について

子育て支援カード提示者本人とその子供及び家族の方の利用料は合計金額の半額
0553-23-5111

峡東 山梨市 ドコモショップ東山梨店

カードご提示でノベルティグッズプレゼント。※お一人様一回限りとなります。※数に限りがご

ざいます。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0120-633-346

峡東 山梨市 天真堂本店
文房具10％引き（但し、特価商品は除外）

全国共通：同特典内容
○ 0553-22-1441

峡東 山梨市 株式会社　奥井商工
給排水工事、設備機器の取替え工事など当店で行うすべての工事において、当店通常価格より5％

割引いたします。
0553-22-9025

峡東 山梨市 山梨中央銀行　日下部支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-22-1711

峡東 山梨市 山梨中央銀行　牧丘支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-35-3155

峡東 山梨市 山梨中央銀行　東山梨支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-23-3100

峡東 山梨市 山梨中央銀行　加納岩支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-22-8121

峡東 山梨市
メガネスーパー　山梨市ショッピングセンター

店

メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％OFF（特価品は除く）

※全国共通：同特典内容
○ 0553-21-8088

峡東 山梨市 オギノ山梨店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

0553-21-8111

峡東 山梨市 イッツモア山梨店

1回のお買い物につき、2,000円以上（税抜）でモアカードポイント5倍進呈

※他のサービスとの併用はできません。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-22-2365

峡東 山梨市 やまなしフルーツ温泉ぷくぷく
貸タオルセット320円を無料

全国共通：同特典内容
○ 0553-23-6026

峡東 山梨市 穴水(株)ドクタードライブ山梨店
ワックス洗車￥500割引

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-22-2951

峡東 山梨市
花かげの郷まきおか「道の駅」特産品・おみや

げコーナー

特産品・おみやげコーナーの商品5％引き（一部対象外商品あり）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-35-4780

峡東 山梨市 山梨市三冨交流促進センター「道の駅みとみ」
売店（特産品展示販売所）の商品5％引き（一部対象外商品あり）

全国共通：同特典内容
○ 0553-39-2580

峡東 山梨市 久渡の沢つり場
貸し堀1堀につきエサ（いくら）1パック無料

全国共通：同特典内容
○ 0553-39-2746

峡東 山梨市 山梨信用金庫　山梨支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

0553-23-2211

峡東 山梨市 有限会社　柳橋 信州牛乳1L毎日100円 0553-22-0452

峡東 山梨市 甲府信用金庫　山梨南支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-22-3911

峡東 山梨市 甲府信用金庫　加納岩支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-22-2331

峡東 山梨市 フレッシュクリーニングすずや　七日市場店

クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます

全国共通：同特典内容

○ 0553-39-8466

峡東 山梨市 ビッグエコー山梨市駅前店

［特典内容］室料10％OFF

※ビッグエコー会員料金との併用可能

※飲み放題・ドリンクバー付コース、パック、フリータイムはご利用代金の総額5％OFF

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-23-3315

峡東 山梨市 山梨県民信用組合　牧丘支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-35-3178

峡東 山梨市 山梨県民信用組合　山梨支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-22-1221



峡東 山梨市 手打ちうどん　みや
1，000円以上のご飲食で、飲食代から20％割引（お子さま同伴でご来店の際）

全国共通：同特典内容
○ 0553-22-8115

峡東 山梨市 中国料理　李白

商品全て50円引きとさせて頂きます

但し（飲み物を除く）

全国共通：同特典内容

○ 0553-22-2046

峡東 山梨市 つぼ八　山梨店 お会計から10％割引 0553-20-1528

峡東 山梨市 山梨CATV　　ふるーつねっと

カードご提示で粗品を差し上げます。※在庫状況により異なるノベルティのご提供となる場合が

ございます。

全国共通：同特典内容

○ 0553-22-6822

峡東 山梨市 はな鍼灸院
初診の方に火を使わないお灸プレゼント♪

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 090-7208-4609

峡東 山梨市 ガスト山梨万力店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-20-1007

峡東 山梨市 TOTAL INTERIOR 美咲

お見積もり（契約）金額の10％OFF

※クレジットカード可

TEL:080-4122－4477

全国共通：同特典内容

○ 055-339-8893

峡東 山梨市 山梨蒼療整院 応援カードお持ちの方:初回60分5,000円（税込）→4,000円（税込） 0553-23-5710

峡東 山梨市 食祭亭みかど

高校生団体割引 10名様以上のご利用でお会計から10%割引

お食事ご注文の際、大盛り無料(ライス、麺)

唐揚げご注文の際、増量サービス

0553-22-3304

峡東 山梨市 マクドナルド 山梨万力店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 0553-20-7136

峡東 山梨市 See:n N（シーン エヌ）
平日12：30～15：30の間にご予約の上、ご来店で炭酸泉サービス

全国協賛：同サービス
0553-31-9030

峡東 山梨市 おかじま　七日市場店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-20-1122

峡東 山梨市 ファミリーマート　山梨市駅前

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-23-3432

峡東 笛吹市 メガネ・ジュエリー・時計　カモシタ

応援カード提示時　お子様用メガネ 10％引き

（他の特典と併用の際は、5％引き）

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-262-3881

峡東 笛吹市 山梨中央銀行　石和支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-262-2281

峡東 笛吹市 山梨中央銀行　御坂支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-262-3012

峡東 笛吹市 山梨中央銀行　一宮支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-47-1133

峡東 笛吹市 山梨中央銀行　八代支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-265-2511

峡東 笛吹市 山梨中央銀行　春日居支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-26-4300

峡東 笛吹市 山梨中央銀行　富士見支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-262-0071

峡東 笛吹市 メガネスーパー　甲府バイパス石和店
メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％OFF（特価品は除く）

