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肉の三田屋 精肉 森小路1-14-21　森小路京かい道商店会 06-6954-4129 order@nikuno-sandaya.com
あさひキッズカードご提示でお買上の3％引きします。美味しいお肉の、お味を覚えて大き
くなってください。

加藤銘茶本舗 お茶 千林2-15-23　千林商店街内 06-6951-4056 kato-meicha@senbayashi.com
あさひキッズカードご提示で、サービスカード2倍。お茶は美味しくて、健康、美容、癒し
の効果があります。是非、ご家族団欒のいっぷくを。

千林 小倉屋 昆布 千林1-6-10　千林商店街内 06-6951-1945 － あさひキッズカードご提示でごま昆布20円引きいたします。

白梅堂 昆布店 昆布 千林2-15-22　千林商店街内 06-6955-2081 －
あさひキッズカードご提示で割引いたします。子育てに安心して食べて頂ける美味しい商品
いっぱい。

フルーツギフト足利・
お菓子のデパートみのる

お菓子 千林1-1-13　千林商店街内 06-6951-1610 info@fg-ashikaga.co.jp
おトイレをいつでもお貸しできます。お気軽にお立ち寄りください。お子さんの大好きなお
菓子を豊富に用意しております。

MEN’S SHOP Kent67 紳士服 千林2-2-16　千林商店街内 06-6951-2507 front@kent67.com
あさひキッズカードご提示で、全商品5％割引きいたします。お子さんやお孫さんの為にお
父さん・お爺ちゃんも格好よく。

TANPOPO KIDS
（タンポポ・キッズ）

子ども服 千林1-1-14　千林商店街内 06-6953-4078 info@tanpopokids.com
あさひキッズカードご提示で、3,000円以上お買い上げのお客様5％値引きいたします。お
しゃれで、可愛い子ども服（70㎝～150㎝）を取り揃えました。

ブティック スギムラ 婦人服 千林1-1-17　千林商店街内 06-6951-4791 －
あさひキッズカードご提示で10％割引いたします。子育て中のママにかわいく機能的な普段
着いろいろ、ご用意しています。

BACK STAGE
（バックステージ）

婦人服 千林2-12-36　千林商店街内 06-6951-7004 －
店内購入、あさひキッズカードご提示で、粗品プレゼント。少し年配向けの婦人用品店で
す。是非プレゼントに!！

パロマ 中店 婦人服 千林2-15-28　千林商店街内 06-6953-1011 －
店内購入、あさひキッズカードご提示で、粗品プレゼント。全品1,000円＋税にて、婦人服
販売しています。

シューメイト花幸 靴 千林1-1-18　千林商店街内 06-6953-8751 info@s-hanakou.co.jp
お買い上げの際に、あさひキッズカードご提示でおまけプレゼント。お子さんの足に適した
靴選びをアドバイスさせていただきます。

バックショップ
ピコ ウメモト

バック 千林2-12-34　千林商店街内 06-6951-6622 picoumemoto@nifty.com
あさひキッズカードご提示で、3％値引きいたします。アンパンマンからレインボーベアま
で、いろいろそろえています。

ヤマモトバック バック 千林2-11-35　千林商店街内 06-6952-9003 － あさひキッズカードご提示で10％割引いたします。可愛いバック・カバン揃っています。

眼鏡市場 大阪千林店 眼鏡 千林1-1-16　千林商店街内 06-6958-2188 －

あさひキッズカードご提示でメガネ一式、コンタクトレンズ、レンズを店頭販売価格より
5％割引。補聴器、販売備品は除きます。CMでおなじみの眼鏡市場です。豊富な種類のフ
レームと一流メーカーのレンズを取り揃え、メガネ一式15,000円（税抜き）から。レンズ在
庫がある場合は最短25分でお渡し可能！忙しいパパママにおすすめです。

ソフィア 天然石 森小路2-8-11　千林商店街内 06-6953-6373 sphere39@gmail.com
あさひキッズカードご提示で、値札より20％常時割引いたします。心身共に頑張っているマ
マさんはエライです。そんな方達を応援させていただきます。

ヤマモト手芸店 手芸用品 千林2-11-35　千林商店街内 06-6951-0022 － あさひキッズカードご提示で10％割引いたします。

タンバ家具 家具店 森小路2-6-6　千林商店街内 06-6952-1055 s-tanba@post.senbayashi.com
あさひキッズカードご提示で、本体価格1万円以上お買い上げにつき5％値引きいたします。
体に優しい家具、多数ご用意しております。

