
秩父地域・北部地域・比企地域

サービスカテゴリー 店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

101：家事ヘルパー キッズぽけっと
チャイルドシートやベビーカーなどのベビー

用品クリーニング
300円引き

ベビー用品クリーニング出張引き取りエリア：さいた

ま市、越谷市、蕨市、川口市、草加市、八潮市、三郷

市、吉川市、松伏町、春日部市、宮代町、白岡町、蓮

田市、伊奈町、上尾市、杉戸町、幸手市、久喜市、加

須市、鴻巣市、北本市、桶川市、川島町、川越市、富

士見市、ふじみ野市、志木市、新座市、朝霞市、和光

市、戸田市、羽生市、行田市、吉見町、東松山市、坂

戸市、鶴ヶ島市、狭山市、所沢市

埼玉県北葛飾郡松伏町松伏3439 048-991-0858
http://www.ikujishie

n.jp/

101：家事ヘルパー
一般社団法人ドゥーラ協会認定

産後ドゥーラ やの ゆきこ

居宅型産後ケア ～産前産後の母親の日常生

活をサポート～ (1)母親サポート(2)育児サ

ポート(3)家事サポート 依頼日のその日に必

要なサポートをお選びいただけます

プランニング1,500円

off またはサポート料金

1時間無料（別途交通

費）

和光市、朝霞市、志木市、新座市、さい

たま市、ふじみ野市、富士見市、川越

市、日高市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山

市、比企郡の一部、所沢市、川口市、越

谷市、三郷市

埼玉県志木市本町 090-9974-4192

https://finddoula.net

/member-

page/?doula_id=0164

101：家事ヘルパー 有限会社 ウィズ 産前産後のお手伝い
埼玉県全域（事前にお問い合わせくださ

い）
埼玉県久喜市下早見1125-33 0480-23-4196

http://www.withbaby

.sakura.ne.jp/index.ht

ml

101：家事ヘルパー 野口クリーニング店 衣類・寝具類のクリーニング（集配可）
ときがわ町、嵐山町（鎌形地区）、鳩山

町（亀井地区）

埼玉県比企郡ときがわ町玉川

2991-3
0493-65-0515 https://311929.com/

101：家事ヘルパー シュフテ

育児の少し先輩の女性スタッフが２人でお伺

いしておそうじのお手伝いをいたします。１

時間４５００円。

ナチュラル洗剤プレゼ

ント

川越市、ふじみ野市、富士見市、三芳

町、志木市、狭山市、鶴ヶ島市、坂戸

市、川島町、上尾市、さいたま市

埼玉県川越市連雀町 080-1256-9057 https://shufute.net/

102：ベビーシッター 有限会社 ウィズ ・産前産後のお手伝い
埼玉県全域（事前にお問い合わせくださ

い）
埼玉県久喜市下早見1125-33 0480-23-4196

http://www.withbaby

.sakura.ne.jp/index.ht

ml

102：ベビーシッター
特定非営利活動法人

日本チャイルドマインダー協会
ベビーシッター

埼玉県全域

（事前にお問い合わせ下さい）

お問い合わせ先 centre@hoiku.co.jp

103：産後のケア
一般社団法人ドゥーラ協会 認定

産後ドゥーラ やの ゆきこ

居宅型産後ケア ～産前産後の母親の日常生

活をサポート～ (1)母親サポート(2)育児サ

ポート(3)家事サポート 依頼日のその日に必

要なサポートをお選びいただけます

プランニング1,500円

off またはサポート料金

1時間無料（別途交通

費）

和光市、朝霞市、志木市、新座市、さい

たま市、ふじみ野市、富士見市、川越

市、日高市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山

市、比企郡の一部、所沢市、川口市、越

谷市、三郷市

埼玉県志木市本町 090-9974-4192

https://finddoula.net

/member-

page/?doula_id=0164

103：産後のケア doula maman 埼玉県全域（要問合せ） 埼玉県深谷市 070-5013-7338

https://doula-

maman-

care.jimdo.com/ 

103：産後のケア 中島助産院

授乳・育児相談、乳房ケア、乳児健診、産後

ケア（宿泊型・通所型）、産前産後の訪問サ

ポート（家事支援など）

リラクゼーション利用

時、乳児の預かりを無

料とさせていただきま

す

熊谷市 埼玉県熊谷市大麻生422-1 048-533-3766

http://midwifemap.co

m/nakajimajo3in/my

site/

103：産後のケア マリア助産院
産後ケア(入院、沐浴)。乳房ケア、育児指

導。

訪問もします。(電話に

て相談して下さい。)
東松山市 埼玉県東松山市西本宿1266-5 0493-34-4593

103：産後のケア たばた鍼灸接骨院 産後ケア（育児ストレスの解消、骨盤矯正） 東松山市
埼玉県東松山市箭弓町1-4-7

20NA2.1階
0493-21-6763

http://tabata-

sekkotsuin.com/

103：産後のケア 響総合整体 整体、骨盤矯正、産後・妊産婦整体 他 熊谷市 埼玉県熊谷市河原町1-40 048-525-3856
http://www.aroma-

tmc.com/



秩父地域・北部地域・比企地域

サービスカテゴリー 店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

103：産後のケア スズキ ユキオ療治院 整体施術、骨盤矯正、他 東松山市
埼玉県東松山市高坂1021-2ひさ

やはうす101号
0493-88-0773

https://yukio-

ryoji.jp/

103：産後のケア 髙橋接骨院
産後のケア（骨盤矯正、マッサージ）

3,500円
寄居町 埼玉県大里郡寄居町桜沢2363-7 048-594-6873

https://www.takahas

hi-sekkotsu.com/

103：産後のケア 山川接骨院
部分整体、柔整マッサージ（産後骨盤矯正、

肩こり等）初回2,000円 以後1,200円
深谷市

埼玉県深谷市原郷231-9 深谷駅

より巡回バス
048-571-7173

103：産後のケア いでうら接骨院 ☆産後のケア各種 ご予約特典♪ 東松山市 埼玉県東松山市あずま町1-11-18 0493-81-6015
http://ideurasekkotui

