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知事からのメッセージ
子どもたちが健やかに育つことは、私たちみんなの喜
びであり、強い願いです。
核家族化が進み、地域社会とのつながりが薄れるなど、
子育てを取り巻く環境は大きく変化しており、育児に
不安や孤独を感じている方は少なくありません。こう
した中、外出先での温かい一言やちょっとした心遣い
が子育てをする方々にとって力強い支えになります。
県では、子育て家庭を県全体で応援するため、平成
24年度から「子育て応援！チーパス事業」を実施して
います。
今後も、子育て中の全ての県民の皆様をもっと応援で
きるよう、サービスの充実に努めてまいりますので、
ぜひ「チーパス」をご利用ください。
また、事業者の皆様には、子育て支援の輪がさらに広
がっていくよう、引き続きのご理解とご協力をお願い
申し上げます。
千葉県知事

森田 健作
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チーパス事業とは
もっと

もっと

こども

と

こどもに

ちばの子育て家庭優待カード

『チーパス』が
子育て家庭を応援!
子育てをもっと楽しく!!

千葉県では、県全体で子育て家庭を応援するため、
「子育て応援! チーパス事業」
を実施しています。
子育て家庭優待カード
「チーパス」

「チーパス」は県内にお住まいの中学校
修了までのお子さん又は妊娠中の方が
いるご家庭にお渡しします。

子育て家庭を応援するため、サービスを
提供してくれるお店です。

「チーパスの店」協賛店

優待カード提示

子育て家庭
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の
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千葉県
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県外の協賛店
※2016年4⽉からこのマークが掲示されている県外の店舗でも利用で
きるようになりました

「チーパスの店」はどこにあるの？ どんなサービスが受けられるの？
「チーパスの店」には、右図のステッカーやポスターが
掲示されています。（一部掲示のない店舗もあります。）
チーパスの店は「チーパスねっと」
（P5）の「チーパスの店
検索ページ」から検索することができます。
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県外の優待カード提示

サービス提供

優待カード提示

全国共通
ロゴマーク

協

協賛ステッカー
「チーパスの店」

県外の子育て家庭

○円以上
お買い上げで、
○％割引
お子様に
景品プレゼント

毎週○曜日は
ポイント○倍
おむつ
交換場所の提供

サービスの例

など
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チーパスのご利用ガイド
チーパス受取までの流れ
〔表面〕

〔裏面〕

お住いの市町村を通じて配付します。
※本冊子の10・11ページにある受取窓口をご参照
ください

ご利用上のご注意
間

チーパスの使用期

2018年4月1日から2021年3月31日まで※
または一番下のお子さんが満15歳になって最初に迎える3⽉31⽇のいずれか早い⽇まで
※2021年4⽉1⽇からは新しいカードが必要です

ったら

チーパスを受け取

チーパスの裏面に、必ず次の事項を記入してください。
記入がない場合、チーパスは使用できません。
① 中学校修了までのお子さんがいるご家庭…
1.お子さんのお名前と生年⽉⽇ 2.その同居のご家族のお名前

①

②
チーパス太郎

××

×

×

チーパス花子

② 妊娠中の方…
ご本人とその同居のご家族のお名前
（お子さんがお生まれになりましたら、お子さんのお名前と生年⽉⽇を記入してください。）

注意

ご利用上のご

1.チーパスの提示により受けられるサービスは、チーパスの店のご厚意により提供されるものであり、
サービスの内容はお店によって異なります。
2.チーパスの提示以外に、チーパスの店から使用資格の確認をさせていただく場合があります。
3.チーパスを他人に貸したり、譲ったりすることはできません。

チーパスをお持ちの方へ

子育て支援パスポート事業の全国

県外からの利用者にサービスを提

展開が開始され、全国展開に参加

供するかどうかや、サービスの内

する全ての都道府県（千葉県を含

容につきましては、店舗ごとに異

む）において、チーパスをご利用い

なりますので、各都道府県のホー

ただけます。

ムページ等で予めご確認ください。

このマークが目印です！
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チーパスは全国で使えます!

チーパスねっとの使い方
チーパスねっとでチーパスの店を検索！
1.QRコードからサイトへ

チーパスねっと

https://www.chiba-kosodate.jp

PCサイト

モバイルサイト

2.検索画面

1
2

❶ 検索画面で検索
1.店名・キーワードから探す
2.地図から探す
3.カテゴリから探す
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❷ お店情報を確認

3.検索結果

【●●市】 ●●食堂

「お得なサービス」
「安心なサービス」
でも検索できます

ご利用料金より5%割引
おむつ交換台、授乳スペースあります。
アレルギー対応します。
〒000-0000 千葉県○○市○○○0-0000-000
○○ビル0F

【●●市】 ●●ホテル
・ご利用料金より5%割引
・おもちゃプレゼント
・ベビーベッドあり
・キッズスペース無料でご利用できます
おむつ交換台、授乳スペース完備。
アレルギー対応します。
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チーパス Q&A
①「チーパス」に関する質問
質問 チーパスの右側にあるバーコードは何のためにあるのですか？
答え チーパスの店（協賛事業者）がサービスを提供する際に、千葉県の発行した優待カードであることを機械的に認識するためのものです。
質問 チーパスに記載されている「チーパスの店（協賛店）検索」はどのように行うのですか？
答え

携帯電話やスマートフォンの「バーコードリーダー」機能を使って、チーパス左側に記載されたQRコードを読み取ることによって、チーパス
の店検索サイトにアクセスすることができます。

質問 チーパスを失くしてしまったら再発行してもらえますか？
答え お住まいの市町村の窓口にその旨を申し出ることにより再発行を受けることができます。※ 確認書類の提示を求められる場合があります。
質問 チーパスを忘れてしまったらサービスは受けられないのですか？
答え

