能代すくすくまごころパス事業 子育て支援サービス協賛店
－たくさんの店舗等の応援にありがとう！－
平成３１年 3 月２７日現在 ７８店舗
No

店舗等の名称

所在地・電話

子育て支援サービスの内容

お店からのＰＲ

1 （株）みどり薬局

畠町８－２０
（５２－３５３１）
夜間急用
（５４－１０５２）

①調剤薬の服薬・保管方法指導
②ダンクカード土曜日２倍

土・日・祭日・夜間調剤
一品でも配達（配達料なし）
育児、医薬品、健康食品の電話
相談
（０１２０－３５３１－３９）

2 大丸不動産（株）

通町１－１６
（５２－４８５８）

仲介手数料の１０％割引

当社のモットー『信頼の庭に安
らぎの花を咲かせたい』

3 リサイクルブック＆ＣＤ
チンダ

富町１５－１５
（５５－０５５０）

ダンクカード・もっくんカード
２倍サービス

記念切手買い取り中

4 船木印章店

柳町１３－２
（５２－３５１５）

銀行印（５０００円以上）は、
毎月５千円、高校３年生の正月
０歳児２０％ＯＦＦ、高校生まで で１００万円。お子様の財形貯
１０％ＯＦＦ。
蓄にオリジナルの手作り印鑑
をどうぞ。彫刻師…毎日書道展
会友 船木千所。

