
 

子育て応援しています       令和４年 11月 25日現在 

スーパーマーケット     

店名 提供サービス 営業時間 住所 電話番号 

株式会社リオン・ドール 

コーポレーション加茂店 

毎週日曜日５％引き 
（酒・たばこ・商品券・収納代行は除外） 

9:00-22:00 

定休日なし 

大郷町 2-1-15 0256（53）1112 

株式会社リオン・ドール 

コーポレーションメリア店 

毎週日曜日５％引き 
（酒・たばこ・商品券・収納代行は除外） 

9：00-20：00 

定休日なし 

駅前 2-1 0256（52）6611 

小売業 

店名 提供サービス 営業時間 住所 電話番号 

西川チェーン 

ふとんのたなべ 

メリア店 

パスポート提示で５％OFF 

※一部除外品があります。 

10：00-19：30 

【休】水曜不定休 

駅前 2-1 

メリア２階 

0256(52)6633 

ふとんのたなべ 

(株)田辺久平商店 

お買い上げ額（税抜）５％割引 9：30-18：30 

【休】水曜日 

五番町 1-29 0256（52）0736 

靴の桑田屋 お買い上げ金額の 10％OFF 8：30-19：00 

【休】不定休 

仲町 2－1 0256（52）0373 

 

加茂縞ショップ 

きも乃や 

お連れのお子様へお楽しみ袋

プレゼント（お菓子等） 

9：00-18：00 

【休】6.16.26日 

穀町 9-5 0256（52）0631 

有本治平呉服店・ 

貸衣装のありもと 

全品５％割引 8：30-17：30 

【休】6.16.26日 

本町 3-13 0256（52）1276 

コイケメガネ お買い上げ 10,000 円（税

込）につき、１,000円引き 

9：30-19：00 

土日祝 18：30 まで 

【休】不定休 

本町 1-1 0256（52）2321 

 

マルダイ 有本商店 「国産大豆・国産米使用の

『無添加味噌』」を価格割引 

（雪椿スタンプは付きません） 

【実施日】毎週土・日・祝日 

現金払い 5％割引 

カード払い３％割引 

8：00-19：00 

年中無休 

穀町 10-9 0256（52）0361 



 

子育て応援しています      令和４年 11月 25日現在 

飲食店・食堂     

店名 提供サービス 営業時間 住所 電話番号 

大阪屋 
ご来店のお子様にお菓子を 

一つプレゼント 

※途中で変更になる場合があります 

11：00-20：30 

【休】水曜日 

駅前 3-4 0256（52）0270 

ことぶき食堂 
離乳食・ミルクの持込可 

温め行います 

メニューの小盛り対応します 

座敷でのおむつ替え OK 

11：00-19：30 

【休】水曜日 

（月 2回 日曜日） 

駅前 2-10 0256（52）0706 

割烹阿部 
お子様一人につき 

お菓子小袋 1つ 

11：00-22：00 

【休】不定休 

 

新町 2-1-37 0256（52）0626 

 

 

goofee
ぐ ー ふ ぃ ー

 
『ママさんたちのお茶会』 

店舗を貸切にして開催 

【実施日】月２回（開催日：要問合せ） 

月曜開催の場合 

10：00-11：00 ￥500‐ 

木曜開催の場合  

14：30-16：30 ￥700‐ 

水曜～日曜 

11：30－21：00 

月曜のみ 

11：30-14：30 

【休】火曜日 

下条甲 799-2 0256（46）0518 

カフェギャラリー 

あらいんち 

ご来店のお子様にミニミニク

ッキープレゼント 

10：00-17：30 

【休】日・月・金 

毎年１２/２０～２月中は

お休みになります 

新町 2-1-17 0256（52）3299 

食べる     

店名 提供サービス 営業時間 住所 電話番号 

菓房処 京家 

駅前店 

デコレーションケーキ 

（バースデーケーキ） 

商品代金 10%OFF 

※ホールケーキに限る 

8：30-18：00 

【休】1月 1日 

駅前 1-6 0256（52）6080 

 

菓房処 京家 

西加茂店 

デコレーションケーキ 

（バースデーケーキ） 

商品代金 10%OFF 

※ホールケーキに限る 

8：30-19：30 

【休】1月 1日 

栄町 1-36 0256（52）1685 

菜工房ヤマダ SPF霧島豚肉１０％割引 
（抗生物質を含まないエサで飼育豚肉） 

※毎週 金・土曜日のみ 

10：00-18：00 

【休】日・月曜日 
仲町 1-29 0256（52）0653 

マカロニチップスの店 

ぱすたみすた 

全商品を８％割引 

 

