
サポート券が利用できる施設・店舗のご紹介 令和5年5月

1．子どもを預かる サービス

1－1．子どもを預かる サービス
サービス提供場所 対　象 料　金

TEL 定　員 利用可能券種

大東市末広町11－6
生後6ヶ月
～小学3年

月曜～金曜日 2,300円／日（税込）
土曜 1,200円／日（税込）

072-870-1515 6名 ニコニコ券・ワクワク券

1－2．自宅での託児サービス
サービス提供場所 対　象 料　金

TEL 定　員 利用可能券種

ご利用者様のご自宅
生後5日～
未就学児

  1,900円／時（税込）
（スタッフ1名・2時間～）

06-6922-9551
（FAX 06-6922-9556）

- ニコニコ券・ワクワク券

ご利用者様のご自宅
0歳～

未就学児
3,300円／時（税込）
（スタッフ1名・2時間～）

06-6367-2100 - ニコニコ券・ワクワク券

ご利用者様のご自宅 新生児～
1,991円～／時（税込）
（スタッフ1名・3時間～）

06-6343-1313
（FAX 06-6343-1315）

- ニコニコ券・ワクワク券

2．養育者を支援するサービス

2－1．産後の育児支援
サービス提供場所 対　象 料　金

TEL 定　員 利用可能券種

大東市氷野1－8－26
当院出産の方
他院出産の方

当院出産の⽅は初回無料（当院発⾏の無料
クーポン券をご持参下さい）

072-872-3511 10名 ニコニコ券・ワクワク券

大東市氷野1－8－26
保護者

新生児～
日数により異なります。

072-872-3511 - ニコニコ券・ワクワク券

ご利用者様のご自宅
保護者

新生児～
1,991円～／時（税込）
（スタッフ1名・3時間～）

06-6343-1313
（FAX 06-6343-1315）

- ニコニコ券・ワクワク券

大東市末広町1 保護者
6,000円／回（税込）
産後クーポン　5回 20,000円（税込）～

080-2532-1451 1名 ニコニコ券・ワクワク券

大東市大東町
保護者

2か月～
体験1回　2,000円（税込）
月1回　　2,500円（税込）　他

090-3942-3966 3組 ニコニコ券・ワクワク券

大東市大東町 保護者
体験1回　2,000円（税込）
月1回　　2,500円（税込）　他

090-3942-3966 6名 ニコニコ券・ワクワク券

1104
社会福祉法人愛育会
あすなろこども園分園

『あすなろ病児・病後児保育室』
お仕事が休めない保護者の方に代わり、病気のお子様を看護・保育します。

電話

・月曜～金曜 8:00～17:30（延長18:00まで）
・土曜 8:00～14:00（延長14:30まで）
・延長保育はプラス500円かかります。
・ホームページ：http://www.genki-asunaro.jp/

コード 備　考事業者名 サ　ー　ビ　ス　内　容 予約方法

2106
YOGA STUDIO ARYA
ヨガスタジオ アーリア

『骨盤調整ヨガ・骨盤ストレッチヨガ』
出産でゆるんだ骨盤を自分で整えていくクラスです。産後ママの骨盤のゆが
みからくる冷え、むくみ、疲れなど気になる方におすすめ。
体を快適な方向へ導いていきます。ヨガが初めての方でも安心して受講でき
ます。

電話
メール

ホームページ

・毎週火曜10:00～11:15、毎週木曜19:30～20:45
・ヨガマットはご持参ください。レンタルマットもあります。（1回300円）
・メール：yoga.studio.arya@gmail.com
・ホームページ：https://smappon.jp/rs0nvh3y

2102
医療法人
井上産婦人科クリニック

『産後ケアサービス』

出産後のお⺟さまとお⼦さまを対象に⽇帰りや宿泊による産後の⽀援を実施

しています。

電話
・土、日、祝日以外で、空き状況をお問い合わせください。
・ホームページ：http://www.inoue.or.jp/

2103 株式会社 タカミサプライ

『産後ケア』
オムツ交換・授乳・調乳・沐浴などの育児のサポートや母親の心身のケア
を、育児・保育経験のあるスタッフが、子育ての悩みや不安の解消に向けて
支援します。

1201 株式会社 ラヴィ

『ベビーシッターサービス』
日常と同じ環境を保ちながらお子さまの個性や能力を引出し、楽しい時間を
過ごせるようにお世話をします。
仕事やプライベートも大切な時間です！研修を受けた育児経験者がお世話を
いたします。

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

・サポート券をご利用の方は入会金無料です。
（予約時にサポート券の利用を申出お願いします）
・別途交通費（実費）が必要となります。
・メール：h-osaka@lavie1.jp
・ホームページ：http://www.lavie1.jp