n.com/

103：産後のケア 大谷接骨院 産後のケア、鍼灸治療（3,000円～4,000円） 東松山市
埼玉県東松山市 東松山駅より徒

歩15分 駐車場5台分あり
0493-22-0364

103：産後のケア 神川接骨院
電気療法、温置法、手技マッサージによる整

体、運動療法・体操指導含む：3,500円
神川町、上里町、本庄市（旧児玉町） 埼玉県児玉郡神川町植竹913 0495-77-4911

103：産後のケア てしがわら接骨院・鍼灸院 産後骨盤矯正 1回3、240円（税込） 上里町
埼玉県児玉郡上里町勅使河原

1158-1
0495-35-3800

https://teshigawara-

web.net

103：産後のケア 中村産婦人科 母乳マッサージ 3,780円 小川町
埼玉県比企郡小川町大字大塚

1176-1
0493-72-0373

http://www.nakamur

asanfujinka.jp/

103：産後のケア むつみ接骨院

全身調整、骨盤調整やストレッチ他、資格者

によるアロマセラピーや、筋力トレーニング

など

深谷市 埼玉県深谷市上柴町東1-24-14 048-571-8800

https://www.omiseji

man.net/mutsumi623

/

103：産後のケア 深谷はたら整骨院 産後骨盤矯正 4,950円
EMSウエスト周りダイ

エット♪
深谷市 埼玉県深谷市国済寺516-22-B 048-577-7755

https://peraichi.com/

landing_pages/view/

yb1wv

103：産後のケア 大里接骨院 骨盤矯正 1回1,500円
ウォーターマッサージ

ベッド無料
熊谷市 埼玉県熊谷市船木台3-12-25 0493-39-2923

http://www.ohsatose

kkotuin.com/

103：産後のケア いずみ接骨院

産後のママさんのお身体をケアし、家事・育

児を楽しく快適に過ごせるようお身体をサ

ポートしていきます。

産後の歪みを調整し、

体幹を鍛えて予防する

専用マシンの使用料を

サービス（無料）致し

ます。2回目以降も無料

とさせて頂きます。

小川町
埼玉県比企郡小川町小川721-4

東武東上線小川町駅より徒歩10分
0493-73-2328

http://www.izumi-

sekkotu.com/about

103：産後のケア 第2いずみ接骨院

産後のママさんのお身体をケアし、家事・育

児を楽しく快適に過ごせるようお身体をサ

ポートしていきます。

産後の歪みを調整し、

体幹を鍛えて予防する

専用マシンの使用料を

サービス（無料）致し

ます。2回目以降も無料

とさせて頂きます。

小川町

埼玉県比企郡小川町腰越174-1

東武東上線小川町駅からイーグル

バスで10分、大河小学校入口下車

0493-72-5010
http://www.izumi-

sekkotu.com/about

103：産後のケア 森林公園みなみ野接骨院

産後のママさんのお身体をケアし、家事・育

児を楽しく快適に過ごせるようお身体をサ

ポートしていきます。

産後の歪みを調整し、

体幹を鍛えて予防する

専用マシンの使用料を

サービス（無料）致し

ます。2回目以降も無料

とさせて頂きます。

滑川町

埼玉県比企郡滑川町みなみ野4-7-

10 東武東上線森林公園駅南口か

ら徒歩8分

0493-22-7552
http://www.izumi-

sekkotu.com/about



秩父地域・北部地域・比企地域

サービスカテゴリー 店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

103：産後のケア 島田接骨院

産後のママさんのお身体をケアし、家事・育

児を楽しく快適に過ごせるようお身体をサ

ポートしていきます。

産後の歪みを調整し、

体幹を鍛えて予防する

専用マシンの使用料を

サービス（無料）致し

ます。2回目以降も無料

とさせて頂きます。

滑川町

埼玉県比企郡滑川町月輪992-30

東武東上線武蔵嵐山駅西口から徒

歩4分

0493-62-7227
http://www.izumi-

sekkotu.com/about

103：産後のケア 萩本鍼灸マッサージ治療院
マッサージ（産前・産後の疲労、痛みの緩

和、肩、腰、手首など）
熊谷市 埼玉県熊谷市大麻生1260-10 048-533-0223

https://hagimotochir

youin.jimdo.com/

103：産後のケア 大沢接骨院
産前産後の下肢のむくみの解消マッサージ

45分4,000円

東松山市、吉見町、滑川町、熊谷市（旧

大里町）
埼玉県東松山市沢口町13-18 0493-24-9403

103：産後のケア ボディバランス整体院TGM
整体コース（骨盤矯正） 初回：4,950円 2

回目以降：3,300円

「3キュー子育てチケッ

トHPを見た」で整体

コース初回4,950円 ⇒

2,980円 

東松山市
埼玉県東松山市箭弓町1-16-1 田

島店舗ビル1階
0493-81-6258

http://www.bodybala

nce-seitai-tgm.jp/

103：産後のケア かわじまトマト整体院

歪みリセット整体 初回、2回目：2,980円／

回 3回目以降：カウンセリング内容によ

る、もしくはチケット料金6,000円／回

川島町（エリア要相談） 埼玉県比企郡川島町新堀295-5 049-277-3544
https://kawajima-

tomato.com/

103：産後のケア 浅見整体療術院 ・産後の骨盤矯正

初回料（1,000円）サー

ビス（5,000円で受けら

れます）

⾧瀞町 埼玉県秩父郡⾧瀞町⾧瀞477の4 0494-69-2041
https://www.azami-

r.com/

103：産後のケア こどもクリニック いとう小児科 健康診断 東松山市 埼玉県東松山市岩殿110-6 049-334-4145
https://www.kodomo

ito.jp/

103：産後のケア 井上こどもクリニック 9-10か月健診 深谷市 埼玉県深谷市上野台2456-7 048-580-6022
https://inoue-

children.dr-clinic.jp/

103：産後のケア ちちぶ接骨院
産後骨盤矯正・ボディケア・ストレッチ・産

後インナーマッスルトレーニング
秩父市 埼玉県秩父市上町2-8-12 0494-53-9030 https://www.c-bs.jp/

103：産後のケア 菜生（なお）助産院

助産師による産前・産後ケア（乳房マッサー

ジ、妊婦さんの相談、授乳・育児相談、沐浴

など赤ちゃんのケア）

鍼灸師による鍼灸・小児鍼・オイルトリート

メント

はじめて助産師による

ケアをご利用の方、無

料にてミニ鍼灸を体験

できます。

秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野町、⾧

瀞町、寄居町、深谷市（その他は要相

談）

埼玉県秩父市道生町14-11 080-3752-3112
https://www.naojyos

anin.com/

103：産後のケア おかのうえ助産院 産後ケア・育児相談・母乳育児支援
ご希望の方、足浴10分

できます。
秩父市より車で１時間程度まで 埼玉県秩父市伊古田662－3 080-3351-9105

https://okanoue-

chichibu.com/

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど
中島助産院

ベビーマッサージクラス、ヨガクラス、リラ

クゼーション  子育て広場「ホッとママ」

リラクゼーション利用

時、乳児の預かりを無

料とさせていただきま

す

熊谷市 埼玉県熊谷市大麻生422-1 048-533-3766

http://midwifemap.co

m/nakajimajo3in/my

site/

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど
たかさか中央接骨院 産後の骨盤矯正

お得な「3キュー子育て

チケット」限定価格が

ございます!!