7 赤玉薬局

中和１丁目６－４
（５４－６０７４）

①ダンクカードまたは赤玉スタ
ンプ２倍
②ご希望の方に化粧品サンプル
進呈

子育て真っ盛りでお家を空け
られない方、お電話ください。
ミルク、おむつ他配達いたしま
す。お薬のご相談もお気軽にど
うぞ。

8 佐藤写真館

大町１－２１
（５２－２４３３）

「めんｃｈｏｃｏ」しゃしん。
六ツ切サイズ（２０cm×２５
cm）の写真をかわいい額に入れ
て１枚６,０００円でご提供。

運動会で頑張った・・・ユニフ
ォームをもらった・・・坊主頭
になった・・・みんなステキな
記念日。

9 シーガルジャパン
二ツ井店

二ツ井町字三千苅
４４－７
（７３－２９５７）

もっくんポイント２倍サービス
または１０％割引き

シミ抜きに自信があります。

10 シーガルジャパン
能代バイパス店

字高塙１６０－１
（５４－４３４３）

ダンクポイント２倍サービス
または１０％割引き

シミ抜きに自信があります。

11 シーガルジャパン
柳町店

柳町５－１７
（５２－０２２０）

ダンクポイント２倍サービス
または１０％割引き

シミ抜きに自信があります。

12 シーガルジャパン
通町店

通町５－５
（５２－７１２０）

ダンクポイント２倍サービス
または１０％割引き

シミ抜きに自信があります。

14 （株）佐藤時計店

二ツ井町字三千苅
５－３７
（７３－２０５４）

もっくんポイント３倍サービス

15 サトセ商店

二ツ井町字比井野
１８－４
（７３－２３５７）

もっくんポイント３倍サービス

17 翁飴本舗・桔梗屋

畠町６－８
（５２－５８５３）

カード持参でお買い物の方に、
１５０円相当の品を無料でプレ
ゼント

18 ミキ寿司

大手町５－２６
（５４－２４１５）

のり巻き１本またはジュースサ
ービス

1

季節のバラちらしが好評です。

No

店舗等の名称

所在地・電話

子育て支援サービスの内容

お店からのＰＲ

19 （株）ダイキョウ洋服店

柳町９－１９
（５５－０３４６）

お子様連れの方に粗品プレゼン
ト

20 工藤洋品店

柳町６－１１
（５３－３６２３）

ダンクポイント２倍サービス

21 （有）やま久

上町６－１２
（５４－８６１１）

ジュース１本サービス

22 ふじもと

大町２－１７
（５４－８４７２）

ジュース１杯サービス

浅内字浅内２４
（５３－４８２４）

①ジュース１杯サービス
②誕生日にお祝いいたします

24 ボーネージュ

字臥竜山３６－９
（５２－５６０９）

お菓子プレゼント

25 蔵前寿し

出戸本町１４－２４
（５４－４０８３）

①のり巻きサービス
秋から春にかけてのアンコウ
②子供さんの誕生日に来店くだ
鍋は、絶品です。
さったご家族には、寿司・飲み物
等をサービスいたします

28 （有）北林履物店

柳町１３－１４
（５２－６０３８）

全商品２割引

お店の向かいに駐車場ありま
す。小物など（サンダル、スリ
ッパ、タオル、カサ、サイフ、
ハンカチ、バック、エプロン）
いろいろありますのでご来店
お待ちしております。

29 キッチンターブル

畠町８－３８
（５４－４１９２）

ダンクポイント２倍
（水曜日以外）

少人数から３０名様くらいま
でのパーティやご宴会にもご
利用ください。各種オードブ
ル、皿盛りもご予算にあわせて
承っております。お気軽にご相
談ください。

30 （株）丸亀原田デンキ

畠町７－３３
（５２－４０５４）

①当店オリジナルカード発行に
まごころ点検訪問、小物、消耗
よるサービス
品１個でもお気軽にお申し付
②割引、ポイント、景品のプレゼ けください。出前いたします。
ント
③来店記念クーポン券
（次回使えます）
④会員は年会費、初回登録費無料

32 （株）塚清 畠町店

畠町６－１０
（５４－１７４５）

カード提示のお客様にダンクカ
ードポイント２倍サービス

こども向け文具、学用品から専
門的文具まで多数取りそろえ
ております。

33 （有）小林銘木製材

字向田表７６－２
（５８－２６０１）

当社の全商品２割引

住宅の天井板、内装材製造、無
垢テーブルなど、お客様の好み
に合った一品をお作りいたし
ます。

34 癒し空間ナチュラル

万町２－２０
（５３－４６０５）

①出産後のダイエット無料カウ
ンセリング
②妊娠中や出産後の時期に最適
な 「マタニティ＆キッズ」専
用ＣＤの無料試聴サービス
③産後の骨盤体操の無料アドバ
ス

当店は、日常生活で疲れきって
いる「心」と「体」のリフレッ
シュを応援し、常にお客様の
「健幸」を考えながら究極の
『癒し』を提供できるように努
めております。

23 食の庭

いし川

2

お客様に着やすい洋服を取り
そろえております。

地産地消をモットーに、自家菜
園で低農薬野菜を作り提供し
ております。
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35 合資会社こまがたや

二ツ井町字三千苅
４４－５３
（７３－２０３８）

①もっくんポイント、またはダン 地域に根ざして百有余年、「店
クポイント、２倍サービス！
はお客様のためにある」をモッ
（学生衣料を除く）
トーに頑張っております。
②商品の金額、大小にかかわら
ず、ご自宅へ配達を無料で承り
ます（旧二ツ井町内に限りま
す）
③営業時間外でもお電話いただ
ければお待ちしております
④お子様にキャンディをサービ
スいたします

36 （有）杉浦電器商会

柳町１３－１
（５２－３９２１）

ＤＶＤ、ビデオ、ダビング料
通常より３割引

37 カモヤめがね

畠町８－１６
（５４－１０６１）

カード提示の方は１０％サービ
確かな知識と技術でご満足い
ス（補聴器、セット商品は対象外 ただけるメガネをご提供いた
です）
します。

39 北嶋商店

南元町２－４３
（５２－４４８８）

ポケットティッシュとメモ帳の
提供

41 時計・メガネ・宝飾・補聴器
時報堂

二ツ井町字三千苅
１７－３
（７３－２５２５）

お子様の腕時計・目覚まし時計・
掛時計・メガネなどお買い上げの
際にカードをご提示いただきま
すと、ポイント２倍差し上げま
す。アフターサービスは可能な限
り無料でさせていただきます。