花幸タオル タオル類 千林2-7-23　千林商店街内 06-6952-2665 －
あさひキッズカードご提示で5％割引いたします。何か役立てるよう考えていきます。少子
化をなくすよう若い人にたくします。

おぐら屋 ふとん店 寝具 森小路2-9-2　森小路京かい道商店会 06-6954-5555 oguraya@pop06.odn.ne.jp
あさひキッズカードご提示で、粗品進呈いたします。安くて、かわいい「寝具」やキャラク
ター枕があります。

きものサロンよろずや 着物 千林2-12-7　千林くらしエール館2階 06-6951-3416 senbayashi@kimonoyorozuya.com
あさひキッズカードご提示で5％OFFと商品お買い上げでゆかた、着物の無料着付けサービス
（営業時間内）。きものの事なら何でもお任せ下さい。わからない事などいつでもご相談く
ださい！
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フラワーギフト
ＨＡＮＡ・ＨＡＮＡ

生花 森小路1-14-21　森小路京かい道商店会 06-4254-5587 y.hanahana@nifty.com
あさひキッズカードご提示で1,000円以上お買い上げの方に、お花1本プレゼント。お花の好
きな優しい気持ちのお子さんになる様に応援いたします。

（株）赤三電工 電化製品 赤川4-1-3　城北商店街内 06-6928-5387 akasan@occn.zaq.ne.jp すぐ動く店。当社も子育て中社員多し。

TONAI lif
（トーナイリフ）

美容室
森小路2-18-1
京阪電車「森小路駅」西出口すぐ

06-6953-9828 tonai-lif@kxa.biglobe.ne.jp
あさひキッズカードご提示で、施術中、保育士常駐のキッズルームで生後８ヶ月以上のお子
様お預かりします（要予約）。

入江薬局 医薬品 今市1-5-19　今市商店街内 06-6952-0224 irie@irie-ph.com
弊社ご利用で、あさひキッズカードご提示いただきますと粗品を進呈いたします。お子さん
の健康相談にも随時対応いたしますので、お気軽にお尋ね下さい。

アフラック代理店
吉田 雅亮

保険 千林1-11-17　千林商店街内 06-6951-7878 －
ご契約いただいた方であさひキッズカードご提示で、ダックを1つ差し上げます。保険に関
することはお気軽にご相談ください！

レンタルスペース
ミックス

レンタルスペース 森小路2-8-16　千林商店街内 06-6924-9247 info@trickster.biz
あさひキッズカードご提示で、写真やイラストが入るアクリルキーホルダー誕生日プレゼン
ト。但し誕生月に限ります（要証明書）。お子さんが大好きなおもちゃがたくさんありま
す。

よつば薬局 薬局 中宮5-3-26　1階 06-6955-4288 － おトイレお貸しできます。

さくらんぼ薬局 薬局 大宮1-13-8　大宮柳通商店会 06-6953-0709 － おトイレお貸しできます。

小出保健堂薬局 薬局 新森5-2-25 06-6951-5302 － おトイレお貸しできます。

マルコ薬局 薬局 大宮2-17-24　1階 06-6958-3667 － おトイレお貸しできます。

（有）松福堂正一 和菓子 赤川2-5-17 06-6929-5608 －
あさひキッズカードご提示で、みたらしだんご1本50円。国産米粉100％使用。安心してお召
し上がりいただけます。

（有）松福堂正一
（新森）

和菓子 新森4-12-17 06-6958-0010 －
あさひキッズカードご提示で、みたらしだんご1本50円。国産米粉100％使用。安心してお召
し上がりいただけます。

カッフェ チャオッペ 喫茶
清水5-12-12
・Osaka Metro今里筋線「清水駅」
　1番出口から北へ3分

06-6954-7343 info@ciaoppe.com

あさひキッズカードご提示で、お子様のご飲食するしないに関わらず、お会計額から100円
値引き。ミルク用お湯の提供。離乳食やアレルギー等で店内食が食べられないお子様は持ち
込みＯＫ。温めますよ。店内は全面禁煙。お子様用お絵かき帳やパズルも用意。安心して親
子でゆっくり楽しいカフェタイムを。

