
はぐみん優待ショップ一覧表（日進市）

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　香久山店
愛知県日進市岩崎台１丁
目１２２９番地

0561-75-5471

買物
スギドラッグ
フィール日進店

愛知県日進市栄一丁目
201番地　フィール日進店
2階

0561-41-8131

買物 スギドラッグ　赤池店
愛知県日進市赤池町箕ノ
手2番地330

052-746-0311
無*薬局のみ
土日祝

買物
フラワーショップ
オリーブ

日進市赤池３丁目707 052-803-4187 年中無休 全品５％割引 　

買物 早川人形
日進市赤池5丁目1113番
地

052-804-1125

12月～4月
(無休)5月～
11月(土･日･
祝休業)

全商品5％割引
初節句をお手伝い｡ぬいぐるみ・クリスマス用品も品揃
え、沢山の笑顔をお待ちしております 　

買物 スクール日進 日進市赤池町村東122-1 052-805-1234 不定休
全商品5％割引(一部指定品は除く）、ニッシンポ
イントサービス２倍進呈。

市内保育園、小中学校、高校用品等を揃えておりま
す｡当店では全ての商品が試着出来ます 　

買物 井精商店 日進市浅田町茶園89-1 052-801-5316
毎週日曜日・
祝日 日進ポイントカードポイント2倍サービス 日進産米、清酒「杲流」取扱店 　

買物
はいから菓子工房
MITSUBA

日進市浅田町笹原8-55 052-802-3111 毎週月曜日 ミツバビップカード　入会金１０％ＯＦＦ
家族で安心して食べられるお菓子作りを心掛けていま
す。店内カフェスペースもご利用下さい！ 　

買物 ふとんの福安
日進市浅田町東前田35-
1

052-801-0360 毎週火曜日 ご来店のお子様に粗品プレゼント
急なお客様には布団のレンタルが便利です。夏涼しく、
冬暖かい手作り布団は当店へ。 　

買物 福安一春商店
日進市浅田町平池３０番
地

052-801-0297
毎週日曜日・
祝日 お米10kg　300円割引、お米5ｋｇ　150円割引

安心安全で健康な食生活を応援しています！
お米のことなら福安一春商店へ！ 　

買物 浅井米穀店 日進市浅田町平池82-4 052-801-0160 毎週日曜日

・お米5kg、10kgお買い上げで毎日お持ち帰りプレ
ゼント・お米5kg、10kgお買い上げで小さいお子様
にお菓子プレゼント

お米５ｋｇから即日配達、時間帯指定もお受けいたしま
す。玄米、分づき米もご用意できます 　

買物
Noｂビークルショップ
テラダ

日進市岩崎台1丁目1419 0561-73-8851
毎週水曜日・
第3日曜日 パンク修理200円引き

ブリジストン・パナソニック・ミヤタ自転車・ホンダファミ
リーバイク＆スクター 　

買物 松田薬局
日進市岩崎町市場198番
地

0561-73-6811
毎週日曜日・
祝祭日

当店利用の子供さんに子供の喜ぶケロちゃん人
形プレゼント

どこの医療機関の処方せんも調剤します。くすりと健康
の相談は、貴方のかかりつけ薬局の松田薬局へ ○

買物 シミズ家具 日進市岩崎町梅ノ木89 0561-72-0535 毎週火曜日
①店頭特価より５％OFF、②日進ポイントシール
２倍進呈

家具・カーテン・インテリアを親切丁寧にアドバイスさせ
て頂きます。自社工場にて家具の製造もしています ○

買物 テラモト
日進市岩崎町大塚37番
地

0561-72-0073
毎週日曜日・
祝日 お子様にお菓子をサービス ○

買物 （有限）シルクルス
日進市岩崎町神明乙85
番地

0561-72-0007 毎週日曜日 全商品5％引き
光触媒コーテイングフラワー、お部屋の空気を綺麗に
します。色々なお花を揃えてお待ちしています。 ○

買物 小野田電気㈱
日進市岩崎町大廻間31
番地

0561-72-0070
毎週日曜日・
祝日・年末年
始

3000円以上お買い上げのお客様に記念品進呈
各メーカー家電販売及び修理。一般住宅、店舗などの
電気工事、設計施工 　

買物 京屋 日進市岩藤町下原179-1 0561-72-0841 毎週日曜日 2000円以上お買い上げの方に粗品進呈
取扱品目：野菜・肉・鮮魚などの一般食料品から酒・お
米・切花・雑貨等まで。電話注文にて、配達も行ってい
ます。[創業・明治12年]

○

買物 洋品のツカモトヤ
日進市岩藤町下原241番
地

0561-73-6512
毎週火曜日・
第3月曜日 日進ポイントカードポイント2倍進呈

ツカモトヤは学校用品のご提供をさせて頂き子育て応
援宣言に協賛します ○

買物
リカーショップ
いとう

日進市梅森町西後887 0120-38-5210 毎週日曜日
お米をお買い上げの場合、10㎏袋200円引き、５
ｋｇ袋１００円引き

当店は地域密着型のお店として　お米・お酒・クリーニ
ング等を取り扱っています ○

買物 水島食品
日進市折戸町前田６９番
地

0561-72-0019 毎週日曜日 ポイントカード2倍サービス
お酒・食品・タバコ等　配達受け賜ります。お気軽にご
連絡下さい 　

買物 濱島金物店 日進市蟹甲町家布58-11 0561-72-0059 毎週日曜日 小学生以下のお子様にキャンディー等プレゼント 安心、安全な店　ぜひ御来店下さい 　