「チーパスの店」では、原則としてチーパスの提示がある場合に限りサービスを提供することとしておりますので、その点、ご理解いただき
ますようお願いします。ただし、お店によって対応は異なっておりますので、詳しくは各店舗にお問い合わせください。

質問 「チーパスの店」でチーパス以外に確認書類を提示するよう求められましたが、応じなければいけなのですか？
答え サービスの提供にあたりチーパスの店が条件を定めている場合には、応じていただく必要があります。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
質問 チーパスは他人に貸したりしてもいいのですか？
答え

当制度は各事業者のご厚意により成立するものであることから、チーパスを複製したり他人に譲渡又は貸与したりするなど、チーパスの店
又はチーパス事業の協賛事業者に損害等を及ぼす行為は全て禁じておりますので、ご理解いただきますようお願いします。

質問 子どもが中学校を卒業し、チーパスの対象家庭ではなくなりましたが、どうしたらよいですか？
答え チーパスを使用することはできません。県若しくはお住まいの市町村までご返却いただくかご自身で破棄していただくようお願いいたします。

②「チーパスの店」に関する質問
質問 「チーパスの店」になることで、どんなメリットがあるのですか？
チーパスねっとで店舗の紹介をさせていただくほか、子育て家庭が「チーパスの店」を積極的に利用していただけるよう広報活動を行ってい
きますので、知名度の向上につながると同時に、対象家庭に対し「子育てを応援する事業者」であることがアピールされるため、イメージアッ
答え プにもつながります。
また、店頭に協賛ステッカーが掲示されることで、子ども連れであっても遠慮なく入店できることをアピールすることができ、販売機会の
拡大にもつながるものと考えています。
質問 「チーパスの店」になるために費用はかかるのですか？
答え 協賛申込みに要する費用は無料です。
質問 協賛したい店舗が多数あるのですが、申込みはどのようにすればよいですか？
答え 原則として、店舗ごとに協賛申込みをしていただくことになりますが、必要に応じ個別対応しますので、担当までご相談ください。
質問 ショッピングモールなどの商業施設や商店街などの単位で、テナントや各店舗をまとめて申し込むことはできますか？
答え 可能です。必要に応じ個別対応しますので、担当までご相談ください。
質問 「チーパスの店」であることを広告したいのですが、画像等は提供してもらえますか？
答え

協賛していただいた事業者の方は、専用のホームページから「チーパス」及び「チーパスの店協賛ステッカー」の画像ファイルをダウンロード
して、ご利用いただくことができます。

③制度全般に関する質問
質問 利用対象が中学生までの子ども及び妊婦のいる家庭となっているのはなぜですか？
答え 利用対象の範囲は、千葉県が行う他の子育て支援施策との関係や、チーパスの配付方法などの諸事情を考慮して決定しました。
質問 チーバくんのデザインにはどのような意味が込められているのですか？
このチーバくんは、この事業の趣旨をチーバくんの原作者である坂崎千春さんにお伝えし、特に作成していただいたもので、坂崎千春さん
答え からは「チーバくんが親子をやさしく見守ったりするイメージで作りました。」とのコメントをいただいています。
このチーバくんが、県が行う子育て支援施策のシンボルマークとなるよう大切にしていきたいと考えています。
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ご利用者の声
チーパスねっと
『子育て家庭優待カード
「チーパス」
に関するアンケート』
アンケート結果（H28.2.27〜R1.11.18）

Q

「チーパス」
を知ったきっかけは?
インターネット

家族、知人から

4%

5%

その他

3%

Q

69%
市町村、学校、
保育所等から配布

2%

クリーニング 2%
車・交通
学習教室・子育て関連施設
（教習所・レンタカー） 2%

その他

その他

4%

レジャー施設・宿泊施設 13%
24%
一般小売店

Q

どんなサービスを受けた?
おむつ交換・
授乳場所の提供

これまでどんなお店を利用した?

子育て関連

県または
市町村の広報 9%
協賛店の
ステッカー・ポスター 10%

Q

4%

50%
飲食店

ご利用の感想
よくなかった

2%

1%

6%

ポイントサービス 14%

商品のおまけや景品 32%

Q

50%
料金の割引

Q

よかった点は？

お店の人と
コミュニケーションが
取りやすくなった
4%

その他

2%

この取組みで子育てがしやすくなりますか？
思わない

3%

あまり思わない 13%

子ども連れで
外出しやすくなった 17%
25%
社会全体で子育て家庭を
応援してもらっている
感じがする

94%
よかった

52%
経済的負担の軽減となった

まあそう思う 42%

42%
思う

子育て世代への支援を実感しています。
ぜひ継続して欲しい!

チーパスでお得感があるお店を選びます。
地域も一緒に子育てに協力的な感じがするので。
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協賛事業者の募集について
事業者の皆様へ、
「チーパスの店」になっていただける協賛事業者を募集しています

協賛事業者になると…
・協賛ステッカーや協賛ポスターを店頭掲示することなどにより、「子育てを応援する事業者」として県民に
アピールできます。（イメージアップ効果）
・協賛ステッカーなどの画像を、広告宣伝等に利用できます。（広告宣伝効果）
・協賛事業者の情報が、県の専用ホームページなどにより、県民に広く周知されます。（情報周知効果）

協賛事業者になるには…
募集対象

店舗又は事業所等において、当事業の対象家庭へ
何らかのサービスを提供していただける事業者の方

※店舗又は事業所等の所在地は、県内・県外を問いません。

募集期限

随時受け付けています。

当事業の趣旨に照らし、対象家庭へ何らかの寄与があると認められるサービスをご提供ください。

申込み方法
「子育て応援！チーパス事業」の協賛規約をお読みの上、以下のいずれかの方法でお申込みください。

1.ホームページから申込む

P

協賛事業者募集H

右記HPより「申込みフォームへ」ボタンをクリックしてください。
申込みフォームが開きますので、必要事項を入力して、お申込みください。

2.メール・郵送で申込む
右記HPの申込書に必要事項を記入し、店舗写真の画像ファイル（※）を添
付の上、送付してください。
※HPへの写真掲載を希望する場合はPR用店舗写真3枚
（メイン1・サブ2）の画像
ファイルを送付してください。画像の種類はjpeg形式とし、画像ファイルには
メイン・サブ1・サブ2の名前を付けてください。

