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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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店

サービス提供

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。

7

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

東葛飾エリア

我孫子市

保育課

☎04-7185-1111（内線20-322）

名称

電話

我孫子市役所 保育課

☎04-7185-1111
（内線20-322）

我孫子市子育て支援施設

常時

行政サービスセンター

にこにこ広場

☎04-7185-8882

すくすく広場

☎04-7185-1936

わくわく広場

☎04-7185-2196

すこやか広場

☎04-7185-2247

我孫子行政サービスセンター

☎04-7185-1581

つくし野行政サービスセンター

☎04-7185-1674

天王台行政サービスセンター

☎04-7185-1589

湖北台行政サービスセンター

☎04-7185-4982

湖北行政サービスセンター

☎04-7185-4983

新⽊行政サービスセンター

☎04-7185-2224

布佐行政サービスセンター

☎04-7185-4984

⺟子健康⼿帳配布時 我孫子市役所 健康づくり支援課

保健センター

☎04-7185-1126

◆必要書類
お子さん又は妊娠中の方が市内在住（県内在住）であることがわかる書類
〈例〉�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

�妊娠中の方▶⺟子健康⼿帳

柏市

子育て支援課
名称

名称

電話

☎04-7168-1034

北部近隣センター

☎04-7134-1070

こども福祉課

☎04-7167-1595

布施近隣センター

☎04-7132-3100

保育運営課

☎04-7167-1137

根⼾近隣センター

☎04-7131-6098

柏の葉サービスコーナー

☎04-7134-6700

⾼⽥近隣センター

☎04-7144-9292

しこだ児童センター

☎04-7145-2522

柏中央近隣センター（アミュゼ柏）

☎04-7164-4552

豊四季台児童センター

☎04-7144-5363

旭町近隣センター

☎04-7144-8900

永楽台児童センター

☎04-7163-4050

新富近隣センター

☎04-7145-1945

布施遊戯室

☎04-7135-3960

新⽥原近隣センター

☎04-7167-1276

⾼柳児童センター

☎04-7190-1348

富⾥近隣センター

☎04-7173-9531

光ヶ丘遊戯室

☎04-7170-7600

永楽台近隣センター

☎04-7163-1201

南部のみんなの広場

☎04-7173-1333

酒井根近隣センター

☎04-7175-2400

はぐはぐひろば沼南

☎04-7128-5665

ひまわりプラザ（沼南近隣センター）

☎04-7192-1111

はぐはぐひろば若柴

☎080-7888-2525

⼿賀近隣センター

☎04-7191-8022

常時

☎04-7191-7392

柏駅前行政サービスセンター

☎04-7168-5500

富勢出張所

☎04-7131-6622

豊四季台近隣センター

☎04-7144-1000

南部近隣センター

☎04-7173-1000

⽥中近隣センター

☎04-7133-1000

⻄原近隣センター

☎04-7154-2000

増尾近隣センター

☎04-7174-7211

光ヶ丘近隣センター

☎04-7175-0033

松葉近隣センター

☎04-7133-2200

藤⼼近隣センター

☎04-7176-3700

⾼柳近隣センター

☎04-7193-1110

柏ビレジ近隣センター

☎04-7133-8821

⺟⼦⼿帳交付時

沼南支所窓口サービス課

常時

子育て支援課
柏市役所
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電話

☎04-7168-1034

妊娠子育て相談センター（地域保健課） ☎04-7167-1257

柏駅前
（
「ファミリアかしわ」
ビル
（丸井VAT館）
3階）

—

柏市役所別館3階

—

ウェルネス柏（地域保健課窓口）

—

柏市沼南南庁舎1階

—

◆必要書類
なし
◆備考
窓口にて、お住まい地域、対象世帯であるかを確認させていた
だきます。

鎌ケ⾕市