10：00-17：00 

日・祝：-16：00 まで 

【休】火曜日 

（祝日の場合は翌日。

他臨時休業あり） 

穀町 2-8 0256（52）9256 

 

ヤマトヤ 西加茂店 ヤマトヤ「スイートシール」 

2倍サービス！ 
通常お買い上げ 400円ごとに 1枚進

呈の「スイートシール」をパスポート提示

で 2倍差し上げます。 

8：30-20：00 

定休日なし 
旭町 2-34 0256（52）2635 



 

子育て応援しています      令和４年 11月 25日現在 

写真     

店名 提供サービス 営業時間 住所 電話番号 

フォトスタジオクリエイト 

若杉写真店 

記念撮影の方に写真の中か

ら 1カットデータプレゼント 

※証明写真、プロフィール撮影ではご

利用できません 

9：00-19：00 

日・祝：-18：00まで 

【休】水曜日 

下条甲 499-3 0256（53）3131 

 

生花     

店名 提供サービス 営業時間 住所 電話番号 

いば生花店 1000 円税抜お買い上げの

方に『季節の花』プレゼント 

※お盆期間 8/9-8/18利用不可 

8：30-18：30 

【休】不定休  

日曜・祭日 

GW・春分・秋分・山の日

は営業します 

寿町 4-19 0256（52）4087 

 

葬祭業     

店名 提供サービス 営業時間 住所 電話番号 

（有）花屋仁助 ご来店のお子様に 

お菓子プレゼント 

9：00-18：30 

【休】年末年始 

穀町 9-12 0256（52）0818 

 

健康 
    

店名 提供サービス 営業時間 住所 電話番号 

roots
ル ー ツ

 i
アイ

  

yoga
ヨ ガ

 studio
ス タ ジ オ

 

オリジナルチャイ＆ 

スパイスセットをプレゼント 

※新規の方、おひとり様１回かぎり 

10：00-20：30 

【休】火・木・日曜 

駅前商店街 

自宅の１室のため、

住所はご予約いただ

いた方にのみお伝え

しています。 

090-9744-2807 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

子育て応援しています                   令和４年 11月 25日現在 

美容・理容     

店名 提供サービス 営業時間 住所 電話番号 

 WACCA
わ っ か

  

hair
へ あ

 parlor
ぱ ー ら ー

 

① 親子（ファミリーカット）でカット 

￥5,500‐ 

②小学生以下のお子様にお菓子

（女の子にはヘアピン）プレゼント 

9：30-19：00 

【休】不定休 

（祝日休み） 

松坂町 3-2-2 0256（55）7088 

プライベートサロンなので、 

小さいお子様やご家族で 

来店して頂くこともできます。 

美容室CIEL
し え る

 
カット・パーマ・カラーなどされた方 

５５０円分の炭酸スパ or トリートメ

ントをサービスいたします 

9：00-19：00 

日・祝： 

8：30-17：30 

【休】月曜日 

新栄町 2-5 0256（53）7773 

 

理容・美容 

なかばやし 

サービス内容多数あります 

詳しくは HPをご覧ください 

・お店の駐車場🅿あります 

・ベビーカー・車椅子入店 OK 

・家族同伴 OK 

8：00-18：00 

【休】月曜日 

第１火曜日 

第 3日曜日 

新町２－１－３１ 0256（52）0308 

中林理容店 おだちん 200円 

お菓子 orジュースのどれか 
※こども総合料金 3,200円 

カット・シャンプーのみ、カットのみ 

カット・シェービングのみなど選べます。 

施術内容によって料金が変わりますので 

お気軽にご相談ください！ 

9：00-18：30 

【休】月曜日 

第１火曜日 

第 3日曜日 

五番町 4-13 0256（52）2465 

理容 おやなぎ おだちん 200円 8：00-18：00 

【休】月曜日 

第１火曜日 

第 3日曜日 

小橋 2-2-1 0256（52）7859 

理容 大野 理髪 1回につき 

100～200円のおだちん 

8：00-18：00 

【休】月曜日 

第１火曜日 

第 3日曜日 

神明町 2-4-17 0256（52）9567 

いずみ理容室 おだちん 200円 
※こども総合料金は 3,000円 

カット 2，000円 

カット・シャンプー 2，500円 

カット・シェービング 2,500円 

ご希望に合わせてメニューを選べます。 

9：00-18：00 

【休】月曜日 

第１火曜日 

第 3日曜日 

青海町 1-5-24 0256（53）1759 

※お待たせしないために 

電話予約をお願いします 

小柳理容所 お菓子などプレゼント 8：00-18：00 

【休】月曜日 

第１火曜日 

第 3日曜日 

下高柳 477 0256（53）1379 

※お待たせしないために 

電話予約をお願いします 

 


