
はぐみん優待ショップ一覧表（大口町）

区分
店舗、施設等

の名称
住所 電話 定休日 割引等の特典内容 ＰＲ 応援

全国共通
展開参加

買物
株式会社　ＡＯＫＩ
大口店

大口町上小口2-115
-10

0587-95-4129 年中無休

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能。
※他総額割引との併用不可。
※お直し代・宅配代は実費を頂戴致します。
※Pontaカードかｄポイントカードの御提示で、提示いただい
たどちらかのカードにポイントが貯まります。

レディスからメンズまでお客様のライフスタイルに合わ
せた着こなしのご提案をさせて頂きます！お気軽にご
相談ください。

○

買物 オゼキ制服
大口町下小口七丁目
２４－１

0587-95-5859 水曜日
スタンプカード１，０００円プラス
制服上下ご購入の方５％割引（学生服のみ対象）
期間限定

中学校ご入学の方々に早期ご予約、採寸中です。お早
めにご来店ください。 　

買物 学生服　イトウ
大口町丸二丁目３６番
地　アピタ大口店内

0568-76-0101 年中無休 小学校体操服５％ＯＦＦ
小学生から高校生まで、東海地区一番のネットワーク
のイトウをご利用ください。 　

買物 Ⅴ．drug　大口店
大口町余野三丁目１０
番地

0587-94-2900 年中無休
毎週月曜日、レジにてカードを提示された方に、
ベビー用品５％割引

医薬品・化粧品・日用品・食品等を取り揃え、お客様の
健康なライフスタイルをサポートするバローグループの
ドラッグストアです。

○

買物 キャンディ　キッズ
大口町丸二丁目３６番
地
アピタ大口店　２階

0587-95-8277
アピタ大口
店休業日

結婚式・発表会・コンクール用のドレス１０％引き
カーターズ（ＵＳＡ）５％引き

地区最多の常時３００枚以上の子どもドレスをご覧頂け
ます。
直輸入のため、レンタルよりお値打ちな価格でお求め
頂けます。

　

買物 ローソン 大口御供所 大口町御供所３‐４０‐１ 0587-94-1140 ミルクのお湯の提供 わたしたちは、”みんなで暮らすマチ”を幸せにします。
ﾐﾙｸの調乳
設備(お湯の
提供)

○

買物 ローソン 大口高橋 大口町高橋２‐７２ 0587-96-2520 ミルクのお湯の提供 わたしたちは、”みんなで暮らすマチ”を幸せにします。
ﾐﾙｸの調乳
設備(お湯の
提供)

○

買物 ローソン 大口中小口
丹羽郡大口町中小口３‐３
１４‐１

0587-95-8388 ミルクのお湯の提供 わたしたちは、”みんなで暮らすマチ”を幸せにします。
ﾐﾙｸの調乳
設備(お湯の
提供)

○

買物 名紳　大口店
大口町上小口二丁目１５６
番地

0587-95-5252
木曜日
（祭日は除
く）

お買上げ総額より５％割引。
＊他クーポン券及びセットセールとの併用可能。
＊他総額割引との併用不可。

メンズ、レディースのビジネスにおけるトータルファッショ
ンを楽しんでもらえる様な店舗展開を目指します。 　

買物
クスリのアオキ
大口店

大口町余野三丁目120番
地

0587-22-5232 1月1日
お買い上げ(税抜き）1,000円以上でアオキメン
バーズカードポイントを10ポイント進呈

クスリのアオキは身近なお店です。お薬のこと、健康の
ことお気軽にご相談ください。 ○

飲食
ロッテリア
アピタ大口 FS店

大口町丸二丁目３６番
地

0587-94-2553

アピタ大口
店に準ずる
（年中無休・
臨時休業あ
り）

フレンチフライポテトSを税込93円にて提供します
（会員1名様につき同行者2名（計3名）まで）

1972年、東京日本橋に1号店が誕生して以来、ロッテリアは
常にファストフードのリーディングカンパニーとしてアメリカの
チェーンスタイルをそのまま導入したのではなく、日本人の
味覚や、食生活、地域性を経営方針に積極的に取り入れて
まいりました。今後ともお客様の期待に応える商品づくり、店
舗展開を次々に実現していきます。

○

飲食 ひつまぶし備長本店
大口町下小口五丁目１
７６－１

0587-96-0141

月曜（月曜が
祝日の場合
は臨時営業
し、水曜代
休）

お会計より5%ＯＦＦ（割引上限5,000円）
※他のサービスとの併用不可

お子様メニューもご用意しております。ご家族でのご来
店をお待ちしております。 　

飲食
マクドナルド
大口ＭＥＧＡドン・キ
ホーテＵＮＹ

大口町丸二丁目３６番
地

0587-94-0080
マクドナルド
公式HPをご
参照ください

『子育て支援パスポートのご提示』で、ハッピー
セットのチーズバーガーセット（チーズバーガー＋
選べるサイドメニュー＋ドリンクS＋本またはおも
ちゃ)を特別価格420円でご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチ
キンマックナゲットセットを420円でご提供
※サイドメニューが選択可能になります（ポテトS、
えだまめコーン、ヨーグルト、サイドサラダのどれ
か）