買物 まるつや
日進市蟹甲町池下208番
地

0561-72-0030 毎週日曜日
文具・事務用品10％引き（特価品・￥100以下は
除きます）

文具・事務用品のことなら何でもお問い合わせ下さい。
お取寄せも致します 　

買物 萩野商店 日進市蟹甲町池下210 0561-72-1102 毎週月曜日 ポイントカードのポイント2倍
萩野商店では、釣具・カード・プラモデル・エアーガン・
駄菓子等を取り揃えて降ります。ご家族皆様でお気軽
に御来店下さい

　

買物 志みず屋 日進市蟹甲町中島284-1 0561-72-0008
毎週日曜日・
年末年始

①お買い上げ1300円以上　まとまるくん進呈、②
毎月2の日（2日・12日・22日）ポイント2倍サービス ○

買物 槌屋製菓舗
日進市蟹甲町中屋敷
445-1

0561-72-0129 毎週水曜日
既に行っているサービス券（1000円お買い上げご
とに20円）と更にサービス券10円進呈

帯祝・出産・初節句・初誕生・入園・入学・・・のお祝いに
赤飯、餅、和菓子、他御相談に応じます ○

買物 小塚金物店
日進市蟹甲町中屋敷
458-1

0561-72-0167 無 日進市商工会ポイントカードポイント3倍
創立４４年間の豊富な経験を生かし、確かな商品を提
伝しています 　

買物 東園芸
日進市北新町殿ヶ池上
570

0561-73-6384
毎週火曜日
（冬季17時ま
で）

親子で買物に来られた小学生までの子供さんに
誕生日プレゼント※ささやかですが

自然に囲まれた店内で、生物を身近に感じて頂ける様
な店です。土曜日には社長が希望に応じて生物の話を
します

　

買物 五色園薬局 日進市五色園1-1820 0561-73-5373
毎週日曜日・
祝日 自店のポイントスタンプカードのポイント2倍進呈 クスリ・処方せん・介護用品 　

買物 鈴木米穀店
日進市五色園２丁目３０８
番地

0561-73-3929
毎週日曜日・
祭日

お米１０kg　３００円割引・５ｋｇ１５０円割引　(但し
店頭販売に限ります）

確かな品質。新潟米産地精米取扱店 　

買物 久野米穀店
日進市米野木町東田面
34

0561-72-0205
毎週日曜日・
祭日 お買い上げ金額から2％割引

美味しいお米の専門店｡新鮮で安全・安心なお米をご
提供します 　

買物 ヴィトール日進
日進市栄二丁目１１３番
地

0561-73-6444 毎週水曜日 3000円以上お買い上げの場合粗品進呈
家電製品、パソコン修理、ダビング、証明写真、気軽に
相談下さい 　

買物 ソネ薬局
日進市三本木町下川田
50

0561-73-9126
第1・第2・第3
日曜日 当店ポイント2倍サービス

お薬の相談、健康に関する相談、処方せん調剤等あら
ゆる相談、お気軽にどうぞ ○

　

無

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。

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
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買物 ラボリィアス
日進市三本木町下川田
甲749番地

0800-3000-443 土・日・祝日
「黄金のしじみ」を初めてご購入の方に、本体価
格の合計金額より500円割引致します

人々の「食と健康」の為に、崇高な志を。「黄金のしじ
み」を一度お試し下さい 　

買物 ぎふ屋精肉店 日進市東山6丁目223 0561-73-4129 毎週日曜日 3000円以上お買い上げのお客様に粗品進呈 　

買物 田中自動車 日進市藤枝町92-4 0561-72-0551
祝日・年末年
始 ご来店頂いた方にドリンク１杯無料サービス

国産メーカーは全て取り扱っています。（乗り比べでき
るのは田中自動車ならでは！！）車検・整備・各種保
険もお任せ下さい

　

買物 日進書房 日進市本郷町鴻土1-8 0561-72-0144 毎週日曜日 ポイントカード2倍サービス 小中学校の学習参考書のご用命は是非当店へ！！ 　

買物 日進山田電機 日進市南が丘1丁目27-4 0561-72-2601
毎週日曜日・
祭日

①１０００円以上お買い上げの方に粗品進呈、②
中学生以下のお子様にお菓子プレゼント

あなたの街の電気屋です。電気と電化製品のご相談
はお気軽にご来店下さい 　

買物
スクールショップ
香久山

日進市香久山2-206 052-800-8633 毎週水曜日
商品５％引き（一部学校指定は除く。）（現金の
み）

有名ブランドの学生服からオリジナル学生服まで品揃
えが豊富です。 　

買物
ミスタータイヤマン
日進店

日進市赤池５丁目１９１３
番地

052-806-6311
第２・第３日
曜日

①タイヤ交換工賃２０％ off （新品タイヤ購入時）
②愛車無料安全点検サービス（タイヤ空気圧・オ
イル・バッテリー etc ）

安心安全をモットーに家族みんなで楽しめる車のお手
伝いをいたします。その為に、価格・サービスで応援い
たします。

　