※全国共通：同特典内容
○ 055-263-1243

峡東 笛吹市 オギノ春日居店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

0553-26-6111

峡東 笛吹市 オギノ笛吹店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

055-261-7700

峡東 笛吹市 (株)トヨタレンタリ-ス山梨　石和温泉駅前店
レンタカ-基本料金10％引き、チャイルドシ-ト無料貸出（レンタカ-の利用に限り）ただし、p1、

w1、t0、t1クラス、各種キャンペ-ン商品は対象外
0120-27-0100

峡東 笛吹市 イッツモア一宮店

1回のお買い物につき、2,000円以上（税抜）でモアカードポイント5倍進呈

※他のサービスとの併用はできません。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-47-5400

峡東 笛吹市 春日居鍼灸整骨院 健康グッズプレゼント 0553-26-4200

峡東 笛吹市 眼鏡市場　石和店
メガネ・コンタクト・サングラス店頭価格より5％割引

（補聴器・備品を除く。全国共通：同特典内容）
○ 055-262-0506



峡東 笛吹市 山梨信用金庫　石和支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-262-4181

峡東 笛吹市 山梨信用金庫　石和南支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-262-0511

峡東 笛吹市 セルバ御坂店
子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-261-8077

峡東 笛吹市 セルバ笛吹境川店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ド(にこにこカード)に5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-266-8555

峡東 笛吹市 石和健康ランド

3歳以上小学生までのお子様に館内ゲームコーナーにてご利用いただけるメダル20枚引換券（当日

限り有効）をフロントにてお渡しします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-263-7111

峡東 笛吹市 甲府信用金庫　石和支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-263-9393

峡東 笛吹市 甲府信用金庫　笛吹支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-26-3361

峡東 笛吹市 山梨県民信用組合　石和支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-262-3635

峡東 笛吹市 山梨県民信用組合　御坂支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-263-0131

峡東 笛吹市 クリーニング屋　せんたくん
全商品10％引き（サービスデー、割引券の併用は不可）

全国共通：同特典内容
○ 055-262-8866

峡東 笛吹市 すてないで　一宮店
毎日全商品5％引き(特価品、広告掲載商品は除く)

全国共通：同特典内容
○ 0553-39-9600

峡東 笛吹市 イオン石和店
毎月11日対象商品5％割引　

対象商品：ベビー用品、子供衣料、おもちゃ、ゲームソフト（本体除く）、文具
055-263-8021

峡東 笛吹市 げんたのやさい

季節の6種類やさいセットをレギュラーサイズ通常2000円→1800円・ハーフサイズ通常1200円→

1100円にてご自宅までお届けいたします。

全国共通：同特典内容

○

峡東 笛吹市 AOKI　石和店

お買い上げ総額から5％割引。（AOKI発行の他のクーポン券及びセットセールとの併用可能。他

の総額割引との併用不可。補正代・宅配代は対象外。）

全国共通：同特典内容

○ 055-263-9288

峡東 笛吹市 タイヤ館いちのみや オイル、バッテリーが通常価格より5％オフ。（工賃、特売品除く、他割引との併用不可） 0553-20-5200

峡東 笛吹市 ガスト石和駅前通店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-261-5012

峡東 笛吹市 パルシステム山梨　一宮センター

配送手数料特典；ベビー特典　母子手帳発行から1歳未満はご利用料金に関わらず0円　キッズ特

典　1歳から小学入学前(3月末)まで1回のご利用金額5,000円以上(税込)は0円

新規にご加入の方は、上記の特典の他、加入特典がもらえます。

新規加入者にはカード提示によりパルシステム特選プレゼント進呈

全国共通：同特典内容

○ 0120-21-9898

峡東 笛吹市 茜どき　石和店 お会計から10％割引 0120-913-978

峡東 笛吹市 マクドナルド 石和店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 055-263-7645

峡東 笛吹市 マクドナルド 石和アピタ店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 055-261-2075

峡東 笛吹市 こども　英語　ラボ鈴木直子パーティ 体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 055-262-5015

峡東 笛吹市 新世紀産業株式会社
査定した買取価格より5％UPした買取価格で廃車買取いたします。

※車検がある車、車検が無い車、事故車、放置車両でも特典は利用できます。
055-287-6158

峡東 笛吹市 オギノ理容院

幼児　　　　通常価格カット1,500円→1,400円（プレゼント付き）

小中学生　通常価格カット・顔そり・シャンプー付2,800円→2,000円

大人　　　　通常価格カット・シャンプー付3,300円→2,800円

全国共通：同特典内容

○ 0553-26-2252

峡東 笛吹市 コメダ珈琲　石和店
カード提示でミニソフトプレゼント

全国共通サービス：同特典
○ 055-298-6660

峡東 笛吹市 ほっかほっか亭　春日居店 アンパンマンジュース1本プレゼント 0553-26-5577

峡東 笛吹市 アピタ石和店

毎月第一日曜日は、アピタ直営売場の子供衣料、子供肌着、子供靴、ベビー用品、文具玩具をレ

ジにて5％引き

※一部除外品がございます。専門店は対象外とさせていただきます。他の割引、円引企画との併

用はできません。

055-261-8311

峡東 笛吹市 ドン・キホーテいさわ店
お会計時にガチャガチャ(おやつ)が出来るメダル贈呈

全国共通：同サービス
○ 055-261-8211

峡東 笛吹市 BOOK OFF 20号山梨石和広瀬店
中古本・服　10％OFF

全国共通：同サービス
○ 055-261-6230

峡東 笛吹市 東京靴流通センター　石和店

カード提示で1足税抜1,000円以上の定価商品レジにて10％off

※他の割引券・企画との併用はできません。

※全国共通：同特典内容

○ 055-263-2633

峡東 笛吹市 felice～フェリーチェ美容室～
★美容院内に託児ルームあり！保母さんが施術中のお子様をお預かりします★

全国共通：同特典内容
○ 055-261-2239

峡東 笛吹市 エステサロンviage～ヴィアージュ～
★施術中はお子様を託児ルーム（保母さんが面倒をみます）にお子様をお預けになれます★

全国共通：同特典内容
○ 055-262-2070



峡東 笛吹市 たつざわ音楽教室 入会金1000円off 090-1532-3210

峡東 笛吹市 モスバーガー石和店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 055-262-7472