東松山市
埼玉県東松山市高坂1302 カー

ムハウス松田1F
0493-81-5126

http://www.takasaka

chuo-

s.com/sango.html

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど
いろは整体院 整体初回5,500円（子守り施術中OK） 東松山市

埼玉県東松山市まるひろ通り商店

街内
0493-22-0168

https://www.ekiten.j

p/shop_2905762/

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど
大里接骨院 骨盤矯正 1回1,500円

ウォーターマッサージ

ベッド無料
熊谷市 埼玉県熊谷市船木台3-12-25 0493-39-2923

http://www.ohsatose

kkotuin.com/



秩父地域・北部地域・比企地域

サービスカテゴリー 店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど
たんぽぽ鍼灸接骨院 鍼灸施術・手技療法など 深谷市

埼玉県深谷市上柴町西3-22-13

駐車場3台 アリオ北口バス停向

かい

048-551-0534
https://www.ekiten.j

p/shop_22190527/

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど
小川治療院

カイロプラクティック、マッサージ、鍼、女

性スタッフによる訪問マッサージ
 初診料サービス

吉見町（半径16km程度まで：別途1,000

円）
埼玉県比企郡吉見町田甲547-1 0493-54-0404

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど
ボディバランス整体院TGM

整体コース（骨盤矯正） 初回：4,950円 2

回目以降：3,300円

「3キュー子育てチケッ

トHPを見た」で整体

コース初回4,950円 ⇒

2,980円 

東松山市
埼玉県東松山市箭弓町1-16-1 田

島店舗ビル1階
0493-81-6258

http://www.bodybala

nce-seitai-tgm.jp/

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど
かわじまトマト整体院

歪みリセット整体 初回、2回目：2,980円／

回 3回目以降：カウンセリング内容によ

る、もしくはチケット料金6,000円／回

川島町（エリア要相談） 埼玉県比企郡川島町新堀295-5 049-277-3544
https://kawajima-

tomato.com/

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど
けん治療院

指圧、マッサージ、ストレッチ、はり、お灸

１回 7,500円

初回特典あり

ホームページをご覧く

ださい

（特典のない時期もあ

ります）

坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市 埼玉県坂戸市花影町28-2 049-283-4082
http://kenchiryou.co

m/

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど

Aloha Healing Lino（アロハヒー

リング リノ）
・マタニティー、産後の不調を緩和する施術

不調にあわせたアロマ

精油をブレンドし、施

術に使用します。初回

の方は10%off。

川越市
埼玉県川越市脇田町23-5 ライフ

シティ106 川越駅から徒歩5分
090-7720-7472

http://holistic-

maternity.com/salon-

aloha-healing-lino/

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど
りらく東松山接骨院

首、肩こり、腰痛などお身体の痛みの悩みを

改善させていきます。

自費メニューの500円

割引
東松山市 埼玉県東松山市箭弓町2-8-29 0493-24-8300

http://www.riraku-

sekkotsuin.jp/

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど

アール・キューブド武蔵浦和西口

整骨院

リラクゼーションと治す矯正・整体の両立

60分4000円 90分6000円

初見料無料+時間サー

ビス

さいたま市南区・桜区・浦和区・中央

区・大宮区

埼玉県さいたま市南区別所6-19-

13アドバンシティ106
080-7049-8910 http://r3smtr.com/

104：マッサージ・マタニ

ティヨガなど
女性のための鍼灸サロンつぼみ

鍼、灸、オイルマッサージ、骨盤矯正、パル

ス鍼、美容鍼、美髪鍼、セルフホワイトニン

グ

体幹強化、骨盤矯正、

骨盤底筋群強化の期待

ができる「マモリス振

動マシン」をサービス

します。

比企郡、東松山市、東秩父村、秩父郡、

入間郡、大里郡、熊谷市、深谷市
埼玉県比企郡小川町腰越174-1 0493-72-5010

105：子育てタクシー・一

般タクシー
介護タクシー株式会社 横瀬町 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4549-1 0494-25-0260

105：子育てタクシー・一

般タクシー
有限会社吉見タクシー タクシー 吉見町（県南西部交通網）

埼玉県比企郡吉見町大字久保田

122-3
0493-54-1802

105：子育てタクシー・一

般タクシー
有限会社三芳野タクシー

お客様のお迎え場所の戸口から、目的地の戸

口まで安心・安全・快適にお連れします。

坂戸市、鶴ヶ島市、川越市（一部地

域）、川島町（一部地域）、鳩山町（一

部地域）

埼玉県坂戸市大字石井2115-1 049-283-3440
https://miyoshinotaxi

.com/

105：子育てタクシー・一

般タクシー
有限会社明日香交通

タクシー 初乗り 1.47km 620円 その後

297m毎に100円

本庄市、上里町、美里町、神川町、深谷

市（旧岡部町）
埼玉県本庄市けや木3-13-15 0495-22-0048

http://tourism-

asuka.in.coocan.jp/

105：子育てタクシー・一

般タクシー
本庄タクシー株式会社

タクシーでお客様を目的地まで、安全・迅

速・親切にお送りします。初乗り（1.47km

まで）６２０円その後297m増すごとに１０

０円（メーター料金）。お迎えの際は迎車料

金有り。

本庄市、美里町、上里町、神川町 本庄郵便局の向い 0495-21-5111

https://itp.ne.jp/info/

111917705200000899

/



秩父地域・北部地域・比企地域

サービスカテゴリー 店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

105：子育てタクシー・一

般タクシー
熊谷構内タクシー株式会社 タクシー 熊谷市、吹上駅周辺、行田駅周辺

埼玉県熊谷市小島、鴻巣市吹上本

町（営業所２ヵ所）

0120-66-0607 /

048-532-1150

105：子育てタクシー・一

般タクシー
有限会社本間タクシー タクシー業 寄居町 埼玉県大里郡寄居町寄居955-1 048-581-0035

105：子育てタクシー・一

般タクシー
有限会社東松山交通

タクシー・福祉タクシー（初乗り運賃500

円。爾後料金100円。迎車料金400円。時間

指定料金300円。福祉タクシー指定料金500

円。）

東松山市 埼玉県東松山市本町2-2-36 0493-23-3333

http://www.higashim

atsuyamakoutsu.com

/

105：子育てタクシー・一

般タクシー
イグチ交通株式会社

タクシー・妊婦さん応援タクシー・東松山デ

マンドタクシー・嵐山町妊婦外出支援タク

シー他 ユニバーサルデザインタクシー（車

いす乗車）は折り畳まず積載できます。

冠婚葬祭・大人数でのお出かけに9人乗り

ジャンボタクシーもございます。

東松山市・滑川町・嵐山町・吉見町 埼玉県東松山市箭弓町1-1-18 0120-112-045

105：子育てタクシー・一

般タクシー
株式会社星野 タクシー事業 秩父市 埼玉県秩父市宮側町5-1 0494-22-4540

http://www.hoshinos.

