
はぐみん優待ショップ一覧表（豊山町）

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

全国展開
参加

買物
株式会社　ＡＯＫＩ
豊山店

豊山町青山金剛11 0568-39-3888 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
ケーズデンキ
名古屋北館

豊山町大字豊場字流川３
番地１

0568-29-1280
1月1日、棚
卸し実施日

店内商品３％引き。特別提供品、台数限定・
日替わり商品にはご利用できません。他の割
引券との併用は出来ません。

ケーズデンキは「ポイントではなく、その場でうれし
い現金値引き」でサービス致します。 　

買物 山田ふとん店
豊山町大字豊場字中之
町６５番地４

0568-28-1684
年始　1月1
日～3日

毎週土・日曜日　１０％値引き、ポイント2倍進
呈（何時でも）

寝装・寝具、カーペット、カーテン、寝具水洗い、洋
品小物（糸、ボタン、手芸用品など）良心的で値打
な店

　

買物 大安商店
豊山町大字豊場字和合１
３３番地１

0568-28-0120
日曜日、祭
日、年末・
年始

駄菓子詰め合わせをプレゼント !! 昔なつかしい駄菓子がいっぱいあります。 　

買物 （有）トワイライト
豊山町大字豊場字新栄９
４番地１

0568-39-1811

年末･年始
ただし、日曜
日･祝日の修
理等のサー
ビスは実施
しません。

自家用車及び軽自動車（対象車両）
・オイル交換＋安心点検
＝1,000円（排気量1,500CCまで）
・オイル交換＋安心点検
＝1,500円（排気量2,500CCまで）
・オイル交換＋安心点検
＝2,000円（排気量3,000CCまで）

地域密着型の「かかりつけの車屋さん」として、安
心、安全、快適、公正の方針の基、子育て家庭の
皆様を応援します。

　

買物 （株）プラザ　オガワ
豊山町大字豊場字高前６
０番地

0568-28-0064 なし
豊山町内の保育園、小学校、中学校の学校
用品の全商品を５％引き

豊山町内の保育園、小学校、中学校の学校用品を
豊富に取り揃えて、御来店をお待ち申し上げます。 　

買物    カ　　 まるか
豊山町大字豊場字諏訪１
１４番地
豊山中学校前

0568-28-0055

毎月第３水
曜日、お
盆・年始各
3日間

小学校・中学校体育用衣料をお買い上げの
方にポイント券進呈（1,000円ごとに1枚）、１０
枚にて粗品をさしあげます。

当店は体育衣料品の品質・サイズ・価格に自信あ
り !!
小廻りのきく縫製工場のていねいな仕上げの日本
製 !!

　

買物
日本トイザらス（株）西
春日井店

豊山町大字豊場字大山１
３９番地１７

0568-28-4677 なし
誕生日にカードを呈示していただくと、バース
ディメダルと粗品をプレゼント

授乳スペースをご利用いただけます。チャイルド
シート、ベビーカーのご相談も随時受付けておりま
す。

　

買物 （株）カードックプロ
豊山町大字豊場字栄６１
番地

0568-28-1879

お盆・ゴー
ルデン
ウィーク・年
末年始

ボックスティッシュ５箱プレゼント
車のお医者さん　車のことなら何でもお任せくださ
い。
鈑金塗装、車検、整備、保険、新・中古車販売など

○

買物 アピタ名古屋空港店
豊山町大字豊場字林先１
番８

0568-28-6911
年中無休
(臨時休業
あり)

○毎月第１日曜日
・レジにて５％引き（他のレジ割引とは重複で
きません）
・子供ベビー部門の衣類・洋品雑貨

アピタ名古屋空港店
子供服・ベビー洋品売場が対象です。
ご家族でご気軽にご来店ください。

　

買物 ローソン 豊山町青山
豊山町大字青山字高添１
４２‐１

0568-29-0146

買物 ローソン 豊山町豊場
豊山町大字豊場字沢口３
１‐１

0568-28-6788

買物 ローソン 豊山町伊勢山
西春日井郡豊山町大字
豊場字伊勢山２８８‐１

0568-29-3818

飲食
カレーハウスＣＯＣＯ壱
番屋豊山店

豊山町大字青山字金剛８
９番地１

0568-28-4898 なし
おもちゃを提示枚数分お渡しいたします。
（イートインに限る）

子どもに優しい店舗づくりを目指します。（お子様カ
レー、低アレルギーカレー、無料ウェットティッ
シュ、ぬり絵、オムツ交換シートなど）

　

