
別紙2 子育て応援企業相互の優遇措置一覧表

業種 企業名 事業所名 所在地 電話

認定
年度

(初回認定
年度)

サービス内容 利用対象者 本人確認
サービス
開始時期

株式会社イセヤス建材 菰口町三丁目３８番地 0532-33-3303 30
子供用エクステリア商品　5％割引
（ex.ウッドデッキ)

従業員と同伴の
家族

ご注文時に社員証又は豊橋子育
て応援企業証明書等を提示して
下さい。

H30.11.1～

平中電気株式会社 牛川通五丁目7-6 0532-56-1611 30
一般家庭の電工事代金の５％割
引

従業員
電気工事依頼時に子育て応援企
業の従業員である旨を伝えてくだ
さい。

H31.1.1～

製造業 (株)中野製畳所 (株)中野製畳所 佐藤5-5-6 0532-63-7018 30(27) 商品の5％割引 従業員、家族
来店時に子育て応援企業の従業
員、家族であることを伝えてくださ
い。

H28.4.1～

株式会社ほの国百貨店 株式会社ほの国百貨店 駅前大通二丁目10番地 0532-53-5062 29
お買い上げ商品の５％割引(一部
除外品あり）

従業員及び同伴
のご家族

来店時に１階案内所にて「子育て
応援企業の従業員、家族である」
旨を伝えてください。当日有効の
５％割引券をお渡しします。

H30.4.1～

ダイハツ豊橋(株) ダイハツ豊橋(株) 下地町字橋口45-3 0532-53-6181 29(26)
ファミリーレストラン等で使えるグ
ルメギフト券の進呈

従業員、家族
商談の最初に、豊橋市子育て応
援企業の従業員、家族である旨
を伝えてください。

H27.10～

株式会社 ノズエ 株式会社 ノズエ 下地町2丁目44 0532-52-3579 29(26)
ランドセルのネーム有料化分の無
料化

従業員、家族
申込時に、豊橋市子育て応援企
業の従業員、家族である旨を伝
えてください。

H28.4.1～

東三河ヤクルト販売(株) 東三河ヤクルト販売(株) 花中町54 0532-31-8960 29(26)

・弊社保育ルーム（豊橋東）の一
時預かりをご利用の際に、60分無
料券を進呈
・エステ（豊橋東ヤクルト直営サロ
ン）をご利用時、オプション（ﾋﾟｰﾙｵ
ﾌﾊﾟｯｸ又はｸﾚｲﾊﾟｯｸ）を無料サービ
ス

従業員、家族

ご利用時に子育て応援企業の従
業員を証明できるもの（社員証、
名刺、証明書等）を提示してくださ
い。

H28.4.1～

株式会社葦元 曲尺手町52番地の2 0532-54-5488 30
商品の５％割引（学生衣料、学校
用品(体操服、制服など)）

従業員、家族、
従業員と同伴の
家族

ご来店時に子育て応援企業の従
業員である旨を伝えてください。

（株）大羽ミシン （株）大羽ミシン 前田町2-17-6 0532-52-1661 30(27)
ミシンお買い上げ時、５％割引（修
理品、消耗品除く）

従業員
お支払い時に子育て応援企業の
従業員であることをお伝えくださ
い。

H28.4.1～

豊橋東店 西口町字元茶屋36-1 0532-61-4111

豊橋柱店 柱四番町23 0532-38-8911

2019.2.1現在

H28.4.1～

卸売業,小売
業

ネッツトヨタ東海(株） 30(27)

・当社特別会員同様オイル交換
2,700円/台
・車検、点検10％割引等特典あり
（板金塗装は修理内容によって不
可の場合あり）

従業員、家族
来店時(受付時）に子育て応援企
業の従業員、家族である旨を伝
えてください。

建設業
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高瀬麗子税理士事務所 高瀬麗子税理士事務所 一色町一色上17 0532-46-1157 30(27)