co.jp/

105：子育てタクシー・一

般タクシー
中央タクシー株式会社

タクシー業 運賃は埼玉県Ｂ地区の公定幅運

賃
熊谷市 埼玉県熊谷市戸出514 048-522-1611

105：子育てタクシー・一

般タクシー
株式会社桜交通 タクシー業 寄居町 埼玉県大里郡寄居町用土5229 048-584-0779

105：子育てタクシー・一

般タクシー
三共交通有限会社 一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー事業

川越市、狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野

市、川島町
埼玉県川越市今福1432-5 049-243-4135

105：子育てタクシー・一

般タクシー
救急介護搬送サービスえまさぽ

妊娠子育て応援タクシー、ケアタクシー、

民間救急車の運行

迎車料金を無料とさせ

ていただきます

埼玉県内からの出発または埼玉県内への

到着であれば全地域ご利用いただけます
埼玉県川越市神明町14-22 2階 049-299-6531

https://emspsaitama.

wixsite.com/my-site

106：未就園児教室 学校法人峯学園 ひさみ幼稚園

保育施設における実費徴収分（教材費・給食

費・バス代）、預かり保育費用、未就学児ク

ラス費用

東松山市 埼玉県東松山市柏崎337-4 0493-22-1189 https://hisami.info/

107：ファミリーサポート
上里町ファミリー・サポート・セ

ンター
上里町

埼玉県児玉郡上里町大字七本木

5591番地
0495-33-4232

http://www.kamisato

shakyo.or.jp/familysu

pport.html

108：シルバー人材セン

ター
滑川町シルバー人材センター 家事援助サービス 滑川町 埼玉県比企郡滑川町福田829-1 0493-56-6348

http://webc.sjc.ne.jp

/namegawa/

108：シルバー人材セン

ター
深谷市シルバー人材センター

清掃、除草（人力・機械刈り）、植木剪定な

ど ※現場は深谷市内に限ります。 その他

お気軽にご相談ください。

深谷市 埼玉県深谷市上野台2567番地 048-573-3345
http://www.fukaya-

sc.or.jp/

108：シルバー人材セン

ター
美里町シルバー人材センター 家事援助サービス 美里町 埼玉県児玉郡美里町大字木部574 0495-76-5430

http://www.webkic.c

o.jp/misato-sjc/

108：シルバー人材セン

ター
小鹿野町シルバー人材センター 家事援助サービス 小鹿野町

埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野

1859-3
0494-75-2605

http://ogano-

sc.sakura.ne.jp/



秩父地域・北部地域・比企地域

サービスカテゴリー 店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

201：一時預かり
一般社団法人ドゥーラ協会 認定

産後ドゥーラ やの ゆきこ

居宅型産後ケア ～産前産後の母親の日常生

活をサポート～ (1)母親サポート(2)育児サ

ポート(3)家事サポート 依頼日のその日に必

要なサポートをお選びいただけます

プランニング1,500円

off またはサポート料金

1時間無料（別途交通

費）

和光市、朝霞市、志木市、新座市、さい

たま市、ふじみ野市、富士見市、川越

市、日高市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山

市、比企郡の一部、所沢市、川口市、越

谷市、三郷市

埼玉県志木市本町 090-9974-4192

https://finddoula.net

/member-

page/?doula_id=0164

201：一時預かり
小規模保育事業所A型 どんぐり

保育園

一時預かり（2ヶ月から2歳、平日8時30分か

ら17時）
東松山市 埼玉県東松山市松山町2-4-59 0493-23-3480

201：一時預かり 児玉保育園 一時預かり 本庄市
埼玉県本庄市児玉町児玉2448-1

JR高崎線児玉駅 下車5分
0495-72-0186

https://kdkodamakid

s.com

201：一時預かり 学校法人峯学園 ひさみ幼稚園
保育施設における実費徴収分（教材費・給食

費・バス代）、預かり保育費用
東松山市 埼玉県東松山市柏崎337-4 0493-22-1189 https://hisami.info/

201：一時預かり 学校法人 東松幼稚園 ・保育施設における実費徴収分 東松山市

埼玉県東松山市石橋1761 東武

東上線森林公園駅南口徒歩8分

駐車場あり

0493-24-1606
http://www.tosyonin

nin.com/

202：病児・病後児保育 病児保育室 ピッピ 病児・病後児保育事業 東松山市 埼玉県東松山市上野本1226-1 0493-24-0753
http://www.hoshiclini