買物 Ｖ・drug　日進栄店
日進市栄二丁目５０４番
地

0561-56-0980

買物 Ｖ・drug　赤池店
日進市赤池町モチロ61番
地9

052-848-9581

買物 Ｖ・drug　米野木店
日進市米野木台五丁目
106番地

0561-41-8901

買物
マックスバリュ
米野木店

日進市米野木町南山２２
８番地７

0561-72-6733 年中無休

毎月７日をナイスキッズデーとし、はぐみんカード
ご提示でレジにて５％引き。（一部割引除外品あ
り）

マックスバリュ東海(株)は地域スーパーマーケットなら
ではの食育や、社会貢献活動を展開しています。詳し
くはホームページをご覧ください。

○

買物 タマノヤ
日進市三本木町一番割
7-1

0561-73-3122 毎週日曜日
お米をお買い上げの場合　10㎏袋200円引き　５
ｋｇ袋１００円引き

日進市内およびその近郊は配達料なしでお届けしま
す。宅配専門店（酒類・米・食品・タバコ・灯油等取り扱
い）

　

買物
眼鏡市場
日進店

日進市岩崎台一丁目１０
７番地１

0561-72-8118

買物
眼鏡市場
プライムツリー赤池店

日進市赤池箕ノ手1番 052-800-8377

買物
ドラッグスギヤマ
米野木店

日進市米野木台二丁目
2608番地

0561-75-5441 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 ㈱加藤サイクル
日進市岩崎町大廻間
２２

0561-72-0071 月曜日

ヤマハ電動アシスト自転車ＰＡＳ「Ｂａｂｂｙ un  シ
リーズ」または「Ｋｉｓｓｍｉｎｉ un 」をご購入時に
2,000円（税込）分のオプションをプレゼント

　

買物
コジマ×ビックカメラ
プライムツリー赤池店

日進市赤池町箕ノ手
1番　プライムツリー2階

052-807-5200 年中無休

お買い上げ分＋3％ポイントアップ
（一部商品の他、修理品、作業手数料、配送費に
はつきません）

子育て世帯を応援するコジマでは生活家電や映像・情
報家電、携帯電話など生活に欠かせないアイテムを多
数ご用意しております。

　

買物
ローソン
日進岩崎台一丁目

日進市岩崎台１‐１０３ 0561-72-2394

買物
ローソン
愛知学院大学

日進市岩崎町阿良池１２‐
１‐８

0561-74-5503

買物
ローソン
日進香久山四丁目

日進市香久山４‐２０１‐３ 052-848-6090

買物
ローソン
日進赤池一丁目

日進市赤池１‐１００２ 052-804-9402

買物
ローソン
日進赤池屋下

日進市赤池町屋下３５２‐
１

052-800-8005

買物
ローソン
日進米野木町

日進市米野木町東田面１
３３‐３

0561-72-2800

買物 ローソン 日進五色園 日進市北新町薬師池１‐１ 0561-73-3637

買物 ローソン 日進折戸町
日進市折戸町高松１６５‐
１

0561-72-5572

買物 ローソン 日進栄南 日進市折戸町枯木１５６ 0561-73-7887

買物
ローソン
日進梅森台二丁目

日進市梅森台２‐２０１ 052-804-0088

買物
クスリのアオキ
米野木店

日進市米野木台2丁目
2502番地

0561-56-2151 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。 ○

買物
洋服の青山
日進梅森台店

日進市梅森台一丁目162
番地

052-806-9995 年中無休

子育て家庭優待カードご提示で５％OFF
（補正費、郵送費は対象外）
（AOYAMAカード特典と併用可）

○

飲食
焼菓子工房
糖箱屋

日進市赤池1丁目1209 052-803-1085
毎週火・水曜
日 オリジナルポストカード進呈

無添加の生クリームを使った、身体に優しく甘さ控えめ
の美味しい味をお届けします 　

飲食 日本料理　朝熊 日進市赤池町村東99-1 052-802-7778 毎週水曜日 小学生以下のお客様にドリンク1杯無料サービス
四季折々の風情を旬の食材で織りなす日本料理。会
席・膳・一品料理を心ゆくまでお楽しみ下さい 　

飲食 源六寿司（有限源六）
日進市岩崎町西の平35-
1

0561-73-7525 毎週水曜日
中学生以下ウーロン茶サービス
小学生以下粗品進呈

すしランチあり。記念日に写真うつしています。 　

わたしたちは、”みんなで暮らすマチ”を幸せにします。

○

○

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。

なし

メガネ一式・コンタクトレンズ・フレーム・レンズ…
販売価格より5％割引（但し補聴器・販売備品は
除く）

中学3年生まで対象の『こどもメガネ』は
3つの安心特典！見え方・品質・破損を保証！
お子様の成長をともにサポートします。

○

ミルクのお湯の提供
ﾐﾙｸの調乳
設備(お湯の
提供)
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飲食 喫茶　紫苑 日進市岩藤町三番割303 0561-74-0055 毎週火曜日
小学生以下のお客様に限りお菓子サービス！
(但し飲み物を注文された方に限り）

喫茶・軽食など仲間と気楽にコーヒータイム・・・！ 　

飲食 和風味処　福豊
日進市折戸町笠寺山62-
9

0561-73-1186 毎週月曜日
お子様連れのお客様に限りお菓子・飴などを進
呈（食事された方のみ）

お食事・宴会・仕出し・慶仏事・配達弁当などのご用命
は、福豊へ！！ 　

飲食 日進寿し正
日進市折戸町中屋敷64-
9

0561-74-5060
毎週水曜日
他月１回連
休不定

月曜日・火曜日来店のお子様にソフトドリンク１杯
無料

寿司仕出し御用命は当店へ｡年末年始休まず営業 　

飲食 桂山 日進市香久山4-1104 052-806-8882 毎週木曜日 ご飲食代５％割引
気軽にホッとして頂けるカフェです。モーニングセット、
日替わりランチ以外にも手作りの焼き菓子を御用意し
ています

