
ベビーシッター提携先およびベビーシッタークーポン利用可能施設一覧

提携先
クーポン
利用可否 会員特典 サービスエリア

ポピンズナニーサービス 可 入会金30%割引
栃木・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・静岡・愛知・岐阜・三重・滋賀・京
都・大阪・兵庫・奈良・和歌山（一部地域を除く）

マザリングセンター 可 ◆マザリングくらぶ入会金83%割引32,400円→5,400円
埼玉（東京都と隣接する各市）・千葉（千葉市・東京都と隣接する各市）・東
京・神奈川（横浜市・川崎市・藤沢市・相模原市）

マーマ 可 年会費無料／ベビーシッターサービス利用料金10%割引 埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・岐阜・三重・香川（一部地域を除く）

小学館グループベビーシッターのHAS（ハズ） 可 入会金無料／さらに入会時にHASよりプレゼント
埼玉・千葉・東京・神奈川・
京都・大阪・兵庫・奈良（一部地域を除く）

アルファ・キッズ・クラブ 可 保育料を一般料金から5％割引

埼玉・千葉・東京・神奈川・滋賀・
京都・大阪・兵庫・奈良・福岡
（一部地域を除く）

マミーズファミリー 可 入会金・初年度年会費無料

愛媛・高知・宮崎
（一部地域を除く）
※愛媛以外は定期的なご利用には対応しておりません。
(結婚式など単発でのご利用のみ対応)

アピカルベビーシッターサービス福岡 可 入会金無料 福岡

アピカルベビーシッターサービス 可 入会金・初年度年会費無料
大阪・兵庫
（一部地域を除く）

ティンクルプランニング 可 入会金無料
新潟
（新潟市および近郊）

トットメイト 可 年会費無料／時間保育料1,728円～
愛知・岐阜・三重
（一部地域を除く）

バンビーノ クラブ 可 入会金21,600円→無料 埼玉・千葉・東京・神奈川

ママ・サービス 可 入会金・年会費無料
滋賀・京都・大阪
（一部地域を除く）

マミーズ・タイム 可 入会金10,800円割引／利用料金割引 宮城
メアリーポピンズ 可 入会金・初年度年会費無料 兵庫（南部）・大阪

ベビーシッターサービスのラビットクラブ 可 入会金・初年度年会費無料

北海道・宮城・埼玉・千葉・東京・神奈川・静岡・愛知・岐阜・三重・滋賀・
京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・愛媛・福岡・大分・鹿児島（一部地域を除
く）

プティット 可 入会金無料
静岡・愛知・滋賀・大阪・広島・山口・福岡
（一部地域を除く）

マザーグース 可 入会金50%割引／ビジター1,000円割引（3時間以上ご利用の場合）
千葉（市川市・船橋市）・東京・
神奈川・京都・奈良・福岡（福岡市）

サンフラワー・Aのベビーシッターサービス 可 入会金無料 埼玉・千葉（市川市・浦安市のみ相談可）・東京・神奈川（横浜市・川崎市）
ポストメイトシッターサービス 可 初年度年会費無料 岡山・広島
ハローキッズスマイル 可 入会金・初年度年会費無料 神奈川（川崎市・横浜市）
ジャムキッズ 可 入会金5,000円／時間保育料1,620円→1,404円 京都・大阪・兵庫・奈良

ポレ・ポレ 可 入会金無料
大阪・兵庫
（一部地域を除く）

キンダーネットワーク 可 入会金50%割引

埼玉・千葉・東京・
神奈川
（一部地域を除く）

ちいさいプッテ 可 登録事務手数料5,400円→2,700円
滋賀(大津市・草津市)・京都(京都市・宇治市・城陽市・向日市・長岡京市・大
山崎町)・大阪(高槻市・茨木市・吹田市・豊中市)

明日香 ベビー・キッズシッター 可 入会金・年会費無料 東京・神奈川
わらべうた 可 入会金5,000円割引病児ケアサービス5,000円割引 東京（23区および近郊）・神奈川（横浜市・川崎市の一部）
エスボン 可 入会金無料 熊本（熊本市）
ライフリトル 可 入会金50%割引 東京・神奈川（川崎市）

ラヴィ　 可 入会金無料
埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・
京都・大阪・兵庫（一部地域を除く）

コマーム 可 年会費無料 埼玉（北部を除く）・東京

オリエント　ケアネット　ベビー 可 入会金・年会費(初年度のみ)無料
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良
（一部地域を除く）

