
区　分 店舗・施設名
所 在 地

（電話番号）
特 典 内 容

妊婦
利用

特典日 区　分 店舗・施設名
所 在 地

（電話番号）
特 典 内 容

妊婦
利用

特典日

小売店 カメラのニセコ
松風町５－１３
TEL ０１３８―２３―３２５５
FAX ０１３８－２３－３２５７

ＤＰＥ，デジカメプリント２０％割引 × 通年 池田弘商店
若松町９－２０（函館朝市）
TEL ０１３８－２２－９５７７
FAX ０１３８－４０－２２８８

８％割引 ○ 通年

Ｖｉｌｌａｇｅ
松風町2－9
TEL ０１３８－２２－８０８０

ポイント２倍 ○ 通年 久保商店
若松町９－２０館朝市）
TEL ０１３８－２３－６６７９

８％割引 ○ 通年

ワタナベ本店
若松町１７－９
TEL ０１３８－２３－４１１１
FAX ０１３８－２６－２８１８

１万円以上お買い上げの方に景品プレゼント × 通年 ミニトマト
若松町９－２０（函館朝市）
TEL ０１３８－２３－６２０６
FAX 同上

商品１０％割引 ○ 通年

ペイストリー
スナッフルス
駅前店

若松町１８－２
TEL ０１３８－２２－４７０４
FAX 同上

お子様のバースデーケーキ１０％割引
（ホールケーキのみ対象） × 通年

ﾏﾙｼﾞｭｳ船岡商店
（本店）

若松町１０－４（函館朝市）
TEL ０１３８－２６－０１２３
FAX ０１３８－２７－４１３５

商品１０％割引（一部除外品有） ○ 通年

ペイストリー
スナッフルス
金森洋物館店

末広町１３－９
TEL ０１３８－２７－１２４０

お子様のバースデーケーキ１０％割引
（ホールケーキのみ対象） × 通年 ヤマヨ

若松町９－２０（函館朝市）
TEL ０１３８－２３－１０５０
FAX ０１３８－２６－３３０１

商品１０％割引 ○ 通年

ペイストリー
スナッフルス
高丘店

高丘町１７８－１
TEL ０１３８－５９－６６６８
FAX ０１３８－５９－６６６９

お子様のバースデーケーキ１０％割引
（ホールケーキのみ対象） × 通年 ヤマヒロ海星

若松町９－２０（函館朝市）
TEL ０１３８－２３－６７００
FAX 同上

２，１６０円以上お買い上げでイか飯（２尾入）１個
サービス ○ 通年

ペイストリー
スナッフルス
丸井今井店

本町３２－１５
丸井今井函館店地下１階
TEL ０１３８－５３－０６５５

お子様のバースデーケーキ１０％割引
（ホールケーキのみ対象） × 通年 カネニ藤田水産

若松町９－１０（函館朝市）
TEL ０１３８－２２－０１０５
FAX ０１３８－２２－０７３３

粗品プレゼント ○ 通年

ペイストリー
ス ナ ッ フ ル ス
湯浜店

湯浜町４－８
TEL ０１３８－８６－７３２５

お子様のバースデーケーキ１０％割引
（ホールケーキのみ対象） × 通年 函館カネニ

若松町９－２３（函館朝市）
TEL ０１３８－２２－０１０３
FAX ０１３８－２２－０７３３

粗品プレゼント ○ 通年

前田薬局
中島町1３－２４(中島れんばい)
TEL ０１３８－５６－７８８０
FAX ０１３８－５６－７８８１

栄養ドリンク１本プレゼント ○ 第３土曜日 小売店 マルホク北海屋
若松町９－１５（函館朝市）
TEL ０１３８－２２－１００６
FAX 同上

商品５％割引（一部除外品有） ○ 通年

紺地鮮魚
中島町２２－７(中島れんばい)
TEL ０１３８－５１－４６８５
FAX ０１３８－５１－８０５５

当日店頭発表 ○ 第３土曜日 マルジュウフーズ
若松町９－１５（函館朝市）
TEL ０１３８－２３－５３３５

商品１０％割引（一部除外品有） ○ 通年

川﨑青果店
中島町２３－７(中島れんばい)
TEL ０１３８－５１－７９６０
FAX 同上

商品１０％割引 × 第３土曜日 弥生水産
若松町１０－９（函館朝市）
TEL ０１３８－２７－９０１１

粗品プレゼント ○ 通年

人に優しい
メガネ館

美原３－２１－１４
TEL ０１３８－４７－６６０７
FAX ０１３８－４７－６６０８

フレーム１年保障
レンズ２年保障 ○ 通年 竹田商店

若松町１１－１１（函館朝市）
TEL ０１３８－２２－５１０５
FAX ０１３８－２７－１３７３

商品１０％割引（一部除外品有） ○ 通年

そ の 他 施
設

久保田写真館
松風町１０－２
TEL ０１３８－２２－２３４６
FAX 同上

８％割引（証明写真は除く） × 通年 高橋商店
若松町１１－１３（函館朝市）
TEL ０１３８－２３－７４１３
FAX ０１３８－２７－１５２７

割引および粗品プレゼント ○ 通年

グロッシー
ヘアプロデュース

松風町１０－６
TEL ０１３８－２３－４４６６