c.jp/byouzi_top.html

202：病児・病後児保育 病後児保育ステーション のぞみ 病後児保育 深谷市 埼玉県深谷市緑ヶ丘16-35 048-574-4340

http://www.city.fuka

ya.saitama.jp/kosoda

te_kyoiku/kosodate/

azuketai/itijitekinahoi

ku/1391573921903.ht

ml

202：病児・病後児保育 こぐまちゃんち 病児・病児後保育 熊谷市 埼玉県熊谷市上之3854 048-524-3841
http://www.kumagay

a-hospital.coop/

202：病児・病後児保育 篭原のこキッズ保育園 病後児保育 熊谷市
埼玉県熊谷市籠原南1丁目133番

地
048-531-3901

https://www.wakata

kegakuen.com/

203：放課後児童クラブ事

業
きらきら学童保育クラブ 放課後児童クラブ 本庄市 埼玉県本庄市児玉町蛭川915-12 0495-72-3845

203：放課後児童クラブ事

業
丹荘学童保育所 神川町 埼玉県児玉郡神川町関口21-8 090-4061-8907

203：放課後児童クラブ事

業
元気学童クラブ 深谷市 埼玉県深谷市上柴町東2-33-6 048-571-3894

203：放課後児童クラブ事

業
特定非営利活動法人いずみクラブ 本庄市 埼玉県本庄市朝日町3-6-29 0495-23-1798

203：放課後児童クラブ事

業
学童保育所みらい 本庄市 埼玉県本庄市中央3-3-3 0495-24-3075

http://www.catnet.jp

/habatakemirai/ 

305：その他親子ふれあい

イベント
シネティアラ21 映画鑑賞（チケット売場のみ利用可） 熊谷市

埼玉県熊谷市筑波3-202 ティア

ラ21ビル8F
048- 599-2222 http://www.ct-21.jp/ 



秩父地域・北部地域・比企地域

サービスカテゴリー 店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

305：その他親子ふれあい

イベント
和紙製造所・そば打ち体験工房

・手漉き和紙体験：周辺の草花を採取して、

オリジナルのハガキやミニタペストリーなど

の体験

・そば・うどんづくり体験：子どもから大人

まで、どなたでも体験でいきます。スタッフ

がお教えしますので安心です。（そば・うど

んづくり体験は５人以上からで３日前までに

予約必要）

オリジナルしおりプレ

ゼント
東秩父村 埼玉県秩父郡東秩父村御堂441 0493-82-1468

http://www.washinos

ato.co.jp/

401：その他 秩父こども園
認定こども園 実費徴収分 給食費 3000円/

月 通園バス代 3000円/月 教材費
秩父市 埼玉県秩父市東町26-7 0494-22-1385

http://www.kodomo1

ban.net/

401：その他 松山南幼稚園 東松山市 埼玉県東松山市箭弓町2-7-25 0493-22-1405

https://www.higashi-

matsuyama.ed.jp/con

tents/level00104.html

401：その他 豊里子ども園 延⾧保育料、教材代、主食代、体操着代 深谷市 埼玉県深谷市新戒640-3 048-587-3786

401：その他 本庄すみれ幼稚園
教材費、遠足代、行事費等、保育料以外の実

費分
本庄市 埼玉県本庄市五十子3-6-24 0495-22-4623

401：その他
社会福祉法人にじ どんぐり保育

園

実費徴収分（給食費、教材費、延⾧保育料、

体操服代）
滑川町

埼玉県比企郡滑川町大字都170-

28
0493-81-4711

401：その他 しらこばと保育園 実費徴収分（主食費、教材等） 熊谷市

埼玉県熊谷市玉井1154-3 JR高

崎線「籠原駅」下車 国際縦横交

通筋交橋下車

048-530-3618
http://shirakobato.eh

oikuen.net/

401：その他 学校法人峯学園 ひさみ幼稚園
保育施設における実費徴収分（教材費・給食

費・バス代）、預かり保育費用
東松山市 埼玉県東松山市柏崎337-4 0493-22-1189 https://hisami.info/

401：その他 小川大芦幼稚園
保育施設における実費徴収分（バス代3,000

円／月、給食費3,500円／月など）
小川町

埼玉県比企郡小川町大字中爪

1909-4
0493-74-0365

http://www.akiikegak

uen.ed.jp/ogawa_y/o

y_index.htm

401：その他 小川大芦保育園
保育施設における実費徴収分（給食費1,700

円／月（年少（3歳）～）など）
小川町

埼玉県比企郡小川町大字中爪

1909-4
0493-74-3686

http://www.akiikegak

uen.ed.jp/ogawa_h/o

h_index.htm

401：その他 栃の木保育園
保育施設における実費徴収分（主食代、体操

着代、教材代、延⾧保育料）
深谷市

埼玉県深谷市上柴町東三丁目18番

3
048-572-8956

401：その他 学校法人 東松幼稚園 ・保育施設における実費徴収分 東松山市

埼玉県東松山市石橋1761 東武

東上線森林公園駅南口徒歩8分

駐車場あり

0493-24-1606
http://www.tosyonin

nin.com/

401：その他 花園第二こども園 ・保育施設における実費徴収分 深谷市
埼玉県深谷市永田407 秩父線永

田駅下車徒歩15分
048-584-2266

https://www.hanazon

o-fukushikai.com/

401：その他 ようど保育園 保育園の実費（給食費） 寄居町 埼玉県大里郡寄居町用土133-1 048-577-8316
https://www.shunjin.

or.jp/hoiku/

402：写真館での撮影料 S.Space ドルフィン

スタジオ記念撮影：キャビネサイズ 3,300

円、大切サイズ 4,400円（プリントのみの

料金）

埼玉県全域（出張料金が別途かかりま

す）

埼玉県川口市安行領根岸906-4

1F
048-299-5121 http://ssd99.jp/



秩父地域・北部地域・比企地域

サービスカテゴリー 店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

402：写真館での撮影料 スタジオアリス 熊谷店 お宮参り、七五三などの記念撮影 熊谷市 埼玉県熊谷市原島1183-2 0120-607-301

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/9

7/

402：写真館での撮影料 有限会社山口写真
ブライデル、七五三、成人式、お宮参り、証

明写真、ニューボーンフォト
越生町、毛呂山町、ときがわ町

埼玉県入間郡越生町越生東2-7-18

東武越生線「越生駅」より徒歩2

分 駐車場5台あり

049-292-2103
http://yamaguchi-

studio.com/

402：写真館での撮影料 スタジオアミ東松山館 写真撮影料金 東松山市 埼玉県東松山市箭弓町2-12-16 049-292-2103 http://st-ami.com/

402：写真館での撮影料 中島写真店 スタジオ撮影、証明写真、デジカメプリント 本庄市
埼玉県本庄市銀座2-1-2 JR「本

庄駅」北口徒歩8分
0495-22-4800

402：写真館での撮影料 ヤナセ写真館
6切1ポーズ13,900円（税込）3～5名様の場

合＋1,030円（税込）
熊谷市（市外についてはご相談）

埼玉県熊谷市箱田1-11-25 JR

「熊谷駅」徒歩20分
048-521-0777

http://photostudioya

nase.com/

402：写真館での撮影料 有限会社斉藤写真館 写真撮影（1ポーズ7,900円から） 皆野町
埼玉県秩父郡皆野町大字皆野459-

5
0494-62-0257

http://www.saito-

studio.com/

402：写真館での撮影料
スタジオアリスLipi ウニクス秩

父店
お子様中心の写真館です。

当店にて撮影時、衣装

代、ヘアー、着付け

代、無料

秩父市
埼玉県秩父市上野町805-14 ウ

ニクス2F
0120-963-130

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/4

11/

402：写真館での撮影料 オリハラフォト
写真・印刷・パソコンのことなら何でもご相

談下さい

撮影した写真のキーホ

ルダーをお作りします
⾧瀞町 埼玉県秩父郡⾧瀞町⾧瀞566-3 0494-66-3232

http://www.oriharap

hoto.com/

402：写真館での撮影料 フォトハウス萩原 家族写真撮影：3,000円 6切額付写真プレゼント ⾧瀞町 埼玉県秩父郡⾧瀞町⾧瀞806-4 0494-66-0076

402：写真館での撮影料 有限会社 秩父写真館
記念写真撮影代（お宮参り・ベビーフォト・

七五三）

チケット利用で写真入

りキーホルダープレゼ

ント

秩父市 埼玉県秩父市東町9-10 0494-22-1069

402：写真館での撮影料 有限会社 中村写真館 記念写真撮影代（お宮参り・七五三など） 熊谷市 埼玉県熊谷市星川2-81 048-521-0390

402：写真館での撮影料 大沢写真館
記念撮影代（ニューボーン、お宮参り、お誕

生日、七五三など）

チケット利用で写真入

「ねがいふだ」プレゼ

ント

熊谷市 埼玉県熊谷市本町2-1 048-521-1249
https://oosawashash

inkan.jp/

402：写真館での撮影料
キッズフォトスタジオBE×2（べ

べ） ホテルガーデンパレス内

こども写真館（七五三・バースデー・入園卒

園等記念日フォト）での衣装レンタル、着付

け、写真撮影、商品代。

熊谷市 埼玉県熊谷市佐谷田3248 048-594-7765

http://www.gardenpa

lace.co.jp/kidsphotos

tudio/

402：写真館での撮影料
キッズフォトスタジオBE×2（べ

べ） 本庄ビバモール店

こども写真館（七五三・バースデー・入園卒

園等記念日フォト）での衣装レンタル、着付

け、写真撮影、商品代。

本庄市 埼玉県本庄市中央2-4-60 0495-71-9277

http://www.gardenpa

lace.co.jp/kidsphotos

tudio/

402：写真館での撮影料 八木橋百貨店 写真館スタジオ コマチ（８階）

パパママ応援ショッ

プ・赤ちゃんの駅加盟

店

熊谷市 埼玉県熊谷市仲町74番地 048-523-1111
https://www.yagihas

hi.co.jp/

402：写真館での撮影料 衣装と撮影のセラヴィ 初参り、七五三等の衣装と撮影
家族写真撮影料サービ

ス
皆野町 埼玉県秩父郡皆野町皆野2133-6 0494-62-2790

https://www.clv1023.