鎌ケ⾕市 こども支援課
名称

電話

常時・転入

鎌ケ⾕市役所 こども支援課

☎047-445-1325

⺟子⼿帳交付時 鎌ケ⾕市役所 健康増進課

☎047-445-1325

流⼭市
名称

常時

☎047-445-1393
（内線735）

◆必要書類
�中学校修了までのお子さんをお持ちの保護者は次のいずれか
を持参▶お子様の健康保険証・子ども医療費助成受給券
�妊娠中の方▶⺟子健康⼿帳

子ども家庭課

☎04-7150-6082
電話

流⼭市役所 子ども家庭課

☎04-7150-6082
☎04-7150-6075

転入時

流⼭市役所
市民課

江⼾川台駅前出張所

☎04-7152-3132

おおたかの森出張所

☎04-7154-0333

東部出張所

☎04-7144-2175

南流⼭出張所

☎04-7159-4512

乳幼児 流⼭市役所 健康増進課
健診時 （保健センター）

☎04-7154-0331

◆必要書類
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。

野⽥市

児童家庭課
名称

常時

野⽥市役所 児童家庭課

☎04-7125-1111

松⼾市

電話

名称

☎04-7125-1111

松⼾市役所

転入時 野⽥市役所 市民課・支所・各出張所 ☎04-7125-1111
乳幼児 野⽥市保健センター
健診時 関宿保健センター

☎04-7125-1111

◆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
�妊娠中の方▶⺟子健康⼿帳

子育て支援課

常時

〈支所等〉

☎047-366-7347
電話

子育て支援課

☎047-366-7347

市民課

☎047-366-7340

常盤平支所

☎047-387-2131

⼩金支所

☎047-341-5101

⼩金原支所

☎047-344-4151

六実支所

☎047-385-0113

⾺橋支所

☎047-345-2131

新松⼾支所

☎047-343-5111

⽮切支所

☎047-362-3181

東部支所

☎047-392-3061

松⼾市行政サービスセンター

☎047-331-8780

◆必要書類
なし
◆備考
妊婦、中学校修了までのお子さんがいる保護者へ配布
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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、子どもの成長記録機能のほか、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
エ・
飾匝
リ山
・海
ア武エリア
取葛
印旛・香東
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

東葛飾エリア

CHIB051_1/074

i工房cafe

CHIB038/024

Poco a Poco

我孫子市布佐平和台1-1

NPO法人の福祉施設が営業する
小さなお店。
お子様とひと時を。

小学生以下のお子様に【お子様ドリンク1杯無料】
または【ソフトクリーム50円引き】￥250→￥200
【条件】親子同伴時・チーパスをお持ちであることを口頭
で伝えて頂ければサービス対象となります。

CHIB035/026

我孫子市布佐1-10-15

04-7189-2902

子育て中で体の疲労をとりたい
方、是非マッサージやはり治療を。

妊娠中の方、中学生以下のお子さんがいる方は、
毎回どのコースでも10%引きさせて頂きます。
（初回の方は、20%引き致します。）

CHIB001_1/024

お部屋探しMAST(有)植松商事

カフェと雑貨のウイング

04-7182-2486

04-7187-4505

我孫子市天王台1-13-1

自然ゆたかな天王台で子育て
してみませんか。

仲介手数料の割引
我孫子市内や周辺の売買・賃貸物件ならお任せ
ください！
ご相談、ご案内はもちろん無料です。

CHIB046/026

我孫子市中峠1270-1

地域の皆様に喜んでいただける
お店づくりをしています！
チーパス提示で、カフェでの飲食5％OFF

CHIB019/026

整体＆リラクゼーション ボディケア天王台

アルネットホーム柏の葉展示場

04-7100-8500

04-7170-1332

我孫子市天王台6-10-39

10代～80代のお客様にご利用頂
いているリラクゼーションサロン
ポイントカード、1ポイントサービス！

CHIB055_1/074

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 ・おむつ替えスペース
・授乳スペース ・ミルク用のお湯提供
・キッズルーム ・各種ベビー＆マタニティ用品提供