コード 事業者名 サ　ー　ビ　ス　内　容 予約方法 備　考

1203 株式会社 タカミサプライ

『ベビーシッターサービス』
食事・排泄などのお世話、遊びのお相手、散歩、誘眠など、保育士や幼稚園
経論などの資格や、保育経験のあるスタッフが、お客様の育児環境をそのま
ま引継ぎ、お子様の安全を見守りながらお世話致します。

電話
FAX

・365日24時間
・入会金\11,000(税込)、年会費\4.400 (税込)
・ホームページ：http://www.takamisupply.co.jp/

1202
株式会社 ポピンズファミリーケア
大阪支社

『託児サービス』
研修を受けえたプロのベビーシッター（ナニー）が、お子様のお世話をしな
がら知性と教養を育みます。安心して外出やご用事をしていただけるよう、
きめ細やかにお世話を致します。
ポピンズナニーサービストライアルコース（2時間～）のご提供です。

電話

・9:00～17:00（年末年始は除く）
・別途交通費（1,000円）が必要となります。
・トライアルコースのご利用は入会金がかかりません。
・ご兄弟でのご利用は1．5倍の料金となります。
・ホームページ：https://www.poppins.co.jp/

サ　ー　ビ　ス　内　容 予約方法 備　考

2101
医療法人
井上産婦人科クリニック

『⾻盤矯正エクササイズ（インスパイリング）』
認定インストラクターによる産後の⾻盤矯正エクササイズ

電話

・毎⽉第2、第4⽔曜 14:00〜15：15

・1,500円／回（税込）(当院出産で、2回⽬以上受講か1年⽬以降の⽅)

・2,500円／回（税込）(他院出産)
・ホームページ：http://www.inoue.or.jp/

コード 事業者名

電話
FAX

・365日24時間
・入会金\11,000(税込)、年会費\4.400 (税込)
　家事代行サービスとの組合せも可能です。
・ホームページ：http://www.takamisupply.co.jp/

ホームページ

QRコード

ホームページ

QRコード

ホームページ

QRコード

2104 ウェルネスセラピー

『産後ケア』
カイロプラクティックで出産後に抱えるお体の悩みをケアします。
産後3か月までの方は「産後クーポン」のご購入が可能です。
メール、電話で気軽にご質問ください。施術中の場合は折り返しご連絡致し
ます。

電話
メール

ホームページ

・9:00～22:00 不定休 最終受付21:00（初回は20:00）
・産後クーポン　5回 20,000円（税込）　10回 30,000円（税込）
・メール：wellnesstherapy.1093@gmail.com
・ホームページ：https://wellnesstherapy.jp/sango

2105
YOGA STUDIO ARYA
ヨガスタジオ アーリア

『産後ママヨガ』
産後2か月頃から赤ちゃんと一緒に参加できます。
赤ちゃんと触れ合うと「愛情ホルモン」と呼ばれるオキシトシンの分泌量が
赤ちゃんとママ共に増えると言われています。触れ合いながらのヨガは赤
ちゃんの健やかな発育の手助けにもなります。

電話
メール

ホームページ

・毎週火曜11:45～12:30
・ヨガマットはご持参ください。レンタルマットもあります。（1回300円）
・メール：yoga.studio.arya@gmail.com
・ホームページ：https://smappon.jp/rs0nvh3y
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2－2．家事支援
サービス提供場所 対　象 料　金

TEL 定　員 利用可能券種

ご利用者様のご自宅 保護者
2,112円～／時（税込）
（スタッフ1名・3時間～）

06-6343-1313
（FAX 06-6343-1315）

- ニコニコ券・ワクワク券

ご利用者様のご自宅 保護者
2,800円／時（税込）
（スタッフ1名・3時間～）

06-6922-9551
（FAX 06-6922-9556）

- ニコニコ券・ワクワク券

ご利用者様のご自宅 保護者
3,247円／時～（税込）（2時間～）
応援券利用時10%OFF

080-0888-3781 － ニコニコ券・ワクワク券

2－3．養育者を支援するサービス（その他）
サービス提供場所 対　象 料　金

TEL 定　員 利用可能券種

大東市扇町6－11サード扇町
保護者

3歳未満
5,500円／回～（税込）

090-4282-6369 5組 ニコニコ券・ワクワク券

大東市扇町6－11サード扇町
保護者

3歳未満
33,000円／回～（税込）

090-4282-6369 1組 ニコニコ券・ワクワク券

大東市扇町4－18 保護者
3,300円／時（税込）
1人40分程度

072-873-6671
（FAX　072-873-6672)

