「育児の日」協力企業一覧
「育児の日」協力企業数 …… １３９社 （令和４年５月16日現在）
１ 職場における取組 （４５社）
番号

名称

有給休暇

職場への

子育て支援

ノー残業デー 取得促進日 子ども参観日 パスポート

その他

所在地

1 濱島印刷 株式会社

○

〒890-0052鹿児島市上之園町17-2

2 鹿児島相互信用金庫

○

〒892-0822鹿児島市泉町2-3

3 鹿児島製茶 株式会社

○

4 株式会社 キット

○

〒897-0009南さつま市加世田ﾊｰﾓﾆｰ 15-1

5 株式会社 崎田建設

○

〒899-7102志布志市志布志町帖5591

6 株式会社 ジェイエイエコパル

○

〒891-0122鹿児島市南栄1-10-2

7 社会福祉法人 伸志会

○

〒895-1502薩摩川内市祁答院町藺牟田
2153-1

8 株式会社 福地建設

○

〒899-2202日置市東市来町長里996-2

9 有限会社 ワカサ薬品

○

○

○

〒899-0122鹿児島市南栄3-11

〒890-0082鹿児島市紫原2-4-4

○

10 医療法人 昭山会 佐藤医院

○

〒899-6401霧島市溝辺町有川327-2

11 有限会社 郡山温泉

○

〒891-1103鹿児島市川田町1170

12 新納酒造 株式会社

○

〒891-9214大島郡知名町知名313-1

13 パールランド病院

○

〒891-1205鹿児島市犬迫町2253番地

14 奄美地区交通安全協会

○

〒894-0036奄美市名瀬長浜町5-2

15 株式会社 指宿フェニックスホテル

○

○

○

16 有限会社 リバティ

○

○

○

17 株式会社 テェーエムイー

○

○

〒895-0027
薩摩川内市西向田町7-22第一昭和ﾋﾞﾙ4F

18 染川産業商事 有限会社

○

○

〒891-9214大島郡知名町知名374

19 株式会社 三共建設

○
○

○

22 医療法人 静和会 みなと医院

〒891-0403指宿市十二町4320番地
〒899-5421姶良市東餅田1749

〒893-2401肝属郡錦江町田代麓3632-1

20 有限会社 サンプラスワン
21 和田印刷 株式会社

○

〒890-0053鹿児島市中央町15-2
〒891-0122鹿児島市南栄3-1
〒899-2101いちき串木野市湊町1-208

○

23 ふれんど薬局

○

〒899-5223姶良市加治木町新生町130-3

24 ☆まえむグループ

○

〒892-0871鹿児島市吉野町3264-6

25 株式会社 芙蓉商事

○

26 斯文堂株式会社

○

27 医療法人 腎愛会

○

○

〒890-0073鹿児島市宇宿3丁目17-6

28 新谷緑化株式会社

○

○

〒890-0056鹿児島市下荒田2丁目32-1

〒892-0823鹿児島市住吉町1-3

○

〒891-0122鹿児島市南栄2丁目12番地6
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★協力企業R4.3月