二ツ井の駅通りにあります【時
報堂】と申します。隣に大きな
エーワイ無料駐車場がありま
すのでご利用ください。アット
ホームなお店です。自慢のお茶
で一服にいらしてください。時
計・メガネ・宝飾・補聴器・記
念品などをお取り扱いしてお
ります。金沢より直送の九谷焼
の器も好評です。

42 神田園

追分町１－２５
（５２－５０５６）

５％（消費税）サービス

おいしいお茶と心のこもった
接客

44 さくら堂

西通町７－８
（５２－０５０４）

お誕生日にご来店の方に粗品進
呈

46 ＯＲＩＯＮ－３

追分町３－１７
（５５－０４２８）

ミニソフトクリームの提供（いっ 昼（平日）は日替わりランチ（コ
ぱいご飯を食べると、ソフトクリ ーヒー付き）、他食事もできま
ームが付いてくるよ）
す。当店自慢の『びっくりパフ
ェ』も一度は食べてね。

47 （株）京都西陣能代店

中和通り 越前ビル
（５４－６６４０）

①七五三、晴れ着、祝着
②お母さん用の着物、帯
どちらも５％引き

48 （株）ホームドライ長崎店

長崎１８９－１
（５２－１２２１）

毎月５のつく日、めん choco カ
ード提示の当店カード会員様に
限り、ダンクカードのポイント２
倍

51 クドウ時計店

畠町８－１６
（５２－４７１８）

全商品１０％割引
（電池交換も含む）

3

ビデオ撮影や編集をプロ用の
機材を使用する専門店です。ま
た、子ども達の大会使用なら音
響システムも格安で。

きものを着る楽しさをお手伝
いします。また、着用後のお手
入れ等、アフターフォローも万
全、安心です。
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子育て支援サービスの内容

お店からのＰＲ

52 ＰＥＴrest メモリアルパーク

中沢字瓶長根２－５
（５８－５０００）

火葬前の葬儀を行うので、葬儀料 心をこめてご供養のお手伝い
をサービス
をさせていただきます。戸別火
葬のみで行います。
ペットのこと、どんなことでも
相談してください。

53 赤玉薬局 駅前店

元町７－１７
（５３－４６１６）

①ダンクポイントまたは赤玉ス
タンプ２倍
②ご希望の方に化粧品サンプル
進呈

54 赤玉薬局 落合店

落合字上悪土１６６
地内
（８９－１１９９）

ダンクポイントまたは赤玉スタ
ンプ２倍

57 （有）みちのく印刷所

昭南町６－１
（５４－３７０６）

名刺、ハガキ類印刷ダンクポイン 名刺、ハガキ類２４時間納品。
ト２倍サービス

58 美松

万町６－４０
（５２－０１１４）

子ども用オードブル仕出しを
５％引きサービスします。

美松は料理の配達専門店。（遠
方で配達できない地域があり
ますので、ご確認お願いしま
す。）百日記念、孫祝、誕生日、
初運動会などなどに、ご利用お
待ちしております。

59 銀美容室

畠町１３－１３
（５２－６３８８）

①託児所料金半額補助いたしま
す
②お飲み物サービスあります
③体内エステ（フォトンドーム）
無料券をさしあげます

店舗３分内に駅、バス停、託児
所あります。
世界で初の光の癒しをもたら
す温かなヒーリングドームあ
ります。

60 菊東自動車整備（株）

二ツ井町字槻ノ木
３２－１
（７３－４２２６）

①整備代 工賃一律５％割引
②エンジンオイル交換割引券プ
レゼント

今、注目を浴びているエコカー
や燃費バツグンの各種新車・中
古車を菊東ならではの割引＆
アフターサービスでご提供。あ
なたのカーLife をもっともっ
と快適にするために・・･車の
ことなら何でもお気軽にご相
談ください。