　

飲食 杏仁茶楼
日進市香久山5-1801
Mio香久山内１F

052-807-5755
休業日・8月
20日・11月5
日

第１日曜日にカードを持参されたお子様連れの
方は、５０円引き 　

飲食 わか松
日進市蟹甲町浅間下
564-7

0561-73-8231 無

ご来店頂いたお子様の人数分スタンプを余分に
押させて頂きます｡おなかの中の赤ちゃんの分も
もちろんでーす

身体に優しい旬の素材をふんだんに使用し、伝統の味
を守り抜いております。ご家族で是非どうぞ ○

飲食 阿蔵
日進市北新町相野山
1310

0561-72-8585 毎週火曜日 全品10％割引
子供会、PTA会合、ミニバスケ、少年サッカー、少年野
球など、地域の皆様を応援致します。予約にて貸切り
も出来ます。

○

飲食 キッチン照
日進市五色園4丁目１０７
番地

0561-72-0307 要相談
小学生以下のお子様にドリンク1杯又はソフトク
リームサービス

予約制の一日一組の和食創作料理の店です・・・只し
内容は相談に応じます！！ ○

飲食 寅鮨
日進市米野木町仲大原
113

0561-73-4501 毎週水曜日 小学生以下のお子様にドリンク１杯無料
にぎり寿し、一品料理と別に関西箱寿し（松前寿し、
バッテラ、穴子バツ、海老バツ）等も出来ます。 　

飲食
中国料理
一善飯店

日進市栄1丁目1723 0561-74-1559 毎週月曜日
御１人様１０００円以上食事された方に限り１０％
OFF(ランチタイムを除く）

本格的中華料理からランチまで楽しめます｡団体、ご宴
会も受け賜わります 　

飲食 カフェレスト　ジミー
日進市三本木町上川田
46-1

0561-73-6780 毎週木曜日
中学生以下のお子様に食後のドリンク１杯サービ
ス

地域の高校球児を応援しています 　

飲食 駒寿し
日進市三本木町下川田
31-1

0561-73-2168 毎週月曜日 お子様にお菓子とかデザートをサービス
当店では小部屋もありますので　小さいお子様連れで
もお気軽に御利用下さい 　

飲食 鉄砲寿司
日進市本郷町鴻土705-
10

0561-73-1462 毎週水曜日 デザートサービス 　

飲食
ステーキ宮
日進竹の山

日進市岩崎町竹ノ山３７
番地３８７

0561-72-8655 年中無休

☆お会計金額から３％ＯＦＦ！
☆小学生以下はドリンクバー無料！

明るいくつろぎのあるステーキ＆ハンバーグレストラン
です。お子様の大好きなメニューがいっぱい。低アレル
ゲンメニューもご用意しております。毎日１６時までラン
チタイムです♪

　

飲食
びっくりドンキー
日進竹の山店

日進市岩崎町芦廻間１１
２番地１６４９

0561-74-7166 年中無休
毎月第３日曜に限り、お食事代合計金額より１
０％割引いたします。

美味しいハンバーグとご飯で元気一杯！２０年来変わ
らぬ味をお楽しみください。お待ちしています。 　

飲食
マクドナルド
日進中央ネッツプラザ
店

日進市本郷町法念寺６３
０番地７

0561-75-4824

飲食
マクドナルド
赤池駅前店

日進市赤池一丁目２９０１
番地

052-800-2185

飲食
珈琲所コメダ珈琲店
梅森台店

日進市梅森台１-１７４ 052-803-3591

飲食
珈琲所コメダ珈琲店
日進竹の山店

日進市竹の山２丁目１９２
４番地

0561-72-6022

飲食
珈琲所コメダ珈琲店
日進米野木店

日進市米野木町南荒田
118-2

0561-73-8010

飲食
モスバーガー
日進竹の山店

日進市竹の山4-813 0561-75-5070 年中無休
はぐみんカードご提示でお連れのお子様に、ガ
チャガチャ(ミニ玩具)１PLAYプレゼント。

家族で、楽しく豊かな時間を過ごして頂けるよう、店づく
りを致しております。
殺菌成分配合の自動おしぼり機も合わせてご利用くだ
さい。

　

飲食 和食さと　日進店 日進市竹の山5丁目2003 0561-73-1611
ＨＰをご確認
ください

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)１
１０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
外型和食レストランです。

○

飲食 丸源ラーメン 日進店
日進市蟹甲町中屋敷
407-1

0561-75-6577 なし

下記のものを無料貸し出しいたします
・お子様専用前掛け
・麺切はさみ
・お子様イス

丸源応援団公式アプリご登録で、替え玉orソフトクリー
ムプレゼント ○

飲食
ガスト
香久山店

日進市香久山４丁目１２０
３

052-809-1076
HPでご確認
ください

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
英会話　イーオン
プライムツリー赤池校

愛知県日進市赤池町箕ノ
手１番　プライムツリー赤
池３F

0800-111-1111

月曜日、祝
日、その他
GW、夏期年
末年始

新規ご入学時、教材費1,000円引き（こども英会
話・一般英会話、どちらも可）
※一部特典が適用できない場合があります。

こども英会話、一般英会話のお問合せ・無料体験レッ
スンのご予約はお気軽にフリーコールへ。

子どもの遊
び場（ｷｯｽﾞ
ｺｰﾅｰ・ﾌﾟﾚｲ
ｽﾍﾟｰｽ）

　