jp/

402：写真館での撮影料
フォトスタジオ フェリチタ

（絹屋衣裳総本店）
お宮参り・バースデー・七五三等の記念撮影

LINEに写真データ１枚

プレゼント
熊谷市・深谷市・行田市 埼玉県熊谷市銀座1-96 048-521-9880

http://photo-

felicita.com/



秩父地域・北部地域・比企地域

サービスカテゴリー 店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

402：写真館での撮影料 JUN写真スタジオ

記念写真撮影 （お宮参り ・ 七五三 ・ マタ

ニティ&ニューボーンフォト ・ バースデー

フォト・成人記念）

深谷市 埼玉県深谷市稲荷町1-1-20 0120-735-558
https://www.jun-

studio.com/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 熊谷銀座店 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市銀座5-2-26 048-520-2760

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 熊谷広瀬店 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市広瀬266-1 048-599-1880

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 東大沼店 子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市東大沼190-1 048-551-6280

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 上柴店 子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市上柴町東3-13-1 048-570-5180

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 本庄銀座店 子育てに係る物品購入 本庄市 埼玉県本庄市銀座1-8-19 0495-25-5900

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 熊谷円光店 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市円光1-14-7 048-599-1900

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 熊谷妻沼店 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市妻沼311番地3 048-567-0800

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 秩父店 子育てに係る物品購入 秩父市 埼玉県秩父市宮側町10-7 0494-27-3200

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 つきのわ店 子育てに係る物品購入 滑川町 埼玉県比企郡滑川町月の輪5-27-1 0493-61-0300

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 鳩山店 子育てに係る物品購入 鳩山町

埼玉県比企郡鳩山町大字今宿526-

1
049-298-2200

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 松本町店 子育てに係る物品購入 東松山市 埼玉県東松山市松本町1-9-28 0493-21-0300

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 武蔵嵐山店 子育てに係る物品購入 嵐山町 埼玉県比企郡嵐山町菅谷496-1 0493-61-1500

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 小川町店 子育てに係る物品購入 小川町 埼玉県比企郡小川町小川22-1 0493-71-0100

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 高坂店 子育てに係る物品購入 東松山市 埼玉県東松山市あずま町2-4-1 0493-31-0800

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 吉見店 子育てに係る物品購入 吉見町

埼玉県比企郡吉見町久保田1758-

1
0493-53-0200

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 川島町店 子育てに係る物品購入 川島町 埼玉県比企郡川島町中山1959-1 049-299-0300

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 松葉町店 子育てに係る物品購入 東松山市 埼玉県東松山市松葉町3-15-17 0493-27-1200

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 熊谷太井店 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市太井1437-1 048-599-0500

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 大野原店 子育てに係る物品購入 秩父市 埼玉県秩父市大野原1058番地1 0494-26-7277

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 神明町店 子育てに係る物品購入 東松山市

埼玉県東松山市神明町二丁目13番

27号
0493-53-6200

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/



秩父地域・北部地域・比企地域

サービスカテゴリー 店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

501：子育てに係る物品購

入
株式会社セキ薬品 ⾧瀞店 子育てに係る物品購入 ⾧瀞町

埼玉県秩父郡⾧瀞町大字本野上

953番地1
0494-26-7800

https://www.sekiyak

uhin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 川島吹塚店 子育てに係る物品購入 川島町

埼玉県比企郡川島町吹塚久保町

798-3
049-297-8615

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 吉見店 子育てに係る物品購入 吉見町

埼玉県比企郡吉見町大字久保田

1413
0493-54-6925

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 児玉薬局 子育てに係る物品購入 本庄市 埼玉県本庄市児玉町吉田林380-1 0495-73-1155

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 秩父宮地薬局 子育てに係る物品購入 秩父市 埼玉県秩父市上宮地町26-15 0494-27-0172

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 東松山砂田店 子育てに係る物品購入 東松山市 埼玉県東松山市砂田町1-5 0493-27-1701

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 秩父影森薬局 子育てに係る物品購入 秩父市 埼玉県秩父市大字上影森字原306 0494-21-1488

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 熊谷籠原薬局 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市別府1-46 048-530-3321

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 秩父黒谷店 子育てに係る物品購入 秩父市 埼玉県秩父市大字黒谷1080 0494-27-0811

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア ⾧瀞店 子育てに係る物品購入 ⾧瀞町 埼玉県秩父郡⾧瀞町大字⾧瀞329 0494-69-2052

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 本庄日の出薬局 子育てに係る物品購入 本庄市 埼玉県本庄市日の出4丁目868-1 0495-25-5381

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 秩父小鹿野店 子育てに係る物品購入 小鹿野町

埼玉県秩父郡小鹿野町大字小鹿野

1979
0494-72-7400

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 秩父横瀬店 子育てに係る物品購入 横瀬町

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬

4273-1
0494-27-7100

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 熊谷箱田店 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市箱田7-8-31 048-529-2066

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 花園店 子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市荒川440番地 048-579-1366

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 熊谷赤城店 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市赤城町3-1-35 048-529-7330

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 本庄西五十子店 子育てに係る物品購入 本庄市 埼玉県本庄市五十子2-5-5 0495-27-6271

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 熊谷佐谷田店 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市佐谷田2402-1 048-525-8251

501：子育てに係る物品購

入

ウエルシア薬局 イオン上里SC

店
子育てに係る物品購入 上里町

埼玉県児玉郡上里町大字金久保字

蓮山359-1
0495-35-1107

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 熊谷江南店 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市樋春2071 048-539-0063

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 深谷中央店 子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市国済寺72-1 048-570-6100

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 本庄万年寺店 子育てに係る物品購入 本庄市 埼玉県本庄市万年寺1-11-33 0495-27-6611



秩父地域・北部地域・比企地域

サービスカテゴリー 店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 寄居富田店 子育てに係る物品購入 寄居町

