
はぐみん優待ショップ一覧表（碧南市）

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

全国共通
展開参加

買物 スギ薬局　碧南城山店
愛知県碧南市城山町一
丁目6番地

0566-43-6300 無

買物 スギドラッグ　碧南新川店
愛知県碧南市相生町５丁
目４５ー１

0566-46-0300

買物 スギドラッグ　大浜店
愛知県碧南市羽根町三
丁目７番地１

0566-43-3071

買物 スギドラッグ　碧南伏見店
愛知県碧南市伏見町３－
２６

0566-48-3555

買物 スギドラッグ　碧南雨池店 愛知県碧南市雨池町１丁目２番地0566-45-2311

買物 スギドラッグ　碧南坂口店 愛知県碧南市坂口町一丁目37番地10566-45-7571

買物 スギドラッグ　碧南幸店
愛知県碧南市幸町七丁
目６５番地　カネスエ碧南
幸店１階

0566-93-2608
無
調剤のみ
土日祝

買物 愛電館JOYスギウラ 碧南市弥生町３－１８ 0566-41-1406 火、第２水
お客様ふれあいカード発行。電池、蛍光管等の
消耗品お買い上げ500円毎に1個捺印。3,000円
以上お買い上げで1個おまけの捺印。

電池、管球からデジタル家電、オール電化、太陽光発
電、リフォーム、パナホーム・・・。お気軽にお声かけくだ
さい。

　

買物 あさひや 碧南市志貴町１－６３ 0566-41-1570 火 お買い上げ3,000円以上でお菓子１袋プレゼント。
【取扱品】婦人・紳士・子供衣料・学生（幼保・小中高校
制定品）作業服・実用衣料。【特売日】毎月３日（棚尾毘
沙門天祭礼）です。

○

買物 ㈱石川ミシン商会 碧南市末広町１－６７－１ 0566-41-1147 火、第２水
家庭用ミシン針、ミシン糸、店内小物品全て10％
OFF

当店は家族で営む店です。お客様には修理や購入の
際の細かいアドバイスやご相談に特に力を入れており
ます。気軽にご相談ください。

○

買物 (有)石川屋靴履物店 碧南市松本町２ 0566-42-5038 火 スタンプ２倍
石川屋では、シューフィッターが日々成長する子供さん
の足の計測を行い、靴選びのお手伝いをいたします。

その他（足の
無料測定） ○

買物 いそ忠 碧南市築山町２－５７ 0566-41-0804 火 布団丸ごと水洗い10％引き
寝具・寝装品・インテリア用品・ギフト用品のお店です。
布団のリフォームも承ります。 ○

買物 エディオン西端店 碧南市坂口町３－１４８ 0566-46-1388 火・祝日
小学生以下のお子様にお菓子プレゼント。蛍光
灯・電球などの無料配達。

大型家電量販店エディオンと町の電気屋さんのメリット
(スピード対応、長期保証・安心価格等)を掛け合わせ
た身近な「エディオン西端店」です!

オムツ交換
台、授乳室・
授乳スペー
ス

　

買物 エディオン碧南駅前店 碧南市中町４－４３ 0566-42-9733 火、祝日 粗品進呈
エディオン碧南駅前店は、近くて便利な街の電気屋さ
ん。 　

買物 着物の店　ちた屋 碧南市千福町４－７７－１ 0566-41-1440 火
着物の丸洗い20％OFF！＜年２回のクリニック
キャンペーン時は50％OFF＞

リーズナブルな価格の着物＆帯、小物、各種レンタル、
お手入れ、写真撮影まで着物のすべてお任せ下さい！

子どもの遊
び場 ○

買物 ケーズデンキ　碧南店 碧南市久沓町４－１２６ 0566-43-3611
１月１日、そ
の他臨時で
年２回ほど

店内商品3％引き。対象外の商品も一部ありま
す。

ポイントではなく、その場でうれしい現金値引きです。
日経ビジネスアフターサービス満足度ランキングで１位
をとりました。

　

買物 だいこく屋 碧南市浅間町３－１４ 0566-41-0445 火
毎月1日は全商品10％引き(学生衣料の指定価
格品は除く)

学生衣料と婦人用品をお値打ち価格で取り揃えている
お店です。 ○

買物 大盛堂靴店 碧南市住吉町１－７８－２ 0566-42-7948 火 当店カードのポイント２倍進呈
サイズの合わない靴は、足の成長以外にもいろいろな
弊害をもたらすと言われています。当店のシューフィッ
ターがお客様のベストサイズをお選びいたします。