複数店舗をお申込みされる方
チェーン店などで、一度に数多くの店舗を登録される場合
で、申込みフォームによる入力が困難な場合は、担当まで
ご相談ください。
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千葉県健康福祉部子育て支援課
電話番号：043-223-2589
043-223-2317

キャラクター協賛の募集について
チーバくんのキャラクターを活用し、店舗のない事業者の皆様も参加いただけます

チーバくんのキャラクターを活用した取組み
県では、
「子育て応援！チーパス事業」のほか、
「『チーバくん』を活用した子育て応援事業」も実施しています。
店舗がないなどの理由で「子育て応援！チーパス事業」に参加いただけない事業者の方でも、子育て家庭を
応援していただくことができます。

事業概要
・事業者は、原作者が子育てを応援するイ
メージで制作した専用デザインの「チー
バくん」（左図）を活用して行う県内の子
育て家庭を応援する取組みを任意に提案
します。
・県は、提案された取組みが県の子育て施
策に協賛する取組みであると認めた場合
に承認を行います。
・県は、事業者が行う取組みについて県民
の皆様に広く周知します。

「チーバくん」
（専用デザイン）

取組内容の例
・商品の売上等の一部を子育て応援のための協賛金として県に寄付する取組み
・事業者が有する広告媒体を、子育て応援のための県の広報等に提供する取組み
・その他、事業者の創意工夫により任意に提案される、県内の子育て家庭の応援に貢献すると認められる取組み

協賛いただいた場合のメリット
・県内の子育て家庭約50万世帯に配布されるチーパスにデザインされた「チーバくん」を商品等に使用するこ
とにより、商品の宣伝効果が期待できるほか、「子育てを応援する事業者」として県民の皆様にアピールで
きます。（商品宣伝・イメージアップ効果）
・事業者の取組内容が、県のホームページなどにより、県民の皆様に広く周知されます。（情報周知効果)
千葉県健康福祉部子育て支援課
電話番号：043-223-2589／043-223-2317
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チーパスの受取窓口
一宮町