3名 ニコニコ券・ワクワク券

大東市赤井1－4－3
ポップタウン住道　南館3F

保護者
3歳未満

撮影料3,300円（税込）

072-873-4440 5組 ニコニコ券・ワクワク券

大東市太子田3－3－8
保護者

3歳未満
撮影料3,300円（税込）

0120-687-753
072-806-7170

- ニコニコ券・ワクワク券

大東市新田東本町9－19
保護者

3歳未満
保護者　　カット 4,400円（税込）～
3歳未満　カット 2,200円（税込）～

072-870-4645 - ニコニコ券・ワクワク券

ご利用者様のご自宅
保護者

3歳未満
保護者　　カット 3,850円（税込）～
3歳未満　カット 3,300円（税込）～

080-3795-6021 7名 ニコニコ券・ワクワク券

大東市灰塚4－6－29
保護者

3歳未満
保護者　　カット 3,850円（税込）～
3歳未満　カット 2,200円（税込）～

072-392-3941 - ニコニコ券・ワクワク券

2308 ｃｌｕｅｗ（クルー）
『ベビーカット、保護者様の施術サービス』
隠れ家的な場所で1人サロンです。基本的に他のお客様と一緒になることが
無いので、お子様連れでも安心していただけます。

電話
・火曜〜日曜　9:00～19:30
・定休日　月曜（月1回日曜あり）
・サポート券ご利用時の差額は、現金払いのみのお取り扱いとなります。

サ　ー　ビ　ス　内　容 予約方法 備　考

2201 株式会社 タカミサプライ
『家事代行サービス』
掃除・洗濯・片付け・調理・買物など、家事に手が回らない時や多くの時間
がとれない方に、家事経験豊富なスタッフが多様なご要望にお応えします。

電話
ＦＡＸ

・365日24時間
・入会金 11,000円（税込）、年会費 4.400円 (税込)
・ホームページ：http://www.takamisupply.co.jp/

コード 事業者名

2306 美容室 SORA（ソラ）
『ベビーカット・保護者様の施術サービス』
赤ちゃんの初めてのカット。
お母様の産後のご褒美で身体と髪を癒しにお越し下さい。

電話

・火曜〜金曜 10:00〜19:00 土日 9:00〜18:00

・定休日 毎週⽉曜、月2回日曜

・混み合っていない時間帯でのご案内になります。キャンセル待ち等のご予約を
　お願いすることが多い旨ご了承下さい。
・ホームページ：http://sora2003.com/

2307
ｋａｊｉｍａｒｉ
（カジマリ訪問美容師）

『kajimari hair（カジマリヘアー）訪問美容師』
授乳中、妊娠中、自宅安静中、小さなお子様が居るので外出できないなど、
美容室に行きたくても行けない方へ、ご自宅にお伺いサービスします。小さ
いお子様はお昼寝中のカットも可能です。

電話
メール

・月曜〜土曜 9:00〜16:00頃 前後可能 お問い合わせ下さい。
・1人につき出張料金1,650円が別途必要です。
・1件につき2人以上のカットの場合、人数×500円割引きします。
・メール：kajimari.hair@gmail.com
・ホームページ：http://houmonbiyo.storeinfo.jp

・ご都合の良い日をお知らせください。
・ご自宅やご希望の場所での撮影も可能です。（別途交通費要）
・メール：puananala.baby@gmail.com
・ホームページ：http://ameblo.jp/puananala-baby/

備　考

2303
医療法人
たかばたけウィメンズクリニック

『母乳相談』
おっぱいがどれだけ出ているか不安。おっぱいが張りすぎて痛い。乳首が切
れて痛い。赤ちゃんがうまく吸い付いてくれないなどの相談

電話
FAX

メール
ホームページ

・月曜、水曜、木曜 13:30～15:30
・メール：info@takabatake-cl.net
・ホームページ：http://www.takabatake-cl.net/

2304 スタジオシエル 住道店
『新生児・お宮参り・百日・初節句・誕生日　記念フォト』
大切な記念日をカタチに残すお手伝いを一緒に致します。
レンタル衣装も充実！まずはお電話をください。

電話

・10:00〜20:00

・撮影料と、別途商品代⾦が必要となります。

・お得なキャンペーンやパックの内容はホームページでご確認ください。
・ホームページ：http://antique-ciel.net/

2305 スタジオアリス 大東店

『お子さま・ご家族の記念撮影』
お宮参り、百日祝い、節句、ハーフバースデーなど、お子さまとご家族の記
念日を笑顔で写真に残すお手伝いを致します。
かわいらしい衣装（無料）もたくさんご用意しております。

電話
ホームページ

・10:00～19:00
・撮影料と別途商品代金が必要となります。
・ホームページ：http://www.studio-alice.co.jp/

コード 事業者名
ホームページ

QRコード

ホームページ

QRコード

2203 株式会社 ラヴィ
『掃除・片づけ・家事代行』
日常の家事全般のご相談をしながら、ご要望に合わせて掃除や片づけなどを
お手伝いします。

電話
ＦＡＸ
メール

ホームページ

・サポート券をご利用の方は入会金無料です。
（予約時にサポート券の利用を申出お願いします）
・別途交通費（実費）が必要となります。
・メール：h-osaka@lavie1.jp
・ホームページ：http://www.lavie1.jp/

