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買物 ヤクルト新城センター 新城市片山５３８番地９ 0536-22-2611 日曜・祝日

妊婦さん向けキャンペーンを実施
キャンペーン申込者は
ヤクルト400×７本＋ミルミル×７本＝1365円
→1170円に割引

「ママから赤ちゃんへ最初のプレゼントはビフィズス
菌」生まれてくる赤ちゃんの健康のために「ママの
腸トレ」してみませんか？

○

買物 スギ薬局　新城店
新城市片山字西野畑
５４５番地

0536-24-6288 年中無休

買物 スギドラッグ　長篠店
新城市長篠字広面29番
地

0536-32-6050
無（ただし、
薬局のみ
土日祝）

買物 (有)今泉紙店
新城市平井字原６３番
地

0536-22-2161
日曜日、祝
日、年始 店内商品２０％割引（一部除外品あり） ○

買物
スクールショップ
マルブン

新城市字町並３３５番地 0536-22-0960
火曜日、年
始

お買上げ1,000円以上の方に、さくらカード
2,000円分ポイント加算

中学校、高校の制服は、自信をもってお奨めし
ます。アフターケアも万全！楽しい雑貨もありま
す。お気軽にご来店下さい♪

　

買物
ギフトギャラリー　　　　　
　　　ヤ　マ　ダ

新城市字町並２７９番地
８

0536-22-0533 火曜日 お買上げの方に粗品プレゼント
ギフトのことなら何でもおまかせください。～内
祝、ご法事、快気祝～ 　

買物 アベミシン
新城市字町並７７番７８
番合併地

0536-22-0215
火曜日、年
始

自店のポイントスタンプカードのポイント２
倍進呈

家庭用工業用ミシン販売修理、確かな技術とア
フターサービス。毛糸手芸用品の豊富な品揃
え。手あみトールペイント教室生徒募集中。

　

買物
メガネとけい宝石　　　　
　　　　くまがい

新城市字宮ノ西１０番地
４３

0536-22-0737
火曜日、年
始

さくらカードのポイント２倍!!さくらカードのチ
ラシ２倍ポイント期間中は３倍!!!(チラシの
ポイント券の併用は不可)

メガネ、とけい、宝石、ほちょうきのご用はしん
しろ駅前　くまがいへ来てね！ ○

買物 （有）山梨屋　遊山
新城市杉山字池下９番
地１

0536-22-0407 年中無休
自店のポイントスタンプカードのポイント２
倍進呈

地元の素材を中心に、それぞれの季節にしか
味わえないお菓子を取り揃えております。 ○

買物 森田屋
新城市字町並１００番１
０１番合併地

0536-22-0339 火曜日
店内商品５％割引（特別企画・割引等で一
部除外品あり）

｢地域の皆様に衣料でご奉仕｣の気持ちをもっ
てよい品をよりお値打ちにお届けします。衣料
全般、学生衣料、祭用品も揃ってます。

○

買物 寝具の佐野屋 新城市字町並２０４番地 0536-22-0630 全商品５％割引
寝具・寝装・インテリア・ギフト・タオル・ふとん丸
洗い ○

買物
ユニー（株）　
ピアゴ新城店

新城市字宮ノ後６８番地
３

0536-23-3111
年中無休
(臨時休業
あり)

毎月第１日曜日に子供・ベビーの衣類・洋
品雑貨（一部除外品あり）をお買い上げの
代金から５％割引（他の割引の重複不可）

永年親しんで頂きましたユニーから新店名「ピ
アゴ」に変わり、より一層「日常生活便利店」に
徹し、お客様の御来店をお待ち致しています。

　

買物 Ｖ・ｄｒｕｇ　新城店
新城市稲木字仲野７０
－２８

0536-24-3322
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
ドラッグスギヤマ
新城店

新城市南畑３７番５ 0536-24-3011

買物
ドラッグスギヤマ
新城東店

新城市平井字原１２５番
地１

0536-24-3511

買物
クスリのアオキ　
新城店

新城市字的場１９番地 0536-25-7120 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。お薬の事、
健康の事、お気軽にご相談ください。 ○