○

買物 タナヲ屋呉服店 碧南市志貴町１－３５ 0566-41-1847 火

全商品10％割引（赤札特別セット商品・加工代・ク
リーニングを除く）
自分に似合うカラー診断無料体験（パーソナルカ
ラー体験日ホームページより予約制）

プロのパーソナルカラーアナリストのいるお店なので、
着物やファッションの着こなしをわかりやすくご提供しま
す。

　

買物 ㈱チカラヤ 碧南市松本町１５－１ 0566-48-3411 日 お買い上げ1,000円以上で粗品進呈。
焼きたてパン、お菓子、食品、酒類、タバコ等販売して
います。 　

買物 にこや本店 碧南市鷲林町２－６５ 0566-41-0571

日、お盆、
正月、ゴー
ルデン
ウィーク

お子様がお使いで見えたら何か特典があります。
毎週土曜日７時～８時豆乳１杯サービス。

安心・安全は自分の目で確かめてください。毎週土曜
日７時～８時は国産大豆のあったかい豆腐揚げたての
生揚げがありますよ。

○

買物
マニフレックス碧南　ふと
んのきぬや

碧南市新川町４－１３ 0566-41-2051 火

Baby布団（手づくり）５％割引、Jr.布団（手づくり）
５％割引、妊婦さん腰痛・肩こり対象マット枕（マ
ニフレックス）・除湿シーツ・カバーのうち２点サー
ビス

手づくりのBaby布団は、赤ちゃんの睡眠が深い。常備
展示中… ○

買物 丸六米穀店 碧南市汐田町４－９５ 0566-41-1260
日・祝日、
お盆、年始

毎月18日にお米をお買いあげの方に①5キログラ
ムに付き150円②10キログラムにつき300円の値
引き（定休日除く）

丸六米穀店は、産地の味を食卓へ！契約生産者より
厳選した美味しさと安心のお米を仕入れ、お子様にも
安全な品をお届けします。

○

買物
ミスギ学校服（三杉洋服
店）

碧南市石橋町４－１ 0566-41-1109 火
小学校用品、当店のスタンプ２倍進呈。(一部除
外有)

「真実の店」をモットーに、広々駐車場で楽々駐車でき
る店舗です。 ○

買物 メンズショップ　イソガイ 碧南市野田町１７ 0566-41-2818 火 子育て応援ポイントカード進呈。
肌に優しい商品取扱店。【取扱品】紳士服・洋品・学生
衣料 ○

買物 リカーショップ　イゲヒチ 碧南市宮後町１－６３ 0566-41-3456 火 お買い上げ500円以上の方に粗品進呈。
全国の有名清酒、焼酎、多数取り揃えてあります。ま
た、子供さん好みのお菓子、パン、アイスクリームなど
数多くあります。

　

無*薬局の
み日祝

無*薬局の
み土日祝

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。 　
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全国共通
展開参加

買物 ピアゴ碧南東店
碧南市東浦町６丁目１７
番地

0566-46-3611
棚卸し日年
２回定休日

毎月第１日曜日、お子様衣料・ベビー衣料レジに
て５％OFF

ピアゴ碧南東店では子育て家庭に優しい店舗として各
種の特典をご用意しております。是非ご家族でお気軽
にご来店下さいませ。

　

買物 (有)綿桂
愛知県碧南市作塚町1-
83-1

0566-48-2108 水、年始 お買い上げ金額より５％ＯＦＦ

オーダー机は、測定無料。ピッタリの寝具を提案しま
す！
キッズスペース、おむつ替えベッドがあり、ゆっくりお買
物できます。

子どもの遊
び場・オムツ
交換台

○

買物 ヤマナカ　アルテ碧南 碧南市幸町７－６５ 0566-48-2800
店舗にお問
い合わせく
ださい。

１８歳以下のお子様をお持ちのお客様、当店のグ
ラッチェカード入会していただくと毎月７のつく日
（７・１７・２７）のお買い上げで、次回から使える
５％割引クーポンプレゼント。

ご家族でゆっくりお買い物をお楽しみ下さい。 　

買物 ナコー碧南takasu 碧南市源氏神明町２４ 0566-42-1161 水

500円以上お買い上げの方、ご来店毎に当店発
行の「はぐみんスタンプカード」にスタンプを押印。
3個貯まると500円の値引き券を差し上げます。お
子様には、お菓子又はおもちゃを差し上げます。

まごころサービスで、お客様に合ったライフプランをご
提案します。お買い上げいただいた商品には、最大限
サポートします。

○

買物
東京靴流通センター　碧
南店

碧南市野田町６１ 0566-42-4180 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 碧南霞浦 碧南市霞浦町１‐１‐１ 0566-45-2155