2301 Ｐｕａ Ｎａｎａｌａ

『かわいい写真を撮りたい！ママのためのベビーフォトレッスン』
デジタル一眼レフ、コンパクトカメラ、ミラーレスカメラであなたのお子様
の今」をかわいくお写真を撮りませんか？
かわいくステキな写真を撮れるコツをお伝えします。
公園などでの屋外フォトレッスンもあります。

2302 Ｐｕａ Ｎａｎａｌａ

『授乳フォト・お宮参り記念日フォト・誕生日フォト他』
ニューボーンフォト、お宮参り、授乳フォト、バースデーフォト
今しかない時間をご家族の想いと共に写真に残します。
出張撮影も承ります。

メール
ホームページ

・月1回開催（日時はブログに記載します）
・持ち物：カメラ、カメラの説明書、お気に入りのおもちゃ
・メール：puananala.baby@gmail.com
・ホームページ：http://ameblo.jp/puananala-baby/

メール
ホームページ

2209 ホームサービス　マムメイド

『家事支援』
お子様との時間を大切にされたい方、共働きでお忙しい方、掃除・洗濯・料
理・買い物等、お客様のニーズに合わせたサービスの提供をお約束いたしま
す。

電話
メール

ホームページ

・24時間365日対応可能
・Web入会された方は初回利用時3割引（応援券割引との併用不可）
・交通費は往復料金の実費分が必要です。（上限1,000円）
・メール：info@mom-maid.com
・ホームページ：http://mom-maid.com/

サ　ー　ビ　ス　内　容 予約方法
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3．親子参加型サービス

3－1．学習教室
サービス提供場所 対　象 料　金

TEL 定　員 利用可能券種

大東市深野1－2－14 1歳～ 6,600円／月（税込）

072-873-0157 - ニコニコ券・ワクワク券

大東市寺川2－4－5 0歳～ 1教科　7,150円／月（税込）

080-3116-8664 - ニコニコ券・ワクワク券

大東市浜町12－14　駅北ビル2Ｆ 1歳～ 1教科　7,150円／月（税込）

080-4231-3115 - ニコニコ券・ワクワク券

大東市灰塚2－12－3 0歳～ 1教科　7,150円／月（税込）

090-3966-1472
（FAX　072-875-1408）

- ニコニコ券・ワクワク券

3－2．音楽教室
サービス提供場所 対　象 料　金

TEL 定　員 利用可能券種

大東市住道2－2－401
保護者

1歳～3歳未満
500円（税込）／回（45分）

072-871-3063 8組 ニコニコ券・ワクワク券

大東市深野1－2－14
保護者
1歳～

グループ 2,200円/月（税込）
パーソナル 3,300円/月（税込）

072-873-0157 - ニコニコ券・ワクワク券

大東市寺川1－20－20
大東市立市民体育館

保護者
1歳6か月
～3歳未満

500円／回（税込）

072-871-3201 15組 ニコニコ券・ワクワク券

3－3．体操教室
サービス提供場所 対　象 料　金

TEL 定　員 利用可能券種

大東市末広町1－301
生涯学習センター「アクロス」4F

保護者
4か月～3歳未満

初回 500円／回（税込）
2回目以降 1,500円／回（税込）

090-1671-7596 8組 ニコニコ券・ワクワク券

大東市野崎1－19－27 2歳～ 11,000円／月（税込）

072-863-3551 10組 ニコニコ券・ワクワク券

3201 大東楽器株式会社

3103 公文式　寺川東教室

『公文式教室』
算数・数学、英語、国語の3教科学習(選択可能)。0～2歳の時期は、学習と
遊びの境界線はありません。「もじ」「かず」に触れることで、楽しく学習
する習慣をつけていきます。「もじ」や「すうじ」の書きを学ぶための運筆
力を高める教材もあります。

予約方法 備　考

コード 事業者名

3204
一般財団法人
大阪スポーツみどり財団

『親子リトミック』
ピアノの音にふれながら、音とリズムで楽しくあそびましょう。季節に応じ
た童謡やわらべ歌を取入れ、音楽あそびができるよう導きます。

電話
・月2回開催（月曜　11:10～12:00）
・開催日はお問い合わせください。
・ホームページ：http://daito-sports.jp/gymnasium/school

ホームページ

QRコード

『ヤマハドレミぱーく』
ヤマハ音楽教室専任講師による1コインレッスン。ピアノなどの生演奏が大
好評です。親子でたのしく音楽にふれてみませんか？

電話
メール

ホームページ

・実施日はお問い合わせください。
・メール：daito-ce@daito-gakki.co.jp
・ホームページ：http://www.daito-gakki.co.jp/

ホームページ

QRコード
サ　ー　ビ　ス　内　容

サ　ー　ビ　ス　内　容 備　考

3101
大倉音楽教室
（オレンジ幼児教室）

『幼児教室』
学習の土台をしっかりと形成する思考力を育成する事を目的としています。
形あわせ・パズル・数遊び・迷路・カルタとり・造形あそび・リズム

電話
・月曜～土曜で希望をお伺いします。
・入会金 3,300円（税込）、教材費 11,000円（税込）/年
・ホームページ：http://www1.bbweb-arena.com/ja3sof/