福祉健康課

⽊更津市

☎0475-42-1415
名称

一宮町役場庁舎1階
福祉健康課 子育て支援係

常時

長生・夷隅・君津・安房エリア

子育て支援課
電話

☎0475-42-1415

子育て支援課窓口
◆必要書類：B

君津市

◆必要書類：A

子育て支援課

⽩子町
常時・転入時

⽩子町役場 住民課

⺟子⼿帳申請時 ⽩子町健康づくりセンター

名称

担当課・電話

⽩子町 住民課
☎0475-33-2112
⽩子町 健康福祉課
☎0475-33-2179

君津市役所

◆必要書類：A

健康推進課

☎0475-32-6800
名称

常時・転入時
◆必要書類

電話

子育て支援課

☎0439-56-1526

健康づくり課

♥ ☎0439-57-2233

⼩⽷行政センター

☎0439-32-3111

清和行政センター

☎0439-37-3111

⼩櫃行政センター

☎0439-35-3111

上総行政センター

☎0439-27-3111

◆必要書類：A

⻑生村

⻑生村役場 健康推進課

電話

☎0475-32-6800

保健福祉課
常時

⻑南町役場 保健福祉課

電話

☎0475-46-2116

◆必要書類：A

電話

☎0438-62-5711
☎0438-75-3111

◆必要書類：B

富津市

☎0439-80-1256
名称

☎0475-35-2414
名称

常時・転入時
乳幼児健診時

⻑柄町役場 健康福祉課

電話

☎0475-35-2414

富津市役所

♠

☎0439-80-1256

市民課

♠

♣ ☎0439-80-1253

天⽻行政センター

♠♥♣ ☎0439-67-0512

峰上出張所

♠♥♣ ☎0439-68-1111

健康づくり課

♥

☎0439-80-1268

◆必要書類：Ｂ

睦沢町

鴨川市

☎0475-44-2504

子ども支援課

睦沢町役場 福祉課（常時）
◆必要書類：B

子育て支援課

電話

子育て支援課

◆必要書類：A

☎04-7093-7113

♥は⺟子⼿帳交付時、その他は常時
名称

子ども支援課（ふれあいセンター内）
鴨川市役所

☎0475-20-1573
名称

健康増進課（ふれあいセンター内）

♥

総合窓口（本庁1階）
電話

茂原市役所 子育て支援課

☎0475-20-1573

転入時

茂原市役所 本納支所

☎0475-34-2111

乳幼児健診時

茂原市保健センター

☎0475-25-1725

◆必要書類：A

袖ケ浦市役所 子育て支援課 ☎0438-62-3286

♠は常時、♥は⺟子健康⼿帳交付時、♣は転入時

健康福祉課

常時

常時・転入時

子育て支援課

⻑柄町

茂原市

☎0438-62-3286

常時・転入時 ⻑浦行政センター
⺟子健康⼿帳交付時 平川行政センター

☎0475-46-2116
名称

袖ケ浦市

子育て支援課

名称

お子様の保険証又は⺟子⼿帳

⻑南町
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☎0439-56-1526

♥は⺟子⼿帳交付時、その他は常時、転入・出生時
名称

福祉課

☎0438-23-7244

天津⼩湊支所、吉尾・江見・⼩湊各出張所、市民サービスセンター
⻑狭・江見・天津各子育て支援室

◆必要書類
中学校修了までのお子さんをお持ちの保護者▶必要に応じて、
確認書類（お子様の保険証等）を求めることがあります。
妊娠中の方▶⺟子健康⼿帳

必要書類の
記号について

鋸南町

保健福祉課

Ａ：中学校修了までのお子さんをお持ちの保護者▶お子様の健康保険証 ／
Ｂ：必要に応じて、確認書類（お子様の保険証等）を求めることがあります

大多喜町

☎0470-50-1172

教育課

名称

☎0470-55-2111

鋸南町保健福祉センター

☎0470-50-1172

◆必要書類：B

名称

大多喜町役場
教育委員会 教育課

常時

⺟子⼿帳配布時 大多喜町役場 健康福祉課

電話

☎0470-82-3010
☎0470-82-2168

◆必要書類
保育園に入園していない乳幼児の保護者▶妊娠届出書

館⼭市

教育委員会教育部 こども課

☎0470-22-3496

名称

電話

☎0470-22-3496

館⼭市教育委員会 教育部こども課（常時）

☎0470-23-3113

館⼭市保健センター

☎0470-23-3114

館⼭市元気な広場

◆必要書類
中学校修了までのお子さんをお持ちの保護者▶お子様の健康
保険証等生年⽉⽇のわかるもの
妊娠中の方▶⺟子健康⼿帳

御宿町

保健福祉課

☎0470-68-6716

御宿町役場 保健福祉課（常時）
◆必要書類：A

勝浦市
福祉課

☎0470-73-6618
名称

勝浦市役所 福祉課児童係

南房総市

教育委員会 子ども教育課

☎0470-46-2966

名称

電話

教育委員会子ども教育課

☎0470-46-2966

保健福祉部健康支援課

☎0470-36-2111

保健福祉部社会福祉課

☎0470-36-1151

南房総市役所市民課

☎0470-33-1051

朝夷行政センター、
各地域センター窓口

☎0470-82-3010

電話

転入・出生時 等 鋸南町役場 税務住民課
常時

妊娠中の方▶⺟子健康⼿帳

朝夷行政センター

☎0470-44-1111

富⼭地域センター

☎0470-57-2511

三芳地域センター

☎0470-36-2111

⽩浜地域センター

☎0470-38-3111

丸⼭地域センター

☎0470-46-3111

和⽥地域センター

☎0470-47-3111

子育て支援センター

電話

☎0470-73-6618

◆必要書類
お子様の健康保険証
妊娠中の方▶⺟子健康⼿帳

☎0470-40-5111

◆必要書類：A

いすみ市

福祉課

☎0470-60-1120

♠は常時、♥は⺟子⼿帳交付時・乳幼児健診時、♣は転入時
名称

電話

いすみ市役所 福祉課

♠

☎0470-60-1120

夷隅地域市民局 地域市民班

♠

♣ ☎0470-86-2112

岬地域市民局 地域市民班

♠

♣ ☎0470-87-2113

健康⾼齢者支援課

♥

☎0470-62-1162

花本こども館

♠

☎0470-62-2035

みさき児童館

♠

☎0470-87-2404

子育て支援センター

♠

☎0470-86-3009

◆必要書類：A

11

子育て関連の窓口紹介（参考）
相談する

救急

ちば My Style Diary

ちば救急医療ネット

結婚から妊娠・出産、子育てまでの切れ目のない支援として、無料
のスマートフォンアプリ
「ちば My Style Diary」
を配信しています。
県や市町村が実施するイベント等の情報を配信するとともに、専門
家による健康相談や、子どもの成⻑記録機能のほか、様々な支援メ
ニューを取り揃えています。ぜひご活用ください。

夜間や休⽇の急病時などに医療機関を受診する際に役立つ千葉県内
の救急医療機関情報をホームページで県民の皆様に提供するシステ
ムです。

ちばMyStyleDiary

検索

児童相談所
18歳未満の児童に関するあらゆる問題について、児童や保護者など
からの相談に応じ、児童の最善の利益を図るために、児童や保護者
に最も適した援助や指導を行う行政機関です。

ちば救急医療ネット

こども急病電話相談
夜間に、急に子どもの具合が悪くなったとき、医療機関にすぐに受
診させた方が良いか迷われたとき、ご相談ください。
相談には看護師が応じ、アドバイスをします。また、必要な場合は、
⼩児科医に電話を転送します。
救急車を呼ぶ前にお気軽にご相談ください。

◆児童相談所全国共通ダイヤル 189

こども急病電話相談

◆子ども家庭110番（中央児童相談所内）

◆小児救急電話相談

（虐待相談・通告は24時間365⽇対応）
☎043-252-1152 対象：県下全域（千葉市除く）
・児童に関する相談
（しつけ、教育、適性、養護、障害など）
毎⽇8:30～20:00
・児童虐待に関する相談、通告：毎⽇24時間受付

◆来所・電話相談
名称
中央
児童相談所
市川
児童相談所
柏
児童相談所
銚子
児童相談所
東上総
児童相談所
君津
児童相談所
千葉市
児童相談所

電話／担当区域
☎043-253-4101
成田市・佐倉市・習志野市・市原市・八千代市・
四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・印旛郡
電話相談 ☎047-370-5286
☎047-370-1077
市川市・船橋市・鎌ケ谷市・浦安市
電話相談 ☎04-7134-4152
☎04-7131-7175
松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市
電話相談 ☎0479-24-3231
☎0479-23-0076
銚子市・旭市・匝瑳市・香取市・香取郡
電話相談 ☎0475-27-5507
☎0475-27-1733
茂原市・東金市・勝浦市・山武市・いすみ市・大網白里市・
山武郡・長生郡・夷隅郡
電話相談 ☎0439-55-3100
☎0439-55-3100
館山市・鴨川市・木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市・
南房総市・安房郡
電話相談 ☎043-279-8080
☎043-277-8880
千葉市