カフェ＆サロン ゆるり 喫茶
清水2-20-17
・京阪電車「千林駅」東南へ約4分
・Osaka Metro今里筋線「清水駅」西へ約5分

06-4254-6886 －
あさひキッズカードご提示で、割引きします。お腹の中から子育て、町家カフェで心も体も
リラックス。いやされる所です。

（株）ライフ 旭大宮店 スーパーマーケット 大宮4-14-10 06-6955-3221 －
毎月20日・30日　キッズカードとララピーの塗り絵をサービスカウンターにご提示で50円引
きクーポンプレゼント

鳥藤たなか 精肉 千林2-12-7　千林くらしエール館1階 06-6951-6905 －
あさひキッズカードのご提示で店頭価格より１０%割引します。安心安全、超新鮮な鶏肉
を。

パン屋のグロワール ベーカリー 大宮3-18-21　千林大宮商店街内 06-6951-7314 －
あさひキッズカードの提示でレジにて１０%割引（他の特典は除外）します。育児って大変
だけど嬉しい事楽しい事も沢山ありますよね。そんなパパさんママさんを応援します。

Studio ESSE
ダンス
リトミック

清水3-1-16　PGビル3階 06-6952-6127 info@n-esse.com
ダンス体験・リトミック体験
・体験料　通常1,000円→500円　・入会金　50％off
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放課後等ディサービス
はなはな

児童ディ
高殿5-4-27 06-4254-8787 hana-hana@tuba.ocn.ne.jp

施設内の個室とトイレを授乳スペース・おむつがえとしてご利用いただけます。外出時に
お困りの際はお気軽にお立ち寄りくださいね。

リカーショップ
アサヒヤ

酒店
今市2-22-14 06-6951-1986 asahiya@occn.zaq.ne.jp

商品お買い上げでコースタープレゼント。おトイレもお貸しします。海外ビール300種類・
国産地ビール100種類扱っております。

インド料理　カフェ
　　　　　ザイカ

インド料理
清水3-30-12 06-7164-1894 jgkpinternational@gmail.com

料理を注文された方に1ドリンクサービス。来店された方にキッズスペース無料利用

ヘアーサロン　arbre 美容室
大宮1-2-226 06-6180-3158

あさひキッズカード提示で消費税サービス。おこさんとのご来店大歓迎。パパさんも提示で
消費税サービス

宮崎酒店 酒屋
新森2-4-22 06-6951-7365

重たい物、かさばる物、無料宅配いたします。
買い物に出にくい、持ち帰りできない、電話1本で宅配します。

TOKYOYA クリーニング
新森3-1-20 06-6951-6903

あさひキッズカードご提示で5％値引き致します。(但し外注品、特殊品は除く）
お子様、お母様、キャンデーを良かったらどうぞ。ご来店をお待ちしております。

You 1 Bakery ベーカリー
新森3-1-27 06-6952-1114

あさひキッズカードのご提示でラスク1枚プレゼント致します。

手芸屋　あみあみ 手芸用品
千林2-12-28 06-6952-5474 amiami_1957@Ybb,co,jp

あさひキッズカードご提示で5％値引きいたします。

伊勢屋 海産物　他
大宮4-11-4 06-6953-1548 iseya1@wc4.so-net,ne,jp

キッズスペースやくつろぎコーナー常設。小学生以下にメンバーズカード(ポイントカード)
ご家族だけでなく、地域ぐるみの理解が必要です。誰もがくつろげる場があります。

中西書房 本屋
新森2-11-7 06-6955-2469

あさひキッズカードのご提示で粗品差し上げます。

ふじなみ鍼灸整骨院 整骨院
新森2-3-7 06-6957-1617

おトイレお貸しできます。産後の患者様も沢山来院されています。

めいてる姿勢整骨院 整骨院 森小路2-11-11 06-6167-7726
カードのご提示で産後骨盤矯正＋赤ちゃんセラピーorキッズセラピーが半額で体験できま
す。キッズスペース完備。バウンサーご用意。お子様連れ大歓迎！

めいてる姿勢整骨院
　　　千林大宮駅前院

整骨院 大宮3-19-18 06-6954-7778
カードのご提示で産後骨盤矯正＋赤ちゃんセラピーorキッズセラピーが半額で体験できま
す。キッズスペース完備。バウンサーご用意。お子様連れ大歓迎！
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