パパ・ママ応援ショップ 主な協賛店舗等一覧
（注） 区分ごとに、店舗数が多い順に掲載しています
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＜その他＞
特典（サービス）

店舗・企業名

店舗数

（株）Dash（atelier Present's、AN'TIA等）

特別料金にて施術

145

(株)ポーラ

・サンプルプレゼント ※初回限定、
・スキンケアアドバイス(5品サンプル付き) ※初回限定、要予約
等(店舗により異なる）

130

おそうじ本舗

全作業お見積りから5%引きに!※他の特典との併用はできません

75

ゲオ

ゲオアプリ登録のお客様 レンタルDVD・BD旧作１本無料（一部作品除く）※１日1回
限り有効

72

ロイヤルネットワーク（株）
（うさちゃんクリーニング、クリーニングサ
ニー）

優待ガードのご提示でいつでも20％ＯＦＦ
※Ｙシャツ・特殊品は除きます
※他の割引との併用はできません

59

アパマンショップ アップル

アパマンショップで成約時、仲介手数料10％OFF。又は5,000円分のクオカードプレゼ
ント

30

第一生命保険(株)

「パパ・ママ応援ショップ優待カード」ご提示の上、アンケートにご協力いただけた方
に
○「生涯設計シミュレーション」を作成・プレゼント
○当社オリジナルグッズを贈呈等（店舗により異なる）

29

（株）ダスキン

ハウスクリーニング等の利用で「ダスキンオリジナル商品」プレゼント等（店舗により
異なる）

27

レインボークリーニング

ポイント2倍 ※当店ポイント２倍デーとの併用不可

25

住友林業（株）

本体価格の3％割引（税別）

24

ほけんの窓口

保険相談のお客様にノベルティプレゼント等 ※店舗により異なる

22

アキュラホーム

御成約のお客様に液晶テレビ・デジタルハイビジョンカメラ・ダイソン製掃除機
の中からお好きな家電を１点プレゼント。（パパ・ママカードご利用の旨を初来場時に
お伝えください）

22

イナバクリエイト(株)
（イナバボックス・ＩＮＡＢＡ96）

オリジナルグッズプレゼント※対象は新規のご契約者様で、一世帯につき1つまで

21

東京セキスイハイム（株）埼玉支店

①住宅本体価格の3％割引
②ご来場時、小学生以下のお子様にジュースをサービス

20

ミサワホーム

子育て住宅を埼玉県内に建築の方、3％割引

19

保険見直し本舗

◎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）
※相談日時は事前に電話・Web・店頭にて要予約
予約時『子育て支援』カード利用の旨申し出る

19

ハンサムグループ （理容）

大人200円引き、中学生以下100円引き等（店舗により異なる）

19

（株）セレモニー
（レストラン、ブライダル、葬儀）

葬儀式場において供花5％割引、その他（飲食店・結婚式場等）は店舗により異なる

17

(株)ボン（ピュアマインド、Escio）

予約して来店時、カード提示で「毛穴深部洗浄&ビタミンC深部導入コース」1回無料

16

Handyman.jp

5％割引（上限5,000円引きまで） ※他のサービス併用不可

16

ケイアイスター不動産（株）

当社指定のインテリアショップの商品をKEIAI特別価格より更に5%OFF(当社新築住宅
及び注文住宅をご成約の方に限る)

16

Muse （ミューズ）

通常技術料金より10％ＯＦＦ ※他の割引との併用不可

16

（株）ブラスト（美脚センター、骨盤矯正ダイ 料金割引等（店舗により異なる）
エット専門院等）

15

（株）アイダ設計

新築住宅を建築のお客様に子供部屋用エアコン(6畳用)1台プレゼント
※初回お問合せ時に優待カードの提示

15

（株）西武開発

ご成約の方に、自分だけのオリジナルデザインパッケージのチョコレート20個をプレ
ゼントします。

15

(株)ヤマノホールディングス
（きもの・スポーツ・美容室）

きもの・スポーツ：お買い上げ商品より5%OFF
美容室：全施術メニュー10%OFＦ
※対象外あり、他クーポン併用不可等詳細は店舗により異なる

13

アルファクラブ武蔵野（株） 葬祭部
さがみ典礼

お供物5％割引・念珠20％割引等（店舗により異なる）

13

(株）アジアホールディングス

ご成約の方に、オリジナルグッズプレゼント(詳しくは各店舗にお問い合わせ下さい)