買物 ローソン 碧南向陽町 碧南市向陽町１‐４９ 0566-42-3334

買物 ローソン 碧南坂口町 碧南市坂口町４‐１ 0566-42-8950

買物 ローソン 碧南春日 碧南市春日町１‐８ 0566-46-4088

買物 ローソン 碧南浅間町 碧南市浅間町２‐３７‐６０ 0566-43-4001

買物 ローソン 碧南天王 碧南市天王町２‐２８ 0566-48-1168

買物 ローソン 碧南入船町 碧南市入船町３‐３ 0566-41-8710

買物 ローソン 碧南白沢 碧南市白沢町４‐２２ 0566-46-0636

買物 ローソン Ｓ碧南市民病院 碧南市平和町３‐６ 0566-46-7950

買物
クスリのアオキ
碧南緑町店

碧南市中町5丁目9番地 0566-93-5515 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。お薬のこと健康のこ
とお気軽にご相談ください。 ○

買物
クスリのアオキ
碧南中町店

愛知県碧南市緑町5丁目
58番地

0566-95-6332 1月2日
お買い上げ（税抜き）1,000円以上でアオキメン
バーズカードポイントを11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。 ○

飲食 ゑびす屋本店 碧南市笹山町３－１８－３ 0566-48-6268 火
小学生以下のお客様にお子様にミニソフト又は、
ちょこっとサンデーをサービス。

お子様からお年寄りの方までおいしく食べて頂ける品
揃えでお待ちしております。 　

飲食 お好み焼き　福本屋 碧南市栄町１－３２ 0566-41-2441
第２・第４火
曜日

お子様連れでお食事された方にポテト１皿（１組
様１皿）またはソフトドリンク（カード１枚につき１
杯）いずれか１つ(重複不可）

大阪風お好み焼きの店。お勧めは、福本焼、ねぎ焼
き、チーズ焼き、逸品です。電話での注文、お持ち帰り
もできます。

　

飲食 日吉軒 碧南市中町２－１１ 0566-41-0322 火
小学生以下のお子様にドリンク１杯無料サービ
ス。 ○

飲食 和食さと　碧南店 碧南市松本町189 0566-42-8437 年中無休
レジ会計時にカードをご提示いただくと、「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。

和食を中心にご家族、カップル、お一人様で昼・夜とも
に楽しいお食事の時間をお過ごしいただける郊外型和
食レストランです。

○

飲食 マクドナルド　碧南店 碧南市笹山町７－４８ 0566-46-8335

飲食 マクドナルド　２４７塩浜店 碧南市塩浜町８－７８ 0566-48-5570

飲食 味ふうせん 碧南市松本町２８番地 0566-48-5988 土
お食事された１８歳未満のお子様と妊娠中の方
にソフトドリンク１杯無料サービス。

和食を中心にどなたでも気軽にご利用していただける
碧南市役所内にあるレストランです。 ○

飲食
ロッテリア
碧南店

碧南市栄町４−６ 0566-48-6299 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 和食・海鮮　はま友 碧南市栗山町３－３ 0566-48-5030

月、第２・４
日曜、８/１
３～１６、年
末年始

お食事をされた方にソフトドリンク１杯無料サービ
ス。

地元の新鮮な刺身・焼魚・煮魚などヘルシーなお食事
たくさんあります。「はま友」のおいしい和定食を食べて
みませんか。

○

飲食
ガスト
碧南店

碧南市緑町５丁目５９ 0566-43-5225
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

○

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。 ○

『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。

マクドナル
ド公式HPを
ご参照くだ
さい

○
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学習
パソコンスクール　あっと・
ほーむ

碧南市古川町１－１ 0566-46-3750 日
入会金を1,000円ＯＦＦ。他の特典との併用はでき
ません。

個別マンツーマンの教室ですので、小学生でも大丈夫
です。たくさんの小中学生が資格に挑戦中です。こども
月謝５，０００円～。

○

旅行
㈱オレンジツーリスト　碧
南店

碧南市音羽町４－３４ 0566-43-5818 水

①赤ちゃん連れの旅行申込の方に赤ちゃんお世
話グッズプレゼント
②２才～１１才のお子様連れの旅行申込の方に
お菓子プレゼント
③３世代旅行お申込の方にオレンジクラブスタン
プ１０ポイントサービス

バロー碧南店隣接。買物ついでにお気軽にお立寄りく
ださい。 　

生活関連
サービス

(資)服部不動産 碧南市鷲塚町２－８８ 0566-41-2855
水、年末年
始

土地、建物のご購入。賃貸物件（アパート、マン
ション等）ご契約のお客様、ご契約時にはぐみん
カードの提示で、「図書カード」500円分プレゼン
ト。（1家族に1枚限定）

