
どさんこ・子育て特典制度の協賛店・施設一覧（幕別町）

区分 店舗・施設名
所在地

（電話・FAX番号）
特典内容

妊婦
利用

特典日

小売業 小尾グループ 本町９８ ・商品購入：パークカードのポイント２倍進呈
TEL　0155-54-2311 ・エステ利用：料金50%引きと化粧品トライアルキット 通年
FAX　0155-67-0566 　進呈の他高級ﾎﾞｯｸｽﾃｨｯｼｭ又はｵﾘｼﾞﾅﾙﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ進呈

㈲木川商店 本町１２０ ・パークカードのポイント２倍進呈
TEL　0155-54-2413 通年
FAX　0155-54-2855

斉藤鮮魚店 本町７２ ・パークカードのポイント２倍進呈（土曜限定）
TEL　0155-54-2518 通年
FAX　0155-54-2457 

㈲笹井金物店(２店舗) 錦町４２ ・金物店：パークカードのポイント３倍進呈
TEL　0155-54-2001 ・石油部：ガソリン店頭価格から２円引/Ｌ 通年
FAX　0155-54-2002 

㈲しちふくや 本町８２ ・パークカードのポイント２倍進呈
TEL　0155-54-2504 通年
FAX　0155-54-2504

のむら呉服店 錦町５１ ・パークカードのポイント３倍進呈
TEL　0155-54-2619 通年
FAX　0155-54-2619

㈲林自転車商会 錦町７０－２ ・パークカードのポイント２倍進呈
TEL　0155-54-2545 通年
FAX　0155-54-2545

㈲ハヤツ薬局 錦町１０５ ・パークカードのポイント３倍進呈
TEL　0155-54-2727 通年
FAX　0155-54-2727

㈲宮本洋物店 本町７８ー１ ・パークカードのポイント２倍進呈
TEL　0155-54-2603 通年
FAX　0155-54-2603 

㈲止若有沢 錦町１８－１ ・パークカードのポイント２倍進呈
TEL　0155-54-2512 通年
FAX　0155-54-4831

㈲吉田時計店 錦町１５ ・カードの提示により来店者におもちゃ進呈
TEL　0155-54-2605 通年
FAX　0155-54-3591

井原電化サービス 札内あかしや町４３ ・ストーブ分解掃除で当店の商品券1,000円分進呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL　0155-56-4575 ・５万円以上お買上げで箱ティシュ５箱進呈 通年
FAX　0155-56-4630

㈲オグラ時計電器 札内中央町４５０ ・カードの提示によりキャンデー進呈
TEL　0155-56-4532 通年
FAX　0155-56-4108

㈱小田壱 札内中央町３４４ ・自社スタンプカードのポイント２倍進呈
TEL　0155-56-2020 通年
FAX　0155-56-3525

㈲サカモト食品 札内共栄町１６３ ・自社スタンプカードのポイント２倍進呈
TEL　0155-23-6006 通年
FAX　0155-22-9019

ナカヤマスポーツ 札内泉町７９ ・店頭価格から５％引き(指定ジャージは除外）
TEL　0155-56-3646 通年
FAX　0155-56-3646

ホームプラザ 札内共栄町１４－３ ・全商品１，０００円以上お買い上げの方に粗品
TEL　0155-27-2480 進呈 通年
FAX　0155-27-2480

熊谷商店 忠類本町133 ・ナウマンスタンプ２倍進呈
TEL　01558-8-2040 通年
FAX　　　—

㈲藤谷商店 忠類本町135 ・カードの提示により駄菓子プレゼント
TEL　01558-8-2229 通年
FAX　01558-8-2544

丸田板金工業所 忠類錦町427の4 ・ガス器具類定価の１０％引き
TEL　01558-8-2051 ・ナウマンスタンプ２倍進呈（商品購入時） 通年
FAX　01558-8-2747
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区分 店舗・施設名
所在地

（電話・FAX番号）
特典内容

妊婦
利用

特典日

小売業 ㈲森本商会 忠類幸町17 ・ナウマンスタンプ２倍進呈（商品購入時）
TEL　01558-8-2039 通年
FAX　01558-8-2613

㈱ラスタカンパニー 忠類栄町225 ・ナウマンスタンプ２倍進呈
TEL　01558-8-2271 通年
FAX　01558-8-2006

飲食店 竹葉寿司 札内中央町４３４ ・カードの提示によりジュース１杯サービス又は
（㈲竹葉観光） TEL　0155-56-3002 お菓子等進呈 通年

FAX　0155-56-3002

㈲希林亭 札内中央町４４５ ・カードの提示により粗品等進呈
TEL　0155-56-2105 通年
FAX　0155-56-2105

ナウマン温泉ホテル 忠類白銀町384の1 ・カードの提示によりアイス又はドリンクサービス
アルコ２３６ TEL　01558-8-3111 通年
（忠類振興公社） FAX　01558-8-2580

食堂このみ 忠類錦町148 ・カードの提示によりお菓子プレゼント
TEL　01558-8-2026 通年
FAX　01558-8-2461

味処　若水 忠類白銀町213の62 ・ラーメン50円値引き
TEL　01558-8-3850 通年
FAX　01558-8-2098

ホテル ㈱幕別パークホテル 依田126 ・入浴の方に、当館タオル進呈
悠湯館 TEL　0155-56-4321 (正月・ゴールデンウィーク・お盆時期は除く) 通年