13

Blossom (Blossom 、L-Blossom・ＢＬ（ビー ご来店のお客様、ブロッサムポイントが2倍等（店舗により異なる）
エル） blossom、HAIR&MAKE Blossom ) ※詳しくは各店舗にて確認

13

アルネットホーム

初回来場時(アンケート記入時)2,000円分のクオカードを1家族につき1枚進呈
(※カード提示が必要)

13

リラックス

料金割引（詳細は店舗で異なる）

12

富国生命保険相互会社（フコク生命）

会社見学した方に、キティちゃんグッズをプレゼント

12

（株）横尾材木店

優待カードを提示し、当社分譲住宅または注文住宅をご成約のお客様、建物お引渡
し1年後にマイホーム記念日としてケーキをプレゼント。

12

I's （アイズ）
（まつげエクステ、ネイルサロン）

お試し用クレンジングプレゼント

12
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＜その他＞
特典（サービス）

店舗数

いい部屋ネット 大東建託(株）

当社直接仲介にてご成約の方に仲介料割引、ノベルティグッズプレゼント等（店舗に
より異なる）※複数サービス併用不可、初回来店時に優待カード提示の方

11

サロン・ド・ジュン

ポイント2倍

11

(株)クリーニングオリジナル

お会計金額より3%割引

10

(株)リゾン

ご成約時5,000円分のQUOカードプレゼント

10

みつばち保険ファーム

保険相談した方全員にノベルティグッズプレゼント等（店舗により異なる）

9

（株）ジェイコムさいたま

TV・インターネット・電話サービスご加入で、J-comオリジナルグッズまたは電話機プレゼント

9

総合住宅展示場 ハウジングステージ

ドリンクサービス（各ハウジングステージによりドリンクサービスの内容が異なる）

8

クリーニング ラヴァール

5％ＯＦＦ（Ｙシャツ・特殊品は除く) ※他サービス併用不可

7

サンキューカット

スタンプ１個サービス

7

DRAMATIC HAIR

中学生以下カット1,050円

7

住吉屋

5％割引・妊婦の方、10％割引（雨の日は40％割引）等
※特殊品、ワイシャツは除く(店舗により異なる)

7

（株）ガロ（GARO、DAY HAPPY）

年2回企画スタイルメニューどれも3,240円

7

（株）ジャスト

COWAY浄水器初回設置代金を1,500円値引

7

ジェイエステティック

施術各種10％OFF

7

クリーニングガルボ

ガルボ お客様、入会500円・更新500円を各200円等（店舗により異なる）

7

(株)アイエフラッシュ
（アイラ・IFLビューティーカレッジ）

コラーゲンドリンク プレゼント

7

ウィンリペア

優待カードの提示で、当店ポイントカードのポイント２倍等（店舗により異なる）

6

Kokoro Group

初回60分全身施術3,800円⇒2,500円、2回目以降3,800円⇒3,700円に値引等（店舗
により異なる）

6

Beauty GARO (BeautyGARO、美容室
Fortune)

お得なGARO会員価格でサービス（初回限定）※店舗により異なる
お子様にはお菓子プレゼント！

6

（株）サンアイホーム

モデルハウスをご見学、無料家創り診断書（資金計画）を作成された方に、QUOカー
ド500円分をプレゼント等（店舗により異なる）

6

アート引越センター

基本料金30%割引き(車輌費+人件費)
※3月20日～4月10日は10%割引き
・他の優待、特典、キャンペーンとの併用は不可
・既契約、見積り、申込をしている場合は対象外

6

スターツピタットハウス（株）

成約時賃貸仲介手数料割引 （割引率は店舗により異なる）

6

(株)レオハウス

建物特別価格、来場者特典としてクオカード1,000円分進呈

6

クリーニングWash!