※相談時間：月曜日〜金曜日 9:00〜17:00
（千葉市児童相談所は、月曜日〜金曜日 9:00〜16:30)
※祝日、年末年始（12月28日〜1月3日）
除く
児童相談所

検索

千葉

千葉県子どもと親のサポートセンター
千葉県教育委員会により設置された教育機関です。子どもや保護者
から寄せられる不登校やいじめ等の多様な相談に対応するととも
に、教育関係者に対する支援を広く展開することで、児童生徒の社
会性を育成し、「教育立県ちば」の実現を目指します。

◆電話相談

0120-415-446（24時間対応）
新規の来所相談は電話で事前に申し込み
（受付時間 平⽇8:30～17:00）
千葉市稲毛区⼩仲台5-10-2
子どもと親のサポートセンター
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千葉

検索

検索

千葉

検索

プッシュ回線の固定電話・携帯電話からは、局番なしの♯8000
ダイヤル回線、IP電話、光電話、銚子市からは ☎043-242-9939
相談時間：毎⽇19:00～翌朝6:00
※相談は無料ですが、通話料は利用者の負担です。また、あくまでも電
話によるアドバイスであり、診断や治療はできません。
※ダイヤル回線、IP電話、光電話、銚子市の場合は、♯8000は利用で
きません。

ウェブサイト「こどもの救急」
夜間や休⽇などの診療時間外に病院を受診するかどうか、判断の目
安を提供しています。生後1カ⽉～6歳までのお子さんが対象です。
（厚生労働省研究班／公益社団法人 ⽇本⼩児科学会 監修）
こどもの救急

検索

子どもとお出かけ
千葉県公式観光情報サイト －まるごとe! ちば－
まるごと

ちば

検索

県立美術館・博物館のイベント・展示情報
千葉の県立博物館

検索

学ぶ
親力アップ！いきいき子育て広場
聞いてみよう子どもの声、子育て豆知識、おすすめの本など家庭教
育・子育てに役立つ情報を発信中!
ちば

親力

検索

ちばの食育
ちばの食育

検索

チーパス の 店
匝・安
海津
山房
武エリア
取・君
香隅
旛・夷
長生
印
お近くの協賛店をご紹介します
チーパスの提示で、いろいろな子育て応援サービスを受けることができます
（掲載店舗はエリア内にある協賛店の一部を抜粋してご紹介しています）

金融

買う

車・交通

食べる

ング
クリーニ

学ぶ
ぶ
見る・遊
生活
住まい・

泊まる
その他
方へ
他 県の

健康
育児
理 美容

全国 展

開対応

その他の
お店情報はこちら
チーパスねっと
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チーパスの店

長生・夷隅・君津・安房エリア

CHIE001/026

おそうじ本舗

CHIE017/075

長生店

長生郡一宮町一宮9906

0120-168-606

お見積り無料、
掃除に関する
ご相談はお気軽にどうぞ

お見積り金額より10％引き
「感動」と「満足」をご提供・テレビCMでもおなじみの「おそうじ本
舗」は、快適で健やかな生活をお手伝いします！

CHIE008/074

長生郡一宮町東浪見156-1

0475-42-5576

ドライブがてらの小休憩に気軽に
立ち寄ってください♪

チーパス提示でお菓子のプレゼント♪当店も現在7ヶ月
の子の子育て中です♡ゆっくりほっこり甘いお菓子タイ
ムを店内でもテイクアウトでお家でもどうぞ。記念日や
お誕生日のケーキも可愛くお作り致します。

CHIE057/074

白子ニューシーサイドホテル

ママ専用ホームサロン Lily-bon

0475-30-3555

0475-36-2974

長生郡白子町中里4482

貸切展望露天風呂から望む太平洋
は絶景です！

当館へ直接お申し込み、又はホームページ
（http://www.new-seaside.com/）からのお申し込み
で現金払いの場合、宿泊料金を5%割引致します。
【条件】親子同伴の場合に限る。確認書類の提示

CHIE059/074

長生郡長生村信友1800-45

小さなお子様連れのママも安心し
てサロンサービスを受けられます

ママ専用サロンにおけるサロングッズ・用品販売
10%割引

CHIE009/074

道の駅ながら

おそうじ本舗

0475-35-4741

0120-42-2180

長生郡長柄町六地蔵138-1

茂原市東郷895-3

地元の野菜をメインに農産物や
加工品を販売しています

新生酪農のアイスを2割引きで販売します。

CHIE041_1/075

新茂原店

お見積り無料、掃除に関する
ご相談はお気軽にどうぞ

お見積り金額より10%引き
「感動」と「満足」をご提供・テレビCMでもおなじみの「おそうじ本
舗」は、快適で健やかな生活をお手伝いします！

CHIE022/026

晶光堂アスモ店

ドン・キホーテ

0475-23-8585

0475-27-5411

茂原市高師1735

茂原市茂原1575-2

お子様メガネの事ならどんなこと
でもお気軽にご相談ください。
小学生以下のお子様のメガネ購入10％OFF

CHIE023_1/026

花と雑貨の贈り物
茂原市新小轡178-2

茂原店

いつもワクワクドキドキをテーマ
に驚きの価格でご提供！

税込3000円以上のお会計時にmajica（ドン・キホーテ
ポイントカード）とチーパスをご提示で次回以降に使用
できる100majicaポイント（100円分）を
プレゼント！！（お1人様1日1回限り）