タカミサプライ（関東地区） 可 入会金無料 埼玉・千葉・東京・神奈川（一部地域を除く）

ママMATE（メイト） 可 新規のみ初年度登録料無料(通常10,800円)
茨城・埼玉・千葉・東京・大阪・兵庫・奈良
（一部地域を除く）
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ベビーシッター提携先およびベビーシッタークーポン利用可能施設一覧

提携先
クーポン
利用可否 会員特典 サービスエリア

スマイルパートナー 可 入会金・年会費無料 千葉・東京（江東区・葛飾区・江戸川区）

ジャパンベビーシッターサービス 可
入会金50％割引／産後ドゥーラ派遣（4時間×7日）64,800円→59,400円※
初回7日間のみ

埼玉・千葉・東京・神奈川
（一部地域を除く）

チャイルドランド 可 入会金無料 栃木・群馬（館林市）・茨城（筑西市・古河市）

テノ．コーポレーション 可 入会金・年会費　無料

埼玉(川口市･戸田市･和光市)･千葉(市川市･浦安市)･東京(23区･武蔵野市･三鷹
市)･神奈川(横浜市･川崎市)･福岡(福岡市･北九州市･春日市･大野城市･太宰府
市･前原市･宗像市･粕屋郡･沖縄(一部地域を除く)

ベビーヘルパー　POPO 可 入会金無料／1時間無料券3枚進呈 新潟（新潟市・三条市・長岡市・新発田市）

テンダーラビング　ケア　サービス 可 初回登録料21,600円→5,400円
埼玉（川口市）・千葉（浦安市・船橋市・松戸市・市川市）・東京・神奈川
（横浜市・川崎市）

ベビーシッターポピィ 可 入会金無料 岡山（県北を除く）

音楽ベビーシッター 可

通常5,480円＋交通費→お試し体験60分無料<br/>


埼玉・千葉・東京・神奈川（一部地域を除く）

大崎ホームヘルプサービス 可 年会費3,240円→1,620円
東京
（品川区・大田区・港区）

アリスベビーシッター 可 初年度年会費無料 神奈川
ナゴヤ・ベビーシッター・サービス 可 初年度年会費無料 愛知（名古屋市および近郊）
キッズ・エスコート 可 入会金50%割引10,800円 大阪（堺市以南は除く）兵庫・京都府・奈良・和歌山の一部地域
マミー東京 可 年会費10,800円無料 東京
F-bellシッターサービス 可 入会金無料 埼玉・千葉（野田市）・東京（足立区・台東区・板橋区・北区）
アンティー 可 入会金無料 神奈川(横浜市)

キッズ＆ベビーシッター 可 デラックスメンバー定期利用5%割引
茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知（一部地域除く）・京都・大阪・兵
庫・奈良

シッターコンシェルジェ 可 利用料金5%割引
東京･神奈川･愛知･京都･大阪･兵庫･徳島
（一部地域を除く）

アリスチャイルドメイト 可 入会金無料 長野
病児保育のル・アンジェ 可 入会金32,400円（通常54,000円） 北海道・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・福岡・沖縄(病児保育応相談)