学習
ぴったり教室
日進竹の山教室

日進市竹の山三丁目８０
３番地

052-253-6219 土日
入会金4,000円→半額　母子家庭特典入会金
4,000円→無料

小・中学生を対象に数（算）・国・英の主要3教科を指導
しております。
※各教室で無料体験授業を受け付けております。

　

学習
ベビーパーク
日進赤池教室

愛知県日進市赤池町村
東１１２－１　２Ｆ

0120-415-181
(フリーコール）

学習
ベビーパーク
日進長久手教室

愛知県日進市竹の山１丁
目２００１番地
ｃａｓａ竹の山中央１階

0120-415-181
(フリーコール）

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。

土曜・日曜・
祝日

入室金無料（通常 15,400円税込）育児勉強会＋
体験レッスン全 2回コース無料 （通常8,800円税
込）
3歳以上のキッズアカデミーは、 入室金無料（通
常11,000円税込）体験レッスン全1回コース無料
(通常4,557円税込) ※お申込みの際に「はぐみん
カード持っています」とお申出いただき、教室へ来
られた際にカードをご提示ください

ベビーパークは、お子さまはもちろんお母さまが元気に
なる親子教室。「子どもを豊かに伸ばす教育法」で、子
どもたちを叱らずにしっかり躾ができ、自信を持って育
児に取り組むことができるようになります。

年中無休

○

　

○

中学生以下のお客様へ
ミニソフトクリームプレゼント
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学習
ちゃいるどクラブ
赤池駅南教室

日進市赤池三丁目805
村田ビル１階

0120-19-1150
赤池本部受
付9時-18時
土日祝休

通常（6,050円）→50%OFF（3,025円）
＊体験申込みをご連絡の際に「はぐみんカード」
ご所有の旨お申し出いただいた方のみ対象

０才（6ヶ月）からの幼児教室「ちゃいるどクラブ」。講師
は全員有資格者。お子様の個性を大切にし、将来の選
択肢を広げます。

○

学習 ニスト学習塾
日進市香久山五丁目514
ジュニス香久山2階

052-842-8672 日曜日 入会時入会金無料
完全マンツーマン指導でお子様のレベルに関係なくお
受けいたします。体験受験は無料ですのでお気軽にお
問い合わせください。

　

学習
個別学習塾
マイペース

日進市浅田町茶園38　浅
田区民会館 3F

052-853-9409 土日祝 入塾時、初月のお月謝を半額
〔小1～中3〕個人の目標に合わせて指導をしていきま
す。教育に関するご相談は小さなことでも構いません
のでお気軽にご相談下さい！

○

レジャー・
スポーツ

日進ゴルフ
エトワス

日進市岩崎町大廻間
1052

0561-73-3717 無 小１～高3年まで　メンバー料金で練習できます
ゴルフはファミリースポーツです｡同じスポーツをする事
で家庭内の会話も弾みます｡エトワスはジュニアの育
成に協力します

　

レジャー・
スポーツ

コウムラゴルフ
日進市岩崎町西の平45-
1

0561-73-3322 毎週火曜日
日・祝日午前10時～12時まで無料(室内練習場）
※ただし子供のみ

冷暖房完備の室内練習場 　

レジャー・
スポーツ

野菜楽園
日進岩崎町

日進市岩崎町四ツ池１１５
番地

052-908-3008 無
入楽金（入会金）10,500円のところ半額の5,250円
１年間に野菜の苗を２０本無料進呈（１家族１名）

野菜栽培がまったく初めての方でも親切に指導しま
す。お子さまの食農教育や家族のコミュニケーション
に、ぜひご利用ください。

　

レジャー・
スポーツ

ニッケテニスドーム　日
進

日進市竹の山３丁目９０７ 0561-74-7410 年中無休

①小学生以下のお子様（5歳まで）は体験レッス
ン無料
②ご入会後、託児ルームのご利用（予約制）４回
分無料

５歳から80歳を超える方が、楽しんでいただける冷暖
房完備の初心者に優しいインドアテニススクールです。 　

旅行 JLC　トラベルプラザ
日進市栄２丁目1603　ヴィ
オラ日進１F

0561-73-3070
毎週水曜日・
祝日

１泊以上の旅行をお申し込み頂いた場合に粗品
をプレゼントいたします

名鉄日進駅前にあります｡お子様連れの家族旅行から
ハネムーンなど幅広くご相談いただけます 　

金融・保
険

豊田信用金庫
日進支店

日進市浅田町上納32-1 052-803-2511

金融・保
険

豊田信用金庫
米野木支店

日進市米野木台２－　５０
５

0561-73-7311

金融・保
険

十六銀行
赤池支店

日進市赤池２丁目２１０番
地

052-804-1116
土・日・祝日・
12/31～1/3

対象となるローンの金利優遇を実施します。（対
象ローンから年０．５％金利優遇を実施します。）
２０２０年１１月１日現在の対象ローン
①かんたんマイカーローン②かんたん教育ローン
③かんたんリフォームローン（店頭のみ）④ライフ
サポートローン