事業者名

コード 事業者名 サ　ー　ビ　ス　内　容 予約方法 備　考
ホームページ

QRコード

3202 大倉音楽教室

『リトミック』
音楽を聞き取り、表現して、身体全体で感じ取る音楽の育成。リズム感覚の
育成。
音やリズムを聞いて自由に表現行動する、音楽的基礎能力。

電話
・月曜～土曜で希望をお伺いします。
・入会金 3,300円（税込）
・ホームページ：http://www1.bbweb-arena.com/ja3sof/

3304 みずふね体操クラブ

『体操教室』
レッスンを通して、挨拶・座る・並ぶといった集団行動に慣れていただきま
す。体操では、サーキット・ボール・トランポリンなど、保育ではお絵か
き・粘土・季節ごとの制作・イベントやお散歩・トイレトレーニングなど。

ホームページ
・営業時間　10:00～21:00
・ホームページ：https://m-taisouclub.com/

3105 公文式　灰塚教室

『公文式教室』
個人個人の発達に応じて教材学習を通して、学力と自学自習する態度と方法
を身に着けてもらうようサポートします。可能性を追求し、能力を最大限に
伸ばします。

電話
ＦＡＸ

ホームページ

・入会金不要。会費には教材費・消費税を含みます
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/   ⇒教室を探す「灰塚」

電話
ホームページ

・水曜 15:00～20:00、土曜 13:00～20:00
・入会金不要。会費には教材費・消費税を含みます
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp  ⇒教室を探す「寺川東」

予約方法

コード

3104 公文式　住道駅前教室

『公文式教室』
算数・数学、英語、国語の3教科学習(選択可能)。0～2歳の時期は、学習と
遊びの境界線はありません。「もじ」「かず」に触れることで、楽しく学習
する習慣をつけていきます。「もじ」や「すうじ」の書きを学ぶための運筆
力を高める教材もあります。

電話
メール

ホームページ

・月曜、木曜 14:30～20:00
・入会金不要。会費には教材費・消費税を含みます
・メール：kumonsuminodoekimae@yahoo.co.jp
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/   ⇒教室を探す「住道駅前」

3303 リボーンバレエ＆ウェルネス協会

『リトルチェリーベビー＆ママ　住道』
生後4ヶ月～2歳までの母と子で行う「おやこヨガ」
お産の後の尿モレ、ぽっこりお腹を改善する体操「リボーンバレエ®」を行
い、ママとベビーの元気を応援します！

電話
ホームページ

・月2～3回（火曜～金曜）
・チケット　5回6,000円（有効期限8カ月）
　　　　　　サポート券は有効期限内で購入可
・持ち物：動きやすい服、靴不要
・ホームページ：https://ameblo.jp/raporu-rinrin/
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3－4．水泳教室
サービス提供場所 対　象 料　金

TEL 定　員 利用可能券種

大東市扇町11－5
保護者

6か月～3歳未満
5,500円／月（税込）

072-875-2662 - ニコニコ券・ワクワク券

大東市扇町11－5
保護者

6か月～3歳未満
2,200円（税込）

072-875-2662 - ニコニコ券・ワクワク券

大東市扇町11－5
保護者

6か月～3歳未満
500円／回（税込）

072-875-2662 - ニコニコ券・ワクワク券

3－5．親子参加型サービス（その他）
サービス提供場所 対　象 料　金

TEL 定　員 利用可能券種

大東市氷野1－8－26
保護者

2ヶ⽉〜1歳の誕
⽣⽉末

当院出産の⽅は初回無料（当院発⾏の無料
クーポン券をご持参下さい）

072-872-3511 15名 ニコニコ券・ワクワク券

大東市赤井2－2－20
保護者

2ヶ月～8ヶ月頃
1,000円／回（税込）

072-872-0268 6組 ニコニコ券・ワクワク券

大東市扇町4－18
保護者

1ケ月半～6ケ月
1,000円／時（税込）

072-873-6671
（FAX　072-873-6672)

8組 ニコニコ券・ワクワク券

大東市扇町4－18
保護者

2ケ月前後～
9ケ月前後

1,000円／時（税込）

072-873-6671
（FAX　072-873-6672)