峡東 笛吹市 ふえふき針灸マッサージ治療院
マッサージ　15分1000円

※全国共通：同特典内容
○

峡東 笛吹市 株式会社日本ネットワークサービス 東支局
CCNet新規お申し込み時に応援カード提示で、利用料1ヶ月免除

全国共通：同特典内容
○ 055-262-7111

峡東 笛吹市 ファミリーマート　笛吹一宮

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-47-7311

峡東 笛吹市 ファミリーマート　石和窪中島

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-261-7825

峡東 笛吹市 ファミリーマート　宇野御坂町

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 055-264-2773

峡東 笛吹市 ファミリーマート　石和町市部
1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用
○ ○ 055-261-7131

峡東 笛吹市 ファミリーマート　境川PA下り
1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用
○ ○ 055-220-5705

峡東 笛吹市 ファミリーマート　石和町松本
1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用
○ ○ 055-261-7677

峡東 笛吹市 アカデミアキッズ石和教室
入会金0円

全国共通:同特典内容
○ 055-261-5051

峡東 笛吹市 市部のゆうき整骨院 骨盤矯正&内臓整体（内臓調整）10%OFF 055-263-7002

峡東 甲州市 天真堂書店　塩山店
文房具10％引き（但し、特価商品は除外）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-33-1110

峡東 甲州市 昭和堂　メガネ・時計・宝石・補聴器
全品、現金支払い時7％割引、クレジットカード支払い時3％割引。

（ただし、他割引券は併用不可。一部対象外商品がございます。）
○ ○ 0553-32-1325

峡東 甲州市 株式会社　夢や
新築・増改築の方に、甲州市商工会のハッピーシールを進呈

全国共通：同特典内容
○ 0553-33-3694

峡東 甲州市 山梨中央銀行　塩山支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-33-3211

峡東 甲州市 山梨中央銀行　勝沼支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-44-1133

峡東 甲州市 オギノ甲州店
【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し
0553-32-8100

峡東 甲州市 オギノ塩山店
【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し
0553-32-1121

峡東 甲州市 いちやまマート塩山店

1回のお買い物につき、2,000円以上（税抜）でモアカードポイント5倍進呈

※他のサービスとの併用はできません。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-33-2173

峡東 甲州市 山梨信用金庫　塩山支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

0553-33-5211

峡東 甲州市 甲府信用金庫　塩山支店

個人ローン融資利率を0.3％優遇

※「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦が対

象となります。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-33-3233

峡東 甲州市 ビッグエコー塩山店

［特典内容］室料10％OFF

※ビッグエコー会員料金との併用可能

※飲み放題・ドリンクバー付コース、パック、フリータイムはご利用代金の総額5％OFF

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-332-3010

峡東 甲州市 山梨県民信用組合　塩山支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-32-3223

峡東 甲州市 山梨県民信用組合　勝沼支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0553-44-1221

峡東 甲州市 おさかな屋　きたいさん

さかな屋では、合計金額の1割引

飲食店では、ご家族全員に、ソフトドリンク1杯サービス

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-33-7225

峡東 甲州市 ガスト塩山店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-20-2513

峡東 甲州市 マクドナルド 塩山店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 0553-32-1557

峡東 甲州市 東京靴流通センター　塩山店

カード提示で1足税抜1,000円以上の定価商品レジにて10％off

※他の割引券・企画との併用はできません。

※全国共通：同特典内容

○ 0553-32-3159

峡東 甲州市 おかじま　甲州店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-39-8835

峡東 甲州市
リラクゼーション&エステスペース Okuda

Salon

子育て支援カード特別コース ママ'sリラクゼーションコース ￥3000

ご希望の部位をご相談しながら、施術します。

※全国共通：同特典内容

※完全予約制※

○ 050-5372-5034



峡東 甲州市 みやけ鍼灸整骨院

疲労回復整体　通常6600円→5000円　

　　　　　　　回数券10回　50000→40000円　

鍼灸治療　　　通常7700円→6000円

小児鍼　通常500円→300円

※全国共通・同特典内容

○ 0553-39-8283

峡東 甲州市 ファミリーマート　塩山小屋敷

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-32-6331

峡東 甲州市 ファミリーマート　甲州塩山

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0553-20-2511

峡東 甲州市 みやけ巻き爪矯正院

巻き爪矯正　通常6600円→5500円

　　　　　　初回4980円

※全国共通・同特典内容

○ 0553-39-8283

峡東 甲州市 ケンタッキーフライドチキン甲州塩山店 全国共通:子育て応援カードのご提示でBOXポテトを半額で提供 ○ 0533-32-6300

峡南 市川三郷町 芦沢カメラ店

☆あったかカードポイント2倍☆

カラープリント・デジカメプリント・スマホプリント　（L~A3）　

その他　取扱商品　

● フォトブック　　　● イヤ―アルバム　 ● シャッフルプリント

● マスキングテープ　● アルバム      　　 ● フレーム

● はがき印刷各種　　　　● 写真付き年賀状　　　　  ● スタジオ撮影(サービス撮影あり)

● フジフィルムアスタリフト化粧品

◎「我が家の王様」写真展　フジフィルム「3万人の写真展」の応募取り扱い　

◎ アルバムカフェ開催

全国共通：同特典内容

○ 055-272-0539

峡南 市川三郷町 山梨中央銀行　市川支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 055-272-1121

峡南 市川三郷町 山梨中央銀行　六郷支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0556-32-2125

峡南 市川三郷町 山梨信用金庫　市川支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

055-272-2121

峡南 市川三郷町 セルバ市川三郷店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-272-7122

峡南 市川三郷町 山梨県民信用組合　市川支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 055-272-1654

峡南 市川三郷町 こども　英語　ラボ村松智子パーティ 体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 055-272-8526

峡南 南部町 山梨中央銀行　南部支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0556-64-3141

峡南 南部町 オギノCarrot南部店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

0556-64-5010

峡南 富士川町 月禾堂(げっかどう)