岐阜県・愛知県を主要な地盤とする金融機関として、
地域経済の活性化に積極的に取り組み、豊かで住み
よい地域社会の実現に貢献したいと考えています。

○

金融・保
険

愛知信用金庫
日進支店

日進市岩崎台一丁目７４
０番地

0561-72-7301
土曜・日曜・
祝祭日、年
末年始

子育て応援定期（金利優遇商品）の提供
応援します！あなたの街で
愛知信用金庫は、face ｔｏ face で子育てを応援しま
す。

○

金融・保
険

保険ほっとライン
エディオン日進竹の山
店

日進市竹の山3-2001　エ
ディオン日進竹の山店1階

0561-72-3620 年末年始

無料の保険相談でご来店のお客様にノベルティ
プレゼント！
お子様連れのお客様にお子様用ジュースの提供

保険ほっとラインは、「いつでも、どなたでも、何でも」ご
相談頂ける場所をご用意しております。お気軽にお立
ち寄りください。

　

金融・保
険

大垣共立銀行
あかいけ支店

日進市赤池町箕ノ手2番
地115

052-680-8866

金融・保
険

大垣共立銀行
ローンプラザあかいけ

日進市赤池町箕ノ手2番
地115

052-715-8155

生活関連
サービス

ニチイケアセンター
浅田

日進市浅田平子1-110 052-800-4551
店舗にお問
い合わせくだ
さい

① デビュープラン
90分／3,980円（通常90分　7,480円）
②60分スポットプラン
60分／5,830円　から　5％ＯＦＦ！

家事や育児などのサービスを優待価格でご利用頂け
ます。お申込はフリーダイヤル０１２０－２１２－２９５、Ｉ
Ｄ番号／０１７０

　

生活関連
サービス

ヘアーサロン　ASAI
日進市浅田町上ノ山60-
13

052-802-1426
毎週火曜・第
1､第2､第3月
曜

あめ、お菓子サービス　小、中、高校生料金
全てのお客様が笑顔で帰って行くそんなお店を目指し
ています 　

生活関連
サービス

カットハウス　Y・M 日進市浅田町茶園78-1 052-801-2150
毎週火曜日・
第2、第3月
曜日

小学生までのお子様にお菓子のくじ引き等実施
中

一人一人のニーズにお答えして丁寧に仕上げておりま
す。女性男性を問わずお待ちしております 　

生活関連
サービス

理容アルプス 日進市岩崎町大塚119-2 0561-72-1263
毎週火曜日・
第2、第3月
曜日

キャンディーサービス（小学校まで） 　

生活関連
サービス

be-can 日進市岩崎町根裏24-52 0561-73-0188
毎週火曜日・
第2、第3月
曜日

小学生以下の方お菓子プレゼント 木のぬくもりが出迎える理容室 　

生活関連
サービス

理容アサイ 日進市岩藤町下原216-1 0561-72-0674
毎週火曜日・
第2、第3月
曜日

お菓子プレゼント 　

生活関連
サービス

スタジオ
HAIR　DOME

日進市梅森台2-171-2 052-802-3801
毎週火曜日・
第2、第3月
曜日

キャンディープレゼント 　

生活関連
サービス

ヘアーサロン
シャンク

日進市梅森台5-187-2 052-803-5828
毎週月・火曜
日 お子様へのお菓子プレゼント

独力で来店困難な方には送迎サービス致します。（除
く、土・日） 　

生活関連
サービス

カットスペース
ケイズ

日進市香久山１丁目２８０
９番地

052-801-4490
毎週月・火曜
日

カード持参でカット後キレイになった親子写真を
撮り、次回プレゼントします

子供からお年寄りまで幅広い年齢の方、ゆったりとした
時間が過ごせます｡個室スペースあり　廻りを気にせず
親子でキレイに♪

　

生活関連
サービス

メナード
フェイシャルサロン
シーエスワン

日進市香久山五丁目１８
０１番地
ピアゴ香久山店内２F

052-805-2040
休業日・8月
20日・11月5
日

お子様にはメナードコットン1箱プレゼント
安心商品、ﾆｰｽﾞに合った料金、確かなﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ体制、
医学博士による研究商品で、満足と感動を提供してい
ます

　

生活関連
サービス

HAIR'S　U
日進市米野木町東田面
102-1

0561-73-3375
毎週火曜日・
第2、第3月
曜日

小学生以下の子供さんにお菓子サービス（アレ
ルギーのお子様には風船等代わりの物）中高生
は整髪料５％引き

０歳からお年寄りまで幅広くおこし頂いております。店
内にはキッズ遊びコーナーがあります ○

生活関連
サービス

ヘアーサロン
ナルセ

日進市三本木町上川田
226-4

0561-72-3096
毎週火曜日・
第2、第3月
曜日

お菓子プレゼント 　

水曜日（水曜
日が祝休日
の場合は営
業）。12月31
日～1月3
日。

【通常の特典】少子化対策カードローン「子育て
太鼓判」の適用金利を優遇します。
＜商品概要＞　「子育て太鼓判」は子育て中の方
（高校生までの子どもがいらっしゃる方）に加え、
妊娠中・不妊治療中の夫婦も対象としたカード
ローンです。
■ご利用可能枠　50万円、100万円、150万円、
200万円のいずれか
■適用金利　短期プライムレート＋３．０％　はぐ
みんカードをご呈示（なお、春日井市に居住の方
は呈示不要）いただきますと、適用金利を１．０％
優遇させていただきます。
■個人賠償責任保険「子育て生活安心プラン」を
お付けします