CHIE014/024

サブ・ローザ

ブランコとベンチがあり植物とふ
れあいながらお買物が楽しめます

☆親子同伴のお客様に☆
1）お子様へ風船プレゼント
2）次回ご来店の際使える、お買物10％割引券配布
【条件】親子同伴の場合に限る

CHIE007/074

ファッションリフォームアライ 洋服110番
茂原市上永吉785-7

0475-26-2923

何でもご相談ください。
チーパス提示で1割引き

CHIE029/074

茂原スポーツクラブ・スイミングスクール

株式会社エンゼル薬局

0475-27-2580

0438-40-1933

茂原市北塚1068

茂原市にあるお子様向けの
スイミングスクールです！

（ご入会時特典）入会金 無料 指定水着 プレゼント
指定帽子 プレゼント 指定バッグ プレゼント
初回級ワッペン プレゼント 2才半～小学生までのお子
様が安心して泳げるスイミングスクールです♪
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Sweet’s Cafe Mahalo -スイーツカフェ マハロ-

木更津市高柳1-6-30

処方箋の受付をLINEでも受け付
けています
（LINE ID：qga2120b）

中学生以下の方の処方箋をお持ち頂き、チーパスをご提
示頂けた方にきさポンゼリー（マルチビタミン・鉄分・カ
ルシウム・葉酸入り）を3個プレゼント！
【条件】中学生以下の方の処方箋をお持ちいただいた方。

買う

食べる

学ぶ

育児

理美容

金融

その他

他県の方へ 全国展開対応

見る・遊ぶ

住まい・生活

健康

車・交通

クリーニング

泊まる

※各店舗の詳細ページはQRコードからご覧になれます

CHIE053/024

CHIE024/026

おいしい薬膳 AriHa cafe

おそうじ本舗

0438-80-9206

0120-312-780

木更津市朝日1-6-7

お子様連れでも安心してゆっくり
お食事をお楽しみください

小学生以下のお客様にソフトドリンク1杯無料サービス

CHIE046_1/074

菓匠

梅月庭

木更津市清見台東2-5-28

木更津請西店

木更津市請西南5-24-12

お見積り無料、掃除に関する
ご相談はお気軽にどうぞ
お見積り金額より10％引き

CHIE040/074

清見台本店

様々なシーンに合うとっておきの
和菓子をご提案します。

なのはっちソフトクリーム280円を200円税抜で販売い
たします。
お子様だけでなくご家族皆様も対象です。

CHIE006_1/074

QBハウス（ヘアカット専門店）
木更津市築地1-4

キッズルームをご利用ください。
お子様用ノベルティグッズプレゼント
キッズルームあり

CHIE037_1/074

女性限定・初心者さん向けウクレレレッスン「ウクレレカフェ」
木更津市港南台

女性限定の初心者さん向けウクレ
レレッスンを行なっています。

1 体験レッスン（30分500円）
のところ、無料サービス
2 チーパス提示者限定スタンプカード
【条件】女性と子ども対象（女性限定のレッスンのため）、
要予約

CHIE042_1/075

木更津ワシントンホテル
木更津市大和1-2-1

0438-42-1116

お子様椅子、
お子様用食器やカト
ラリーなどご用意しております。

ランチ・ディナーお食事代5%割引
（イベント、フェアなど一部対象外、飲物対象外、他サービ
スなど併用不可）
【条件】親子同伴で4名以上12名まで

CHIE038/074

しゃぶ菜

木更津市築地1-4

木更津

0438-30-6671

『しゃぶしゃぶ』と『すきやき』が
食べ放題。
ドリンクバー無料サービス

CHIE060/074

㈲関口自転車店
木更津市木更津2-15-8

0438-22-2550

幼児車から3人乗り自転車まで
展示、取り扱っています

ご来店時チーパスご提示でエアーチェック無料、
パンク修理100円割引

CHIE015/024

地域の学びステーション エスタ

中華そばモンド

050-3551-5435

0438-71-9232

木更津市祇園1-1-6

木更津初のロボット教室・プログ
ラミング教室等の複合型教育施設
体験授業参加者に限定クリアファイル
プレゼント

CHIE050/074

木更津市高柳2-3-16

快適な店内でゆっくりとお食事を
お楽しみください。

小学生以下のお子様に【テルさんの幸せプリン】
（通常
200円）一個を無料サービス♡
当店はお子様連れのお客様が安心してお食事を楽しめる
ようベルト付きのお子様イスをご用意しております。

CHIE044/075

東京ベイプラザホテル

ドン・キホーテ 木更津店

0438-25-8888

0438-30-6811

木更津市新田2-2-1

レジャー施設にもアクセス良好！
全105室の客室を完備

・ミルク用のお湯をご提供いたします。 ・ロビーのソ
ファーにて授乳や、お寛ぎいただくことが出来ます。
【条件】混雑時は、ソファー等に座れない場合もございま
す。あらかじめご了承ください。

ボンサルーテ

木更津市請西南2-21-2

ご家族で気軽に楽しく
お買い物できるお店です！

税込3000円以上のお会計時にmajica（ドン・キホーテ
ポイントカード）とチーパスをご提示で次回以降に使用
できる100majicaポイント（100円分）をプレゼント!!
（お1人様1日1回限り）
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チーパスの店

