
はぐみん優待ショップ一覧表（犬山市）

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 スギドラッグ　松本店
愛知県犬山市松本町２丁
目９５番地

0568-63-5161 無

買物 スギドラッグ　犬山西店
愛知県犬山市上坂町五丁
目２０９番地

0568-63-5271

買物 スギドラッグ　犬山中央店
犬山市大字犬山字南古券
166番地14

0568-65-6572

買物 サイトウハム
犬山市松本町一丁目162
番地

0568-61-5711
年中無休（※

但し1/1～
1/4お休み）

2,300円以上自家製品お買い上げで5%割引
※店内商品に限る※他の特典との併用不可※一
部対象外の商品あり（ぽりぽりくん他）

お子様の体にもやさしい無添加のハム・ソーセージを
中心に、こだわった食材がございます。皆様のご来店
をお待ちしております。

○

買物 (有)マルヒロ
犬山市大字羽黒字中深田
24番地

0568-67-1635 日曜日
５００円以上お買い上げの方に、文房具（シャープ
ペンシル他）１個サービス。

事務用品、文房具を豊富に取り揃えています。 　

買物 長瀬時計店
犬山市大字犬山字東古券
283番地7

0568-61-0888 水曜日 全商品１０％割引。
SS認定眼鏡店｡時計､眼鏡､宝飾､補聴器､販売修理の
店です｡補聴器無料相談日､毎週第４土曜日PM１時～
PM３時。明るく 正しく 美しく｡

　

買物
株式会社　清水屋
犬山橋爪店

犬山市大字橋爪字西浦9
番地1

0568-39-6700 毎週水曜

毎週火曜日は｢はぐみん・ぴよか・ぎふっこ・子育て
家庭応援クーポン｣を店内レジにてご提示のお客様
に学生服、体操服、学用帽、上ぐつ等をレジにて
5％引きにてご奉仕致します。※他の割引商品との
併用ご利用はできません。

清水屋全店でご利用出来ます。（春日井店、藤が丘
店、小牧店） 　

買物 花泉
犬山市大字犬山字東古券
265番地3

0568-61-4653 火曜日
１，０００円以上お買い上げの方に１０％割引
※サービス品は対象外

お祝・卒業・卒園・発表会などの花束・アレンジのご注
文も承ります。 　

買物 V・drug　犬山駅前店
犬山市大字犬山字高見町
12番1

0568-63-5755

買物 V・drug　犬山駅東店
犬山市天神町一丁目6番
地

0568-54-2350

買物 V・drug　羽黒店
犬山市大字羽黒字摺墨42
番地1

0568-69-5695

買物
ギフト館　宮鈴
(株)マルセイ

犬山市大字五郎丸字隅田
13番地2

0568-62-6777

隔週火曜日
(但し祝祭
日、中元、歳
暮時は営業)

出産、入学祝いなどの内祝のお買上げでポイント2
倍サービス

出産・初節句・入学などの内祝いはぜひ当店で！
お値打ち品も多数あります。

おむつ交換台
ベビーキープ
(トイレ個室内で
乳幼児を座ら
せる設備)

○

買物 株式会社　マルニ
犬山市大字羽黒字古市場
25番地6

0568-67-0810
日・祝日、年
末年始、夏
期休日

カード提示で小中学生用文具・ノートなど10％OFF
子ども用文具、ノート、キャラクター文具など豊富な在
庫があります。 ○

買物 ドコモショップ犬山店
犬山市大字五郎丸字郷瀬
川8番地

0568-63-3177
毎月第2木曜
日

はぐみんカード提示でお菓子・日用品プレゼント。
※docomoご利用以外のお客様も対象です。お気
軽にご来店下さい。

子どもの遊び
場 ○

買物
東京靴流通センター
犬山楽田店

犬山市字横町124番地1 0568-67-9173 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
犬山楽田安師