「手づくりおもちゃあそび」のパンフレットをさしあげます。クリスマスを楽しむ素材や、日本

の伝統的なおもちゃ、冬休みの工作のヒントが満載。やまなし子育て応援カードを撮影して写

メールで送って下さい。Eメールの宛先はgekkado.amemiya@ezweb.ne.jpまで。子ども向けイベ

ント主催の方も、ご連絡下さい。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0556-22-0445

峡南 富士川町 火焔　増穂店

ハラミ1皿サービス

（ご注文時にご提示お願いします）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0556-20-8889

峡南 富士川町 山梨中央銀行　鰍沢支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0556-22-1141

峡南 富士川町 山梨中央銀行　青柳支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0556-22-2141

峡南 富士川町 山梨信用金庫　増穂支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

0556-22-3311

峡南 富士川町 フレッシュクリーニングすずや　増穂店

クリーニング通常料金より全品20％割引

ただし特殊品等は除きます

全国共通：同特典内容

○ 0556-22-8440

峡南 富士川町 ビッグエコー増穂店

［特典内容］室料10％OFF

※ビッグエコー会員料金との併用可能

※飲み放題・ドリンクバー付コース、パック、フリータイムはご利用代金の総額5％OFF

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0556-22-7003

峡南 富士川町 山梨県民信用組合　鰍沢支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0556-22-4511

峡南 富士川町 オギノ富士川店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプポイントカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイントカード3

倍サービス致します。

【注意事項】

・他のポイントサービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

0556-48-8600



峡南 富士川町 ガスト山梨増穂店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0556-20-1002

峡南 富士川町 マクドナルド 増穂店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 0556-20-6121

峡南 富士川町 ベーカリーデッセム
自社製品10％引き

(ご来店の場合のみ　※通販は対象外※)
0556-42-8208

富士･

東部地

域

富士吉田市
株式会社キタムラ　スタジオマリオ　富士吉田

店

スタジオマリオ　フォトプチ5枚1セット　OR　手札プリント

※3,300円基本撮影料以上ご購入で、ご購入画像の中より1画像を選択。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-21-1135

富士･

東部地

域

富士吉田市 洋服の青山　富士吉田店

やまなし子育てカード提示で店内全品5％OFF

※他の割引券との併用一部不可

※洋服の青山（ザ・スーツ・カンパニーとキャラジャは除く）で利用可

全国共通：同特典内容

○ 0555-24-5201

富士･

東部地

域

富士吉田市 山梨中央銀行　吉田支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-22-3100

富士･

東部地

域

富士吉田市 山梨中央銀行　明見支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-22-3136

富士･

東部地

域

富士吉田市 山梨中央銀行　竜ヶ丘支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-24-7811

富士･

東部地

域

富士吉田市 山梨中央銀行　ローンスクエア富士吉田
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-24-3441

富士･

東部地

域

富士吉田市 オギノ富士吉田店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

0555-21-2000

富士･

東部地

域

富士吉田市 メガネスーパー　下吉田・富士見バイパス店
メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％OFF（特価品は除く）

※全国共通：同特典内容
○ 0555-20-1550

富士･

東部地

域

富士吉田市 いちやまマート城山店

1回のお買い物につき、2,000円以上（税抜）でモアカードポイント5倍進呈

※他のサービスとの併用はできません。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 05555-223-1531

富士･

東部地

域

富士吉田市 富士急ハイランド
現行フリーパス：（大人）6,200円→6,100円（中高生）5,700円→5,600円（小学生）4,500円→

4,400円（1歳から未就学児・65歳以上）2,100円→2,000円
0555-23-2111

富士･

東部地

域

富士吉田市 セルバ富士吉田店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-24-3644

富士･

東部地

域

富士吉田市 眼鏡市場　富士吉田店
メガネ・コンタクト・サングラス店頭価格より5％割引

（補聴器・備品を除く。全国共通：同特典内容）
○ 0555-24-2848

富士･

東部地

域

富士吉田市 山梨信用金庫　富士吉田支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

0555-22-5161

富士･

東部地

域

富士吉田市 山梨信用金庫　松山支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

0555-22-3231

富士･

東部地

域

富士吉田市 藍屋　富士吉田店
2000円以上で500円値引き

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-23-8060

富士･

東部地

域

富士吉田市 ロイヤルホスト富士吉田店
カード掲示で飲食代金10％割引（売店商品除く）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-22-2460

富士･

東部地

域

富士吉田市 山梨県民信用組合　富士吉田支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-23-4151

富士･

東部地

域

富士吉田市 タイヤ館吉田
メンテナンス品10％オフ♪（特価品、セット品を除く）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-24-7120

富士･

東部地

域

富士吉田市 ニチイ富士吉田校 通学又は通学+通信講座の講座（医療・介護・福祉）　⇒　受講料5％割引 055-222-8233

富士･

東部地

域

富士吉田市 すてないで　富士吉田店
毎日全商品5％引き(特価品、広告掲載商品は除く)