飲食
マクドナルド
豊場店

愛知県西春日井郡
豊山町大字豊場字新栄２
４－１

0568-28-3655

飲食
マクドナルド
名古屋エアポートウォー
ク店

愛知県西春日井郡
豊山町大字豊場字林先１
－８

0568-29-3057

学習
アビバ
エアポートウォーク名古
屋校

豊山町大字豊場字林先１
番８
エアポートウォーク名古屋
３F

0568-54-5688 年末･年始
・入学金無料
・授業料１０％ＯＦＦ

パソコン経験がない方でも安心してお通い頂けま
す★趣味・お仕事・就職活動など目的別に幅広い
プランをご用意しております。

　

レジャー・
スポーツ

A.R.C空港乗馬倶楽部
豊山町大字青山字金剛２
３０番地

0568-28-0954

月曜日（祝
日の場合
は火曜日
定休）

１回体験　20分2,200円
馬とのふれあいの中で、命の大切さや相手との接
し方を学び、楽しみながら行う事で情操教育に繋
がります。

○

レジャー・
スポーツ

NAMCOLAND
ヒーローズキャンプ
名古屋店

豊山町大字豊場字林先１
番８　エアポートウォーク
名古屋３階

0568-39-0765 なし
カードをスタッフに提示で、お菓子の当たるガ
ラポンに挑戦できます。（1日1回限り）

ヒーローズキャンプではお菓子がもらえるチケット
がもれなくもらえる乗り物などがたくさんあります！
いっぱいあそぼう！

○

○

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。

○

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)



はぐみん優待ショップ一覧表（豊山町）

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

全国展開
参加

金融・保
険

東濃信用金庫
豊山支店

豊山町大字豊場字神戸６
番地１

0568-28-1751

日曜日・祝
休日・年末
年始（12月
31日～1月
3日）

定期積金の金利優遇
・金利　店頭表示金利＋０．１％優遇
・預入単位　１万円以上
　（お子様１人につき１口座）
・期間　１年以上
・入金方法　新規契約で自動振替とする
○各種カードローンの金利優遇
・金利　店頭表示金利△１．０％優遇
・ローン種類　ライフアップ・パーソナルカードロー
ン・きゃっする・ＭＳミズ
【対象者】上記商品の対象者として
・「はぐみんカード」を提示された方
・カードローンについては、当金庫の指定する保
証会社の保証が受けられる方

当金庫の店舗では、全てバリアフリーとなってお
り、ベビーカーでの来店が可能です。また、豊山支
店は土曜日も営業しております。

　

金融・保
険

保険コンパス
エアポートウォーク名古
屋店

豊山町大字豊場字林先１
番８　エアポートウォーク
名古屋３階

0568-54-5880 なし
おもちゃのプレゼント、出張相談の実施、親子の
遊び場スペースの設置（子供用ビデオ、おも
ちゃ、絵本を用意）等

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。お客様のライフプランにぴったり
の保険をおすすめします。

　

金融・保
険

中日信用金庫
名古屋空港前支店

豊山町大字豊場字高前１
７５番地

052-913-7005

土・日曜
日・祝休
日・年末年
始（12月31
日～1月3
日）

○当金庫所定の「消費者ローン」の金利を優遇い
たします。
【対象となる方】当金庫所定の「消費者ローン」を
ご利用される方で、はぐみんカードをご提示いた
だける方。
【特典内容】当金庫所定の「消費者ローン」の金
利を、年0.25％優遇いたします。
※はぐみんカードをご提示いただく際、カード名義
人との続柄等を確認させていただきます。
※一部キャンペーン商品については、対象外とさ
せていただく場合がございます。
※対象商品の適用金利等、詳しくはお近くの店舗
窓口までお問い合わせください。

当金庫のキャッシュカードで当金庫のATMをご利
用いただいた場合、いつでもATMの入出金手数料
は無料です。

○

美容・理
容

ヘア・サロン　帖佐
豊山町大字豊場字若宮１
１６番地

0568-28-1209

毎週月・火
曜日、ただ
しハッピー
マンデーは
営業

1,000円に1個のスタンプポイントを２倍進呈 　

その他 ３B体操　子育てママ
豊山町豊場諏訪２６１
東部学習等共用施設

090-8736-4739
教室にお問
い合わせく
ださい。

体験１回無料
楽しく音楽に合わせて体を動かしましょう。
未来を担うこども、お母さんの健康づくりを積極的
に進めています。

○