犬山市楽田安師１２ 0568-67-0117

買物 ローソン 犬山入鹿池 犬山市字内屋敷１６９ 0568-68-0185

買物
ローソン
犬山羽黒上大日

犬山市大字羽黒字上大日
２７‐１

0568-68-0830

買物 ローソン 犬山本町
犬山市大字犬山字東古券
１１３‐５

0568-62-5100

買物
ローソン
Ｓ名古屋経済大学

犬山市字内久保６１‐１ 0568-68-0031

買物 クスリのアオキ　羽黒店
犬山市大字羽黒字八幡西
9番地２

0568-48-5605 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　犬山上野
店

愛知県犬山市大字上野字
石塚410番地2

0568-48-5350 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。 ○

飲食 花らく里
犬山市大字犬山字西古券
５５番地

0568-61-0156 月・火曜日

飲食された方、はぐみんカード１枚につき、ミニアイ
スクリームサービス（モーニング時間帯：９時～１１
時もOK！）

１００年前の古民家カフェで、大好評手作りスイーツを
どうぞ♪城下町の散策中、ベビーカーでもお気軽にお
立ち寄りください。

その他（幼児
イス１脚ありま
す）

○

飲食 町家処　どんでん
犬山市大字犬山字西古券
59番地

0568-62-5543 水曜日
だんご２パック（１パック ４００円）以上お買い上げ
の方は、５０円引き。

昔なつかし、尾張町家で美味しい「だんご」や「うどん」
を提供しています。のれん越しの町並みに、城下町の
風情をお楽しみください。

　

飲食 中華料理　朋友
犬山市大字橋爪字西浦12
番地1

0568-61-4057 日曜日
１，０００円以上ご注文の方に飲料缶１本、無料進
呈。

餃子、ラーメン、チャーハンなど中華料理の豊富なメ
ニューを取り揃えています。中華の出前もしています。 　

飲食 デニーズ犬山店
犬山市大字犬山字愛宕5
番地

0568-65-1388 無休

土・日・祝日、来店のお客様でカードをご持参いた
だいたお子様連れの方、御食事代５％割引させて
いただきます。

ぜひ、ご家族でご来店ください。 ○

飲食 池田屋
犬山市大字犬山字西古券
67番地

0568-61-0672
第3火曜日､
毎週水曜日
年末年始

お食事の料金より5％値引きします。
(飲み物の料金､ランチサービスメニューを除く)

アットホームな中華料理店です。お手頃な値段で本格
的な中華料理をお楽しみ頂けます。 ○

飲食 吉野家　犬山店
犬山市大字犬山字東古券
316番地1

0568-63-5526 無休

毎月第3日曜日に店内でお食事の18歳未満のお子
様連れのお客様に対して生野菜サラダをお子様お
一人1個無料

安全･品質と、いつも変わらない「うまさ」を追求してい
ます。是非味わってください！皆様揃ってのご来店お
待ちしております。

　

飲食 フライドキッチン　トリノ
犬山市松本町一丁目63番
地　ﾜﾀﾅﾍﾞﾌﾟﾗｻﾞ1F

0568-39-5977 水曜日

月曜日に限り、お子様連れのお客様でカード提示
の方に、ももからあげ100g当り260円を、100ｇ当り
220円に割引させていただきます

ご注文いただいてから揚げています。当店使用の油は
トランス脂肪酸ゼロ。妊婦さんやお子様にも安全に食
べていただけます。

子どもの遊び
場（キッズコー
ナー・プレイス
ペース）

○

飲食 ステーキ宮　犬山店
犬山市大字五郎丸字上前
田58番地

0568-61-7880 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♪

　

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)
○

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。

○

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無*薬局のみ

土日祝

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。 　



はぐみん優待ショップ一覧表（犬山市）

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

飲食
マクドナルド
４１号犬山店

犬山市橋爪東六丁目6番
地1

0568-63-3125

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
ロッテリア
名鉄犬山駅店

犬山市犬山字富士見町１
４

0568-61-3950 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 会席料理　　　あじか
犬山市大字前原字味鹿28
番地3