柏市南柏1-6-4

子育て等で疲れた体を鍼灸で
リフレッシュしてみませんか？
ボディケア・鍼・灸10％割引

CHIB029_1/074

04-7142-7001

2歳半から大人まで、
アットホームに英語を学べます。
やる気スイッチグッズをプレゼント

CHIB053/074

株式会社 遠藤ドッグトレーニング
柏市逆井2-31-16

わんちゃんとのかけがえのない
時間を過ごすお子様を応援します

お子様がしつけ教室に参加すると半額
【条件】親子同伴の場合に限ります

CHIB048/026

柏市中央1-9-2

キッズスペースを完備、ゆっくり
と展示場を見学できます。

WinBe南柏校

柏市末広町4-5

お米の専門店

柏市新十余二15-2

CHIB004/024

飯島整骨鍼灸院

有限会社

大渕商店

柏市十余二248-80

04-7145-7404

子育て家庭には畳のお部屋が
お勧めです！
畳工事代金より5％割引き

CHIB049/026

スズノブ千葉店

04-7139-8805

柏市内や近隣市町村の方々にお米
の美味しさをご紹介しています。
購入銘柄のお米10％増量サービス
※お米1キロ以上購入の方
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おかの鍼灸マッサージ治療院

オフィス橘スタジオE-Steps
柏市中央2-1-5

04-7167-7280

あらゆる年代のお子さんが楽しく
カッコ良くダンスを学べます。
体験レッスン

￥1,680→￥1,000

※初回のみ

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

CHIB059/024

CHIB039/024

柏東二丁目整骨院

株式会社クリエすずき建設 柏ショールーム

04-7163-2811

04-7137-7543

柏市東2-3-11

院長自身も二児のパパとして
悩み相談にものれます。

初回産後矯正や整体メニューにかぎり500円off
予約優先なので子供が泣いてもOK ！
是非子供と一緒にいらして下さい。

CHIB020_1/026

柏市東上町6-32

居心地のいい住まいづくりに
情熱を燃やしている工務店

1）どんな少額でもリフォームをご依頼いただければ、
お子様がつけてしまったお家のキズ無料で直します。
2）リフォーム工事費の5％をキャッシュバック

CHIB045/075

ことり茶屋

しみず食堂

柏市花野井

柏市中央町5-9

練り切りアート&日本茶の
教室です。

ちょこっとプレゼント【条件】ご予約時にお知らせくださ
い。託児は付いていませんので、見守りながらのレッスン
となります。おむつ替え、お食事等、レッスン中でもご自
由にどうぞ。所在はご予約後に詳細をお伝えします。