8組 ニコニコ券・ワクワク券

大東市寺川2－4－5
保護者

3歳未満
2,200円／月（税込）

080-3116-8664 - ニコニコ券・ワクワク券

大東市浜町12－14　駅北ビル2Ｆ
保護者

3歳未満
2,200円／月（税込）

080-4231-3115 - ニコニコ券・ワクワク券

大東市錦町7－19
保護者

3か月～3歳未満

初回800円（税込）
都度参加 1,000円（税込）
3回回数券 2,500円（税込）

080-4623-3332 6組 ニコニコ券・ワクワク券

大東市錦町7－19
保護者

よちよち歩き～5
歳

1,500円（税込）
兄弟参加　500円追加

080-4623-3332
5組

2回/日
ニコニコ券・ワクワク券

大東市灰塚2－12－3
保護者

3歳未満
2,200円／月（税込）

090-3966-1472
（FAX　072-875-1408）

- ニコニコ券・ワクワク券

大東市錦町7－19
保護者

1歳～未就園児
1,500円（税込）

080-4623-3332 6組 ニコニコ券・ワクワク券

3402 ガボスイミングスクール

『ベビースイミング（ベビーコーストライアル）』
親子のスキンシップを通して楽しく水に慣れましょう。
ガボのベビーコースが初めての方対象の1ヶ月・全4回のお試しコースで
す。

電話
・開催月はお問合せください。　月曜・水曜・金曜　14:00～15:00
・持ち物：お母さま…水着・水泳キャップ・バスタオル　お子さま…水着
・ホームページ：http://www.gabo-swim.jp/

コード 事業者名 サ　ー　ビ　ス　内　容 予約方法 備　考
ホームページ

QRコード

3401 ガボスイミングスクール

コード 事業者名 サ　ー　ビ　ス　内　容 予約方法 備　考
ホームページ

QRコード

3403 ガボスイミングスクール
『ベビースイミング（ベビーコースビジター）』
親子のスキンシップを通して楽しく水に慣れましょう。
サポート券利用に限り1回500円でビジター利用できます。

電話

・毎週　月曜・水曜・金曜　14:00～15:00
・前日までにお電話でご予約ください。
・持ち物：お母さま…水着・水泳キャップ・バスタオル　お子さま…水着
・ホームページ：http://www.gabo-swim.jp/

3501
医療法人
井上産婦人科クリニック

『ベビーマッサージ』
ベビーマッサージ資格インストラクターによる、親⼦のスキンシップや絆を
深める教室です。
助産師による育児相談やママさん交流の場として楽しんでいただいていま
す。

電話

・毎月第3木曜　13:30～14：15 （生後2～6ヶ月）
　　　　　　　　14:30～15：15 （生後7ヶ月～1才の誕生月末）
・500円／回（税込）(当院出産で、2回目以上受講の方)
・1,500円／回（税込）(他院出産の方)
・ホームページ：http://www.inoue.or.jp/

3502 医療法人 小林医院
『ベビーマッサージ』
お母様と赤ちゃんのための産後ケアです。
お母様方の仲間づくりや助産師への相談の場としてもご利用ください。

電話
・第3火曜　10:00～11:30
・バスタオルを1枚持参してください。
・ホームページ：http://www.kobayashi-clinic.or.jp/

電話
FAX

メール
ホームページ

・金曜 11:00～12:00
・持ち物：タオル、飲み物、着替え、ベビー用のミルク、お湯、オムツ
　　　　　運動しやすい服装、運動靴など
・メール：info@takabatake-cl.net
・ホームページ：http://www.takabatake-cl.net/

3504
医療法人
たかばたけウィメンズクリニック

『ママ＆ベビービクス』
ベビーと一緒に、音楽に合わせてエクササイズ!!
（対象は当院で出産された方で、医師の許可が必要になります）

3510 公文式　灰塚教室
『Ｂaby kumon』
 歌いかけ、読み聞かせ、言葉のやり取りを通して、豊かな子育てをご家庭
で実践できるようにサポートします。

電話
ＦＡＸ

ホームページ

・月1回、30分程度
・入会金不要。会費には教材費・消費税を含みます
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp/   ⇒教室を探す「灰塚」

3506 公文式　寺川東教室

『Ｂaby kumon』
 0～2歳のお子様の発達課題に合わせて､親子で楽しくやりとり。 「ことば
の働きかけ」を通じて、知的好奇心、語彙力、思考力、そして豊かな心を育
むことができます。Baby Kumonには、乳幼児研究の末に作りあげた「こ
とばの働きかけ」のノウハウが詰まっています。

電話
ホームページ

・月曜～土曜で希望をお伺いします。
・入会金不要。
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp  ⇒教室を探す「寺川東」

3505

・第3、第4月曜 14:30～15:30
・持ち物：バスタオル、赤ちゃんの着替え、オムツ、授乳の準備
・メール：info@takabatake-cl.net
・ホームページ：http://www.takabatake-cl.net/

・毎月2回
・インスタグラム：https://www.instagram.com/gurunpa_oyako_cafe
・持ち物：飲み物

3509

3507 公文式　住道駅前教室

『Ｂaby kumon』
 0～2歳のお子様の発達課題に合わせて､親子で楽しくやりとり。 「ことば
の働きかけ」を通じて、知的好奇心、語彙力、思考力、そして豊かな心を育
むことができます。Baby Kumonには、乳幼児研究の末に作りあげた「こ
とばの働きかけ」のノウハウが詰まっています。