61 司法書士 山田進事務所

浅内字横道７－１
（５２－０４６５）

初回相談料、５,０００円（３０
分）のところを２,０００円にい
たします
（３０分以上は、３０分毎に５,
０００円のところ１,０００円
に）

必要のないものを買ってしま
った、身に覚えのない請求をさ
れている、給料や養育費が支払
われない、借金の支払いが困難
だ、など、日常生活のトラブル、
困りごと（１４０万円以下）で
悩んでいませんか。話してみて
ください。解決の糸口が見つか
るかもしれません。

62 オクトーバー５ｔｈしのだ

東町１－５
（５２－５５２２）

ジュース等のサービス

63 千両

富町１５－１６
（５２－５５８６）

ジュースのサービス

64 軽食ＭＡＲＯ

上町１０－１７
（５２－７４３３）

ランチのお客様にジュースサー
ビス

65 ホルモンあらた

字寿域長根４８－
８４
（５４－４４１０）

ジュース１杯、またはお菓子サー
ビス
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66 合資会社 一長堂

畠町７－３１
（５２－４１２４）

ダンク・もっくんポイント２倍

署名、著者、出版社が不明でも、
当店でお調べします。ＣＤ、Ｄ
ＶＤは、オール１０％ＯＦＦ＋
ダンク２倍。市内無料配達しま
す。

67 本庄履物店

上町１２－３
（５２－３０５３）

ダンクポイント２倍

豊富です。
キッズ（１５．０～１９．０）
ジュニア（１９．０～２４．５）
ベビー（１２．５～１４．５）
レディース（２２．０～）
メンズ（２４．０～）

68 ミスタータイヤマン能代店

字中柳１２－１６
（５２－７５３６）

目玉商品以外は購入商品から
３％～５％値引き

金曜日レディースデイ、オイル
交換が安い。無料安全点検を常
に実施中。当店は「お客様に感
謝される仕事をし、お客様に感
謝して仕事をする。」お店を目
指しております。

70 ぷりんと屋招猫工房

字高塙６９－１０
（５２－８３４４）

８％サービス

オリジナルプリントＴシャツ
等の製作。お子様の写真や画い
た絵をＴシャツにプリントで
きます。サークル活動等でおそ
ろいのＴシャツを作りません
か。

71 能代スポーツセンター

元町１４－６
（５２－０１５４）

親子でボウリングされる方、カー
ド提示で、いつでも親子サービス
デー料金（大人も子供も１ゲーム
300 円）＋全員に 2 ゲーム目無
料券プレゼント（次回から使用
可）

お子様との思い出作りにボウ
リングはもってこい。家族みん
なで楽しい時間を過ごせる能
代スポーツセンターへ GO。

72 （株）タイヤセンター能代

河戸川字北西山３－
３
（５２－２３３３）

①乗用車用タイヤ（夏タイヤ）購
入時に窒素ガス充填サービス
②タイヤ、用品、工賃などの総購
入金額より５％（消費税分）割引
サービス
③空気圧、オイル、バッテリー、
ウオッシャー液などの無料点検
サービス

タイヤについては乗用車から
農業機械までお任せください。
出張作業もＯＫです。各種カー
用品、ＥＴＣ、チェーン、オイ
ル交換、合鍵、等も扱っており
ます。

74 のしろエネルギーサービス（株） 万町１１－２１
（５２－５０３０）

カードを提示にてガス器具５％、 皆様が安心してガスをご使用
火災警報器１０％、エコライト
できるよう努めてまいります。
１０％、火災消火器１０％、灯油
（配達時弊社価格より２円）割引
いたします。

75 便利屋ハイハイネット

二ツ井町薄井３５
（７３－６６７８）

当店サービス全般１０％ＯＦＦ

ご家庭の困りごとがございま
したら、何でもご相談くださ
い。

76 山一興業（株）常盤給油所

常盤字町辺１９５－
２
（７０－２１２３）

①カード提示でダンクポイント
毎日２倍
②オイル交換半額
③ご乗車のお子様にアメをプレ
ゼント

自動車と石油のことなら何で
もお任せください。“当社の車
検でガソリン５円/リットル割
引中”
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77 山一興業（株）鶴形給油所