CHIB015/075

04-7166-0890

地域密着の古いお店でウォーカー
などにも取材されてます。
フルーツなどのプレゼント

CHIB014/075

食育・子ども料理教室 青空キッチン若柴校

すずめ庵

04-7170-1286

04-7149-0036

柏市若柴5-105

食育が学べるこども料理教室、
青空キッチン若柴校です

ご入会時にエプロンセットをプレゼント★
3歳未満のお子さんが遊べるスペースあります

CHIB036_1/024

有限会社
柏市柏2-11-7

柏市豊四季88

お蕎麦はもちろん、うどんや混ぜ
ご飯などお子様好みの食事も用意

小学生以下のお子様にミニバニラアイスを無料サービス
【条件】700円以上のお食事をしたご家族に限ります
離乳食の持ち込みやミルク用のお湯の提供等あります

CHIB007_1/074

セキグチ肉店

04-7167-2466

セキグチ肉店は
子育て家庭を応援します。
チーパス提示で5％割引

CHIB054/074

手作り科学館 "Exedra"
柏市末広町9-6

何度でも気軽に遊びに来てもらい
科学に親しんでほしい！
チーパスをご提示のお客様1名に限り
入館料100円割引

CHIB037/024

光ヶ丘ファミリー整骨院

ファーストキッチン

04-7176-9286

04-7136-8215

柏市光ケ丘団地4-200

患者様やご家族も元気にする
治療プランをご提供致します。

保険外診療の3000円以上を受けた方に500円引き、
または施術を受けた方に足のエアーマッサージを
10分間無料サービス

CHIB034/026

柏市大山台2-3

柏モラージュ店

子育て家庭を応援します。
チーパス提示で5％OFF

CHIB024/024

フォトスタジオ・ユー

ベアハグ柏髙島屋ステーションモール店

04-7164-3777

04-7148-2422

柏市若葉町3-3

チーパスねっとの子育て応援キャ
ンペーンに賛同しております。

記念写真（卒業入園入学、七五三等）撮影で、￥20000以
上ご利用の方、￥1000オフ。

柏市末広町1-1

子育てでお疲れのお身体
ほぐしませんか？

平日限定チーパスご提示で10％OFF
【条件】他の割引との併用不可

15

チーパスの店

東葛飾エリア

CHIB026/074

CHIB023/024

【ju:】ユウ

ユウマペイント

柏市南柏1-14-10

04-7192-8028

貸し切りでのご利用の際は、
キッズスペースも準備できます。

日曜日に親子でお食事をされた方に限り、ご家族様全員
の代金より5％割引き致します。
【条件】県外の方は確認書をご提示下さい。

CHIB047/026

04-7199-9903

現在、子育て世代真っ只中で塗装
工事を考えている方ご相談を！
お見積金額3％OFF

CHIB032/026

養生堂整体院柏センター

よつ葉治療院

04-7147-0033

04-7166-0277

柏市旭町1-8-21

ずっと悩んでいた歪みや疲れを
本気で改善したい方は養生堂へ！
整体50分コース（通常3800円）が2500円、
60分コース（通常5000円）が3000円
初来院のみ、1人2回まで

CHIB016/026

柏市千代田1-2-8

子育てを頑張っているパパ・ママ
へ。疲れたお体をケア致します！
自費マッサージ

1回 10％割引

CHIB058/024

ライフ整体院

わとか食堂

04-7199-9754

04-7146-1223

柏市新柏3-17-1

子育てママさん応援治療プログラ
ム実施中

初めてご利用の子育てママさん チーパス特別割引
産後骨盤矯正 産後の不調 初回1980円
更衣室完備・完全個室・お子さん連れでも安心

CHIB022/024

柏市南柏2-4-21

子育て真っ最中の
夫婦二人で営業しています。

名物☆鶏からあげを10個以上お買い上げで、10％引
き！ さらに店内でご飲食の場合、
中学生以下のお子様にソフトドリンク1杯サービス
【条件】お買い上げまたはご飲食の方に限ります

CHIB030/074

飯生音楽教室

珈琲所コメダ珈琲店鎌ヶ谷大仏店

047-443-8165

047-441-8283

鎌ケ谷市道野辺中央4-1-26

生徒さんのニーズに合わせたレッ
スン内容(ピアノ・声楽等)に対応

ご入会後の初回レッスン500円引き
ワンレッスン制でお好きな回数や時間設定でレッスン出来ます。
土日や夜間帯も開講しており、部活動や社会人の方にも通いやすい
教室です。

CHIB040/024

タイヤ館

鎌ケ谷市東鎌ケ谷2-20-25

鎌ヶ谷大仏駅から徒歩10分。
小学生までのお子様、ドリンクをご注文頂くと
ミニソフトクリームプレゼント

CHIB043/075

鎌ヶ谷

鎌ケ谷市東道野辺7-9-90

047-498-7200

お子様連れの方もお気軽に来店い
ただける店舗になっております。
商品代より10％オフ（一部特価品を除く）

CHIB017/026

中華厨房

kaname

鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-6-22

047-402-2020

スロープがありベビーカーや
車いすでも楽々入店出来ます

餃子1皿を300円でご提供。
（通常350円）
【条件】チーパス1枚に1皿とさせて頂きます。

CHIB002/024

MONSAC新鎌ヶ谷店

サイエイスクールおおたかの森校

047-445-5761

04-7156-8585

鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1

マザーバッグとして使えるリュッ
クやショルダーバッグ等取り揃え
セール品以外5%OFF
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柏市青葉台1-28-22