長生・夷隅・君津・安房エリア

CHIE034/024

ナチュラルカフェ＋ショップ hanahaco

ひととわ

0438-38-4368

0438-55-6107

木更津市矢那1879-1

キッズメニューもご用意しており
ます。
お会計から5％割引

CHIE030/074

仏壇の松本

木更津市大和2-2-2

0438-23-2676

仏事・神事にご不明なことがあれ
ば、
お気軽にお問い合わせ下さい

仏壇 メーカー価格の50%引き
仏具、線香、ローソク 当店平常価格より10%引き
注意：他、クーポン券と併用はできません。

CHIE058/074

木更津市新田1-10-32

国産オーガニック小麦100％の
全粒粉パンです

小学生以下のお子様のご家族・妊婦さんは
全粒粉パン5％OFF

CHIE036_1/074

フラオカマープナヘレ Hula o ka Māpunahele
木更津市矢那1422

お母様が一緒にやらない場合で
も、一緒にご覧いただけます。

小学生以下のお子様 体験レッスン無料サービス
オムツ替えスペースあり。授乳スペースあり。

CHIE054/024

フラワープロデュース

フレーベル館 Kinder Platz

0438-20-1387

043-897-6611

木更津市東中央2-2-21

可愛いブーケから豪華なお花まで
ご希望にそってお作りします

2000円以上お買い上げの方に5%割引
【条件】お子様のご両親のみご利用できます。

CHIE004/026

木更津市築地1-4

たくさんの絵本と玩具・遊具で
溢れる室内遊び場
大人入場料100円引き（税抜）

CHIE028/074

ポーラザビューティ木更津店

モンサック木更津店

0438-25-7598

0438-25-5374

木更津市清見台2-1-3

子育てしながら、私の時間も
大切にしましょう。

ハンドトリートメント、サンプルプレゼント。
女性として魅力度UPの応援します。

CHIE031/024

木更津市朝日3-10-19

地域密接的なアットホームな
鞄専門店です。
チーパス提示で5%off

CHIE019/075

山津屋

ヨゴリーノカフェ木更津ワシントンホテル店

0438-25-3225

0438-38-4524

木更津市文京3-1-9

当店自慢のピーナッツソフト
クリームを食べてリフレッシュ

ピーナッツソフトクリームを通常の本体価格
380円より50円引き

CHIE025_1/026

ricochet

木更津市羽鳥野

アイスを使用してない新感覚の
パフェです。
持ち帰りも出来ます。

小学生以下のお子様にソフトドリンク1杯を
無料サービス
【条件】親子同伴の場合に限る
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CHIE051/024

木更津市大和1-2-1

イタリアNo.1ブランド、
ヨゴリーノ

お会計金額から、7％割引させていただきます。
甘くて濃厚なのにヘルシーなヨーグルトジェラートに、
パンケーキ、フレンチトースト、パスタ、クレープ、タピオ
カ等、多数取り揃えてお待ちしております。

CHIE049/074

有限会社 ケンモツ薬局
君津市外箕輪1-36-7

0439-55-2110

妊娠中～子育て中の身体の悩み、
ぜひご相談ください

ポイント付商品ご購入の際、通常5%分のポイント加算
に2ポイント加算いたします。

買う

食べる

学ぶ

育児

理美容

金融

その他

他県の方へ 全国展開対応

CHIE045/075

見る・遊ぶ

住まい・生活

健康

車・交通

クリーニング

泊まる

※各店舗の詳細ページはQRコードからご覧になれます
CHIE048/074

ドン・キホーテ 君津店

フィッシュランド丸宮

0439-50-0911

0439-50-3355

君津市東坂田1-7-1

いつもワクワクドキドキをテーマ
に驚きの価格でご提供！

税込3000円以上のお会計時にmajica（ドン・キホーテ
ポイントカード）とチーパスをご提示で次回以降に使用
できる100majicaポイント（100円分）をプレゼント!!
（お1人様1日1回限り）

CHIE055/024

君津市杢師1-11-1

広々としたドームと高い天井で
ゆったりと釣り気分が楽しめます

釣り堀をご利用いただいた対象のお子さまに
「金魚すくい」2回サービス！
【条件】※魚はお持ち帰りできません。

CHIE026/074

ポーラ エステイン東君津店

モンサック

0439-55-0666

0439-57-1288

君津市南子安9-1-33

子育てママの女性としての魅力度
UPを応援します
ポーラオリジナルのドリンクサービス。
希望の方にはサンプルプレゼント。

CHIE056/074

君津店

君津市久保1-1-1

ランドセルから旅行カバンまで
幅広く取り揃えております
店内商品2000円以上の品5%off
セール品及び一部除外品があります。

CHIE032/024

悠莉セカンド美容室

家事代行アルト

0439-52-2684

0438-63-2144

君津市人見4-4-11

三人の子育て経験のある福祉美容
師が、
ご自宅で施術いたします
ハンドマッサージ付き

CHIE011/024

袖ケ浦市福王台1-1-4

育児も家事も経験したキャスト
が、笑顔を真心でお手伝い

1回のご利用につき500円値引きします。

CHIE003/026

漢方薬＆natural foods 田園薬舗

POLA SUNRISE店

0438-38-3485

0438-97-7266

袖ケ浦市永吉11

漢方煎薬などをセルフサービスで
お召しあがりいただけます。

当店は漢方薬と自然食品の専門店です。漢方煎薬（350円
＋税）と同時購入で薬膳パウンドケーキ420円＋税→
350円＋税に割引ます。～お子様連れはもちろん！わん
にゃん同伴（抱っこやキャリー）で入店出来ます～

CHIE002/026

株式会社ポーラ
袖ケ浦市福王台1-28-6

袖ケ浦市蔵波台6-13-19

アットホームなショップで育児や
仕事疲れをいやしにどうぞ。

ハンドトリートメント、スキンチェック、フェイシャルマッサージ等
いずれかサービス。
健康管理士もおります。

CHIE035/024

袖ヶ浦店

0438-62-1554

子育てしながら、私の時間も
大切にしましょう。

ハンドトリートメント、肌チェックサービス。
女性として魅力度UPの応援します。

CHIE033/024

もみほぐしサロンゆりまち
袖ケ浦市袖ケ浦駅前1-39-12

0438-97-7955

子育てで頑張る皆さまのお身体を
精一杯サポート致します。

全身もみほぐし30分以上のコースで300円お値引き
＊クイック15分コースは対象外

ホワイト急便ミツミネ ゆりまち袖ヶ浦駅前店
袖ケ浦市袖ヶ浦駅前1-39-10

0438-40-5770

全47店舗にてチーパスのサービ
ス特典をご利用いただけます。

クリーニング品お預かり時、
「チーパス」をご呈示いただ
くと、学生服（ブレザー／学ラン／ズボン／スカート／
ベスト／ジャンパースカート／ネクタイ／コートなど）
2点まとめて690円＋消費税

