
「多世代ファミリーカード」協賛店舗・サービス一覧 ＜「買う」に関するサービス＞ 

 

協賛店舗 所在地 電話番号 提供されるサービス内容 

生活協同組合 

パルシステム千葉 

船橋市本町 2-1-1 

船橋スクエア 21（4F） 
047-420-2600 

①夕食宅配 

・新規お申込み時に、50 円値引券×10 枚プレゼント。 

※1 週のご利用につき値引券 1 枚の使用ができます 

②無店舗事業 

・新規ご加入された方で、母子手帳取得から小学校入

学前までのお子さんがいるご家庭は、約 1 年（最大

52 週間）パルシステム手数料 0 円（全額無料）。 

・母子手帳取得から小学校入学前まで、1 回 3,000 円

（税込）以上でパルシステム手数料 0円（全額無料）。 

ヤマダ電機 

テックランド 

ＮＥＷ市川本八幡店 市川市八幡 3-3-3 047-316-0271 通常のポイントに２％付与 

※特別な販促時を除く 南行徳店 市川市南行徳 3-4-1 047-701-2222 

ニッケコルトンプラザ 市川市鬼高 1-1-1 047-378-3551 
カードを専門店２階インフォメーションカウンター

に提示すると、駐車場２時間無料 

市川市農業協同組合 

（ＪＡいちかわ） 
市川経済センター 市川市柏井町 3-102-3 047-338-3500 精米（こだわり田中米）割引販売 

※サービスの適用にあたっては、対象者であることが確認できる書類（多世代ファミリーカード及び運転免許証等）をご提示いただくこととなります。 

  



「多世代ファミリーカード」協賛店舗・サービス一覧 ＜「食べる」に関するサービス＞ 

 

協賛店舗 所在地 電話番号 提供されるサービス内容 

カフェレストランミレフォリア 
千葉市中央区本千葉町

15-1 

043-222-2250 レストラン利用代金から 10%割引 

中国料理景山 043-222-2351 レストラン利用代金から 10%割引 

レストランディスカーロ 043-222-2350 レストラン利用代金から 10%割引 

マクドナルド 

イオン市川妙典店 市川市妙典 4-4-1 047-300-2642 

バリューセット購入 1 セットにつき 1 点「アップ

ルパイ」又は「ソフトツイスト」をプレゼント 

（他クーポンや割引との併用不可） 

市川コルトンプラザ店 
市川市鬼高 1-1-1 

ニッケコルトンプラサﾞ 
047-320-3890 

市川ショップス店 市川市鬼高 3-28-16 047-314-6705 

北国分店 市川市堀之内 3-30-18 047-320-8041 

行徳店 市川市行徳駅前 2-1-30 047-357-6673 

北方町店 市川市北方町 4-1463-3 047-303-5855 

南行徳駅前店 市川市相之川 4-14-5 047-307-2166 

妙典駅店 市川市富浜 1-14-1 047-307-6121 

本八幡南口店 市川市南八幡 4-6-1 047-378-5411 

ポポラマーマ 
ダイエーいちかわ 

コルトンプラザ店 

市川市鬼高 1-1-1 

ニッケコルトンプラザ 

ダイエー内 2 階 

047-702-8226 食事代金から 5%割引 

カフェラプエ 

市川市須和田 1-23-4 

生活クラブ風の村 

きなりの街すわだ内 

047-394-4530 
ランチやドリンクをご注文のお客様にプチデザー

トを提供します。（平成 29 年 2 月 15 日開始） 

※サービスの適用にあたっては、対象者であることが確認できる書類（多世代ファミリーカード及び運転免許証等）をご提示いただくこととなります。 

 



「多世代ファミリーカード」協賛店舗・サービス一覧 ＜「学ぶ」に関するサービス＞ 

 

協賛店舗 所在地 電話番号 提供されるサービス内容 

英会話 初心者専門校 イーミックス 市川市南八幡 5-2-22 047-379-1550 英会話レッスンの入会金通常 16,200 円が 0 円 

レンタル自習室 イーミックス 

市川市八幡 2-6-18 

第三ダイヤモンドマンシ

ョン 302 

047-379-1550 初回登録事務手数料 5,400 円が無料 

※サービスの適用にあたっては、対象者であることが確認できる書類（多世代ファミリーカード及び運転免許証等）をご提示いただくこととなります。 

  



「多世代ファミリーカード」協賛店舗・サービス一覧 ＜「見る・遊ぶ」に関するサービス＞ 

 

協賛店舗 所在地 電話番号 提供されるサービス内容 

ビッグエコー 市川ニッケ店 
市川市鬼高 1-1-1 

ニッケコルトンプラザ 
047-393-6501 

室料 20％OFF（会員併用可） 

※フリータイム・飲み放題利用の場合は総額 15％OFF 

市川市東山魁夷記念館 市川市中山 1-16-2 047-333-2011 
一般、高大生の観覧料が 2 割引。65 歳以上の場合はす

でに割引料金のため、絵はがきをプレゼント。 

※サービスの適用にあたっては、対象者であることが確認できる書類（多世代ファミリーカード及び運転免許証等）をご提示いただくこととなります。 

  



