
はぐみん優待ショップ一覧表（東浦町）

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
 東浦店

東浦町大字緒川字旭23-2 0562-82-2488 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 スギドラッグ　東浦店 東浦町緒川家下２２－１ 0562-84-5031
無*薬局の
み日祝

買物 スギドラッグ東浦南店
東浦町大字藤江字荒子
６番地

0562-57-1670
無*薬局の
み土日祝

買物 MUK　東浦店
東浦町大字緒川字申新
田弐区６７番地の８
イオンモール東浦２F

0562-82-2772 年中無休
毎月５日、１５日、２５日　５％OFF(一部除外品あり)
※ただし、他の割引との併用はできません。

アクセサリー、ヘアアクセサリー、婦人服飾雑貨、オ
シャレを楽しむあなたに楽しみいっぱいのお店で
す。

　

買物
イオンスタイル東浦（キッ
ズ共和国）

東浦町大字緒川字旭13
番地2

0562-82-2800 年中無休

毎週土曜に、下記の商品をレジにて５％引きいたしま
す。
（他の割引と併用はできません）
《対象商品》子供衣料・肌着・靴下・パジャマ・靴、ベビー
衣料・用品、おもちゃ、手芸用品、文具、テレビゲーム
（本体除く）、自転車、お菓子(一部取扱いがない商品も
ございます）

ジャスコは９：００～２３：００、年中無休です。（毎月
１１日のイオンデーでは「イエローレシートキャン
ペーン」を実施しています。）

○

買物 ナカセ農園
東浦町大字緒川字膝折
１０番地

090-2158-3122 不定休
ミニトマト１ｋｇあたり５０円引き（９００円→８５０円）
　（１ｋｇ以上お買い上げで）

丁寧な栽培で、おいしいミニトマトを生産・直売して
います。
トマト好きはもちろん、トマトが苦手だったお子様に
も好評です。

　

買物 V・ｄｒｕｇ東浦店
東浦町大字石浜字行田
８番地の１

0562-82-2220 年中無休
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 ローソン 東浦鰻池
東浦町大字緒川字鰻池
１‐３

0562-84-3655

買物
ローソン
東浦於大公園前

東浦町大字緒川字大門
二区４３

0562-84-5110

飲食
韓菜（ハンチェ）
イオンモール東浦店

東浦町大字緒川字申新
田弐区６７番地の８
イオンモール東浦２F

0562-82-1030 年中無休
石焼ビビンバ各種・スンドゥブチゲ各種ご注文のお客様
に、お一人様1杯限りお好きなソフトドリンクを無料サービ
ス実施致します。

全国有名ショッピングセンターに展開する「韓式ファ
ストフード専門店」元祖石焼ビビンバ／純豆腐チゲ
鍋だけでなくお子様メニューや旬の韓国フードが手
軽に味わえます！

　

飲食
リンガーハット
愛知東浦店

東浦町大字森岡字浜田
67-7

0562-85-0222 お会計から５％OFF
国産野菜を１００％使用した長崎ちゃんぽん
専門店です。

○

飲食
カレーハウス　ＣｏＣｏ　壱
番屋　東浦店

東浦町大字森岡字浜田
７４番地の２

0562-84-4801 年中無休

優待カード１枚につき下記のいずれか１品をサービス
セットドリンク（アイスコーヒー、ホットコーヒー、アイスカ
フェオレ、オレンジジュース、ウーロン茶、アイスミルク、
パックリンゴジュース、バニラアイス）または、お菓子、カ
プセルトイのいずれか

お子様向けメニューも豊富に取り揃えております（ド
ライブスルーあり、テイクアウトも可）

飲食
ガスト
東浦店

東浦町大字緒川字家下
２０－２

0562-82-0001
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

○

金融・保
険

知多信用金庫
東浦支店

知多郡東浦町大字生路
字池下30番地の21

0562-83-1234

毎週土・日
曜日、祝
日、１２月３
１日～1月３
日

金融・保
険

知多信用金庫
緒川支店

知多郡東浦町大字緒川
字屋敷弐区138の2

0562-83-1121

毎週土・日
曜日、祝
日、１２月３
１日～1月３
日

金融・保
険

あいち知多農業協同組合
東浦支店

東浦町大字緒川字浜田
３番地の７

0562-83-2121

毎週土・日
曜日、祝
日、１２月３
１日～1月３
日

金融・保
険

あいち知多農業協同組合
森岡支店

東浦町大字森岡字取手
１１８番地の４

0562-83-2081

毎週土・日
曜日、祝
日、１２月３
１日～1月３
日

金融・保
険

あいち知多農業協同組合
東浦南部支店

東浦町大字生路字池下
１１１番地の１

0562-83-2084

毎週土・日
曜日、祝
日、１２月３
１日～1月３
日

・子育て支援定期積金「Kid’s(キッズ)応援団“はっピース
マイル”」をご契約し、かつカード提示の方に当金庫オリ
ジナルの「クリアファイル」を１枚進呈

「Kid’s(キッズ)応援団“はっピースマイル”」の商品内容
掛金金額は１万円以上５万円以下(1,000円単位)
積立期間は３年以上５年以下（毎月の払込み）
対象となるお客さまは契約時点で、満18歳未満のお子さ
まをもつご両親または扶養者の方。（お子さま１人につき
１契約のみといたします）
適用金利は契約時の店頭表示金利＋０．０５％
※期日前解約された場合は、当金庫所定の期日前解約
利率が適用になります。
取扱期間
令和4年4月1日（金）～令和5年3月31日（金）
※詳細は窓口でお尋ねください。