365日年中無休の有人店舗「エブリデープラザ」や、土・
日・祝休日もローン相談できる「ローンプラザ」など、大
垣共立銀行には便利な窓口がございます。

　

お客様とふれあい、お客様と考え、お客様と歩む。豊
田信用金庫は、地域の皆様にお役に立つコミュニティ
バンクを目指します。

○
毎週土日曜
日・祝休日
12/31～1/3

○子育て支援定期積金
・特典内容：適用金利：年0.10%（税引後　年
0.079%）
・預金種類：一口あたり満期契約額50万円以上
300万円以下で、 契約期間3年以上5年以内の
スーパー積金



はぐみん優待ショップ一覧表（日進市）

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

生活関連
サービス

理容　折戸 日進市東山3-1815 0561-72-3096
毎週火曜日・
第2、第3月
曜日

小学生以下アメサービス！ 　

生活関連
サービス

理容クボタ 日進市藤枝町庚申567-8 0561-72-0395
毎週火曜日・
第1、第2月
曜日

キャンディープレゼント ○

生活関連
サービス

理容館　まき 日進市藤島町平子1-3 0561-72-0624
毎週火曜日・
第2、第3月
曜日

小学生以下の方に限りキャンディー等プレゼント 幼児から高齢者まで安心して理髪できるお店です ○

生活関連
サービス

本郷美容室
日進市本郷町西原南通
1001-1

0561-73-1199
毎週月曜日・
第３日曜日 中学生以下のお子様８％割引 ○

生活関連
サービス

グリーンリサイクル
サービス

日進市赤池5-1001 052-807-7080 毎週日曜日
３０００円以上ご依頼の方に子供向け記念品プレ
ゼント

ごみ、不要品、引越しかたずけ等見積り無料、お気軽
にお電話下さい ○

生活関連
サービス

アールエスタケダ 日進市赤池5-1405 052-802-0647
第1火曜日・
毎週水曜日

１５００ｃｃ以下の自家用車のエンジンオイル交換
を税込み2000円で実施。オイル代金と工賃全て
込み！※ご利用は一世帯一台限りです

地元のお客様に沢山来て頂いております。車検・点検
等お気軽にご来店下さい 　

生活関連
サービス

カンベフォートスタジオ 日進市浅田町西浦33-2 052-804-3289 毎週火曜日
記念撮影のお客様にオリジナルカレンダーを差し
上げます

想い出づくりのお手伝い。お宮参り・七五三・入学・成
人式・記念写真色々 　

生活関連
サービス

福安新聞店 日進市浅田町平池32 052-803-7367 年中無休 新規契約に限りドラゴンズタオル進呈
地域に貢献する販売店として従業員一同　この事業を
応援しています！ ○

生活関連
サービス

クリーニング
エンジェル
Mio香久山店

日進市香久山5-1801
Mio香久山内

052-807-5739
休業日・8月
20日・11月5
日

第１日曜日は子供服類・ベビー用品5％引き 　

生活関連
サービス

クリーニング
エンジェル
アオキスーパー日進店

日進市竹の山二丁目109
番地

0561-53-4522 なし
第１日曜日は子供用品・学生用品・ベビー用品・
園児用品すべて５％OFF

頑固なシミを落とします。アオキスーパー日進店内１F
に店があります。 　

生活関連
サービス

あろまくらぶ
日進市香久山五丁目１８
０１番地
ピアゴ香久山店内２F

052-807-5995
休業日・8月
20日・11月5
日

全メニューいつでも５００円OFF　(※妊娠中の方
を除く）

当店では、貴方だけのリラックスタイムをお過ごし頂く
為の様々なメニューをご用意しております。お気軽に御
来店ください

　

生活関連
サービス

さとう社会保険労務士・
行政書士事務所

日進市五色園1丁目1131
番地

0561-72-1668 無 相談は無料にて。ただし2回まで。合計３時間まで
労働相談・年金相談・相続の相談・契約書の作成相
談・その他各種届出の相談 　

生活関連
サービス

ワイケイプラント
日進市五色園2丁目205
番地

0561-72-2414
毎週日曜日・
祝日

当社ご利用のお客様に生活消耗品等のプレゼン
ト

水周りで困りごとがありましたらお気軽に御相談下さ
い。貯水槽タンクはいつも清潔に。※営業時間以外で
も電話相談賜ります

○

生活関連
サービス

日進クリーナー
サービスセンター

日進市米野木町丸山
156-1

0561-73-3228
受付　土・
日・祝祭日
(業務　無休）

家庭用エアコンクリーニング　１０％ＯＦＦ(予約
制)、レンジフードクリーニング　１０％ＯＦＦ(予約
制）、浴室殺菌クリーニング　１０％ＯＦＦ(予約制）

地域の子育て世代の皆さんの清潔生活を応援します。
エアコンの臭い・浴室のカビ・レンジの油汚れなどお気
軽にご相談を！

　

生活関連
サービス

Art Labo つか杜
日進市赤池町箕ノ手２番
地１８３５

052-808-0832 土・日・祝日

似顔絵２Ｌ版サイズ　1500円→1000円
お子様や家族への言葉付き似顔絵等上記以外
のものは500円引き

大切なヒトへの贈り物や記念に似顔絵と言葉のプレゼ
ントはいかがですか？　　　　その他デザイン（チラシな
ど）も承ります。

　