FAX　0155-56-2934

サービス業 理容トシコ 本町７４ ･粗品プレゼント(中学生以下）
TEL　0155-54-2613 通年
FAX　　　—

斎藤車両商会 忠類本町111 ・１万円以上のお買い上げでウォッシャー液プレゼ
TEL　01558-8-2564 ント 通年
FAX　01558-8-2564

㈲桑原自動車 相川576-25 ･カード提示によりお菓子又は飲物進呈
TEL　0155-54-2326 通年
FAX　0155-54-2320

塗装業 フクシマ塗工 寿町１１２ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
TEL　0155-54-2742 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年
FAX　0155-54-2742 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

木材加工 塚本木工製作所 札内共栄町１６３ ・家具,建具製作,網戸張替,襖紙張替,ガラス入替　　　　　　　　　　　　　　　　　

建具製作 TEL　0155-22-3409 　５千円以上２万円未満　　５％引き 通年
FAX　0155-22-3409 　２万円以上　　　　　　　１０％引き

ガラスサッシ ㈲杉本硝子店 札内新北町３４－５ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建築士会） TEL　0155-56-3603 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-55-3590 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

電気工事 ㈱大上電気工業 本町３５の１ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　0155-54-2612 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-54-2412 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈲島勝電気工業 札内西町４２－１ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建築士会） TEL　0155-24-3699 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-24-9576 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

滝上電気工業㈱ 札内あかしや町５９の２１ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　0155-56-4681 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-56-4721 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈲U電舎 札内あかしや町６１の２７ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建築士会） TEL　0155-56-6404 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-56-6404 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

シモトリ電気 忠類本町17の17 工事高の２％ＯＦＦ
TEL　01558-8-2610 通年
FAX　01558-8-2610
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区分 店舗・施設名
所在地

（電話・FAX番号）
特典内容

妊婦
利用

特典日

左官業 ㈲長谷左官工業所 寿町１４２ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建築士会） TEL　0155-54-2874 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-54-2874 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

設備工事 一成技建㈲ 緑町５０ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建築士会） TEL　0155-54-3396 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-54-3396 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈱笹原商産 錦町６５ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　0155-54-2610 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-54-2674 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

設備工事 ㈲原工業 相川５７６ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
TEL　0155-54-2235 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年
FAX　0155-54-2259 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈲幕別設備工業 相川５７６の１ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建築士会） TEL　0155-54-2909 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-54-2601 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈲菅設備 札内中央町３１９の３６ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建築士会） TEL　0155-56-3026 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-56-5571 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

大東工業㈱ 千住３９７の８８ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
TEL　0155-56-2469 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年
FAX　0155-56-2479 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈲森本商会 忠類幸町１７ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　01558-8-2039 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　01558-8-2613 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

緑化工事 札内緑地㈱ 札内西町９１－７ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
TEL　0155-28-3737 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年
FAX　0155-28-3755 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈲大共緑化 忠類白銀町４００ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
TEL　01558-8-2012 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年
FAX　01558-8-2642 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

砂利採取 佐山砕石総合プラント㈲ 明野２１４ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
TEL　0155-54-2658 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年
FAX　0155-54-4994 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

建設業 ㈱キヨハラ建業 寿町９０ ・新築住宅完成引渡時、掛け時計進呈
（建築） TEL　0155-54-2549 通年

FAX　0155-54-3604

㈱佐藤建設 旭町２４の４５ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　0155-54-2377 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-54-2358 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈱大野建設 札内豊町５の２６ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　0155-56-3138 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-56-3300 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈱下浦ハウス 札内桜町６６－６ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
TEL　0155-25-1212 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年
FAX　0155-25-3672 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈲北海技建工業 札内中央町５３２の２０ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建築士会） TEL　0155-56-2421 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)
FAX　0155-56-6992 ※当社、特典制度との重複不可

堀川建設㈱ 千住３９７－７３ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
TEL　0155-36-2886 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年
FAX　0155-36-5862 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

建設業 コウケツ建設工業㈱ 相川５７６の１ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
(建築 （幕別建設業協会） TEL　0155-54-4129 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

・土木） FAX　0155-54-4316 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

藤原工業㈱ 旭町９１ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　0155-54-2120 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-54-3703 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈱萬和建設 本町４の４ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　0155-54-3466 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-54-5466 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)
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区分 店舗・施設名
所在地

（電話・FAX番号）
特典内容

妊婦
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建設業 ㈱アスワン 札内青葉町３０８ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
(建築 （幕別建設業協会） TEL　0155-56-3366 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

・土木） FAX　0155-56-4895 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

加藤建設㈱ 忠類白銀町２００ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
TEL　01558-8-2011 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年
FAX　01558-8-2642 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

建設業 笠原建設㈱ 緑町１２の８０ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（土木） （幕別建設業協会） TEL　0155-54-4904 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-54-4631 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

環境整備㈱ 旭町９１ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
TEL　0155-54-2103 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年
FAX　0155-54-3703 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

佐山建設工業㈱ 明野２１４の２ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　0155-54-3843 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-54-4490 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

幕別興業㈱ 明野２０４の１３ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　0155-54-2211 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-54-4926 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈱菊地建設工業 札内豊町２５－１３ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　0155-56-2108 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-56-4439 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

森若建設㈱ 札内西町３０－１ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　0155-25-8945 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　0155-25-6649 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈱五十嵐興業 忠類幸町１０４の１ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　01558-8-2359 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　01558-8-2369 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

大共舗道㈱ 忠類白銀町１９９ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
TEL　01558-8-3003 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年
FAX　01558-8-2642 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)

㈱三島組 忠類白銀町１５８ １万円以上１０万円未満　５００円の商品券
（幕別建設業協会） TEL　01558-8-2055 １０万円以上　　０．５％引き額の商品券(５００円単位) 通年

FAX　01558-8-2588 　　　　　　　　上限５０，０００円(お買上1,000万円)
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