FAX 同上

親子またはお子様だけでの来店時に１０％割引
（商品は除く） × 通年 かにの北遊

大手町２２－２（函館朝市）
TEL ０１３８－２７－８９４１
FAX 同上

粗品プレゼント ○ 通年

キダチ写真館
本店

宝来町１０－１３
TEL ０１３８―２３―１３０３
FAX ０１３８－２３－１７８１

オリジナルカレンダープレゼント
各種キャンペーン特典あり × 通年

眼鏡市場，ALOOK
函館美原店

美原１－１７－１０
TEL ０１３８－６２－７７００

眼鏡及びコンタクト料金を５％割引（ただし，補聴器全般，眼鏡備品（ク
リーナー，ルーペ等），コンタクト備品（洗浄液等）は除く） ○ 通年

眼鏡市場，ALOOK
函館田家店

田家町１６－２３
TEL ０１３８－４０－３５５８

眼鏡及びコンタクト料金を５％割引（ただし，補聴器全般，眼鏡備品（ク
リーナー，ルーペ等），コンタクト備品（洗浄液等）は除く） ○ 通年

区　分 店舗・施設名
所 在 地

（電話番号）
特 典 内 容

妊婦
利用

特典日
コジマ×ビックカ
メラ函館店

亀田本町５５番８号 指定商品３％ポイントアップ ○ 通年

小売店 函館カネニ
若松町９－１９（函館朝市）
TEL ０１３８－２６－３９４８

粗品プレゼント ○ 通年 函館食道
若松町９－１９（函館朝市）
TEL ０１３８―２７―２００２
FAX 同上

１０％割引（一部除外品有） ○ 通年

マルコシ洋品店
若松町９－１９（函館朝市）
TEL ０１３８－２２－３２４０

商品１０％割引（一部除外品有） ○ 通年 朝市食堂二番館
若松町９－１９（函館朝市）
TEL ０１３８－２２－５３３０
FAX ０１３８－２２－６１４８

ソフトドリンクサービス ○ 通年

丸和すがわら
若松町９－１９（函館朝市）
TEL ０１３８－２２－９０３２
FAX ０１３８－２６－５６３１

粗品プレゼント ○ 通年 味鮮まえかわ
若松町９－１５（函館朝市）
TEL ０１３８－２３－３０５７
FAX 同上

ソフトドリンクサービス ○ 通年

中川商店
若松町９－１９（函館朝市）
TEL ０１３８－２７－２１１６

サービス品の提供 ○ 通年 恵比寿屋食堂
若松町９－１５（函館朝市）
TEL ０１３８－２３－１６０２
FAX ０１３８－２３－６３１３

会計時５％割引（他クーポン，割引等の併用不可） ○ 通年

◆    どさんこ・子育て特典制度の協賛店・施設一覧（６６店舗）　令和２年１月９日現在

【市町村地域協賛店】※函館市にお住まいの対象の方のみ利用できます　　　　　（函館市）

【全道地域協賛店】※制度を導入している道内市町村の対象の方が利用できます　　（函館市）



区　分 店舗・施設名
所 在 地

（電話番号）
特 典 内 容

妊婦
利用

特典日 区　分 店舗・施設名
所 在 地

（電話番号）
特 典 内 容

妊婦
利用

特典日

いくら亭
若松町９－１５（函館朝市）
TEL ０１３８－２３－３４２２
FAX ０１３８－４６－８３３４

5%OFF ○ 通年
東京靴流通センター
函館本通り店

本通４－１６－３１
TEL ０１３８－５２－８９２９

小学生以下の子供靴で税抜き１，０００円以上の定価商品が１０%割引 × 通年

小売店

馬子とやすべ食堂
若松町９－１５（函館朝市）
TEL ０１３８－２６－４４０４
FAX 同上

ソフトドリンクサービス（他のサービスとの併用不可） ○ 通年
そ の 他 施
設

東京靴流通センター
函館金堀店

金堀町７－１５
TEL ０１３８－５６－５４６８

小学生以下の子供靴で税抜き１，０００円以上の定価商品が１０%割引 × 通年

飲食店 一花亭たびじ
若松町９－１５（函館朝市）
TEL ０１３８－２７－６１７１

5%OFF ○ 通年
ＳＨＯＥ－ＰＬＡ
ＺＡ函館店

美原１－７－１　MEGAドン・キ
ホーテ２Ｆ
TEL ０１３８－４５－３４４７

小学生以下の子供靴で税抜き１，０００円以上の定価商品が１０%割引 × 通年

櫻桂
若松町９－１５（函館朝市）
TEL ０１３８－２６－０６１２

お食事の方に５％ＯＦＦ ○ 通年

きくよ食堂
朝市本店

若松町１１－１５（函館朝市）
TEL ０１３８－２２－３７３２

割引（メニューにより異なる） ○ 通年

きくよ食堂
朝市支店

若松町１０－１１（函館朝市）
TEL ０１３８－２３－２３３４

割引（メニューにより異なる） ○ 通年

すずや食堂
若松町10－4（函館朝市）
TEL ０１３８－２６－０１２３
FAX ０１３８－２７－４１３５

食事の方に１０％割引 ○ 通年

朝市食堂
函館ぶっかけ

若松町９－１５（函館朝市）
TEL ０１３８－２７－０８４１