マイ・チャイ・マイ ベビーシッティング・サービス 可 入会金・年会費無料
東京（23区・狛江市・町田市・調布市・府中市・稲城市）・神奈川（横浜市・
川崎市）

サマンサ 可 入会金・年会費無料／時間保育料216円割引 熊本（一部地域を除く）
ベビー＆キッズケアサービス　しったん 可 入会金無料 北海道（道東）

ポピンズチャイルドケアサービス・オキナワ 可
入会金・年会費無料／時間保育料5%割引・ベビーシッターサービス料金5%
割引 沖縄

キッズ　ウィング 可 初年度年会費5,400円 東京・神奈川
日本デイケアセンター 可 初年度年会費無料 埼玉・千葉・東京・神奈川（一部地域を除く）

シェヴ　ベビーシッティングサービス 可 初年度年会費無料
東京・神奈川
（一部地域を除く）

イコニコのキッズ＆ベビーシッター 可 初回サービス時2時間無料
【東海】愛知(全域)【九州】福岡・佐賀（鳥栖市・神崎周辺）・熊本（熊本
市）

チャイルドマインダー情報・予約サイト『子ごころ』 可 「スタンダード会員」利用料無料（通常年4,320円） 全国（一部地域を除く）

リトル・グランマ 可 入会金50％割引
東京（世田谷区〔一部を除く玉川地域〕・目黒区の一部〔東が丘、柿の木坂、
八雲、中根、自由が丘〕）

赤門マミーサービス 可 入会金・初年度年会費1,000円割引
埼玉・千葉・東京
（一部地域をのぞく）

ニライハート保育サービス 可 パンフレット進呈
沖縄
（一部地域を除く）

100％保証の病児・病後児保育シッター　フローレンス 可 入会金15％割引 首都圏近郊で展開。
シッターサービス　リトルスター 可 入会金無料 埼玉・千葉・東京・神奈川
ウイニングスマイルカンパニー 不可 入会金5,000円割引 群馬
ベリーベアーのベビーシッターサービス 可 入会金無料／年会費初年度無料 千葉・東京・神奈川・埼玉
ハッピーナースのベビーシッターサービス 不可 初期登録料1,080円無料 茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川
ベビーシッターサービス☆AgReE★ 可 年会費初年度50％割引 愛知（名古屋）
愛夢楽（あゆーら） 不可 入会金50％割引 大阪府全域、京都（京都市）、兵庫（尼崎市）
プティタンジュ 可 入会金50％割引 埼玉・千葉・東京・神奈川
幼児向け家庭教師＆ベビーシッターサービス　パザパ 可 入会金無料(通常21,600円） 埼玉・千葉・東京・神奈川
ベビーシッターサービス【ナニーズハート】 可 入会金50％割引(通常10,800円） 東京・神奈川
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ベビーシッター提携先およびベビーシッタークーポン利用可能施設一覧

提携先
クーポン
利用可否 会員特典 サービスエリア

ママ・アンド・パパス 可 入会金無料・年会費無料 静岡県西部
出張保育「ハッピー・ぽけっと」 可 年会費毎年1,080円割引 山梨
アミカル 可 入会金無料 栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川
マミーヒルズ　株式会社 可 入会金50％割引 埼玉・千葉・東京・神奈川
チャイルドルーム・リトルワンズ　ベビーシッター 可 入会金1,000円割引 栃木
ケアファクトリー　訪問保育サービス 可 年会費毎年無料 水戸市および近隣市町村
ラブクローバー 可 入会金50％割引 埼玉・千葉・東京・神奈川
大阪ベビーシッタークラブ　ベビーシッターサービス 可 登録料3,150円⇒2,100円 大阪・北摂
アートシッター・ベビーシッター 可 入会金50％割引 東京
エスク　生活支援サービス 可 育児相談無料 全国
特定非営利活動法人 太陽の丘 不可 30日分の利用で次回5％割引 滋賀（大津市・草津・守山・野洲・栗東）、京都（京都山科地区）
ベビー＆シルバーサポート 不可 入会金無料 千葉（成田市、佐倉市、富里市、八街市、印西市、印旛郡全域）
保育サポートひまわり 可 年会費初年度無料 香川
なぁーにーママ　 不可 初回1時間ご利用分を100円割引 富山県内
サポート部門「とんがらし」　生活支援　ベビーシッターサービス 不可 初回のみ1,000円割引 大阪府　高槻市
ポリアンナ　ベビーシッター＆ホームケアサービス 不可 ビジター料金10％割引 東京・神奈川
ライフサポート　ベビーシッターサービス 可 会員契約時の入会金(10,800円)無料 埼玉・千葉・東京・神奈川
ベビーシッター　たんぽぽ 不可 入会金1,000円割引 兵庫（高砂市・加古川市・姫路市）

チャイルドハートケア（保育支援サービス、病児保育） 可 入会金10％割引
杉並区・中野区・小平市・小金井市・国立市・日野市・東村山市・西東京市ほ
か

キックス 不可 時間保育料200円割引 東京（世田谷区・杉並区・渋谷区・新宿区）
ボン・ヴォヤージュ有栖川ベビー＆キッズ／教育シッターサービス 可 入会金50％割引、初年度年会費無料 北海道（札幌）・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・大阪・兵庫

NPO法人ノーベル　 可 入会金15％割引
大阪市内全域・吹田市・東大阪西部・豊中市南部・堺市北区堺区（その他の地
域については声の多いエリアから展開するギャザリング方式を採用）