買物
東京靴流通センター　
新城店

新城市中野16-1 0536-23-6524 無休
小学生以下のお子様靴、1,100円（税込）以
上の定価商品　レジにて10％オフ

～お子様の靴選びをサポート、子供靴売り場
の広いお店～ ○

買物 ローソン 新城本宮道
新城市川田字本宮道１９
２‐１

0536-22-2338

買物 ローソン 鳳来長篠
新城市長篠字施所橋１２‐
５

0536-32-3711

買物 ローソン 新城庭野 新城市庭野字香ヶ崎７‐２ 0536-23-3213

買物 ローソン 新城的場 新城市字的場２５‐１１ 0536-22-4333

飲食
川魚料理・にじます釣り堀　
山　王

新城市下吉田字南山王
４２番地３

0536-34-0303
月曜日（月
曜祝日は
翌日）

釣り堀のお客様に竿代２本までサービス
川魚料理と五平餅、にじます釣り堀の専門店。
釣った魚でお食事できます。お子様(保育園児)
でも釣れます。  HP：川魚料理山王　で検索

○

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。 　

ミルクのお湯の提供

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。 　

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)

○
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飲食 津つ井亭
新城市長篠字下り筬６
３番地１

0536-32-0016 月曜日
小学生以下のお客様にアイスクリームまた
はプチケーキをサービス ○

飲食 喫茶　あんだんて
新城市富栄字上貝津１
番地

0536-32-1707 水曜日 飲食代5％割引
生クリーム入り食パンが人気です!!モーニング
にサービスしています。（朝11時までです。）体
に良いお水を使用しています。

　

飲食 ロッテリア新城店
新城市城北三丁目１番
地２

0536-23-5006 年中無休
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
マクドナルド
新城バイパス店

新城市稲木仲野71－2 0536-24-6320

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。

○

飲食
コメダ珈琲店　
しんしろ店

新城市片山字西野畑
543-3

0536-23-8835

なし（年末
年始は変
更する場合
あり）

中学生以下のお客様へミニソフトクリーム
プレゼント ○

学習 ブリッジ英語学院
新城市平井字原８６番
地６

0536-23-2456
日曜日、祝
日、年末年
始、お盆

入学金１０％割引
幼児から大人迄、英語全般、英語専門塾、外
国人講師常勤、カナダに提携校有、留学可 　

レジャー・
スポーツ

コパンスポーツクラブ
新城

新城市富沢４０３番地７ 0536-23-8011

毎月15日と
月末最終
日、お盆、
年末年始

満18歳未満の方が入会される場合、クラブ
内商品券300円分を進呈

お子様から成人の方まで楽しみながら運動で
きる総合スポーツクラブ。元気＆健康になれる
施設です。

　

美容・理
容

ヘアーファッション
スタジオ　舞　衣　髪

新城市平井字原１３８番
地３

0536-23-5456
月曜日、第
２、３は月・
火曜日

お支払金額から１００円引き 　

美容・理
容

ファッションヘアー
チャレンジ７

新城市平井字野地９番
地６

0536-22-2646
月曜日、第
２、３は月・
火曜日

小学生以下のお子様の技術料金５％割引
毎週木曜日はヘアマニキュアサービスデー。
カット･パーマ・ヘアダイのいずれか施術された
方に＋1,050円にてサービス致します。