0568-62-5175
特に定めな
し

当店にて宴会・御食事の際、はぐみんカード１枚に
つきソフトドリンク1本サービス。

宴会・仕出しなど、年齢層に関係なく皆さまが美味しく
食べて頂くために新鮮な料理を提供いたします。

ミルクの調乳設
備（お湯の提
供）

　

飲食 昭和横町　蔵家
犬山市大字犬山字西古券
60番地

090-5035-9381 火曜日 やきそば・お好み焼き50円引き
昔ながらの人情を大切にした昭和横丁を代表する「昭
和人情男」が作る富士宮やきそば！！ぜひ一度、ご賞
味ください！！

おむつ交換台 ○

飲食 昭和横丁　田中商店
犬山市大字犬山字西古券
60番地

0568-67-1034 無休 田楽豆腐　110円→100円
国産大豆100％使用。豆腐作り70年の経験を生かし、
田楽に適した豆腐作り、赤味噌の付け焼きを完成しお
出ししています。

おむつ交換台 ○

飲食 昭和横丁　うま家
犬山市大字犬山字西古券
60番地

090-5623-9159 木曜日 1,000円以上お買い上げの方に玉五平1本サービス
「くりふく」は、ふわふわのカステラ！！たっぷり栗あ
ん！そしてまるごと1コの栗！お土産にも是非どう
ぞ！！

おむつ交換台 ○

飲食 昭和横丁　七福亭　あきな
犬山市大字犬山字西古券
60番地

0568-62-6662

月曜日
祝日の場合
は営業(他の
曜日と入替）

串かつ3本セット　350円→320円 倍返し串かつとピザの店 おむつ交換台 ○

飲食 昭和横丁　巴克斯
犬山市大字犬山字西古券
60番地

090-9265-5456 金曜日 1,000円以上お買い上げの方に酢ダコ1本進呈
犬山の地ビール金しゃちと石塚さんの「まいうー」とドイ
ツで金賞を受賞したブラートブルストフランクややき
鳥、うどん、そばを販売

おむつ交換台 ○

飲食 昭和横丁　くるみ家
犬山市大字犬山字西古券
60番地

080-5107-6587 不定休 じねんじょたこ焼き、ポテト100円引き
じねんじょたこ焼きは、他にはあまりない自然薯の入っ
たたこ焼き。げんこつくるみ団子もあります。

おむつ交換台 ○

飲食 ハーブポット
犬山市大字羽黒字北金屋
14番地8

0568-69-2223
月・火・水・木
曜日 ホールケーキ5％Off（1週間前のご予約で）

良質な材料で作るお菓子・パン。ご家族のお祝いや記
念日に当店のケーキをぜひどうぞ。 ○

飲食 蕎麦処 長江
犬山市大字前原字橋爪山
15番地2
犬山市民健康館内

0568-62-7033

毎週月曜
(月曜が祝日
の場合、翌
火曜に振替)

はぐみんカード提示でドリンク１杯無料。 ○

飲食 炭焼き弁当　たまご屋
犬山市大字五郎丸字隅田
7番地

080-3285-5100 水曜日 お子様弁当100円　弁当50円引（家族分）
野菜たっぷり、安心安全の手作りお弁当で子育て世代
を応援します。

その他（手作
りマスクの販
売）

○

飲食
ガスト
犬山楽田店

犬山市字外屋敷８６－１ 0568-69-2520
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 明光義塾　犬山教室
犬山市中山町2番地6　ﾌﾟﾗ
ｻﾞｲﾄｳ1F

0568-65-1822 日曜日 入会時に明光オリジナル筆記用具プレゼント

ノートの作り方の指導や勉強の習慣を身につけること
など、一人ひとりの学力や目標に合わせた学習プラン
を作成いたします。小学生の学習指導は明光義塾に
おまかせください。

　

学習
英会話　イーオン
犬山校

犬山市大字犬山字富士見
町15番地6
グランシャリオ１Ｆ

0568-61-8699 日・祝日

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（一部除く）、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。 　