扇田字山下１１０－
１
（５８－３００１）

①カード提示でダンクポイント
毎日２倍
②オイル交換半額
③オイル交換時に洗車機洗車＋
室内清掃サービス

自動車と石油のことなら何で
もお任せください。“当社の車
検でガソリン５円/リットル割
引中”

78 山一興業（株）二ツ井給油所

二ツ井町字上野
８７－２
（７３－２４１４）

①カード提示でもっくんポイン
ト毎日２倍
②オイル交換半額
③オイル交換時に洗車機洗車＋
室内清掃サービス

自動車と石油のことなら何で
もお任せください。“当社の車
検でガソリン５円/リットル割
引中”

79 山一興業（株）常盤整備工場

常盤字町辺３８－５
（５９－２３４０）

①オイル交換半額
②どんな小さな修理でも（オイル
交換でも）ご自宅まで無料で引
き取り、納車
③車検からオイル交換まで全て
の入庫時に洗車、室内清掃サー
ビス

自動車と石油のことなら何で
もお任せください。“当社の車
検でガソリン５円/リットル割
引中”

80 山一興業（株）山一モータース

扇田字山下１１０－
１
（５８－３００２）

①オイル交換半額
②どんな小さな修理でも（オイル
交換でも）ご自宅まで無料で引
き取り、納車
③車検からオイル交換まで全て
の入庫時に洗車、室内清掃サー
ビス

自動車と石油のことなら何で
もお任せください。“当社の車
検でガソリン５円/リットル割
引中”

81 山一興業（株）二ツ井整備工場

二ツ井町字上野８７
－６
（７３－２５８１）

①オイル交換半額
②どんな小さな修理でも（オイル
交換でも）ご自宅まで無料で引
き取り、納車
③車検からオイル交換まで全て
の入庫時に洗車、室内清掃サー
ビス

自動車と石油のことなら何で
もお任せください。“当社の車
検でガソリン５円/リットル割
引中”

82 成金金物店

二ツ井町字下野家後
３２－３
（７３－３３２７）

①コーヒー１杯無料提供
②お子様に飴サービス

各種メーカの商品を店頭展示
中

83 成金金物店 サッシ部

二ツ井町字上野９２
－１
（７３－２１８１）

①コーヒー１杯無料提供
②お子様に飴サービス

各種メーカの商品を店頭展示
中

84 コインランドリー＆クリーニン
グ「トリトン」
（やすとく落合店）

落合字落合１４６－
３
（８９－６６７５）

スタンプサービスを通常は
１００円毎（税込）に１ポイント。
５０ポイントで１００円の商品
券サービス。
子育て支援で２倍の１００円毎
（税込）に２ポイントをサービス
します。
※スタンプサービスなのでスタ
ッフ在店時のみ特別サービスが
できます。（１０時から１９時ま
で）

有人型のコインランドリーで、
安心して洗濯物を預けられる
と評価をいただいており、また
明るくて清潔な店舗作りに心
がけております。子育て支援の
内容を随時拡大してまいりま
す。

85 ライカ堂 駅前本店

二ツ井町字太田面
２７－２
（７３－３１２０）

もっくんポイント２倍

大切なきれいな写真をいつま
でも・・・。
カラープリント１５分仕上げ。
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87 伊藤謙商店

二ツ井町荷上場字鍋
良子出口１０４
（７３－２１０３）

もっくんポイント２倍サービス
（塩、たばこ、切手、印紙、証
紙除く）

秋田の地酒を販売・通販・発送
しております。作り手の心をそ
のままお客様にお届けできる
ように、大型冷蔵庫・プレハブ
冷蔵庫での低温保管を心がけ
ております。秋田の地酒ならお
任せください。