名称

番号

有給休暇

職場への

29 株式会社 サクラパレス鹿児島工場
30 (有)エスティバン あすなろ薬局

子育て支援

ノー残業デー 取得促進日 子ども参観日 パスポート

その他

〒893-1103鹿屋市吾平町麓2834番地の1

○

○

〒890-0042鹿児島市薬師2丁目16-7

31 株式会社 ロジステックネットワーク

○

32 中村（哲）産婦人科内科

所在地

○

〒892-0852鹿児島市坂元町1046-3
〒892-0845鹿児島市樋之口町3-7

○

33 株式会社 内田組

○

〒890-0063鹿児島市鴨池1-34ｰ18

34 株式会社 メルヘンスポーツ

○

〒890-004鹿児島市武二丁目4番1号

35 有限会社 伊津部薬局

○

36 株式会社 井上建設

○

37 (株)唐船峡食品

○

38 有限会社 花の店げんかわ

○

〒891-0702南九州市頴娃町牧之内2041

39 鶴田建設株式会社

○

〒893-0201鹿屋市輝北町上百引4015番地4

40 大和リース株式会社鹿児島支店

○

41 大福コンサルタント株式会社

○

〒890-0068鹿児島市東郡元町17-15

42 豊田建設株式会社

○

〒899-4101曽於市財部町南俣983-2

43 株式会社島津建設

〒894-0021奄美市名瀬伊津部町2-18

○
○

〒899-5231姶良市加治木町反土1862-2

○

〒891-0603指宿市開聞十町5955-1

○

○

〒893-0062鹿児島市与次郎1丁目12番20号

○

鹿児島市吉野町9700番地１

○

44 株式会社タマリバ

○

○

○

鹿児島市武１丁目24－11

45 Farmers

○

○

○

志布志市志布志町田之浦300－3

39

14

合

計

7

6

2
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★協力企業R4.3月

「育児の日」協力企業一覧
２ 子育て支援パスポートによるサービス提供 （９４社）
番号

名称

「育児の日」におけるサービス内容

市町村名

（「育児の日」以外で日常的に行っているサービス内容は省略）

1 健康と癒しの雑貨店「ローズマリー」 鹿児島市 雑貨の5%ＯＦＦ
１．授乳用の湯水の提供

2 コルテーヌ

鹿児島市 ２．ベビーカーの預かり（2台、雨天不可）
３．トイレ利用可。利用の際5～10分程度の子守り

3 文具のしんぷく 本店

鹿児島市

4 文具のしんぷく 卸本町店

鹿児島市 パスポート提示でしんぷくポイント2倍

5 文具のしんぷく伊敷店

鹿児島市

6 リンガーハット イオン鹿児島店 鹿児島市

１ パスポート提示で
ソフトドリンク一杯プレゼント
２ １９日 育児の日
ソフトドリンク一杯または餃子３個プレゼント

7 Spiring Sun

鹿児島市 レッスン、撮影、クーポン配布

8 えまり療術院

鹿児島市 施術料金10%OFF

9 AromaLuna ～アロマルナ～ 鹿児島市 10%off
10 シュシュクレープ＆カフェ

鹿児島市 Sドリンク無料

11 マザーズクレープ＆カフェ

鹿児島市 Sドリンク無料

12 岸歯科医院

鹿児島市 歯の健康相談（マタニティー歯科・小児歯科）（要予約）

13 Ring-Way リングウェイ

鹿児島市

14 RITZ 鹿児島

鹿児島市 事前予約でヘッドスパのサービスあり

15 Lupinus Dolce

鹿児島市

保険見直し本舗 鹿児島イ
オンモール店
保険見直し本舗 鹿児島
17
N'sCITY谷山店
16

〇買い取りのお客様は、査定額１万円ごとにタイヨーの商品券５００円分をプレゼン
ト

来店・オンライン参加ポイント2倍

鹿児島市

初めて無料保険相談された方全員に、もれなくノベルティプレゼント！
鹿児島市 ※要予約/他キャンペーンとの併用不可

募集代理店名：株式会社GOESWELL【GW-1218-20230131】

18 保険見直し本舗 かごしま中央店

鹿児島市

19 ノベル鍼灸整骨院

鹿児島市

子育てママ、妊婦さん、妊活中の方に癒しを！ もみほぐし10分プレゼント！（施術
を行われた方対象）
店内商品10％OFF 一部対象外あり

20 Lovetoxicイオンモール鹿児島店 鹿児島市 ※SALE品除く・メンバーズカード値引との併用可

※1,000円（税抜）未満の商品対象外
チャイルドシート・ジュニアシート無料貸し出しを行います。貸出日含む契約期間中
は無料とさせて頂きます。

21 マイレンタカー坂之上店

鹿児島市

22 整骨院 一喜

鹿児島市 自費診療の500円OFF

毎月19日、
保険診療でかかる技術料の200円OFF
出産後の骨盤の歪みや、腰の痛みを解消する為の自費治療である「 骨盤矯正 」
を無料で施術させて頂きます♪

23 整骨院 無双 吉野

鹿児島市

24 タイヤガーデン東開店

鹿児島市

25 タイヤガーデン新栄店

鹿児島市

26 いちぞの整骨院

鹿児島市

27 テンズルーム ヨガ＆バルーン

鹿児島市 バルーン商品を２点以上ご購入で１０％割引

☆当店指定タイヤ最大20％割引
☆タイヤ取り付け工賃無料
子育て支援パスポートを提示していただいた方は保険外施術５％ＯＦＦ（親子で来店
の場合のみ）
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★協力企業R4.3月