「多世代ファミリーカード」協賛店舗・サービス一覧 ＜「住まい」に関するサービス＞ 

 

協賛店舗 所在地 電話番号 提供されるサービス内容 

株式会社木下工務店 市川住宅公園 

市川市鬼高 1-1-2 

ABC ハウジング 

市川住宅公園内 

047-377-0333 建物本体価格の 3%割引 

住友不動産株式会社 市川モデルハウス 

市川市鬼高 1-1-2 

ABC ハウジング 

市川住宅公園内 

047-378-1951 建物本体価格の割引 

住友林業株式会社 

市川第一モデルハウス 市川市鬼高 1-1-2 

ABC ハウジング 

市川住宅公園内 

047-379-4331 

建物本体価格の 3%割引 

市川第二モデルハウス 047-377-7500 

豊洲第一モデルハウス 東 京 都 江 東 区 豊 洲

6-1-9  

03-5547-8187 

豊洲第ニモデルハウス 03-6221-7051 

江戸川モデルハウス 
東京都江戸川区中央

4-21 
03-3674-2180 

葛西モデルハウス 
東京都江戸川区 

北葛西 2-11 
03-5659-2760 

葛飾金町モデルハウス 
東 京 都 葛 飾 区 金 町

1-19-5 
03-5876-1033 

東京セキスイハイム 

株式会社 
市川展示場 

市川市鬼高 1-1-2 

ABC ハウジング 

市川住宅公園内 

047-379-1181 

建物本体価格の 4%割引 

＋快適エアリー無料装着（1F 空調） 

※他キャンペーンとの併用不可 

 



パナホーム株式会社 市川展示場 

市川市鬼高 1-1-2 

ABC ハウジング 

市川住宅公園内 

047-376-8746 建物本体価格の 3%割引 

ミサワホーム 

株式会社 

ABC ハウジング 

市川住宅公園 

市川市鬼高 1-1-2 

ABC ハウジング 

市川住宅公園内 

047-377-1181 建物本体価格の 3%割引 

三井ホーム株式会社 
市川第 1 モデルハウス 市川市鬼高 1-1-2 

ABC ハウジング 

市川住宅公園内 

047-378-8985 
建物本体価格の 3%割引 

市川第 2 モデルハウス 047-377-4131 

株式会社ヤマダ・エス

バイエルホーム 
市川展示場 

市川市鬼高 1-1-2 

ABC ハウジング 

市川住宅公園内 

047-378-3511 建物本体価格の 3%割引 

株式会社新昭和 市川展示場 

市川市鬼高 1-1-2 

ABC ハウジング 

市川住宅公園内 

047-700-2771 建物本体価格の割引 

スターツ 

ピタットハウス 

株式会社 

本八幡店 
市川市南八幡 4-7-14 

シャトー夕月ビル 1F 
047-377-9111 

①不動産【賃貸】仲介手数料 20%割引 

②不動産【売買】仲介手数料 10%割引 

妙典店 
市川市富浜 1-3-2 

ウェルセットⅡ1 階 
047-300-2121 

行徳駅前店 
市川市行徳駅前 

1-22-15 
047-359-1431 

行徳販売センター 
市川市行徳駅前 

2-12-9 
047-395-0561 

南行徳店 市川市相之川 4-15-6 047-358-8225 



おそうじエンジニアリング 市川市稲荷木 2-11-28 047-718-0632 ハウスクリーニング代金の 5%割引 

株式会社優央ハウジング 市川市新田 1-21-10 047-704-9833 

①リフォーム工事代金の 10％割引 

②不動産【賃貸】仲介手数料 20%割引 

③不動産【売買】仲介手数料 20%割引 

※サービスの適用にあたっては、対象者であることが確認できる書類（多世代ファミリーカード及び運転免許証等）をご提示いただくこととなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「多世代ファミリーカード」協賛店舗・サービス一覧 ＜「健康」に関するサービス＞ 

 

協賛店舗 所在地 電話番号 提供されるサービス内容 

クリーンスパ市川 市川市上妙典 1554 047-329-6711 

専用パスポートカードの発行、２０ポイントで特典。 

（現行のシルバーカードと同様） 

※平成 28 年 10 月 1 日開始予定 

※サービスの適用にあたっては、対象者であることが確認できる書類（多世代ファミリーカード及び運転免許証等）をご提示いただくこととなります。 

 

  



「多世代ファミリーカード」協賛店舗・サービス一覧 ＜「金融」に関するサービス＞ 

 

