
「子育て応援！チーパスねっと http://www.chiba-kosodate.jp/index.html」から抜粋 

 

【富里市】 不二家富里店 

お得なサービス 

   

500 円（税込）以上のお買上げで「ミルキーソフトクリームのスタンプカード」に 1 個捺印プレゼン

ト！。カードが 1 枚貯まるとミルキーソフト 1 個プレゼント！ 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 532 ベイシア富里店内 

【富里市】 オラキノ・マイカイみちこフラスタジオ 

お得なサービス 

   

当スタジオ対象クラスの月謝が 1000 円引きになります。 

ママフラクラスは赤ちゃんのおむつ交換 OK 

 

安心なサービス 

     

分かりやすく何度も丁寧に指導いたします。 

ベビーサークルあり。 

マタニティさんも大丈夫 お腹の赤ちゃんと一緒に踊りませんか? 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 482-88 松下ハイツ 202 

【富里市】 千葉信用金庫富里支店 

お得なサービス 

   

「『カーライフローン・教育ローン・教育カードローン金利割引いたします』 

※詳しくは店頭または営業担当までお問い合わせください。」 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 320 
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【富里市】 第一生命 成田第一営業オフィス 

お得なサービス 

     

1.「生涯設計シミュレーション」を作成・プレゼント 

＊ご家族の将来に向けてのマネープランをイメージいただけます 

2.「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼント  

3.支社・オフィス主催のイベント情報の提供 

【条件】 アンケートのご記入 

所在地 〒286-0201 千葉県富里市日吉台 2-4-3 成田コリンズ１Ｆ101 号 
 

【富里市】 株式会社 ナリタヤ富里店 

お得なサービス 

   

お子様人気商品９品目を表示価格より２割引

き！ 

（店内ポスターをご覧ください）  

所在地 
〒276-0221 千葉県富里市七栄字獅子穴 

649-55 

【富里市】 富里イタリヤ酒場 KETCHUP 

お得なサービス 
   

チーパス 1 枚提示で、ソフトドリンク 1 杯を無料サービス 

 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 132－8 

【富里市】 コスモ石油販売㈱ Ｓ＆ＣＣＳ富里日吉台 

お得なサービス 

   

● 車検 1，000円引き  ● 手洗い洗車 540円引 ※手洗

い洗車割引は他の割引との併用は出来ません。 

 ● 7 項目無料安全点検  ● 4 箇所無料補充 
 

安心なサービス 
   

キッズスペースあり 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄５３２－３６ 
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【富里市】 コスモ石油販売㈱ Ｓ＆ＣＣＳ七栄 

お得なサービス 

   

● 車検 1，000 円引き  ● 手洗い洗車 540 円引 ※手洗い洗車割

引は他の割引との併用は出来ません。 

 ● 7 項目無料安全点検  ● 4 箇所無料補充 
 

安心なサービス 
   

キッズスペースあり 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄４２７－４ 

【富里市】 オムニ・インターナショナル 日吉台教室 

安心なサービス 
   

おむつ交換可 

 

所在地 〒286-0201 千葉県富里市日吉台 4-6-9 ぼんぼんビル 

【富里市】 湯郷 ななえの湯 

お得なサービス 
   

ドリンク無料 

 

安心なサービス 
   

おむつ交換可 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 298-7 

【富里市】 占い師 森山 智心 

お得なサービス 

   

通常 1 件 2,000 円 

↓ 

2 件で 2,000 円 
 

所在地 〒286-0201 千葉県富里市日吉台 2-9-5 くすりのヘルシーボックス内 

【富里市】 ペットホテル＆ドッグラン ポテト 2 富里店 

お得なサービス 

   

ホテルご利用の方 

トリミング 

10％OFF  

所在地 〒286-0222 千葉県富里市中沢 397-1 
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【富里市】 マクドナルド２９６富里店 

お得なサービス 

   