マクドナルドはこれからも、“あなたの街とともにあるマ
クドナルド”として、子育て支援活動をはじめ、街の美化
活動や防犯など、安全で安心な街づくりを目指し、地域
に貢献する活動を積極的に行ってまいります。

○

学習
ラボ・パーティ　大口町
教室

大口町大御堂一丁目２
０６番地

0587-95-1550

営業時間
は、教室に
よって異なる
ので、　問い
合わせ

お子様の年代にあわせて「ラボ・パーティ　子育て
応援小冊子」プレゼント。①『子どもが「育つ」ってど
んなこと？ ０、１、２、３歳の子どもたち』②『未来につ
ながることば～小学生年代の英語との出会い』

世界の物語・絵本をとおして、楽しく英語に親しみ、英
語力、コミュ二ケーション力が身につくまでサポートして
います。
詳しくは、ＨＰを！

　

学習
ゆうゆうパソコン教室
アピタ大口教室

丹羽郡大口町丸2-36
アピタ大口店2F

0587-96-1707 日曜日 入学金通常5,400円(税込)のところ、無料！
ゆっくり、じっくり、やさしく。同じことを何回聞かれても笑
顔でお答えします！パソコンはじめてさんも就活の方
も、安心してお越しください♪

○

金融・保
険

愛知北農業協同組合
大口支店

大口町丸2-13 0587-95-2121

土、日、祝
日、
12月31日～
1月3日

子育て応援定期積金「ファミリー積金ほほえみ 」
①店頭表示利回り 年 0. 03%上乗せ
②児童手当を当ＪＡで受給している方にはさらに
店頭利回り 年0.02%上乗せ
定期積金
給付契約金１２万円以上
ご契約期間
１年 ２年 ３年 ４年 ５年
子育て応援定期貯金「ファミリー定期（ほほえ
み）」
①店頭表示利回り 年 0.03% 上乗せ
②児童手当を当ＪＡで受給している方にはさらに
店頭
利回り 年0.02%上乗せ
定期貯金
給付契約金 １０万円以上５００万円未満
お預入れ 期間 １年 ２年 ３年
期日指定の場合１年超３年未満

JA愛知北の経理理念は、「各種事業を通じて地域社会
の繁栄に貢献します」です。地域の企業として、子育て
家庭を応援します。

○
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金融・保
険

ほけん選科
大口アピタ店

大口町丸二丁目３６番
地　アピタ大口店１Ｆ

0587-94-0770 年中無休 「レタスクラブ　保険の本」をプレゼント致します。
お子様の教育費や教育プラン、ライフプランを考える必
要のあるカード保持者の方に「レタスクラブ　保険の本」
をプレゼント。

子どもの遊
び場（キッズ
コーナー・プ
レイスペー
ス）

　

レジャー・
スポーツ ビッグエコー大口店

大口町上小口二丁目
１５６-１ー５　２階

0587-81-4556

ＨＰにてご
確認下さい
https://big-
echo.jp/

室料　10％ＯＦＦ
※ビックエコー会員料金との併用可能
※飲み放題・ドリンクバー付コース、パック、フリー
タイムはご利用代金の総額５％OFF

カラオケビックエコー！最新のカラオケ機器でおトクに
歌おう！ ○

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・
道場　大口支部

丹羽郡大口町丸2-8
大口町民会館

090-4114-7746

※詳しくは、
各支部にお
問い合わせ
ください。

①空手道無料体験
②入会金（1,000円）免除
③全日本空手道選手権大会ＤＶＤ進呈
※練習日等詳しくは、支部にお問い合わせください。

「礼儀とは人のために自分を活かすこと」
はじめての習い事に空手はいかがですか？
こころと身体を鍛えます！

○

生活関連
サービス

クリナップ株式会社
小牧ショールーム

愛知県丹羽郡大口町替
地3-13

0587-94-2321
毎週水曜
日、夏季・
冬季休館

オムツ替えスペース、トイレの提供。
クリナップのショールームはいつでも、気軽にお越し頂
けます。お子様が健やかに成長されることを応援致し
ます。

○

その他 おおぐち接骨院 大口町新宮１丁目２２番地１ 0587-96-7091
土曜日午
後・日曜日・
祝日

ＢＭＫ美容整体メニュー　１５％ＯＦＦ（２回目以降）
　　　　　　　　※初回お試し割引有り。
　　　　　　　　※リラクセラピーは初診料５０％ＯＦＦ

・予約優先制なので待ち時間はありません。
・キッズスペース完備。
・他の患者さんと時間が被らないのでリラックスして施
術を受けて頂けます。

　