○

美容・理
容

ハセガワ
ヘアーショップ

新城市平井字東原１６
番地３

0536-22-0936

火曜日、第
２、３は月・
火曜日、お
盆、年末年
始

高校生以下のお客様に100円キャッシュ
バック

男性から女性、お子様からご年配の方まで、お
気軽にご来店出来るファミリーサロンです。新
規のお客様でも予約無しでＯＫです。

○

美容・理
容

ヘアーステーション　　　
　　　　　　ページ・ワン

新城市長篠字宮ノ前10
番地２

0536-32-2543
火曜日、第
２、３は月・
火曜日

18歳未満の方、妊娠中の方の技術料金よ
り200円引き

ヘア＆フェイスのお店。お客様1人1人がくつろ
いでいただけるサロンです。 ○

美容・理
容 むらたとこや 新城市竹広６０２番地 0120-88-2613

月曜日、第
２、３は日・
月曜日

高校生以下のお客様は200円引き
小さなお子様からお年寄りまで幅広いニーズに
お応えします。マンツーマンでカットから仕上げ
まで。お子様にはお菓子プレゼント。

　

美容・理
容

ヘアーサロン　
スガヤ

新城市富永字富高利２
番地９

0536-22-3320

火曜日、第
２、３は月・
火曜日、年
始

高校生以下のお客様は100円引き
小さなお子様からお年寄りまでお気軽にご来店
できるファミリーサロンです。０１２０－０７３３２０
お気軽にお電話下さい。

○

美容・理
容

（有）美容室　
ムーラン・ルージュ

新城市一鍬田字下六田
５８番地３

0536-23-8340
月曜日、第
２、３は月・
火曜日

毎週木曜日のみ　高校生以下のお客様は
カット料金500円引き

ヘアスタイルはカット技術が大切と思っていま
す！５歳若返るステキな髪型は当店で・・・。　　　
０１２０－３０８３４０

　

金融・保
険

豊橋信用金庫
新城支店

新城市字町並１２１番地 0536-22-1123

土・日曜
日、祝日、
12月31日
～１月3日

｢とよしん子育て応援定期積金｣：店頭表示金利に
0.2％上乗せいたします。｢とよしん子育て応援カー
ライフプラン」、｢とよしん子育て応援教育プラン｣及
び｢とよしん子育て応援学資ローン｣：店頭表示金
利より0.2％優遇いたします。

とよしんは子育てを応援します。ライフプランに
合わせて定期積金・カーライフプラン、教育プラ
ン・学資ローンをご利用下さい。

○

金融・保
険

豊川信用金庫
新城中央支店

新城市字町並８２番地 0536-22-2216

金融・保
険

豊川信用金庫
鳳来支店

新城市長篠字内金５番
地２

0536-32-2611

金融・保
険

第一生命岡崎支社
新城営業オフィス

新城市片山字西野畑５
４５愛新堂ビル２F

050-3782-
4754

土・日、祝
日 第一生命オリジナルグッズの進呈

第一生命は愛知県と包括的連携協定を締結
し、「一生涯のパートナー」として子育て支援の
取組にも積極的に協力してまいります。

金融・保
険

蒲郡信用金庫　
新城支店

新城市字東入船121-3 0536-22-2211
土・日曜
日、祝日、
年末・年始

特典内容
○がましん子育て応援定期積金
毎月の掛金額は１万円以上５万円以下、積立期
間は３年以上５年以下、適用金利は０．１５％

子育て家庭にお得な定期積金を用意しました。がまし
んでは子育て家庭を応援して参ります。 ○

土日祝日、
年末年始 ○

「かわしん子育て応援積金」
掛金金額は5千円以上。積み立て期間は１
年以上5年以内。
店頭金利に０．２５％上乗せ。
預入方法は普通預金から自動振替扱い

お子様の将来のために、「かわしん子育て応援
積金」を始めてみませんか！
かわしんでは、お子様の子育てを応援します
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その他 山崎工芸舎
新城市杉山字柴先３８
番地７

0536-23-0852
日曜日、Ｇ
Ｗ、お盆、
年末年始

障子・フスマ・網戸の張り替え、建具修理費
５％割引
ドア・引戸等建具の作り替え費10％割引
樹脂ガラス取り替え費10％割引

軽くて割れにくい樹脂ガラスはお薦めです。お
子さんを安心して育てられる環境作りを応援し
ます。気軽にお問い合わせ下さい。

　