流山市東初石6-183-1

地域の「学力向上」に貢献する
トレーニングの場です

チーパス提示で入塾金半額10,800円が免除。
「安心メールサービス」により、お子様の入退室時間をメールにて
送信し、お子様の通塾を見守ります。

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

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

CHIB010/074

CHIB041/075

大同クリーニング株式会社

個別学習のセルモ

04-7144-3082

04-7128-8034

流山市名都借322-9

最高級ブランド品や特殊業務の
専門店

チーパスご提示で20％割引き致します。
他の割引き等の併用は、ご了承ください。

CHIB060/024

野田市尾崎867-3

地域で一番！親身な学習塾を目指
しております。
入塾金(21,000円）を半額・入塾月の
お月謝を半額サービス

CHIB003/024

炭火焼肉えんや野田店

野田自動車教習所

04-7199-7899

0120-386-886

野田市中野台822-3

野田市金杉2318

全席小上がりのお座敷、小さいお
子様も安心してお食事出来ます。

中学生以下のお子様にソフトドリンク1杯を無料

CHIB044/075

ヘアーステーション
野田市岩名1-74-4

川間教室

子育て応援！教習を通じて地域の
安全と利便性に貢献！！

・通学の為の一時預かり施設料補助（上限15,000円）
・技能教習の予約数が通常の3倍
※他の割引、クーポン併用可
【条件】一般入所（新規取得者）に限る

CHIB028/074

コバヤシ

04-7127-2702
中学生と小学生以下は
割引いたします。

当店は、
「赤ちゃんの筆」の代理店になっています。
4月から料金が変わりました。
11,880円（税込）から御用
意しております。筆が届きましたら、HPに載せておりま
す。ご確認ください。

CHIB005_1/024

暁数学塾

松戸市金ケ作18-32

047-713-5950

松戸市八柱にある
算数・数学の専門塾です

体験授業1 ヶ月無料（4コマ）＋入塾金 ¥10800 → ¥0
1人ひとりの目標に合わせた学習計画を作成し、
細かくアドバイスを行います。

CHIB042/075

アミティーイングリッシュスクール馬橋校

岩田指圧

047-312-0033

047-392-3210

松戸市西馬橋1-14-7

0歳児の赤ちゃんから
高校3年生まで学習環境を提供

特典あり（特典内容は当月キャンペーン内容に準じます）
＊他キャンペーン特典との併用不可
授乳スペース、おむつ替えシートも完備

CHIB021/024

松戸市日暮3-1-5

子育てでお疲れの方々が少しでも
リラックスして頂ければ幸いです。

アロマが選べるアロマコットンプレゼント
小さなお子様連れの方も安心して施術を受けられる
様に、キッズスペースを用意してあります。

CHIB033/026

ウィズ整骨院

蝦夷サカバー タッテューヤ

047-710-9930

047-701-7467

松戸市新松戸7-165-10

キッズルーム、
バウンサー完備で
お子様連れの来院大歓迎です!!

産後骨盤調整初回割引¥1000割引 ¥3500→¥2500
オムツ交換、授乳OK!! カーテン付きベッドお貸ししま
す。キッズルームあり バリアフリーなので段差もなく
ベビーカーのまま入れます！

CHIB050/026

松戸市竹ヶ花213-7

松戸市ではあまりない
お子様連れのお客様歓迎のお店

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
orご会計から5%OFF
【条件】親子同伴の場合に限る