協賛店舗 所在地 電話番号 提供されるサービス内容 

京葉銀行 

市川支店 市川市市川 1-5-16 047-324-2121 

①住宅ローンの金利割引 

②マイカーローンの金利割引 

※ローンのお申し込みにあたっては、当行所定の審査

がございます。 

本八幡支店 市川市南八幡 4-5-8 047-378-2511 

北方支店 市川市北方 2-6-8 047-336-1181 

行徳支店 市川市本塩 16-10 047-356-9111 

原木中山支店 市川市田尻 4-16-7 047-393-1511 

千葉銀行 

市川支店 市川市市川 1-7-12 047-322-0161 
①全自動貸金庫設置店での貸金庫新規契約時の 

利用料割引 

（市川支店、本八幡支店、行徳支店、本八幡南支店） 

②遺言信託（遺言執行引受予諾業務）引受予諾料割引 

（※遺言作成サポートサービス利用無しの場合） 

（市川支店、本八幡支店、行徳支店、本八幡南支店、南行徳支店） 

③ちばぎん暦年贈与サポートサービスの新規申込者に

対する手数料一部キャッシュバック 

（市川支店、本八幡支店、行徳支店、本八幡南支店、南行徳支店） 

※本サービスは、市内５店舗に限らず、当該サービス

実施店舗全店（①は全自動貸金庫設置店）にてご利

用いただけます。 

本八幡支店 

市川市八幡 3－3－2－

105（グランドターミナ

ルタワー本八幡 1・2階） 

047-322-0181 

行徳支店 市川市行徳駅前 2-14-1 047-397-7111 

本八幡南支店 市川市南八幡 4-17-2 047-377-8751 

南行徳支店 市川市相之川 4-8-5 047-358-4001 



千葉興業銀行 

八幡支店 市川市八幡 4-4-10 047-335-3161 

教育ローンおよびリフォームローンの金利割引 

※ローンのお申し込みにあたっては、当行所定の審査

がございます。 

※適用にあたっては、対象者であることが確認できる

書類（多世代家族応援パスポート及び運転免許証等）

をご提示いただきます。 

※本サービスは、左記市内２店舗に限らず、千葉興業

銀行全店にてご利用いただけます。 

市川支店 市川市市川 1-3-18 047-326-8111 

東京ベイ信用金庫 

本店 市川市市川 1-23-28 047-326-1111 

消費者ローン・住宅ローンの申込時において、金利の

引下げとなるお取引項目のひとつとさせていただきま

す。 

※なお、金利の引下げ項目につきましては、このほか

に当金庫所定の審査がございます。 

（１）消費者ローン 

  ①個人ローン 

  ②カーライフプラン 

  ③教育プラン 

  ④リフォームプラン 

（２）住宅ローン 

  ①住宅ローン 

  ②無担保住宅ローン 

※本サービスは、左記市内５店舗に限らず、東京ベイ

信用金庫全店にてご利用いただけます。 

 

八幡支店 市川市八幡 2-4-5 047-334-2511 

行徳支店 
市川市行徳駅前 

1-22-17 
047-357-2111 

宮久保支店 市川市宮久保 3-2-9 047-371-3471 

大野支店 市川市大野町 2-1414-1 047-338-1111 



市川市農業協同組合 

（ＪＡいちかわ） 

中央支店 市川市北方町 4-1352-2 047-339-1116 

①マイカーローンの金利割引 

②教育ローンの金利割引 

③フリーローンの金利割引 

※ローンのお申し込みにあたっては、当組合所定の審

査がございます。 

※本サービスは、左記市内８店舗に限らず、市川市農

業協同組合全店舗でご利用いただけます。 

菅野支店 市川市東菅野 2-7-13 047-321-1131 

大柏支店 市川市大野町 3-1693-1 047-337-7651 

国分支店 市川市国分 6-22-8 047-373-1171 

行徳支店 市川市湊新田 1-6-2 047-358-2111 

妙典支店 市川市富浜 1-6-16 047-358-3351 

南行徳支店 市川市南行徳 1-22-29 047-396-3951 

原木中山支店 市川市田尻 4-6-5 047-377-6521 

※サービスの適用にあたっては、対象者であることが確認できる書類（多世代ファミリーカード及び運転免許証等）をご提示いただくこととなります。 

  



「多世代ファミリーカード」協賛店舗・サービス一覧 ＜「車・交通」に関するサービス＞ 

 

協賛店舗 所在地 電話番号 提供されるサービス内容 

ニッポンレンタカー 

本八幡駅前営業所 市川市八幡 3-8-22 047-321-0919 

レンタカー利用代金 基本料金より 10%割引 

チャイルドシート代 無料 

南行徳駅前営業所 
市川市新井 3-4-1 

エンブレム 1 階 
047-307-0919 

市川駅前営業所 市川市新田 4-8-25 047-376-0919 

行徳駅前営業所 市川市行徳駅前 3-7-20 047-399-0919 

※サービスの適用にあたっては、対象者であることが確認できる書類（多世代ファミリーカード及び運転免許証等）をご提示いただくこととなります。 

  



「多世代家族応援パスポート」協賛店舗・サービス一覧 ＜「泊まる」に関するサービス＞ 

 

協賛店舗 所在地 電話番号 提供されるサービス内容 

京成ホテルミラマーレ 
千葉市中央区本千葉町

15-1 
043-222-2111 

1 泊素泊 7,560 円／1 泊朝食付 9,010 円 

シングルまたはモデレートツインの１名様料金。 

年度により価格改定の場合あり。 

※サービスの適用にあたっては、対象者であることが確認できる書類（多世代ファミリーカード及び運転免許証等）をご提示いただくこととなります。 