生活関連
サービス

トヨタレンタリース名古
屋　愛知学院大前店
（レンタカー）

日進市竹の山一丁目６１
４番地

0120-163-758 年中無休

基本料金より１５％引き（キャンペーン商品・一部
車種を除く）
チャイルドシートの無料貸出　※要予約

ナビ・ＥＴＣ装着者等、車種もいろいろ取り揃えておりま
す。車での旅行をお考えの方は、是非お問合せくださ
い。

○

生活関連
サービス

トヨタレンタリース愛知
日進駅前店

日進市栄二丁目１０１番
地

0561-72-0100 なし
レンタカー１５％OFF！！（一部車種を除く）
チャイルドシート１個無料貸出

日進駅より北に徒歩３分。乗用車、バン、トラック、マイ
クロバスと幅広い車種をご用意し、お客のご要望にお
答えします。

○

生活関連
サービス

カンテック
日進市赤池町箕ノ手２番
地４２０

052-801-6936
毎週日曜日・
祝日 工事代金から３％割引

地元の方々にお世話になっています、上下水道工事
店です。水周りのことなら何でもお気軽にご相談下さ
い。

○

生活関連
サービス

日進びんごや接骨院
日進市南ヶ丘一丁目20番
地8

0561-73-6737

火曜日13時
半～15時、
木曜日13時
半以降

初回身体測定料50％引き
産後骨盤矯正1,000円引き
保険外自費500円引き
自費初回カウンセリング料50％引き

姿勢・産後骨盤矯正を得意としております。当院では
骨盤矯正専用ベッド「トムソンベッド」を使用しており「ボ
キボキ」しない施術を受けれます。ベビーカーの入店も
ＯＫ。お子様と一緒にご来院下さい。

　

生活関連
サービス

ブルースカイランドリー
MiO香久山店

愛知県日進市香久山5丁
目1801

052-201-3200 無し
スタッフ常駐時（9:00-12:00）店内機器ご利用で粗
品プレゼント

お買い物ついでにお洗濯ができます。午前中スタッフ
が常駐しており、清潔・安心・安全にご利用できます。 ○

その他
はせがわ　プライムツ
リー赤池店

日進市赤池町箕ノ手1　プ
ライムツリー赤池3階

052-800-0577

お仏壇10％割引・神仏具5％割引（一部商品/特
価品/特注品を除く）・お墓（永代使用料、年間管
理費、供養料、一部霊園、石種、屋内墓苑、樹木
葬を除く）5％割引

お仏壇・お墓をはじめ、ご供養のことなら「はせがわ」に
お任せください。
ご進物用のお線香も取り扱っております。

その他
トチスマ・ショップ　赤池
店

日進市赤池町村東１１２
番地１

052-807-3227 毎週水曜日 ドリンク無料サービス
カフェのような雰囲気の店舗で、ゆっくりと不動産を探
せます。ベビーパーク併設でお子様連れの方も大勢い
らっしゃいますのでお気軽に！

○

その他
３B体操　ベビー教室 日進市赤池町下郷２２２

西部福祉会館
080-3612-5508

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。

○

その他 ジャストの家 日進市竹の山1-2104 0120-716-656
毎週火曜日・
水曜日

子育てしやすい家づくりの参考になる「施工例カ
タログ」プレゼント＆お子様ジュースサービス！

自然素材とデザインにこだわった注文住宅を、土地探
しからお手伝い。子育てをコンセプトにした「育みの家」
で育児を楽しく！

授乳室・授乳ス
ペース、子どもの
遊び場

○

その他 えーるFPサポート
日進市岩崎町新ラ田94番
地25

0561-73-8403
月曜日・火曜
日 ＦＰ協会小冊子プレゼント

えーるFP事務所では、子育て世代のお金の相談を無
料でお受けします。貯金、教育費、住宅、何でもお気軽
にご相談に来てください。

○

その他
JJコレクション
プライムツリー赤池店

日進市赤池町箕ノ手1番
プライムツリー赤池3階

052-838-6167
プライムツ
リーに準ずる

ブランド品やバッグなどは、15％UP
（3万円以上の成立は、一律4,500円UPが上限と
なります）
貴金属（金・プラチナ製品）は1g/100円UP

当社はサカイ引越センターグループの安心・信頼のリ
サイクルショップです。ご家庭の不用品を家計の足しに
するお手伝いをさせてください。

○

その他 TABiALL赤池
日進市赤池町箕ノ手1番
プライムツリー赤池3階

052-800-3566 なし 1泊以上の旅行をお申込みの方に粗品プレゼント
地域一番の広々店舗で各社の手配が可能です。お子
様向けのイベントも実施しています。 ○
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店舗、施設等
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住所 電話 定休日 割引等の特典内容 ＰＲ 応援

全国展開
参加

その他
サカイ引越センター
名古屋東支社

日進市赤池町箕ノ手３０-
１

0120-56-1141 年中無休

お申し込み時に「はぐみんカード」をお持ちである
ことをお伝えください。
【特典1】お引っ越し基本料金（運賃+人件費）２
０％以上ＯＦＦ　※3/15～4/15は対象外
【特典2】ダンボール・ガムテープなどの資材無料
サービス（最大13,800円分）
【特典3】訪問見積もり時、岩手県産ひとめぼれ１
ｋｇプレゼント
※スタッフ訪問時に必ず「はぐみんカード」をご提
示ください。

まごころこめておつきあい。安心と品質を届けるため
に、たゆまぬ努力を続けています。 ○