Aisha キッズシッター　ベビーシッター 可 表参道・青山周辺の提携しているネイルサロンや美容室をご紹介 東京23区

緊急時や病児保育、家事代行のマザーネット 可 総合支援サービス年会費20％割引
北海道・茨城・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・長野・滋賀・京都・
大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・岡山・福岡・鹿児島

マザーズありすサポート　ベビーシッター 不可 初年度年会費5,000円→無料 宮城（仙台市内のみ）
<かぞく応援>せきゅりてぃー・ぶらんけっと　シッター部 可 パンフレット進呈 京都（長岡京市・向日市・大山崎町・京都市・宇治市・城陽市・八幡市）
ユメタマベビーシッターサービス 可 入会者にはユメタマポイント　300ポイントプレゼント 埼玉・千葉・東京・神奈川
めるへんキッズ 可 1時間無料 東京（品川区・大田区）
ソラ保育園ベビーシッターサービス 不可 入会金無料 倉敷市内・岡山市内・高松
エールのベビーシッターサービス 可 年会費 初年度30%割引 流山市内
うさことピヨたんのおへや 可 入会金50％割引 千葉・東京・神奈川
きらら保育園ベビーシッターサービス 可 入会金50％割引 大阪

ベビー＆シルバーサポート 不可 入会金無料
千葉（成田市・富里市・佐倉市・八街市・印西市・印旛地区全域）※他、お問
合せください。

チャイルドケアサービスも・も 不可 初回のみ基本料金1,200円無料 宮城
こどもの森ほいく舎 可 初回利用料金から200円割引 神奈川県東部(一度、ご相談ください。)

ベビーシッターサービス『みっしぇるくらぶ』 可 入会金50％割引

【茨城県南】つくば市・牛久市・土浦市・取手市・守谷市など【水戸地区】水
戸市・ひたちなか市など【鹿嶋地区】鹿嶋市・神栖市など【西東京エリア】西
東京・立川・国分寺など

東京山の手まごころサービス 不可 入会金無料 東京

ハニークローバー株式会社 可 入会金5,000円割引
東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城の一部

マミーズサービス 可 入会金10％割引 東京

チャイルドケアマーチ 可 初期導入費無料
千葉県【八千代市・習志野市・船橋市、千葉市花見川区・稲毛区・美浜区(一部
を除く)】

NPO法人　かしの木 不可 初回のみ15分サービス無料 愛媛
株式会社リラックmama 不可 入会金20％割引　10,800円→8,640円 福岡

有限会社ワークオフィス谷 不可
受付手数料（通常価格）無料											

東京・千葉・埼玉・茨城・山梨
ベビーシッタータイプ病児保育サービス　【ファミリエクラブ】 可 入会金　10,000円 → 8,500円 兵庫

babyhome ベビーシッター 可 入会金無料
神奈川県川崎市全域
東京都23区全域

タカミサプライ（近畿地区） 可 入会金無料
滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
（一部地域を除く）
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ベビーシッター提携先およびベビーシッタークーポン利用可能施設一覧

提携先
クーポン
利用可否 会員特典 サービスエリア

ベビーシッター 不可 初年度年会費無料 東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城
スマイルシッター 可 年間費　1,000円割引 三重県（北勢部・中部）

ソーシードこそだてサポート 可 入会金 8,000円　→　無料

東京・神奈川(川崎市・横浜市)・埼玉(さいたま市・川口市・八潮市・和光市・
朝霞市・志木市・富士見市)・
千葉(千葉市・市川市・浦安市・船橋市)

緑子育て支援W.Coほっぺ（ベビーシッター） 不可 初回利用時に連絡帳をプレゼント 横浜市緑区（原則）

ソレイユ ベビーシッター 可 入会金半額
【神奈川県】 横浜市、川崎市、鎌倉市、逗子市、藤沢市、茅ヶ崎市、横須賀市
【東京都】　【千葉県】

チャイルドマミーセンター　ほっと・はうす 可 初回1時間無料 神戸市・姫路市・明石市・芦屋市・西宮市・尼崎市・大阪市近郊
ベビーシッターサービス　ようよ 可 初回登録料半額 芦屋市・西宮市・神戸市・宝塚市・尼崎市・大阪市北区
きっずワン　ベビーシッターサービス 不可 レギュラー会員ご登録の方に限り入会金5％割引 藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、鎌倉市、寒川町（その他近隣地域）
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