電話
メール

ホームページ

・月1回教室でBabyKumonセットをお渡しするとともに、お母様がご家庭を
楽しく続けることができるようにサポートする「BabyKumonタイム」があり
ます。・入会金不要。
・メール：kumonsuminodoekimae@yahoo.co.jp
・ホームページ：http://www.kumon.ne.jp  ⇒教室を探す「住道駅前」

『ベビースイミング（ベビーコース）』
親子のスキンシップを通して楽しく水に慣れましょう。
ママのリフレッシュやお子さまのお友達づくりに。

電話

・毎週　月曜・水曜・金曜　14:00～15:00
・入会金6,600円（キャンペーン時は無料。お問合せください。）
・持ち物：お母さま…水着・水泳キャップ・バスタオル　お子さま…水着
・ホームページ：http://www.gabo-swim.jp/

医療法人
たかばたけウィメンズクリニック

『ベビーマッサージ』
赤ちゃんはスキンシップが大好きです。
マッサージを通して赤ちゃんの肌に触れ、親子の絆を深めてみませんか。

電話
FAX

メール
ホームページ

3508
おやこcafe・イベントスペース
GURUNPA

『ベビーヨガサークル』
歌や手あそびを通して親子のふれあいや簡単なヨガポーズで身体を動かし
て、ママのリフレッシュに！レッスン後にランチ会もありママ同士の交流の
場にもなっています。

電話
インスタグラ

ム

おやこcafe・イベントスペース
GURUNPA

『発育ダンス』
ダンスを通して五感を刺激し脳を活性化する目的で模倣力や音感、体感など
を身に着けていきます。音楽やリズムに合わせて、脳育に効果的なプログラ
ムを楽しみながらお子様の成長にアプローチしていきます。

電話
インスタグラ

ム

・2か月に1回
・インスタグラム：https://www.instagram.com/gurunpa_oyako_cafe
・持ち物：動きやすい服装、タオル、飲み物

3511
おやこcafe・イベントスペース
GURUNPA

『NICO-nicoプレ保育園』
親子で一緒に保育園での生活を体験できます。朝のお歌、お名前呼びから始
まり、季節の制作、手あそび、絵本の読み聞かせ等を楽しめます。

LINE
インスタグラ

ム

・金曜（不定期）
・公式LINE：@339ocgqr
・インスタグラム：https://www.instagram.com/nico_nico_project
　　　　　　　　　https://www.instagram.com/gurunpa_oyako_cafe
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4．育児用品の販売

4－1．授乳関連用品、紙オムツ等
サービス提供場所 対　象 料　金

TEL 定　員 利用可能券種

大東市赤井1－15－27
ポップタウン5番館

- -

072-869-4193 - ニコニコ券

大東市諸福3－1－19 - -

072-871-4193 - ニコニコ券

大東市明美の里町1－70 - -

072-879-4193 - ニコニコ券

大東市北条1－13－29 - -

072-876-4193 - ニコニコ券

大東市扇町10－5 - -

072-869-4194 - ニコニコ券

大東市谷川2－10－51 - -

072-870-1193 - ニコニコ券

大東市御供田4－160 - -

072-873-3200 - ニコニコ券

大東市氷野2－3－1 - -

072-889-3177 - ニコニコ券

大東市寺川3－1－52　1F店舗 - -

072-888-7243 - ニコニコ券

大東市灰塚2－2－20 - -

072-806-0561 - ニコニコ券

大東市新田旭町2－8 - -

072-870-6711 - ニコニコ券

大東市灰塚2－12－3 - -

090-3966-1472
（FAX　072-875-1408）

- ニコニコ券

大東市寺川３－１２－１９ - -

072-889-2811 - ニコニコ券

-

・営業時間　月～金曜 9:00～20:00
　　　　　　土曜 9:00～14:00
　　　　　　日祝休
・ホームページ：http://www.akakabe.com/