8日、16日、24日は5%OFF

6

ベル・エポック

５分延長サービス ｏｒ フットバス無料等（店舗により異なる）

6

おたからや

買取価格アップ等（店舗により異なる）

5

保険ほっとライン

①無料の保険相談でご来店のお客様にノベルティプレゼント
②お子様用のジュースをご用意

5

アイメディア

粗品プレゼント

5

（有）サーバント

使い捨てマスクプレゼント等（店舗により異なる）

5

エス・バイ・エル（株） さいたま支店

①ご契約頂いたお客様皆様オプションラインナップから最新家電設備をプレゼント。
②無料で建物プランをプレゼント
③コーヒー・ジュース飲み放題

5

サカイ引越センター

①ダンボール最大50枚までサービス、布団袋・ガムテープ最大2個ずつプレゼント
②使用済みダンボール1回無料回収(一部地域を除く)
③お引越基本料金(人件費、トラック運送料)最大20%OFF(3/15～4/10を除く)
※電話でお申込の際に、優待カードをお持ちであることをお知らせください。詳しい内
容は、お問い合わせください。

5

クリーニング白和

通常日10％オフ （Ｙシャツ、特殊品は除く）

5

ホームドライ

2,000円以上のご利用でクリーニング券プレゼント等（店舗により異なる）

5

パンダ理容室

カード持参の親子、割引（店舗により異なる）

5

店舗・企業名

てもみん

時間延長、コース料金割引等 (店舗により異なる）

5

日之出商会

保育園、幼稚園、小学校、中学校の制服クリーニング代金を10%割引

5

ジュエルカフェ

金、プラチナ、ダイヤモンド、時計、ブランド品の査定額1,000円以上で1,000円アップ
等（店舗により異なる）

5

ユニックス

カット料金割引等（店舗により異なる）

5

はっとり鍼灸接骨院

初診時のみ シール鍼無料等（店舗により異なる）

5
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＜その他＞
特典（サービス）

店舗・企業名

店舗数

ストレッチ専門店 ストレチックス

・初回利用は通常料金の半額(例えば50分施術5,400円→2,700円)
・2回目以降は「予約割」や「回数券」など各種割引あり
・ジャージ着替えレンタル無料

5

（株）大和不動産

クオカード5,000円分プレゼント、もしくは仲介手数料5％引き

4

（株）サンエルホーム

ご成約の方に、おもちゃ券3,000円プレゼント

4

（株）高砂建設

ご新築ご契約の方に、食器洗い乾燥機サービス

4

美容室TBK

カット料金割引等（店舗により異なる）

4

（有）サクセスクラブ・ジャパン （美容室シェ お会計より10％OFF
リアン等）

4

RAG（ラグ）

カード提示でお子様カット10％OFF

4

Smile hair

平日のみ眉カットサービス等（店舗により異なる）

4

(株)大成住宅

新築売主物件ご購入、又は建築請負契約締結のお客様に、30万円のお値引または
同価格分のオプション工事をサービス

4

東上不動産（ピタットハウス、ＭＡＳＴ）

賃貸、仲介手数料5％ＯＦＦ

4

（有）美美人 （ヘアブティックビビット等）

お会計より5％ＯＦＦ ※他サービス併用不可

4

ニチイ学館 ニチイライフ

・デビュープラン\3,980(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
※お問合せ・お見積り時には「法人優待 パパママ応援利用」および法人ID「0486」を
申し出、申込み時には「パパ・ママカード」を提示

4

さいたまセレモニーホール

供花割引サービス

4

日総工産(株)

面接登録会にてカード掲示でオリジナルノベルティグッズプレゼント

4

ジェフグルメカード

ジェフグルメカード＜全国共通お食事券＞500円→485円 （※50枚以上購入の場合
は、配送料無料。購入を希望される場合、まずは電話orメールで問合せ）

－
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