「ハッピーセット チーズバーガーセット」を特別価格でご提供 

（ブレックファースト時間帯はハッピーセット チキンマックナゲットセット

を特別価格でご提供いたします。） 
 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄１３０－２５ 

【富里市】 （有）森井建設 

安心なサービス 
   

おむつ替えスペースあり 
 

所在地 〒286-0212 千葉県富里市十倉 315-36 

【富里市】 ヒーリングハウス オリエンタル 

お得なサービス 
   

10 分サービス（ヘッドヒーリング以外） 

 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 298-20 

【富里市】 耳つぼサロン スピネル成田店 

お得なサービス 
   

カウンセリング（90 分）無料 

 安心なサービス 
     

キッズスペースあり 

所在地 〒286-0201 千葉県富里市日吉台 2-6-2 1F 

【富里市】 ヤマハ音楽教室 アイバ楽器 富里センター 

お得なサービス 
   

入会金 5％OFF 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 651 京ハイツ 2F 
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【富里市】 デニーズ富里店 

お得なサービス 

   

チーパス提示のご家族連れ 1 組 6 名様まで飲食代 5％OFF 

※他の割引券との併用不可 

 

安心なサービス 

   

対象各店舗により設備内容が若干異なります。詳細は HP の内容をご

確認ください。 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 448-1 

【富里市】 株式会社 オートアールズ 富里店 

お得なサービス 
   

エンジンオイル 5％引き、チャイルドシート・ジュニアシート 5％引き 

安心なサービス 
    

キッズスペースあり・おむつ替えスペースあり 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 532-48 

【富里市】 家事代行サービス ねこのて 

お得なサービス 
   

チーパスの提示で 5％割引 

所在地 〒286-0201 千葉県富里市日吉台 4-6-14 

【富里市】 grow hairdesign 

お得なサービス 
   

商品お買い上げのお客様にプラス１ポイントプレゼント 

 

安心なサービス 
   

ミルク用のお湯提供・ベビーカーOK 

所在地 〒286-0201 千葉県富里市日吉台 2-91-11 むらきビル２F－A 

【富里市】 銚子商工信用組合 富里支店 

お得なサービス 

   

 マイカーローンⅡ、奨学ローン、リフォームローン（全国しんくみ保証(株)保証、(株)オリエントコ

ーポレーション再保証）の年 0,2%金利優遇 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄２９８－６ 
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【富里市】 WonderGOO 富里店 

お得なサービス 
   

店舗でお買い上げのお客様に毎週土日粗品プレゼント 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 1005 番地 5 

【富里市】 カワイ音楽教室 日吉台ミュージックスクール 

お得なサービス 
   

入会金５２５０円が１０％ＯＦＦ。 

所在地 〒286-0201 千葉県富里市日吉台２－１９－２１－３０１ 

【富里市】 メガネハット富里店 

お得なサービス 
   

5,000 円以上のメガネお買い上げの方に粗品プレゼント 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄字東二本榎 439-1 

【富里市】 ドライクリーニング星 2 丁目店 

お得なサービス 

   

学生服、園服クリーニング 20%off がんばる学生さん応援します！いつでも何度でもご利

用頂けます！！ 

所在地 〒286-0201 千葉県富里市日吉台 2-5-1 

【富里市】 ドライクリーニング星 本店 

お得なサービス 

   

学生服、園服クリーニング 20%off がんばる学生さん応援します！いつでも何度でもご利

用頂けます！！ 

所在地 〒286-0201 千葉県富里市日吉台 1-22-4 

【富里市】 El Chaｌan 

お得なサービス 
   

カードにつき 4 名様までソフトドリンク 1 杯を無料サービス 

所在地 〒286-0201 千葉県富里市日吉台 2-9-10-101 

【富里市】 備長扇屋 千葉富里店 

お得なサービス 
   

店内飲食に限りお会計より 5％割引 

 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 440-4 
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【富里市】 （有）アキバ電器 

お得なサービス 

   

お子様（小学生以下）ご来店にて、お菓子もしくは、オリジナルグッツいずれかをプレゼント致

します。 

所在地 〒286-0212 千葉県富里市十倉 513-24 

【富里市】 カラオケバンバン 富里店 

お得なサービス 
   

キッズサービス 小学生以下のお子様にアイスクリームプレゼント 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 646－339 