全国共通：同特典内容
○ 0555-20-1666

富士･

東部地

域

富士吉田市 都留信用組合 本店営業部

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-22-2131

富士･

東部地

域

富士吉田市 都留信用組合 新西原支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-22-8118



富士･

東部地

域

富士吉田市 都留信用組合 富士見町支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-24-3511

富士･

東部地

域

富士吉田市 都留信用組合 大明見支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-22-6131

富士･

東部地

域

富士吉田市 都留信用組合 富士吉田南支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-24-3733

富士･

東部地

域

富士吉田市 都留信用組合 竜ヶ丘支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-24-2131

富士･

東部地

域

富士吉田市 都留信用組合 上吉田支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-23-4821

富士･

東部地

域

富士吉田市 都留信用組合 明見支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-23-2360

富士･

東部地

域

富士吉田市 AOKI　富士吉田店

お買い上げ総額から5％割引。（AOKI発行の他のクーポン券及びセットセールとの併用可能。他

の総額割引との併用不可。補正代・宅配代は対象外。）

全国共通：同特典内容

○ 0555-24-6188

富士･

東部地

域

富士吉田市 へだもんカーライフステーション
給油時特別現金割引！店頭割引よりガソリン・軽油を特別値引きにて給油致します

全国共通：同特典内容
○ 0555-22-3530

富士･

東部地

域

富士吉田市 ガスト富士吉田店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-20-1711

富士･

東部地

域

富士吉田市 ガスト富士吉田松山店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-20-1019

富士･

東部地

域

富士吉田市 美容室パームス下吉田店
子供カット10％OFF　又は　グリーンスタンプ2倍

全国共通：同特典内容
○ 0555-22-1121

富士･

東部地

域

富士吉田市 マックハウスSSF　富士吉田店

平日　ポイント3倍

（他のポイント施策との併用はできません。施策は予告なく変更する場合がございます。）

※全国共通：同サービス

○ 0555-21-1811

富士･

東部地

域

富士吉田市 カレーハウスCoCo壱番屋　富士吉田店
やまなし子育て応援カード提示枚数1枚につき、お子様カレーをご注文の方にカプセルトイかお菓

子をダブルでプレゼント
0555-20-0001

富士･

東部地

域

富士吉田市 ビッグエコー富士吉田店

室料10％OFF

※ビッグエコー会員料金との併用可能

※飲み放題・ドリンクバー付コース、パック、フリータイムはご利用代金の総額5％OFF

富士･

東部地

域

富士吉田市 マクドナルド 139富士吉田店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 0555-24-4221

富士･

東部地

域

富士吉田市 マクドナルド 139富士見バイパス店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 0555-24-6701

富士･

東部地

域

富士吉田市 こども　英語　ラボ中村薫パーティ 体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 0555-24-0132

富士･

東部地

域

富士吉田市
こども　英語　ラボ中村薫パーティ　聖徳幼稚

園教室
体験参加された時、すてきな英語の歌CDプレゼント 0555-24-0132

富士･

東部地

域

富士吉田市 セルバ本店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-24-6645

富士･

東部地

域

富士吉田市 コメダ珈琲　富士吉田店
カード提示でミニソフトプレゼント

全国共通サービス：同特典
○ 0555-72-8952

富士･

東部地

域

富士吉田市 ドン・キホーテ河口湖インター店 1000円以上(税抜)お買い上げで100円引き 0555-21-2311

富士･

東部地

域

富士吉田市 BOOK OFF 富士吉田店
中古本　10％OFF

全国協賛：同サービス
0555-22-6711

富士･

東部地

域

富士吉田市 シュープラザ富士吉田店

カード提示で1足税抜1,000円以上の定価商品レジにて10％off

※他の割引券・企画との併用はできません。

※全国共通：同特典内容

○ 0555-24-8855

富士･

東部地

域

富士吉田市 モスバーガー富士急ハイランド店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 0555-24-0443

富士･

東部地

域

富士吉田市 モスバーガー下吉田店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 0555-24-0944

富士･

東部地

域

富士吉田市 モスバーガー富士山駅前店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 0555-24-5287

富士･

東部地

域

富士吉田市 ときわ台接骨院
貼り薬1袋をプレゼント♪

※全国共通：同特典内容
○ 0555-28-5775

富士･

東部地

域

富士吉田市 ファミリーマート　上吉田昭和通り

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-20-1530



富士･

東部地

域

富士吉田市 ファミリーマート　河口湖インター

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-20-1178

富士･

東部地

域

富士吉田市 ファミリーマート　おひめ坂通り

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-20-1288

富士･

東部地

域

富士吉田市 ファミリーマート　かぶとや赤富士通り

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-30-0510

富士･

東部地

域

富士吉田市
アロマトリートメントサロン　Toitver～トワ

ヴェール
選べるプチ体験15分無料

https://toitvertm.

wixsite.com/mysit

e

富士･

東部地

域

富士吉田市 おそうじ本舗　富士河口湖店

お見積(ご契約)金額の5%割引

全国共通／同特典内容

※除菌キャンペーン

浴室配管の追い焚きクリーニング10%割引

○ 0120-542-058

富士･

東部地

域

都留市 ナカムラ薬局
JOVYカード（自店オリジナル）または　わくわくカード　に　ポイント3倍

全国共通：同特典内容
○ 0554-43-1177

富士･

東部地

域

都留市 カメラタイム（有）

■お買物100円ごとに、わくわくカードの「ポイント2倍」進呈（通常は100円毎に1ポイント）

■「プレミアム付商品券」使えます。（わくわくカードのポイントも貯まります）

■PayPay使えます。（わくわくカードのポイントも貯まります）

全国共通：同特典内容

○ 0554-43-1337

富士･

東部地

域

都留市 スーパーウスイ
土曜日・日曜日はポイント2倍サービス！

全国共通：同特典内容
○ 0554-43-2892

富士･

東部地

域

都留市 都留ファミリーボウル
ゲーム料金を会員料金（50円引き）とする。

全国共通：同特典内容
○ 0554-43-2121

富士･

東部地

域

都留市 ハヤカワ薬局 応援カード提示にて、わくわくカードポイント3倍 0554-43-2845

富士･

東部地

域

都留市 不二家都留桂店 全品5％割引 0554-45-0005

富士･

東部地

域

都留市 山梨中央銀行　都留支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0554-43-2151

富士･

東部地

域

都留市 山梨中央銀行　禾生支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0554-45-3551

富士･

東部地

域

都留市 メガネスーパー　都留・田野倉店
メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％OFF（特価品は除く）

※全国共通：同特典内容
○ 0554-46-0055

富士･

東部地

域

都留市 オギノ都留店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

・他のポイント倍付サービスとは一緒に使用できません。

・優待セール、ギフト、その他特定倍率期間、あるいはオギノが指定した特定の期間及び商品

は、上記のサービスはできません。

・やまなし子育て応援カードやポイントカードを提示し忘れ、またはお忘れの場合は上記のサー

ビスはできません。

0554-46-5600

富士･

東部地

域

都留市 ヤマザキショップ桂町店 つるわくわくカード　ポイント2倍 0554-43-2428

富士･

東部地

域

都留市 山梨信用金庫　谷村支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

0554-43-1161

富士･

東部地

域

都留市 山梨県民信用組合　都留支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0554-43-4151

