
はぐみん優待ショップ一覧表（弥富市）

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

全国展開
参加

買物 スギドラッグ　弥富店
弥富市平島中四丁目
５番地

0567-65-7621

買物 スギドラッグ　海南店
弥富市前ヶ須町
南本田３３９番地１

0567-64-2361

買物 俵屋商店 弥富市桴場三丁目２番地 0567-52-0106 日曜・祝日 1,000円以上お買い上げの方に粗品進呈 　

買物 万寿園・ルグラン
弥富市間崎一丁目３０番
地

0567-68-8032 水曜日 1,000円以上お買いあげの方に粗品進呈
農林水産大臣賞受賞の「みょうなとまと」販売してい
ます。似顔絵ケーキ等お作りいたします。和菓子も
販売しております。

○

買物 ヤマナカ　パディ店
弥富市鯏浦町南前新田１
２３番地

0567-67-3406
各店舗にお
問い合わせ
くた゜さい。

ヤマナカグラッチェカードに入会・登録して、毎
月7・17・27日の3日間にお買い物していただき
ますといつでも使える５％割引クーポンをプレ
ゼント

ご家族でゆっくりお買い物をお楽しみください。 　

買物 Ｖ・ｄｒｕｇ　弥富店
弥富市鯏浦町南前新田１
７０番地

0567-64-2600 なし
毎週月曜日  レジにてカード提示の方にベビー
用品５％ＯＦＦ

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
ａｕショップ
弥富イオンタウン

弥富市五明町蒲原１３７１
番地４

0567-64-2800 なし
・スマートフォンカバー、フィルム　１０％割引
・ドリンク１杯　無料

当店では、お子様連れのお客様を応援いたします。
キッズコーナーもございますので、ご家族でお気軽
にご来店ください。

　

買物
クスリのアオキ
鯏浦店

弥富市鯏浦町下六６２番地１ 0567-69-5762 1月1日
お買上げ(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。薬の事、健康の
事、お気軽に御相談ください。 ○

買物
ドラッグスギヤマ
十四山店

弥富市鍋平二丁目９番地 0567-56-5091 年中無休
毎週土曜日、お会計時に優待カードをご提示して
頂きますと、スギヤマカードへのポイント加算を通
常の2倍とさせていただきます。

Health&Beautyを応援します。ご不明点はお気
軽に店頭スタッフにお尋ねください。 　

買物 ローソン 弥富五明 弥富市五明１５１９ 0567-65-8218 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。 ○

飲食 パンジー
弥富市狐地三丁目１５７番
地

0567-68-1332 木曜日 子どもさんにお菓子を差し上げます。 おいしいコーヒーが飲める店です。 　

飲食
アジアンビーチリゾート
スタイル カフェダイニン
グ Pulchra Café

弥富市鯏浦町中六６４番
地

0567-65-5208
月曜日・第
２火曜日

・小学生以下のお子様にオレンジジュース一杯無
料サービス
・小学生以下のお子様をご同伴にて毎週日曜日ス
タンプ２倍
※ 上記サービスの併用は不可

アジアのビーチリゾートをイメージした店内で、ベト
ナム風生春巻やナシゴレンといった各国料理が食
べれます。

　

飲食
和食さと
イオンタウン弥富店

弥富市鯏浦町未新田２１
番地６６

0567-66-0161 なし
愛知県下の全店舗でレジ会計時にカードを御提示
いただくと、「おこさまさとカフェ(ドリンクバー)１１０
円」を無料にさせていただきます。