92 クリーニングアッと！
いとく通町店

通町２－１
（５２－１０６７）

いつでも１０％割引

衣類のトータルケア＆メンテ
ナンス
人と地球にやさしいＥＭクリ
ーニング

93 クリーニングアッと！
いとく南店

字寿域長根５２－３
（５４－４５８３）

いつでも１０％割引

衣類のトータルケア＆メンテ
ナンス
人と地球にやさしいＥＭクリ
ーニング

95 クリーニングママ号能代本部

扇田字道地１３４－
１
（０１２０－１０９
－２２５）

いつでも１０％割引

衣類のトータルケア＆メンテ
ナンス
人と地球にやさしいＥＭクリ
ーニング

96 酒食彩宴 粋

東町８－９
（５３－５２４３）

①登下校時の急な雨降りに会っ
た時の傘の貸し出し、トイレ
貸します。
②塗り絵やお絵かきボードの提
供。
③お子さんへのキャンディーサ
ービス、ジュース１杯サービ
ス。

お子様連れでも気がねなく御
食事のできる全室個室でプラ
イベート

97 二ツ井ベビーマッサージ教室
おひさま

二ツ井町
（０９０－６６２５
－３８８９）

ベビーマッサージを１０％ＯＦ
Ｆ

ベビーマッサージを通してマ
マと赤ちゃんの絆づくりのお
手伝いをさせていただきます。
赤ちゃんが赤ちゃんである時
間は今だけです。その大切な時
間をママがいつも笑顔で過ご
せますように・・・。

98 カスミ

字東大瀬７－１０
（５５－２２２０）

１，０００円以上お買い上げの
場合、次回ご来店時のクーポン
券プレゼント

ケーキと焼き菓子のお店です。

99 ミクマオート

朴瀬字村下大川反５ ①内ロック開錠工賃・出張料合 ロードサービスは３６５日２
８
計金額より２０％割引
４時間態勢で対応いたします。
（５４－９６９６） ②オイル交換時に洗車サービス 車の合鍵作製及び車の内ロッ
③愛車の無料安全点検実施（バ ク開錠、出張対応いたします。
ッテリー・タイヤ・ワイパー・ クルマの不慮のトラブルには
ウィンドウオッシャー・オイ お気軽にご相談くださいませ。
ル・灯火類）など
バッテリー上がり・パンク・落
輪・
（脱輪）
・ガス欠・レッカー
移動はロードサービスでご用
命ください。

100 宮腰蒲団店
ふとんや Miyakoshi

畠町７－４０
（５４－１０７０）

ベビーふとん、ベビーふとん用 いろいろ選べて体験して
品（タオルケット、毛布、カバ ワンランクアップの寝室づく
ー）
、お昼寝ふとんのお買い上げ りをご提案します。
金額から３％割引いたします。
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102 ミキモト化粧品
秋田能代サロン

所在地・電話
出戸本町１５－１０
（５５－１３３０）

子育て支援サービスの内容
フェイシャル・ボディ
２０％引（１０回まで）
ブライダルエステ
１５％引（３回まで）

お店からのＰＲ
子育てを頑張っているお母さ
んを応援しています！
世界一の真珠ブランド・ミキモ
トから生まれたミキモトコス
メを贅沢に使ったフェイシャ
ルエステ、オイルを使った
ボディのリンパマッサージで
疲れた身体をリフレッシュ！
是非ご利用ください。

※協賛店情報については、
「めんｃｈｏｃｏホームページ」にも掲載していますのでご覧ください。
※記載されている店舗であっても、すでに営業していない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【めんｃｈｏｃｏホームページ】
パソコン・スマホ版ＵＲＬ：https://www.city.noshiro.akita.jp/menchoco/index.html
携帯電話版ＵＲＬ：https://www.city.noshiro.akita.jp/menchoco/mobile/

携帯電話版はＱＲコードからもどうぞ！
↓
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