埼玉県大里郡寄居町大字富田

3250-3
048-577-2502

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 深谷上野台2号店 子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市上野台3185-2 048-551-5851

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 深谷上柴西店 子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市上柴町西3-17-16 048-551-7125

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア ときがわ玉川店 子育てに係る物品購入 ときがわ町

埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川

1165-1
0493-65-5210

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 深谷小前田店 子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市小前田2640-1 048-584-7255

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 森林公園駅前店 子育てに係る物品購入 滑川町

埼玉県比企郡滑川町みなみ野1-1-

2
0493-57-1711

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 深谷仲町店 子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市仲町7-10 048-551-8015

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 滑川つきのわ店 子育てに係る物品購入 滑川町

埼玉県比企郡滑川町月の輪七丁目

29番地1
0493-62-5880

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 本庄児玉南店 子育てに係る物品購入 本庄市 埼玉県本庄市児玉町児玉308-3 0495-72-7381

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 小川町店 子育てに係る物品購入 小川町 埼玉県比企郡小川町小川436-1 0493-71-1250

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 東松山六軒町店 子育てに係る物品購入 東松山市 埼玉県東松山市六軒町18-8 0493-21-1457

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 美里店 子育てに係る物品購入 美里町 埼玉県児玉郡美里町古郡508-1 0495-75-1165

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 小川町2号店 子育てに係る物品購入 小川町

埼玉県比企郡小川町大字小川字下

廣地1227
0493-71-1216

501：子育てに係る物品購

入

ウエルシア 東松山ライフガーデ

ン店
子育てに係る物品購入 東松山市 埼玉県東松山市あずま町4-8-3 0493-31-1115

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 小川腰越店 子育てに係る物品購入 小川町

埼玉県比企郡小川町大字腰越447-

1
0493-71-5808

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 嵐山東口店 子育てに係る物品購入 嵐山町

埼玉県比企郡嵐山町むさし台3-

27-1
0493-61-0166

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア ビバモール東松山店 子育てに係る物品購入 東松山市

埼玉県東松山市神明町二丁目11番

6号
0493-81-3020

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 川島上伊草店 子育てに係る物品購入 川島町 埼玉県比企郡川島町上伊草1612 049-297-6041

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 本庄朝日町店 子育てに係る物品購入 本庄市 埼玉県本庄市朝日町3-23-7 0495-21-4439

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 深谷東大沼店 子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市東大沼309 048-575-4500

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア薬局 深谷上野台店 子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市上野台2870-2 048-570-4133

501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 熊谷籠原南店 子育てに係る物品購入 熊谷市

埼玉県熊谷市籠原南三丁目391番

地
048-530-5157



秩父地域・北部地域・比企地域

サービスカテゴリー 店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア
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501：子育てに係る物品購

入
ウエルシア 熊谷箱田二丁目店 子育てに係る物品購入 熊谷市

埼玉県熊谷市箱田二丁目20番48

号
048-501-0812

501：子育てに係る物品購

入

イオンリテール株式会社 イオン

熊谷店

子育てに係る物品購入（イオン直営売場のみ

利用可能、専門店では利用不可）
熊谷市 熊谷市本石2-135 048-529-3131

https://www.aeon.com/stor

e/イオン/イオン熊谷店

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムス熊谷中西店 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市中西2-9-36 048-599-1370

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムス鳩山赤沼店 子育てに係る物品購入 鳩山町 埼玉県比企郡鳩山町赤沼2705-10 049-298-2600

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムス秩父横瀬店 子育てに係る物品購入 横瀬町 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬5789-5 0494-21-3251

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムス本庄児玉店 子育てに係る物品購入 本庄市 埼玉県本庄市児玉町児玉1739-3 0495-73-1515

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムス秩父太田店 子育てに係る物品購入 秩父市 埼玉県秩父市太田297-1 0494-63-1511

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムス小鹿野町店 子育てに係る物品購入 小鹿野町

埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野

772-1
0494-72-7011

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムス深谷中央店 子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市原郷213-4 048-572-6336

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムス熊谷妻沼店 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市妻沼356 048-588-5949

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムスふかや花園店 子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市荒川1050 048-579-5025

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムス都幾川店 子育てに係る物品購入 ときがわ町 埼玉県比企郡ときがわ町桃木37-2 049-366-1232

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムス嵐山店 子育てに係る物品購入 嵐山町

埼玉県比企郡嵐山町大字川島

2275-1
0493-61-0320

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムス高坂店 子育てに係る物品購入 東松山市

埼玉県東松山市大字高坂字参番町

972-1
0493-31-1120

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

501：子育てに係る物品購

入
ドラッグセイムス熊谷中央店 子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市中央2-445 048-599-2501

https://www.fujiyaku

hin.co.jp/

601：予防接種・歯科フッ

素塗布
中村産婦人科 任意予防接種 小川町

埼玉県比企郡小川町大字大塚

1176-1
0493-72-0373

http://www.nakamur

asanfujinka.jp/

601：予防接種・歯科フッ

素塗布
ほしこどもおとなクリニック ・公費負担のない任意の予防接種 東松山市 埼玉県東松山市上野本1226-1 0493-24-0753

http://www.hoshiclini

c.jp/

601：予防接種・歯科フッ

素塗布
こどもクリニック いとう小児科 予防接種（任意） 東松山市 埼玉県東松山市岩殿110-6 049-334-4145

https://www.kodomo

ito.jp/

601：予防接種・歯科フッ

素塗布
医療法人新井クリニック 任意予防接種

おもしろ消しゴム（ひ

とつ）
東松山市 埼玉県東松山市西本宿1859-1 0493-35-5550

http://www.araiclinic

.com/

601：予防接種・歯科フッ

素塗布
福島内科 任意予防接種 鳩山町 埼玉県比企郡鳩山町楓ケ丘4-17-8 049-298-0600

https://fukushima-

naika.com/

601：予防接種・歯科フッ

素塗布
柏原内科医院 任意予防接種 東松山市 埼玉県東松山市市ノ川343 0493-24-0376
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601：予防接種・歯科フッ