富士･

東部地

域

都留市 山梨県民信用組合　都留文科大学前支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0554-43-7351

富士･

東部地

域

都留市 山梨県民信用組合　下谷支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0554-45-3151

富士･

東部地

域

都留市 すてないで　都留店
毎日全商品5％引き(特価品、広告掲載商品は除く)

全国共通：同特典内容
○ 0554-45-1555

富士･

東部地

域

都留市 フォトプラザTSURU

オギノグリーンスタンプポイントカードまたはつるワクワクカードの

ポイントが2倍になります

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-20-8030

富士･

東部地

域

都留市 都留信用組合 禾生支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-45-7121

富士･

東部地

域

都留市 都留信用組合 上谷支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-45-2131

富士･

東部地

域

都留市 都留信用組合 谷村支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-43-2131



富士･

東部地

域

都留市 都留信用組合 桂支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-43-4115

富士･

東部地

域

都留市 ガスト都留店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-20-3505

富士･

東部地

域

都留市 美容室グレイス田野倉店
-300円OFF

全国共通：同特典内容
○ 0554-45-8633

富士･

東部地

域

都留市 マクドナルド 都留店

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SとドリンクSとおもちゃ)を特

別価格でご提供

全国共通：同特典内容

○ 0554-45-3183

富士･

東部地

域

都留市 メガネストアー都留店

メガネ・補聴器・コンタクトお買上時、現金支払い10％引き、カード支払い5％引き。（広告の

品・備品除く。他の割引券との併用不可）

全国共通：同特典内容

○ 0554-45-3868

富士･

東部地

域

都留市 東京靴流通センター　都留店

カード提示で1足税抜1,000円以上の定価商品レジにて10％off

※他の割引券・企画との併用はできません。

※全国共通：同特典内容

○ 0554-45-0069

富士･

東部地

域

都留市 モスバーガー都留文大前店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 0554-43-8113

富士･

東部地

域

都留市 おかじま　都留店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-43-7255

富士･

東部地

域

都留市 OHANA 310kitchen
1000円以上購入でカップ綿菓子1点サービス

※全国共通：同特典内容
○ 090-2742-3100

富士･

東部地

域

都留市 カワノ自動車

子育て応援カードをご提示いただいたお客さまの車検・点検・修理などの作業代からお支払方法

がクレジットカードまたは電子マネーのお客さまは5％、現金のお客さまは10％割引させていただ

きます。

全国共通：同特典内容

○ 0554-48-2570

富士･

東部地

域

都留市 ファミリーマート　都留文科大入口

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-46-5350

富士･

東部地

域

都留市 ファミリーマート　都留インター

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-46-4006

富士･

東部地

域

都留市 ファミリーマート　かぶとや都留

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-45-1855

富士･

東部地

域

大月市 バイクショップダイモン
カードをご提示いただいたお客様に限り、修理工賃または整備工賃を5％割引いたします。（但

し、同じ日に複数回ご利用の場合の割引特典は1回のみです。）
0554-26-3070

富士･

東部地

域

大月市 山梨中央銀行　大月支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0554-22-3111

富士･

東部地

域

大月市 山梨中央銀行　猿橋支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0554-22-2421

富士･

東部地

域

大月市 (株)トヨタレンタリ-ス山梨　大月駅前店
レンタカ-基本料金10％引き、チャイルドシ-ト無料貸出（レンタカ-の利用に限り）ただし、p1、

w1、t0、t1クラス、各種キャンペ-ン商品は対象外
0554-30-0100

富士･

東部地

域

大月市 大屋ホームサービス　おそうじクラブ

お見積り（契約）金額の10％OFF

もしくはエアコンクリーニング1台￥8,000（税抜）

※エアコンはお掃除機能が付いてないものに限ります。

全国共通：同特典内容

○ 0554-67-8110

富士･

東部地

域

大月市 山梨信用金庫　大月支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

0554-22-1161

富士･

東部地

域

大月市 山梨信用金庫　猿橋支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

0554-22-2161

富士･

東部地

域

大月市 都留信用組合 猿橋支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-22-1333



富士･

東部地

域

大月市 都留信用組合 大月支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-22-1333

富士･

東部地

域

大月市 YCSC
カード持参のお客様、自動車鈑金塗装1割引き

全国共通：同特典内容
○ 0120-030-170

富士･

東部地

域

大月市 猿橋カーライフステーション
給油時特別現金割引！店頭割引よりガソリン・軽油を特別値引きにて給油致します

全国共通：同特典内容
○ 0554-23-1141

富士･

東部地

域

大月市 ガスト大月店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-20-1007

富士･

東部地

域

大月市 ビッグエコー　大月店

室料10％OFF

※ビッグエコー会員料金との併用可能

※飲み放題・ドリンクバー付コース、パック、フリータイムはご利用代金の総額5％OFF

0554-23-2829

富士･

東部地

域

大月市 ファミリーマート　大月インター

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-20-1330

富士･

東部地

域

上野原市 山梨中央銀行　上野原支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0554-63-1101