番号

名称

「育児の日」におけるサービス内容

市町村名

（「育児の日」以外で日常的に行っているサービス内容は省略）

28 かるなび

鹿児島市 19日開催講座100円オフ

29 カフェテラスオアシス

鹿児島市 お菓子プレゼント

30 シダックス鹿児島天文館クラブ 鹿児島市 ルーム料金30%引き
31 れいめい薬局 中央店

鹿児島市 お菓子、飴プレゼント

32 リンガーハット草牟田店

鹿児島市 ジュース提供

子育て世代の相談料 通常3000円 ⇒「育児の日」1900円！
（初めて相談される方・要予約）
チキンバーガー＆ドリンクフライド＆ポテト＆クリスピーチキンセット（通常850円を
鹿児島市
500円でご提供致します！）

33 かごしまファイナンシャルプラザ 鹿児島市
チャーリーズ フライドチキン
34 ＆バーガー センテラス天文
館店
35 ＰＯＬＡ Ｅｌｎａｔｈ吉野店

鹿児島市 ご自宅での癒しのひとときに♪バスタイムセットプレゼント

36 整体とインソールの『輝く羽』 鹿児島市 こどもの発達・心理相談対応
37 あきしの整骨院【完全予約制】

鹿屋市

毎月19日は自費のメニューを半額で提供

38 つちはし行政書士不動産事務所

鹿屋市

相談料無料

39 らーめん なかむら

鹿屋市

19日はポイントカード2倍

40 大衆食堂 珉珉

鹿屋市

土日は、お子様のために店内は禁煙にしております。毎月19日は小学生以下のお
子様にガチャガチャコインをプレゼント

41 鶏と鰻の専門店 川豊

鹿屋市

親子来店の際、ガチャガチャ1回無料

42 保険見直し本舗 鹿屋店

鹿屋市

初めて無料保険相談された方全員に、もれなくノベルティプレゼント！
※要予約/他キャンペーンとの併用不可
募集代理店名：株式会社GOESWELL【GW-1218-20230131】

43 洋服の病院

枕崎市

定価の20%引き

44 （財）南薩地域地場産業振興センター

枕崎市

年中無休で特産品の即売を行っています。食堂，喫茶店，産業資料展示コーナーも
あります。お気軽にお立ち寄りください。年中無休で特産品の即売を行っています。
食堂，喫茶店，産業資料展示コーナーもあります。お気軽にお立ち寄りください。

45 れすとらん竹の子

出水市

19日は保護者の方にもドリンクサービス。たまにはゆっくりコーヒーでもいかがです
か？

46 民宿せきちょう

指宿市

宿泊料金10%割引いたします。

47 (株)堀之内商会 サンステージ指宿

指宿市

ガソリン・軽油 指定給油1円引き 満タン給油3円引き 洗車・オイル交換15%引き
タイヤ5%引き
給油時ボックスティッシュサービス

48 休暇村指宿

指宿市

パスポート提示で、ランチご利用の際ワンドリンクサービス（1枚につき1杯）

49 三石屋

指宿市

お試ししたい化粧品のサンプル

50 柳村酒店

指宿市

毎月19日にご来店いただいたお子様にお菓子（アメ等）のサービス

51 文苑堂事務機

指宿市

親子で来店、パスポート提示で2割引

52 あそびば・ここから

指宿市

育児中のお母さんの整体→500円引き

53 福ちゃん食堂

指宿市

・ポイント2倍
・お子様、ゼリーorアップルティプレゼント
・小児鍼の場合【お子様（小学6年生まで）の患者様向け】
１回2,000円→1,700円

54 西山針灸施術所

指宿市

・通常診察の場合（保護者の患者様向け）
１回3,000円→2,800円
55 南日本不動産

薩摩川内市

賃貸物件に限り、契約時にパスポート提示につき、仲介手数料を8%値引いたしま
す。
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★協力企業R4.3月