コード 事業者名 サ　ー　ビ　ス　内　容 予約方法 備　考
ホームページ

QRコード

4107 株式会社 オークワ 大東店
『育児用品の販売』
おむつ・おしりふき・トイレ、育児用品、食品、文具・本・CD・DVD、通
園・ファンシー雑貨の販売

-
・営業時間　9:00～24:00
・ホームページ：https://www.okuwa.net/

4113 ジョーシン大東店
『育児用品の販売』
家電製品、おむつ・おしりふき・トイレ、育児用品、おもちゃ・遊具・乗用
玩具、通園・ファンシー雑貨の販売

-
・営業時間　10:00～20:00
・ホームページ：https://shop.joshin.co.jp/

4112 コノミヤ住道店
『育児用品の販売』
食品の販売

-
・営業時間　9:00～21:00
・ホームページ：http://www.konomiya.jp/

4101

4110
ディスカウントドラック
コスモス 赤井店

『育児用品の販売』
おむつ・おしりふき・トイレ、育児用品、食品、おもちゃ・遊具・乗用玩
具、文具・本・CD・DVDの販売

-
・営業時間　10:00～20:50
・ホームページ：https://www.cosmospc.co.jp/

4111 cycle shop チルチルミチル
『育児用品の販売』
チャイルドシート付自転車、チャイルドシート、ヘルメットの販売

-
・営業時間　9:00～19:00
・定休日　第1、3日曜

株式会社 アカカベ 住道店
『育児用品の販売』
おむつ・おしりふき・トイレ、育児用品、食品の販売

-

4114 公文式　灰塚教室
『育児用品の販売』
文具の販売

電話
ＦＡＸ

・販売時間はご相談ください
・HP：http://www.kumon.ne.jp

・営業時間　9:00～21:00
・ホームページ：http://www.akakabe.com

4102 株式会社 アカカベ 諸福店
『育児用品の販売』
おむつ・おしりふき・トイレ、育児用品、食品の販売

-
・営業時間　10:00～22:00
・ホームページ：http://www.akakabe.com/

4103 株式会社 アカカベ 津の辺店
『育児用品の販売』
おむつ・おしりふき・トイレ、育児用品、食品の販売

-
・営業時間　10:00～22:00
・ホームページ：http://www.akakabe.com/

4104 株式会社 アカカベ 野崎店
『育児用品の販売』
おむつ・おしりふき・トイレ、育児用品、食品の販売

4115 エディオン外環大東店
『育児用品の販売』
家電製品、おもちゃ・遊具・乗用玩具の販売

-
・営業時間　10:00～19:00　水曜休みの場合有
・ホームページ：https://www.edion.co.jp/

-
・営業時間　10:00～22:00
・ホームページ：http://www.akakabe.com/

4105 株式会社 アカカベ 扇町店
『育児用品の販売』
おむつ・おしりふき・トイレ、育児用品、食品の販売

-
・営業時間　9:00～24:00
・ホームページ：http://www.akakabe.com/

4106 株式会社 アカカベ 谷川店
『育児用品の販売』
おむつ・おしりふき・トイレ、育児用品、食品の販売
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5．タクシー事業

5－1．タクシー利用
サービス提供場所 対　象 料　金

TEL 定　員 利用可能券種

東大阪市鴻池本町10－16 - -

0570-00-3931
06-4309-3930

- ニコニコ券・あんしん券

寝屋川市秦町315－1（30－1） - -

072-824-7507 - ニコニコ券・あんしん券

東大阪市布市町4－3－2 - -

0120-310-584
072-980-4700

- ニコニコ券・あんしん券

大東市野崎4－5－32 - -

0120-88-0041 - ニコニコ券・あんしん券

大東市北条5丁目10-13 - -

072-874-0606 - ニコニコ券・あんしん券

四條畷市蔀屋新町3−46 - -

0120-194-194
（AM6:00～翌AM1:00）

- ニコニコ券・あんしん券

・営業時間 年中無休、24時間
・あんしん券は自宅から北河内こども夜間救急センターまでの片道利用
・ホームページ：http://daito-grp.com/

サ　ー　ビ　ス　内　容 予約方法 備　考
ホームページ

QRコード

5102 株式会社 なみはやタクシー
『タクシー利用サービス』
・タクシー利用により目的地までの送迎
・北河内こども夜間救急センターへのタクシー利用

電話
・営業時間 年中無休、24時間
・あんしん券は自宅から北河内こども夜間救急センターまでの片道利用

コード 事業者名

5107 トモエタクシー株式会社
『タクシー利用サービス』
・タクシー利用により目的地までの送迎
・北河内こども夜間救急センターへのタクシー利用

電話

・営業時間 年中無休、24時間
・あんしん券は自宅から北河内こども夜間救急センターまでの片道利用
・タクシーアプリ「GO」対応
・ホームページ：http://tomoegp.co.jp

5103 株式会社 SAT

『タクシー利用サービス』
・午前5時から午後11時まで対応致します。
・自宅から目的地まで、安心して乗車していただける様、安全運転を致しま
す。

電話
・営業時間 年中無休、午前5:00～午後11:00
・あんしん券は自宅から北河内こども夜間救急センターまでの片道利用
・ホームページ：http://www.sat-taxi.com/

5104 ダイトタクシー
『タクシー利用サービス』
・タクシー利用により目的地までの送迎
・北河内こども夜間救急センターへのタクシー利用

電話

5101 株式会社 オービーシー
『タクシー利用サービス』
・タクシー利用により目的地までの送迎
・北河内こども夜間救急センターへのタクシー利用

電話
・営業時間 年中無休、24時間
・あんしん券は自宅から北河内こども夜間救急センターまでの片道利用

5106 アイムズ株式会社
『タクシー利用サービス』
・タクシー利用により目的地までの送迎
・北河内こども夜間救急センターへのタクシー利用

電話
・営業時間 年中無休、24時間
・あんしん券は自宅から北河内こども夜間救急センターまでの片道利用
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