富士･

東部地

域

上野原市 オギノ上野原店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

0554-30-2000

富士･

東部地

域

上野原市 山梨信用金庫　上野原支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

0554-62-5101

富士･

東部地

域

上野原市 都留信用組合 上野原支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-62-5311

富士･

東部地

域

上野原市 本町整骨院
赤ちゃんグッズプレゼント

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0554-62-2525

富士･

東部地

域

上野原市 ドラッグストア　マツモトキヨシ上野原店
毎日お会計時にマツキヨポイントを10P進呈します。

（タバコ及びポイント使用の場合は除かせていただきます）
0554-62-1166

富士･

東部地

域

上野原市 メガネストアー上野原店

メガネ・補聴器・コンタクトお買上時、現金支払い10％引き、カード支払い5％引き。（広告の

品・備品除く。他の割引券との併用不可）

全国共通：同特典内容

○ 0554-62-6288

富士･

東部地

域

上野原市 ファミリーマート　上野原新田

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0554-62-6018

富士･

東部地

域

西桂町 山梨中央銀行　身延支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0556-62-1131

富士･

東部地

域

西桂町 山梨中央銀行　小沼支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-25-2211

富士･

東部地

域

西桂町 オギノCarrot中富店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

0556-42-3711

富士･

東部地

域

西桂町 マツモトキヨシ西桂店
毎日お会計時にマツキヨポイントを10P進呈します。

（タバコ及びポイント使用の場合は除かせていただきます）
0555-29-2010

富士･

東部地

域

西桂町 マツモトキヨシ西島店
毎日お会計時にマツキヨポイントを10P進呈します。

（タバコ及びポイント使用の場合は除かせていただきます）
0556-42-6122

富士･

東部地

域

西桂町 セルバみのぶ店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0556-42-6111

富士･

東部地

域

西桂町 山梨県民信用組合　身延支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0556-62-1125



富士･

東部地

域

西桂町 山梨県民信用組合　中富支店
個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0556-42-4455