CHIE039_1/074

極味のひもの
鴨川市天津3282-1

魚水

離乳食の持ち込みOKです♪
お買い物又はお食事された方へわかめサービス
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CHIE005_1/026

CHIE016_1/075

ふとんのタテノ

カミヤマサウンドステーション

鴨川市花房46-4

館山市北条2200-1

04-7093-6400

ベビーふとんやベビー玩具など
いろいろ取り扱っております。

現金払い
レジにて5％引き
カード払い レジにて3％引き
出産祝いに喜ばれるギフト商品も多数品揃えして
おります。ラッピングや全国発送も承っております。

CHIE027_1/074

（1）お子様向けDVDソフト・ブルーレイソフトのお買い
上げで、当店カード2倍スタンプいたします♪
（2）2,000円以上お買い上げのお子様連れの方におも
ちゃプレゼント！みなさまお気軽にお越しください♪

CHIE010/074

有限会社川名石油店

館山フルーツ工房

館山市館山1035

館山市館山1024-3

子育て家族を心から応援！！
冬季灯油の配達を割引価格でご提供。
その他シーズン毎にサービス内容を変更。

CHIE043/075

0470-29-5090

館山のフルーツと野菜を手作り
無添加ジャムに仕上げました

ポイント2倍サービス。
館山フルーツ工房は、千葉県館山市の館山城下町にある
手作り無添加ジャムの工房です。
新鮮な味・香り・色が生きています。

CHIE012/024

お仲間のやど 川きん

レストランBLUTO’S（ブルートズ）

0470-57-2150

0470-38-2129

南房総市久枝749

4LDKの一軒家を丸ごと貸し切り
できる別館もあります

お子様連れでご宿泊されたお客様に、
鯛せんべい1袋（12枚入）プレゼント
【条件】お子様連れでご宿泊の場合に限ります

CHIE047/074

いすみ市岬町和泉794

レオ岬店

0470-87-9611

店内各コーナーよりお買い得商品
を多数取り揃え

1000円以上お買い上げで5ポイントプレゼント

CHIE018/075

ほぐし処

いすみ市日在37

南房総市白浜町滝口5786-1

お子様が喜んで食べられる
おいしい料理が多数あります。

小学生以下のお子様にソフトドリンク1杯無料サービス
【条件】親子同伴の場合に限る。確認書類の提示
テラスでは、ブランコ、ハンモックがあり、周りを気にせ
ず、お食事や遊びをお子様に楽しんでいただけます。

CHIE052/024

スーパーセンター

太東アース整骨院
いすみ市岬町椎木2120-2

0470-62-5255

産前産後の骨盤矯正・骨格矯正に
多数実績があります

産前産後の骨盤矯正・骨格矯正、初回のみ1000円割引
おむつ換えスペース・キッズスペースあり

CHIE021/026

楽や

0470-62-3666

当店人気のオイルコースでお疲れ
の身体をスッキリ解消して下さい

オイルコース5％OFF
当店では癒しと健康を目的として、できる限り多くのお客様に
満足していただけるよう努力しております。

CHIE020/075

岩上畳店

夷隅郡御宿町久保888-2

0470-68-2348

地域密着で子育て家庭を応援して
ます

子供部屋の畳替え10％割引
中学生以下のお子様に手作りミニ草履ストラップ
プレゼント

CHIE013_1/024

鈴木畳店

とき々堂｜Tokidokido

0470-68-2395

080-3711-9385

夷隅郡御宿町久保264-4

畳を替えてリフレッシュ
してください。
チーパス提示で5％割引
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お子様向けのCD、DVDなど
幅広く在庫してあります。

勝浦市貝掛348

森の奥の静かな店 ぜひ、ゆっく
りしにお越しください。

ミニお絵かきセット等お子様グッズプレゼント（中学生
まで可） お子様連れでも安心してくつろいでご利用い
ただけます。離乳食、お子様用のお菓子など持ち込み歓
迎。ノンカフェインのハーブティメニュー有。

買う

食べる

学ぶ

育児

理美容

金融

その他

他県の方へ 全国展開対応

見る・遊ぶ

住まい・生活

健康

車・交通

クリーニング

泊まる

※各店舗の詳細ページはQRコードからご覧になれます

https://www.chiyodagrp.co.jp/

ご家族みんなの靴が揃う、大型専門店。
店舗により「シューフィッター」
「シューズアドバイザー（社内資格）」をもった
スタッフが靴選びをお手伝いいたします。ぜひ当店をご利用ください。
お得な
サービス

チーパスのご提示で
1足1,000円（税抜）以上の定価商品お買い上げで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

※各店舗の詳細ページはチーパスねっとで検索してご覧ください

新 し い コ ン ビ ニ は 、ロ ー ソ ン か ら は じ ま る 。

令 和 元 年 新しい 時 代 、新しい 生 活 、そして新しいコンビ ニ 。
新しいということに は 、ワクワクが いっぱ い あります。
そん なワクワクを、あ な たと一 緒 に 作ってい きた い 。
ローソン は 、3 つ の「 ほっ」とで 、
み なさん の「 マ チ の ほっとステ ーション」を目 指します。
新しい 時 代 に、新しい ロ ーソン。

ローソンは 子 育 て 家 庭を応 援しておりますので 、
い つでもお 気 軽 に 、ご 利 用 お 立ち寄りください 。
ご 来 店を心 よりお 待ちしております 。
チーパスのご提示で、乳児のミルク用
のお湯をご提供致します。

19

千葉県

チーパスガイドブック
千葉県健康福祉部子育て支援課
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