ソフトドリンクサービス（１杯） ○ 通年

くいもの屋わん函
館五稜郭店

本町８－２０
みつわビル２Ｆ
TEL ０１３８－３０－７７００

合計金額から１０％割引（割引上限３，０００円、他のクーポン・飲み
放題利用時不可）またはお子様にアイスプレゼント × 通年

ロッテリア 道内全店舗（２７店舗）
ふるポテ３１０円を２００円の特別価格にてご提供。（ご注文時に特典
カード掲示で３名様まで特別価格で提供します。）
※全国共通展開協賛店（他府県の方も利用できます！）

○ 通年

ホテル
湯川温泉
ホテル雨宮館

湯川町1丁目２６－１８
TEL ０１３８－５９－１５１５ 小学生以下の宿泊者で添い寝の方（布団を使用しない方）の宿泊料無料 × 通年

スクール ニチイ函館教室
本町7-18　道銀・住友生命ﾋﾞﾙ5F
TEL ０１５４－２４－９７６１ 医療事務・介護職員初任者研修等通学制講座受講料5％割引 ○ 通年

そ の 他 施
設

函館山
ロープウェイ

元町１９－７
TEL ０１３８－２３－６２８８

チケット購入時に特典カードをご掲示でポストカードをプレゼント ○
通年
運休日は除
外

五稜郭タワー
五稜郭町４３－９
TEL ０１３８－５１－４７８５

１.展望チケットご購入時 オリジナルカードプレゼント
２.売店利用時お子さまへ「GO太くん」シールプレゼント 他
３.ソフトクリーム１０％割引（展望１Fカフェスタンドまたはアトリウムフード＆ド
リンク107にて）

○
1,2.通年
3.毎月19日
(道民育児の日)

函館美術館
五稜郭町３７－６
TEL ０１３８－５６－６３１１

中学生以下無料
※認証カードの提示は必要ありません。 × 通年

カラオケシダックス
函館五稜郭クラブ

本町８－１９
TEL ０１３８－５５－３２００

１.ルーム料金２０％Off
２.フリータイム、各種パックご利用の場合、ルーム料金５％OFF × 通年

ＡＯＫＩ函館昭和
タウンプラザ店

昭和１－２９－１
TEL ０１３８－４２－１０７７

お買い上げ総額より５％割引
※他クーポン券及びセットセールとの併用可
※他の総額割引との併用不可
※お直し代・宅配代は実費を頂戴いたします。

○ 通年

ＡＯＫＩ函館本通
店

本通４－１７－３
TEL ０１３８－３０－６８８８

お買い上げ総額より５％割引
※他クーポン券及びセットセールとの併用可
※他の総額割引との併用不可
※お直し代・宅配代は実費を頂戴いたします。

○ 通年

サッポロドラッグ
ストアー

利用可能店舗についてはサッポロ
ドラッグストアーホームページを
ご覧下さい。

お会計前にカード提示で以下の対象商品を５％割引
対象商品：「医薬品・健康食品・ベビー用品（ベビー用紙おむつ含む）」※対象とな
る医薬品・健康食品・ベビー用品は当社規定により設定させていただきます。（一部
対象外商品があります。）

○ 通年

ツルハドラッグ 道内ツルハドラッグ各店舗

医薬品・健康食品・ベビー用品をお買上額（税込み）から５％割引
※対象となる医薬品・健康食品・ベビー用品は当社規定により設定させていただきま
す。（一部対象外商品があります。）※お客様感謝デー５％割引、ＬＩＮＥ５％割引
クーポンとの併用はできません。

○ 通年

ニッポンレンタ
カー北海道

全道の営業所にて実施

・チャイルドシートを必要とするお客様向け
　チャイルドシート・ジュニアシート・ベビーシートを無料レンタル
・チャイルドシートを必要としないお客様向け（※妊娠中の方含む）
　レンタル料金最大1,000円割引

○ 通年

ビックエコ－函館
五稜郭店

本町３２－１３
第４ＬＣ館５・６Ｆ
TEL ０１３８－３３－６５００

室料１０％ＯＦＦ
※ビッグエコ－会員料金との併用可能
※飲み放題・ドリンクバ－付コ－ス、パック、フリ－タイムはご利用代金の総額５％ＯＦＦ × 通年

東京靴流通センター
函館昭和店

昭和１－２８－３
TEL ０１３８－４２－４２５０

小学生以下の子供靴で税抜き１，０００円以上の定価商品が１０%割引 × 通年

【全道地域協賛店】※制度を導入している道内市町村の対象の方が利用できます　　（函館市）

【注意】「どさんこ・子育て特典制度」認証カードは，原則として，妊娠中の方もしくは子どもと同伴の場合のみ
　　　　　使用できます。また，特典内容などについては，変更又は，廃止することがあります。

              全国の協賛店については，国のホームページをご覧下さい。
               http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/passport.html