お子様連れのご家族でのご利用はもちろん、グルー
プ・カップル等なごみのお食事を楽しみいただける
郊外型レストランです。

○

飲食
マクドナルド
１号線弥富店

弥富市鯏浦町南前新田１
８－１

0567-66-0155

飲食
マクドナルド
十四山ドン・キホーテＵＮ
Ｙ店

弥富市鍋平２－５１－３ 0567-56-3051

飲食
パスタ・デ・ココ
弥富鍋平店

弥富市鍋平二丁目３７－１ 0567-56-8551 なし

はぐみんカードの提示でドリンク（Aセット）１
杯または、お菓子１個を無料で提供しま
す。

ＣｏＣｏ壱でおなじみの壱番屋が運営するあんか
けスパゲッティ専門店です。
名古屋名物をご家族でお楽しみください！
各種お子様メニューも取り揃えております！

○

飲食 ガスト十四山 弥富市鍋平一丁目９０ 0567-52-2855 なし

第3日曜日、お食事注文のお客様に限り会
計時に税込価格からレジにて５％割引（ご
家族6名様まで）
オーナー様割引券・家族優待券との併用は
できません。

○

学習 Studio RUI
弥富市鯏浦町南前新田
123　ウイングプラザパディ
２Ｆ

0567-55-9385 火曜日
体験レッスン\500が無料になります。
妊娠中の方・産後１年の方は、入会されなくて
も会員価格で受講できます。

子どもから大人まで、クラシックバレエを中心とした
レッスンが受けられるスタジオです。
初心者の方大歓迎です。

　

レジャー・
スポーツ

小天狗の森パットゴルフ
場

弥富市鳥ケ地一丁目２７９
番地

0567-52-0333 雨天の日

※前日に電話予約が必要。  特典は、土曜・日
曜のみ。パットゴルフ１８ホール限定《通常１名
様千円》を半額にてご利用できます。さらに、
妊婦さん本人は特別無料ご招待。

天然芝を歩き、１８ホールで軽やかな腹筋運動にて
元気で丈夫な、お子様を出産してください。当、小天
狗の森パレットゴルフ倶楽部もご支援いたします。

　

レジャー・
スポーツ

セイタイトー弥富店
弥富市五明町蒲原１３７１
番地４

0567-66-1500
母体ＳＣ不
定休年３回

親子でご来店の方クレーンゲームお一人様１
回無料もしくはメダルお一人様１０枚プレゼント
のどちらか

土日は勿論平日にもイベント開催で皆様のご来店を
従業員一同心よりお待ち申し上げております。 　

無*薬局の
み日祝

毎週金曜日
ベビー用品（ベビーミルクは除く）、医薬品合わ
せて2品まで店頭表示価格より5%OFF

お客様のお悩みを解決できるよう、接客体制を常時
整えております。 　

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。

○
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レジャー・
スポーツ

カラオケビッグエコー
弥富店

弥富市五明町内川平外２
１１６番地１

0567-66-0277

ＨＰにてご
確認下さい
https://big-
echo.jp/

室料１０％OFF　（ビッグ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 ビッグエコー！
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

（公財）　愛知公園協会
海南こどもの国

弥富市鳥ケ地町二反田
1238

0567-52-1515 12/29～1/1
催し物参加時に提示するとみどぽんシールプ
レゼント

海南こどもの国はスーパーウェーブや木製アスレ
チックなど体を動かして遊ぶ遊具がたくさんある児
童遊園です。

　

生活関連
サービス

㈱ 宇佐美モーター商会
弥富市平島町西新田５９
番地

0567-67-0362 火曜日
マイカー安心点検が無料。 点検内容⇒エンジ
ンオイル・LLC・バッテリー・ウオッシャー液・灯
火類・タイヤ・空気圧  ※部品代は別途

新車・中古車販売、車検・点検、鈑金塗装、自動車
保険。  車のことなら何でもお気軽にご相談くださ
い。

　

生活関連
サービス

加賀写真工房 弥富市稲狐町１４７番地 0567-68-1384 日曜日
500円以上お買い上げのかた、一人１回限り、
当店スタジオにて撮影したＬサイズ（12センチ
×8センチ）写真１枚無料サービス。

スタジオ完備、出張撮影、古い写真の復元修整が
得意です。集合写真撮影 弥富市、飛島村管内は撮
影後３時間仕上げが可能です。

　

金融・保険
保険コンパス
イオンタウン弥富店

弥富市五明町蒲原１３７１
番地４

0567-69-6420 なし

・親子の遊び場スペース設置
・出張相談
・お子様連れでいらした方には、おもちゃをプレ
ゼント
・小さなお子様のいるご家庭向けの商品パンフ
レット配布

子育て中の方が安心して気軽に立ち寄れるお店を
目指しています。お子様のライフプランにぴったりの
保険をお勧めします。

　