服部不動産は「活気ある街づくり」を目指している明る
い会社です！ 　

生活関連
サービス

美容室　キレイ 碧南市沢渡町２３２－３ 0566-48-2444
月、第１・
２・３火曜日

高校生以下シャンプーカット料金通常より\500off 　

生活関連
サービス

ふかみ理容院 碧南市源氏神明町３１ 0566-41-6563
火、第１，
２，３月

小学生以下のお子様にお菓子などを差し上げま
す。

ご家族様にてご利用いただけるファミリー型ヘアサロン
です。 　

生活関連
サービス

ヘアーサロンすずき 碧南市中松町４－３５ 0566-41-2380 月、火 小学生以下の方にキャンディーを差し上げます。 現在もキャンディーをプレゼントしています。 　

生活関連
サービス

龍一歯科 碧南市道場山町２－３０ 0566-41-6410
木、日、祝
日

歯ブラシ1本進呈 歯の検診、お掃除だけでもご来院ください。 ○

生活関連
サービス

昭和写真館 碧南市春日町１－４５ 0566-41-0532 火
七五三・入園入学・お宮参り・ご家族記念写真等
撮影のお客様に、ペーパースタンド付ポストカー
ドサイズ写真をプレゼント。

楽しいスタジオ撮影はお任せ!夏はベビーフォトキャン
ペーン６切￥5,145、七五三撮影の方はお出かけレンタ
ル￥3,150！

○

生活関連
サービス

生田写真館 碧南市天王町１－６５ 0566-41-6736 不定休
スタジオ撮影（お宮参り・七五三・パスポートなど）
20％OFF

当店の価格は、撮影料・プリント代・消費税当全て込の
安心価格です。お気軽にお問い合わせ下さい。一生の
記念はプロのスタジオで！

　

金融・保
険

碧海信用金庫
北新川支店

碧南市西山町５－４５ 0566-41-8900

金融・保
険

碧海信用金庫
碧南支店

碧南市本郷町１－３３ 0566-42-1231

金融・保
険

碧海信用金庫
碧南中央支店

碧南市幸町６－１－３ 0566-48-3171

金融・保
険

岡崎信用金庫
新川支店

碧南市千福町２－１８－１ 0566-41-2300

金融・保
険

岡崎信用金庫
碧南支店

碧南市沢渡町８番地１ 0566-41-2200

金融・保
険

岡崎信用金庫
碧南中央支店

碧南市沢渡町８－１ 0566-41-8011

金融・保
険

十六銀行　碧南支店 碧南市松本町５ 0566-41-6616
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

西尾信用金庫　辻支店 碧南市東山町２－５７ 0566-48-2011

金融・保
険

西尾信用金庫　碧南支店 碧南市沢渡町１ 0566-41-1900

金融・保
険

愛知県中央信用組合
旭支店

碧南市神有町３－２－１ 0566-41-3274

金融・保
険

愛知県中央信用組合
大浜支店

碧南市浜田町４－３４ 0566-48-6111

金融・保
険

愛知県中央信用組合
棚尾支店

碧南市棚尾本町１－４５ 0566-41-3271

金融・保
険

愛知県中央信用組合
辻支店

碧南市金山町５－８４ 0566-41-3267

金融・保
険

愛知県中央信用組合
辻支店新川出張所

碧南市相生町２－３４－２
６

0566-48-6688

金融・保
険

愛知県中央信用組合
西端支店

碧南市札木町２－１ 0566-48-1611

金融・保
険

愛知県中央信用組合
本店営業部

碧南市栄町２－４１ 0566-41-3266

金融・保
険

愛知県中央信用組合
本店営業部
碧南駅前出張所

碧南市中町５－７７ 0566-41-8711

その他 あさおか動物病院 碧南市住吉町３－４５ 0566-41-1915 火 犬の飼い方・しつけ方ワンポイントレッスン
小さなドッグランのある昭和的な動物病院。漢方薬や
食養生で根本から治します。 ○

「けんしん子育て支援つみきん」をご契約の方に
もれなく500円のギフト券をプレゼント。

”けんしん”は、子育て家庭を応援します。

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。

子育て支援定期積金として契約時に店頭表示金
利＋０．０７０％（満期日まで適用します。）で預け
入れしていただけます。

岡崎信用金庫は碧南市と連携して子育て家庭を応援
し、お客様から愛され信頼される金融機関をめざしま
す。

子育て応援定期預金、定期積金にて金利優遇。
カーライフプランでお子様を扶養している家族(妊
娠中の方で、はぐみんカードをお持ちの方もお子
様1人として優遇対象とします)金利優遇。

にししんは、子育て家庭を応援します。

土・日・祝
日、12/31、
1/2、1/3

　

土・日・祝
日、年末年
始

　

土・日・祝
日、12/31、
1/2、1/3

　

土・日・祝
日、12/31、
1/2、1/3

　