　

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)

○

1.子育て応援定期貯金
(愛称：ファミリー定期(ほほえみ))
 (1) 預入期間：１年、２年および３年
 (2) 預入金額：10万円以上500万円以下（お一人様500
万円以下）
 (3) 適用金利：店頭表示金利
 (4) その他：ＪＡオリジナルグッズを進呈

2.子育て応援定期積金
(愛称：ファミリー積金(ほほえみ))
 (1) 契約期間：１年、２年、３年、４年、５年
 (2) 契約金額：12万円以上（１契約あたり）
 (3) 適用金利：店頭表示金利
（4）その他：ＪＡオリジナルグッズを進呈

3.マイカーローン
（1）資金使途：自動車購入資金等
（2）融資額：1,000万円以内
（3）契約期間：10年以内
（4）融資金利：所定の金利から年0.1％軽減
(5)その他：当ＪA所定の審査があります。

お子さまの成長にあわせて「子育て応援貯金」、お
車のご購入にあたっては、「マイカーローン」はいか
がですか。ＪＡあいち知多は、地域社会の一員とし
て子育て家庭を応援します。

○

毎週金曜日
ベビー用品（ベビーミルクを除く）、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。

　
お子さまの成長に合わせて、子育て支援定期積金
「Kid’s（キッズ）応援団 “はっピースマイル”」を始め
ませんか。ちたしんは子育てを応援します。
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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

金融・保
険

半田信用金庫
東浦支店

東浦町大字石浜字御保
田１０番地の７

0562-83-6301

毎週土・日
曜日、祝
日、１２月３
１日～1月３
日

定期積金の店頭表示金利に０．１％上乗せいたします。
はぐみんカードの裏面に記載された、お子さま又は妊婦
の方のお名前でお一人さま一口の定期積 金（契約期間
３年･４年･５年、１回の掛込金額１万円以上５万円以内）
に限り、店頭表示金利に０．１％上乗せします。なお妊婦
の方で作成された場合は、誕 生されたお子さまのお名
前では作成できませんのでご注意ください。

お子さまの未来を応援します。 ○

金融・保
険

碧海信用金庫　東浦支店
東浦町大字緒川字家下
９番地の５

0562-83-1223

毎週土・日
曜日、祝
日、１２月３
１日～1月３
日

定期預金（契約額50万円以上）・定期積金（満期契約額
50万円以上）または、お子様名義の新規普通預金を開
設された方に「めりっとくんノート２冊セット」をプレゼント

“へきしん”は、子育て家庭を応援するとともに、地
域の成長、発展を支援していきます。

　

その他 株式会社iiie(いいいえ)
東浦町大字緒川字旭２
１番地の１

0562-85-1366

水曜日、祝
日、その他
（お盆・正
月・GW・
SW）

省CO₂先導住宅を新築・リフォームでご依頼頂くお客様
へシンボルツリーの植樹を無料でさせて頂きます。
＊毎週日曜日14：00～15：00は無料セミナーです。その
間の相談業務が出来ません。

「三方よし」
「未来の子ども達の為に」
「皆様の住まいのコストを減らす為に」
業界を代表するトップランナー

○

生活関連
サービス

坂部健康院
東浦町大字藤江字柳生
４４番地の９

0562-84-5315

毎週日曜
日、祝日、
水曜日の
午後

初回施術料２，０００円引き（７，０００円→５，０００円）

痛くない整体。
体全体のバランスを整えることで痛みを和らげま
す。
この道２０年の無痛先生 ！！

　

レジャー・
スポーツ

カラオケビッグエコー
東浦駅前店

東浦町大字藤江字大坪
５１番地

0562-82-2855

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
東浦はなのき支部

東浦町生路狭間80
東浦町体育館　柔剣道
場

090-2135-7160

※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！

○

レジャー・
スポーツ

テニスラウンジ
東浦校

東浦町藤江字大坪60－
1

0562-84-5771 不定休
①無料：１８歳未満入会金無料
②優遇：レンタルコート料会員料金にて使用可

テニスラウンジでは子供の運動能力向上、家族
での時間を大切にしています。

　

その他
はせがわ　イオンモール
東浦店

知多郡東浦町大字緒川
字旭13-2　イオンモー
ル東浦2階

0562-82-2680
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。

　