番号

名称

「育児の日」におけるサービス内容

市町村名

（「育児の日」以外で日常的に行っているサービス内容は省略）

パスポート提示で、18歳未満のお子様をお連れのお客様、お買物合計金額より
10％OFF

56 駅市薩摩川内

薩摩川内市

57 こたろう

薩摩川内市 アイスまたは台湾カステラをお子様にプレゼント。

58 楢木商店

薩摩川内市 お子様でも食べやすいイワシの佃煮のサンプル提供とお買い物ポイント2倍

59 桂木陶芸 桃伯窯

日置市

「育児の日」（毎月１９日）に粗品進呈

60 整骨院 無双 伊集院

日置市

出産後の骨盤の歪みや、腰の痛みを解消する為の自費治療である「 骨盤矯正 」
を無料で施術させて頂きます♪

61 POLA breath店

日置市

パスポート提示で、お子様用の簡単なお菓子とソフトドリンク無料提供。

62 松山製茶

曽於市

ご購入金額5%OFF

63 Life Beauty Salon DASH

霧島市

19日にご来店された方は、19%OFF（技術のみ）

64 きりしま製茶

霧島市

シールの2倍券

65 はやと骨盤整体院

霧島市

66 保険見直し本舗 隼人国分イオン店

霧島市

67 POLA PATRA店

霧島市

68 清月堂

19日20日限定
産後3年以内の方、骨盤矯正 1500円
初めて無料保険相談された方全員に、もれなくノベルティプレゼント！
※要予約/他キャンペーンとの併用不可
募集代理店名：株式会社GOESWELL【GW-1218-20230131】
葉酸入りサプリメントプレゼント

南さつま市 10%割引

69 つむぎのにし

奄美市

親子で来店の場合、5%オフ

70 重田クリーニング店

奄美市

クリーニングサービス券（来店のクリーニングのみ）贈呈

71 オカノ時計眼鏡店

南九州市 ワラウカードポイント３倍

72 おおくち たからばこ保育園

伊佐市

園児や園児以外の地域の保護者様の保育や教育の無料お悩み相談実施します。

73 (有)橋脇風月堂

伊佐市

さくらスタンプポイント3倍

74 有限会社みのだ

伊佐市

当店の商品ご購入時２～３割引

75 菓子処かぢき庵

姶良市

eカードポイント3倍

76 トマト＆オニオン鹿児島姶良店

姶良市

お子様メニュー半額

77 CUATRO鍼灸院

姶良市

毎月19日は「育児の日」として、パスポート提示で
・全施術メニュー30％off（要予約）
・美容鍼の施術無料体験（限定2名、要予約、その他条件あり）
詳しくはお問合せください。

78 BLESS HAIR DESIGN & BEAUTY

姶良市

エステ10分サービス

79 お菓子の松栄堂

姶良市

ご精算時に１０％割引とさせていただきます。

80 加治木の小さなレストラン Symphony

姶良市

親子でご来店の際にスタンプを２個サービスいたします。

81 げんき整骨院

姶良市

出産後の骨盤の歪みや、腰の痛みを解消する為の自費治療である「 骨盤矯正 」
を無料で施術させて頂きます♪

82 POLA Rhythm

姶良市

お子様連れでもゆっくりとメイクやエステなどお受け頂けます。

83 エックスモバイル イオンタウン姶良店

姶良市

ガラスコーティング(スマートフォン・タブレット・ゲーム機)50％OFF（親子で来店の場
合のみ）

84 ちくりん温泉

さつま町 アイスクリーム1個サービス

85 戸木田商店

さつま町 送料100円引き（2件まで）
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名称

番号

「育児の日」におけるサービス内容

市町村名

（「育児の日」以外で日常的に行っているサービス内容は省略）

親子来店の場合、お茶しながらお話し、悩み事など相談、お話を聞きたいと思いま
す。

86 宮田金物店

東串良町

87 アイショップ やお新

南大隅町 焼いも１～２個サービス

88 すまいる

瀬戸内町 毎月19日は、スクール制服 全品１割引

89 ひだまりの店

瀬戸内町 (育児の日)買い物ポイント３倍

90 中華料理 榮屋

瀬戸内町 ママさん、パパさんにもソフトドリンクサービス

91 愛かな工房

龍郷町

「育児の日」10％引き
「育児の日サービス」

92 せりよさ -SERIYOSA-

知名町

93 【フローラルホテル】

知名町

親子で来店の場合のみランチポイント２倍

94 町永商店

与論町

毎月１９日（育児の日）はポイント３倍進呈

小学生以下のお子様へアイスクリームサービス
（親子で来店の場合のみ )

【主なサービスの内容】
○無料・割引 （ドリンク１杯無料，５％OFFなど）

４８件

○ポイント付与 （付与ポイント３倍など）

１５件

○粗品贈呈 （お菓子，ジュースのプレゼントなど）

２４件

○相談 （保育や教育の悩み相談など）

４件
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