富士･

東部地

域

西桂町 カーショップツルタ西桂店
毎日全品5％引き（特価品、広告掲載商品は除く）

全国共通：同特典内容
○ 0555-25-3525

富士･

東部地

域

西桂町 都留信用組合 小沼支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-25-2131

富士･

東部地

域

西桂町 美容室　Phat（ファット）

ポイントが貯まるとシャンプープレゼント*\(^o^)/*

応援カード提示で次回有効期限あり￥500引きチケット差し上げます

お友達紹介で10%OFF☆彡

※他の割引きと併用不可

0555-73-8737

富士･

東部地

域

西桂町 パルシステム山梨　西桂センター

配送手数料特典；ベビー特典　母子手帳発行から1歳未満はご利用料金に関わらず0円　キッズ特

典　1歳から小学入学前(3月末)まで1回のご利用金額5,000円以上(税込)は0円

新規にご加入の方は、上記の特典の他、加入特典がもらえます。

新規加入者にはカード提示によりパルシステム特選プレゼント進呈

○ 0120-32-1061

富士･

東部地

域

西桂町 ファミリーマート　西桂小沼

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-29-2005

富士･

東部地

域

西桂町 ファミリーマート　西桂富士みち

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-20-2022

富士･

東部地

域

忍野村 山梨中央銀行　忍野支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-84-3911

富士･

東部地

域

忍野村 セルバ忍野店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-20-5311

富士･

東部地

域

忍野村 都留信用組合 忍野支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-84-3341

富士･

東部地

域

山中湖村 シュガーメイプル
山中湖まりもマカロンプレゼント

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-62-2743

富士･

東部地

域

山中湖村 山梨中央銀行　山中湖支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-62-2211

富士･

東部地

域

山中湖村 オギノ山中湖店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

0555-73-8711

富士･

東部地

域

山中湖村 都留信用組合 平野支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-65-7711

富士･

東部地

域

山中湖村 都留信用組合 山中湖支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-62-2131

富士･

東部地

域

山中湖村 ガスト山中湖店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 055-20-2501

富士･

東部地

域

山中湖村 デニーズ山中湖店
店内飲食5％引き

全国共通：同特典内容
○ 0555-62-1416

富士･

東部地

域

山中湖村
ファミリーマート　サンプラザホテル富士山中

湖

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-63-2013

富士･

東部地

域

富士河口湖町 清水国明の森と湖の楽園

日帰り手ぶらバーベキューをご利用のお客様は入園料半額サービス

ご宿泊のお客様は宿泊料5％OFF

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-73-4116

富士･

東部地

域

富士河口湖町 山梨中央銀行　河口湖支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-72-1300

富士･

東部地

域

富士河口湖町 山梨中央銀行　小立支店
個人ローン金利の優遇（教育ローン・マイカーローン・ライフサポートローン）

全国共通：フレンドリーメニュー
○ ○ 0555-72-1300



富士･

東部地

域

富士河口湖町 オギノ河口湖店

【毎週土曜日限定】オギノ直営売場において、やまなし子育て応援カードとオギノグリーンスタ

ンプカードをご一緒にご提示していただくと、オギノグリーンスタンプポイント5倍サービス致し

ます。

【注意事項】

0555-72-6100

富士･

東部地

域

富士河口湖町 (株)トヨタレンタリ-ス山梨　富士河口湖店
レンタカ-基本料金10％引き、チャイルドシ-ト無料貸出（レンタカ-の利用に限り）ただし、p1、

w1、t0、t1クラス、各種キャンペ-ン商品は対象外
0555-72-1100

富士･

東部地

域

富士河口湖町 イッツモア赤坂店

1回のお買い物につき、2,000円以上（税抜）でモアカードポイント5倍進呈

※他のサービスとの併用はできません。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○

富士･

東部地

域

富士河口湖町 ハーブガーデン　四季の香り お食事をされたお客様に自家製ジュースを1杯サービス 0555-73-3338

富士･

東部地

域

富士河口湖町 山梨信用金庫　河口湖支店

多目的ローン、オートローン、エコ・オートローン、教育ローン、リピートプラン（自動車・教

育関連資金）の金利0.30％優遇

なお、「やまなし子育て応援カード」の交付を受けている18歳未満の子どもの保護者または妊婦

が対象

0555-72-1171

富士･

東部地

域

富士河口湖町 セルバ河口湖BELL店

子育て応援カードを提示していただき、1000円以上お買上げのお客様に当店発行のポイントカー

ドに5ポイントを加点いたします。

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-83-5611

富士･

東部地

域

富士河口湖町 ビッグエコー富士急ハイランド駅前店

［特典内容］室料10％OFF

※ビッグエコー会員料金との併用可能

※飲み放題・ドリンクバー付コース、パック、フリータイムはご利用代金の総額5％OFF

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-22-0206

富士･

東部地

域

富士河口湖町 都留信用組合 河口湖支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-72-2131

富士･

東部地

域

富士河口湖町 都留信用組合 小立支店

個人ローン金利を0.2%優遇（フリーローン・マイカーローン・教育ローン『まなびや』）

※他の優遇条件と併用して最大0.5%までの金利優遇となります。

全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-72-2148

富士･

東部地

域

富士河口湖町 ドラッグストア　マツモトキヨシ富士河口湖店
毎日お会計時にマツキヨポイントを10P進呈します。

（タバコ及びポイント使用の場合は除かせていただきます）
0555-20-3838

富士･

東部地

域

富士河口湖町 ガスト河口湖店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-20-3503

富士･

東部地

域

富士河口湖町 美容室アセント河口湖店
300円OFF

全国共通：同特典内容
○ 0555-72-6011

富士･

東部地

域

富士河口湖町 モスバーガーフォレストモール富士河口湖店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 0555-72-6610

富士･

東部地

域

富士河口湖町 モスバーガーベル河口湖店 ※全国共通：フレンドリーメニュー（ミルクのお湯提供） ○ ○ 0555-83-3020

富士･

東部地

域

富士河口湖町 オムライス＆イタリアン酒場　リロンデル
自店会員登録後　来店ポイント30Pプレゼント

※全国共通：同特典内容
○ 0555-72-8620

富士･

東部地

域

富士河口湖町 ファミリーマート　河口湖フォレストモール前

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-83-3360

富士･

東部地

域

富士河口湖町 ファミリーマート　北河口湖

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-76-5131

富士･

東部地

域

富士河口湖町 ファミリーマート　船津登山道

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-20-3722

富士･

東部地

域

富士河口湖町 ファミリーマート　河口湖駅西

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-83-5022

富士･

東部地

域

富士河口湖町 ファミリーマート　河口湖船津

1粉ミルク用にポット湯提供

2トイレの利用

3イートイン施設の利用

※全国共通：フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-83-3233

その他
さいたま市

大宮区
ウォータースタンド株式会社

【ウォータースタンド新規お申し込みのお客様に】

子育て応援カードのご提示でウォータースタンド（水道直結型ウォーターサーバー）レンタル料

金割引券1,500円分を進呈します。

※その他の特典との併用はできません。

※県外からの登録ですが、必ず対面にてお申し込みとなりますので、その際に応援カードの提示

をお願い致します。

048-657-6731



その他 つくば市 家庭教師のピース（PEACE NET）
お申し込み時に応援カードを画面上でご提示いただければ「QUOカード2,000円」をプレゼント！

全国共通：同特典内容
○ 0120-059-121

その他
東京都

新宿区
Gabaマンツーマン英会話

全国共通（可）（同特典内容）フレンドリーメニュー（無）

入会金無料（通常：30,000円　税抜）

レッスン料金の割引

Lesson Anywhere無料（通常：4,000円　税抜）

＊Lesson Anywhereとは、どの店舗でもご受講いただけるオプションです。

○ ○ 0120-286-815

その他
東京都

中央区
株式会社フォーチュン

子どもの病気のホームケアが分かる図書の複写サービスの事務手数料を半額にします。また、通

常は事前ご入金をお願いしておりますが、7日後までの事後入金をお受けします。

お問い合わせ時に「パスポート利用」とお伝えください。なお、複写サービスには事務手数料の

他にFAX使用料・著作権利用料がかかります。詳しくはホームページをご覧ください。

03-6228-6097

その他 東京都台東区 トイカード・オンライン 「リボン付ラッピング」「熨斗と包装紙ラッピング」無料

その他
長野県南佐久

郡川上村
山梨県民信用組合　川上支店

個人ローン「バックアップ」（マイカー資金・教育資金・リフォーム資金）金利0.3％優遇

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0267-97-2131

その他 伊東市 家族連れだけの宿　キャプテンフック
ご宿泊1家族につき1000円割引

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー
○ ○ 0557-45-5400

その他 金沢市 家庭教師のデスクスタイル北信越校 無料体験授業お申し込みの方に受験情報ガイドのプレゼントまたはクオカード1000円 0120-719-817

その他 新宿区 株式会社　エコ＆エコ
100万円(税抜)以上ご成約のお客様に「日立工機コードレスクリーナー　R10DAL 」をプレゼン

ト!!
03-5363-2920

その他 大阪市北区 千趣会サービス・販売(株)

千趣会にて発刊している「ベルメゾン」カタログの提供と500円割引クーポンの提供（カタログは

妊婦さん向けとキッズ向け）kosodate@senshukai.co.jpにメールを頂いても同様のカタログの提

供と500円割引クーポンの提供が可能です。

06-6354-2444

その他
中巨摩郡昭和

町
FUKASAWA COFFEE ROASTERY

【全国共通】

1妊娠中～授乳中のお子様のいらっしゃるご家庭

　カフェインレス商品が全品10％OFF　　又は　

　コーヒーバッグ2個（320円分）プレゼント

　【ブレンドorカフェインレス】

2未就学児のお子様がいらっしゃるご家庭

　1,500円以上お買い上げで

　コーヒーバッグ2個（320円分）プレゼント

　【ブレンドorカフェインレス】

3就学児～17歳までのお子様がいらっしゃるご家庭

　1,500円以上お買い上げで

　コーヒーバッグ1個（160円分）プレゼント

　【ブレンドorカフェインレス】

○ 055-225-4616

その他 長野市 家庭教師のマナベスト　甲信越校
お申し込み時に応援カードをご提示いただければ、「図書カード2,000円」をプレゼント♪

全国共通：同特典内容
○ 026-217-8407

その他
南都留郡鳴沢

村
ガスト富士鳴沢店

キッズプレート各種（399～599円）を299円に割引

（価格はいずれも税抜き、1回の提示で5名様まで）

全国共通：同特典内容・フレンドリーメニュー

○ ○ 0555-20-5631

その他 福山市 健康工房たいよう整骨院 産後骨盤矯正コースの初診料を無料 084-959-2093