・税務相談初回無料（お茶・お菓
子付）
・確定申告時、確定申告書の基本
料金より5,000円引き

従業員、家族
電話でご連絡をいただき、その時
に子育て応援企業の従業員、家
族である旨を伝えてください。

H28.4.1～

株式会社プライズメント 向山町字水車18番地6 0532-65-3015 30 全媒体・掲載料の割引　５％OFF
従業員・家族・従
業員と同伴の家
族

問合せ時に子育て応援企業の従
業員、家族である旨を伝えてくだ
さい。

H30.10.1～

マクドナルド　１号線殿田橋店 飯村町西山25-30 0532-64-8938

マクドナルド　１号線大岩町店 大岩町字岩田30 0532-65-5620

マクドナルド　豊橋曙町店 曙町字測点135-1 0532-38-6821

マクドナルド　イオン豊橋南店 野依町字落合1-12 0532-44-8231

マクドナルド　大清水ピアゴ店 大清水町字富士見700-1 0532-44-8155

マクドナルド　豊橋広小路店 広小路1-7 0532-53-1812

マクドナルド　23号新栄店 新栄町字新田中2-1 0532-31-8810

マクドナルド　汐田フランテ店 牟呂町字扇田21-1 0532-44-1137

マクドナルド　豊橋牛川店 牛川薬師町68 0532-51-5866

株式会社フェニックス
豊橋市広小路三丁目
54-1　キャンファローレ
ルタワー103号北側

080-3643-2293 29 優待価格のチラシの提供

従業員及び同伴
のご家族、各企
業の顧客への配
布も可

チラシの記入欄（お名前、メール
アドレス、チケット購入枚数）にご
記入の上、試合当日会場１階チ
ケット売り場にチラシをご持参くだ
さい。

H30.2.1～

東武トップツアーズ(株) 東武トップツアーズ(株)豊橋支店
藤沢町141（ホリディ・タ
ワー1F西口）

0532-47-0109 29(26)

企画商品２％割引

・国内・海外企画商品（当社及び
他社造成パンフレットからの予約）
※燃油サーチャージ・空港施設利
用料など一部諸費用は割引対象
外です。
※割引きの重複はできません。

従業員、家族

ご注文時に子育て応援企業の従
業員を証明できるもの（社員証、
名刺、証明書等）を提示してくださ
い。

H27.11～

ポーラ 豊橋みなみ営業支店 草間町二本松73-3 0120-93-9820

ポーラ エステイン牟呂店 草間町二本松73-3 0120-93-9820

POLA　THE　BEAUTY　イオンタウン
豊橋橋良店

橋良町字向山20-1 イオ
ンタウン豊橋橋良店内

0800-200-2211

ポーラエステインＳｍｉｌｅ店 山田二番町32 0532-43-6626 30 スキンチェックやメークサービス
従業員と同伴の
家族（１８才以上
の女性限定）

電話予約時にその旨をお伝えく
ださい。

H31.4.1～

H27.10～

生活関連
サービス業,
娯楽業

ポーラ豊橋みなみグループ 29(26)

・スキンケアorメイク サンプル進呈
・エステを「子育て応援割」にてご
提供

従業員、家族
申込時に、豊橋市子育て応援企
業の従業員、家族である旨を伝
えてください。

宿泊業,飲食
サービス業

(有）シナノ・エム 30(27)

バリューセット購入条件でチキン
マックナゲット5個入りが1個100円
（通常価格200円）

従業員及び同伴
のご家族

ご注文時に子育て応援企業の従
業員を証明できるもの（社員証、
名刺、証明書等）を提示してくださ
い。

H28.4.1～

学術研究,専
門・技術
サービス業
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グランドパシフィックスポーツ倶楽部 西小鷹野4-2-8 0532-63-8818

1 メンバーズ会員に入会の場合
月謝8,640円→7,560円に
2 親子コースに登録の場合、登録
費2,160円→無料
※1歳0か月～3歳0か月までの親
子

1従業員
2従業員、家族

1入会時に子育て応援企業の従
業員本人である旨を伝えてくださ
い。
2登録時に父または母が子育て
応援企業の従業員である旨を伝
えてください。

パシフィックスポーツ倶楽部豊橋 上野町字新上野52 0532-46-9775 入会金、登録費→無料 従業員、家族
入会時又は登録時に子育て応援
企業の従業員、家族である旨を
伝えてください。

かどむら鍼灸院 かどむら鍼灸院 上野町字新上野22-4 0532-47-2577 29(26) 初診料無料 従業員、家族
初診時に子育て応援企業の従業
員、家族である旨を伝えてくださ
い。

H28.4.1～

株式会社Performance
Reha

パフォーマンスリハセンター 豊橋市伝馬町14番地 0532-69-5655 29
芝生エリア内を保護者付きでキッ
ズスペースとして開放する

従業員、家族

毎週月曜日、金曜日１６時～１７
時の間。（キッズトレーニング、バ
ルシューレ開催時間中に芝生エ
リアを開放するが、キッズトレー
ニングなどを開催しない日、祝日
は休みとする）

H30.2.1～

株式会社ＢＫＣ保育サービ
ス

ベビーキッズクラブ
豊橋市飯村北二丁目
11-18

0532-64-3511 29
保育料の８％割引
初回登録料1,500円→1,000円

従業員、家族

利用前の登録時に子育て応援企
業の従業員、家族である事をお
伝えください。利用されてご精算
の時にも一言お願いします。

H30.2.1～

教育,学習支
援業

（株）オリエント楽器 （株）オリエント楽器豊橋センター 大国町30 0532-52-3158 28

音楽教室の入会金通常5,000円
（税別）より1,000割引※他割引
キャンペーンとの併用不可

従業員、家族
入会時に子育て応援企業の従業
員、家族である旨を伝えてくださ
い。

H29.2.16～

(株)パシフィックスポーツク
ラブ

30(27) H28.4.1～

医療,福祉

生活関連
サービス業,
娯楽業
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