CHIB027/074

カーテンショップアプラ 新松戸店 株式会社サンアベニュー

CAFE de LAPIN

047-348-5070

047-367-7676

松戸市新松戸5-149

キュートなキッズ用カーテンも人
気です。
お子様連れ大歓迎！

1万円以上お買い上げのお客様に粗品プレゼント！
おむつ替えスペースあり ミルク用のお湯提供
キッズルームあり
駐車場7台完備

松戸市小根本51-6

カフェドラパン

松戸市役所前通りの
生パスタのお店！

ご注文いただいたパスタの麺量（大盛り150円→無料）
【条件】親子同伴の場合に限る
お子様フォーク、スプーンあり
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チーパスの店

東葛飾エリア

CHIB057/024

カフェまめは

CLassy（クラッシー）

047-705-4706

047-382-5057

松戸市上本郷4087

野菜と肉をバランス良く使った
フードメニューが当店の自慢

おむつ交換スペースを新設しました。
ママ・パパ・こどもがゆっくりくつろげるお店でお待ちしています。

CHIB031/074

松戸市稔台7-3-1

お子さま連れでも入りやすい
店舗作りを心がけております。

チーパス提示の方に限り、500円割引
（一緒にお住まいのご家族の方全員対象です。）
※一部除外メニューあり
詳細はホームページをご確認下さい。

CHIB009/074

珈琲所コメダ珈琲店松戸秋山店

じょうしん整骨院 馬橋院

047-392-0400

047-393-8270

松戸市秋山1-2-2

北総線秋山駅から徒歩5分。
小学生までのお子様、ドリンクを注文頂くと
ミニソフトクリームをプレゼント

CHIB006/074

松戸市西馬橋広手町67

お忙しいママさんも
10分～お受けできます

いつでも自費、リラクゼーションメニュー 15％引き
循環型足湯器無料 初回20分の施術が750円 個室が
ありますのでまわりを気にせずご利用いただけます
ミルク用のお湯あります

CHIB008/074

自立型個別学習G－PAPILS北小金校

新松戸名倉接骨院

047-345-6921

047-345-4113

松戸市小金きよしケ丘2-5-1

明るい校舎の中で明るく、楽しく、
厳しい先生達と成績UP!
入塾金21,600円全額免除

CHIB018/026

松戸市新松戸南1-485-1

女性スタッフも常駐のため
安心して来院下さい！

おむつ替えスペースあり、授乳スペースあり、
ミルク用のお湯提供

CHIB011/075

新松戸ほぐし屋けんぼ

パティスリーみつ葉とはーと

047-382-6946

047-710-7301

松戸市新松戸2-16

新松戸ほぐし屋けんぼは、
子育て家庭を応援！

平日限定10時から16時まで300円割引
疲れやツラさに『ボディケア30分コース』をはじめ豊富なメニュー
をご用意

CHIB012/075

松戸市牧の原2-48

産地直送の新鮮で、身体に優しい
無添加の本格的なケーキ屋
生ケーキ2個以上お買い上げの方、
クッキー1枚サービス

CHIB013/075

東松戸総合歯科クリニック

ボディーハピネス整体院

047-392-0101

047-317-6240

松戸市秋山68-12

親子で同じお部屋で治療ができる
ので安心です。

小学生低学年までお子様用歯ブラシ1本プレゼント
【条件】当院の患者様限定

CHIB052/074

松戸市日暮1-19-3

産後特有の骨盤の悩みやお身体の
辛さを感じている方ぜひご相談を

産後骨盤整体60分コースを初回半額の3,900円！
2回目以降は10%引きに！
施術中、お子様が休憩できるスペースがございます。
【条件】親子同伴の場合に限ります

CHIB056/024

真心の味 さんかい亭

わくわくクラブ

047-392-8550

047-344-5225

松戸市日暮1-16-16

お子様連れの
ランチママ会大好評。
アイスクリームプレゼント
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CHIB025_1/024

松戸市新松戸4-35

子育てでお悩みの親御さん対象の
「わくわくカフェ」も毎月実施
おむつ替えスペースあり
授乳スペースあり

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。
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千葉県
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