素塗布
関根内科外科医院

任意予防接種（インフルエンザ・おたふくか

ぜワクチンなど）
神川町 埼玉県児玉郡神川町新里221-1 0495-77-7667

http://sekineclinic.co

m/

601：予防接種・歯科フッ

素塗布
あたご山クリニック インフルエンザワクチンの接種（予約制） 本庄市 埼玉県本庄市中央1-7-23 0495-22-8733

601：予防接種・歯科フッ

素塗布
医療法人松山クリニック

任意予防接種（インフルエンザ、おたふくか

ぜ等）
東松山市 埼玉県東松山市殿山町30-5 0493-22-6955

601：予防接種・歯科フッ

素塗布
辻保順医院 公費負担のない任意の予防接種 東松山市 埼玉県東松山市新郷29-3 0493-23-9045

https://tsuji-hojun-

clinic.com/

601：予防接種・歯科フッ

素塗布
井上こどもクリニック 任意予防接種 深谷市 埼玉県深谷市上野台2456-7 048-580-6022

https://inoue-

children.dr-clinic.jp/

601：予防接種・歯科フッ

素塗布
上里こどもクリニック 任意予防接種 上里町 埼玉県児玉郡上里町七本木5357 0495-35-1070

http://www.kamisato

-c.com/e/

601：予防接種・歯科フッ

素塗布
医療法人野﨑クリニック 任意予防接種 嵐山町 埼玉県比企郡嵐山町千手堂693-1 0493-61-1810

701：子育て用品店での物

品購入
赤ちゃん本舗 アリオ深谷店 子育て用品の販売 深谷市

埼玉県深谷市上芝町西4-2-14 ア

リオ深谷2F
048-570-6900

https://stores.akacha

n.jp/189

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 江南店 子育て用品等の販売 熊谷市 埼玉県熊谷市江南中央2-18-1 048-539-4600

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 円光店 子育て用品等の販売 熊谷市 埼玉県熊谷市円光1－15－14 048-501-0345

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 妻沼店 子育て用品等の販売 熊谷市 埼玉県熊谷市弥藤吾417－1 048-567-1012

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 東松山駅前店 子育て用品等の販売 東松山市 埼玉県東松山市箭弓町1－16－18 0493-27-2021

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 小川ＦＭ店 子育て用品等の販売 小川町 埼玉県比企郡小川町小川460-9 0493-71-1090

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 花園店 子育て用品等の販売 深谷市 埼玉県深谷市小前田410ｰ2 048-579-1130

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 児玉店 子育て用品等の販売 本庄市 埼玉県本庄市児玉町吉田林193-1 0495-73-1007

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 上柴店 子育て用品等の販売 深谷市 埼玉県深谷市上柴町東3-14-5 048-551-4551

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 高坂ＦＭ店 子育て用品等の販売 東松山市 埼玉県東松山市あずま町2-8-1 0493-31-0515

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら つきのわ店 子育て用品等の販売 滑川町 埼玉県比企郡滑川町月の輪1ｰ4-1 0493-61-1040

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 東松山店 子育て用品等の販売 東松山市 埼玉県東松山市小松原町17－22 0493-21-6166

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 上里店 子育て用品等の販売 上里町

埼玉県児玉郡上里町大字七本木

1241
0495-35-3588

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 影森店 子育て用品等の販売 秩父市 埼玉県秩父市下影森702 0494-27-9601

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 本庄店 子育て用品等の販売 本庄市 埼玉県本庄市朝日町3-19-26 0495-25-1571

https://www.shimam

ura.gr.jp/
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701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 秩父店 子育て用品等の販売 秩父市 埼玉県秩父市黒谷下原1192 0494-21-1266

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 上野台店 子育て用品等の販売 深谷市 埼玉県深谷市上野台3310 048-551-7551

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
しまむら 川島インター店 子育て用品等の販売 川島町

埼玉県比企郡川島町大字上伊草

210
049-299-0160

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
バースデイ 箱田店 子育て用品等の販売 熊谷市 埼玉県熊谷市箱田1-13-25 048-501-1155

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
バースデイ 本庄店 子育て用品等の販売 本庄市 埼玉県本庄市西富田字北原338-1 0495-25-7080

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
バースデイ 東松山駅前店 子育て用品等の販売 東松山市 埼玉県東松山市箭弓町1-16-18 0493-27-8131

https://www.shimam

ura.gr.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
株式会社丸広百貨店 東松山店 子供服・玩具売場での物品購入 東松山市

埼玉県東松山市材木町19番地30

号
0493-23-1111

https://www.maruhir

o.co.jp/

701：子育て用品店での物

品購入
八木橋百貨店 ベビー・子供服・玩具売場（６階）

パパママ応援ショッ

プ・赤ちゃんの駅加盟

店

熊谷市 埼玉県熊谷市仲町74番地 048-523-1111
https://www.yagihas

hi.co.jp/

701：子育て用品店での物

品購入

株式会社西松屋チェーン 東松山

高坂店
子育てに係る物品購入 東松山市

埼玉県東松山市あずま町二丁目8

番2
0493-35-2031

https://www.24028.j

p/tenpo/list.php?cid

=11

701：子育て用品店での物

品購入

株式会社西松屋チェーン 深谷上

野台店
子育てに係る物品購入 深谷市 埼玉県深谷市上野台3305番1 048-573-0270

https://www.24028.j

p/tenpo/list.php?cid

=11

701：子育て用品店での物

品購入
株式会社西松屋チェーン 秩父店 子育てに係る物品購入 秩父市 埼玉県秩父市下影森809番1 0494-24-6200

https://www.24028.j

p/tenpo/list.php?cid

=11

701：子育て用品店での物

品購入

株式会社西松屋チェーン 熊谷籠

原店
子育てに係る物品購入 熊谷市

埼玉県熊谷市大字拾六間字外原

768-2
048-531-4161

https://www.24028.j

p/tenpo/list.php?cid

=11

701：子育て用品店での物

品購入

株式会社西松屋チェーン 熊谷円

光店
子育てに係る物品購入 熊谷市 埼玉県熊谷市円光二丁目1番12 048-527-8881

https://www.24028.j

p/tenpo/list.php?cid

=11

701：子育て用品店での物

品購入

株式会社西松屋チェーン 本庄早

稲田の杜店
子育てに係る物品購入 本庄市 埼玉県本庄市早稲田の杜4-1-3 0495-23-3680

https://www.24028.j

p/tenpo/list.php?cid

=11

701：子育て用品店での物

品購入

株式会社 西松屋チェーン ベイ

シア寄居北店
子育てに係る物品購入 寄居町 埼玉県大里郡寄居町桜沢2916 090-9685-9729

https://www.24028.j

p/tenpo/list.php?cid

=11

701：子育て用品店での物

品購入
トイザらス 熊谷店

玩具、育児用品、子供衣料などベビー・子供

用品全般の販売
熊谷市 埼玉県熊谷市代1067 048-524-4690

https://www2.toysru

s.co.jp/storeinfo/473

3/
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702：美容所でのサービス mino'aka hair 美容室 パパママクーポン料金 上里町 埼玉県児玉郡上里町七本木 080-7793-2525

https://mino-

aka.amebaownd.com

/

702：美容所でのサービス 有限会社小沢美容院

・時短カラー・電子トリートメント・リンパ

ヘッドスパ・イオンパーマ・カット・セッ

ト・メイク・着付

電子トリートメントを

初めてなさる方にM3.5

電子トリートメント

200㎖プレゼント

小川町 埼玉県比企郡小川町小川153-1 0493-72-0377
https://ozawa-

bi.com/