【富里市】 そばうどん 陣太鼓 

お得なサービス 
   

お子様におもちゃプレゼント 

 

安心なサービス 

     

オムツ替えスペース・授乳スペース提供いたします。 

ミルク用お湯提供いたします。 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 654-37 

【富里市】 すぎのや本陣 富里店 

お得なサービス 
   

お子様ドリンクバー無料 

安心なサービス    

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 128-13 

【富里市】 とみさと絆整骨院 

お得なサービス 
   

初回骨盤矯正無料サービス、２回目以降２００円引き 

 

安心なサービス 
   

ミルク用のお湯提供 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 300-1 1F 
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【富里市】 洋食処 善 

お得なサービス 
   

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 

 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 ６５１－３２７ 

【富里市】 吉野家 296 号線富里店 

お得なサービス 

   

チーパス提示のお客様へ「みそ汁」を無料サービス 

(１食に付き１杯。１回のご提示で最大４杯まで) 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 127-7 

富里市】 こども英会話のミネルヴァ 富里教室 

お得なサービス 
   

入会金 50％OFF（その他キャンペーンとの併用可） 

 

所在地 
〒286-0221 千葉県富里市七栄６４６－８０ 宮沢貸事務所１

階 B 号室 

【富里市】 こども英語教室 ラボ・パーティ 富里教室 

お得なサービス 
   

ラボのお教室を無料体験された方には、プレゼント CD をさしあげます。 

所在地 〒286-0216 千葉県富里市高野 

【富里市】 オートウェーブ 富里店 

お得なサービス 

   

①通常価格より 「５％OFF」 

 ※カーナビ、オーディオ、特価品、純正部品、セール品など 

   一部対象外品がございます。 

 ※物販商品に限ります。 

 ※他の割引との併用不可 

 

②お子様に駄菓子プレゼント！ 

 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 525-31 
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【富里市】 オイルボーイ 富里インター店 

お得なサービス 

   

①通常価格より 「５％OFF」 

 ※カーナビ、オーディオ、特価品、純正部品、セール品など 

   一部対象外品がございます。 

 ※物販商品に限ります。 

 ※他の割引との併用不可 

 

②お子様に駄菓子プレゼント！ 

 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 525-1 

【富里市】 お好み焼きみほ富里店 

お得なサービス 

   

飲食代 5％ＯＦＦ、小学生以下のお子様連れのご家族は壁側の席をご

用意いたします。 

 

安心なサービス 
     

ミルク用のお湯提供 おむつ替えスペースあり 

所在地 〒286-0212 千葉県富里市十倉 514-13 

【富里市】 千葉銀行 富里支店 

お得なサービス 

   

千葉県内外の全店舗において、チーパスご提示によりマイカーローン・教育ローン・リフォーム

ローン・フリーローンの金利を割引いたします。 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 651 番 96 

【富里市】 幸楽苑 富里店 

お得なサービス 
   

当社専用のボックスティッシュをプレゼント 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 550-43 

【富里市】 YC 読売センター富里 

お得なサービス 
   

読売 KODOMO 新聞の二週間無料試読 

所在地 〒286-0211 千葉県富里市御料 877-64 
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【富里市】 YC 読売センター成田七栄 

お得なサービス 
   

読売 KODOMO 新聞の二週間無料試読 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 895-13 

【富里市】 YC 読売センター成田南部 

お得なサービス 
   

読売 KODOMO 新聞の二週間無料試読 

所在地 〒286-0201 千葉県富里市日吉台 5-10-2 

【富里市】 京葉銀行 富里支店 

お得なサービス 

   

①住宅ローン金利応援 

②マイカーローン金利応援 

※ローンのお申し込みに際しては、当行所定の審査がございます。 

※適用にあたっては、対象者であることが確認できる書類 

（健康保険証等）をご提示いただきます。 

 

所在地 〒286-0221 千葉県富里市七栄 128-7 

【富里市】 プチメゾン 

お得なサービス 

  

 

全品 5％OFF 

所在地 〒286-0201 千葉県富里市日吉台 5-26-1 
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