レジャー・
スポーツ

日本モンキーパーク
犬山市大字犬山字官林26
番地

0568-61-0870 冬期不定休

カード１枚につき、マル得クーポン券を最大５枚ま
でお渡しします。
無料入場券との併用はできません。

遊園地では、３５機種の乗り物があり、キャラクターの
イベントも楽しめます。動物園では、７０種以上約７００
頭の珍しいサルたちが大集合。

おむつ交換
台、ベビー
キープ、ベ
ビーベッド、授
乳室・授乳ス
ペース、ミルク
の調乳設備
（お湯の提供）

○

レジャー・
スポーツ

野外民族博物館
リトルワールドﾞ

犬山市今井成沢90-48 0568-62-5611
詳細はホー
ムページをご
確認ください

カード１枚提示にて5名まで通常入館料金より100
円引き。（参考料金　大人 1,800円→1,700円）

世界のグルメや民族衣装体験など、1日世界一周旅行
をお楽しみください！

おむつ交換台
授乳室・授乳
スペース
ミルクの調乳
設備（お湯の
提供）
子どもの遊び
場(キッズコー
ナー・プレイス
ペース）

○

レジャー・
スポーツ

お菓子の城 犬山市新川1番の11 0568-67-8181 不定休

カード1枚につき一家族5名まで入城券が100円off
但し他の割引との併用、団体様のご利用は出来ま
せん。
現金払いに限ります。

クッキー作り体験は道具がすべて揃っており、気軽に
親子で楽しめる！
ドレスレンタルではキュートなお姫様に変身できるので
大人気！

おむつ交換台
授乳室・授乳
スペース

　

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場
犬山支部

犬山市大字犬山字古券
16-1
犬山市武道館

0574-61-3376
090-1624-4561

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場
犬山南支部

犬山市羽黒摺墨11番地
犬山市南部公民館　（展
示室）

0568-68-0763
090-6354-4755

レジャー・
スポーツ

テニスラウンジ
犬山校

犬山市犬山甲塚48-3 0568-62-2282 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。 　

博物館・
美術館・
動物園な

ど

博物館　明治村 犬山市字内山1番地 0568-67-0314

12～2月の月
曜日(1/1～
1/6と祝日を
除く)・12月31
日※1月の平
日に数日メン
テナンスあり

家庭の日(毎月第3日曜日)に､中学生以下の子ども
を連れた家族は､入村料半額(一家族5名まで）
・大人　2000円→1000円　・大学生　1600円→800
円　・シニア　1600円→800円　・高校生　1200円→
600円　・小中学生　700円→350円

明治時代の建物を移築保存する野外博物館。往時を
偲ばせる飲食グルメや、ＳＬ乗車体験など文明開化の
薫り溢れる時感浪漫を満喫。

おむつ交換
台、ベビー
キープ、授乳
室・授乳ス
ペース

　

※詳しくは、
各支部にお
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！

○

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。



はぐみん優待ショップ一覧表（犬山市）

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

博物館・
美術館・
動物園な

ど

犬山焼　本窯元　尾関作
十郎　相生陶房

犬山市大字犬山字相生13
番地

0568-62-2635 毎週水曜日 陶芸教室材料代10％割引
尾関邦彦陶芸教室です。低学年から高学年まで、年
齢に応じ楽しく作れる陶芸教室です。ご家族で気軽に
来てください。

○

生活関連
サービス

ＨAIR ＤＥＳＩＧＮＥＲ　ＶＩＳ
ＡＧＥ

犬山市大字犬山字富士見
町9番地1

0568-61-9713
月曜日・第
２、３火曜日

中学生以下　１回につき１００円ＯＦＦ
但し、他のサービスとの併用は出来ません。

常に向上心を持って、きれいを提供し、楽しい時間を過
ごしていただけるようスタッフ一同 努力しております。 　

生活関連
サービス

Ｈａｉｒ ＆ ＭＡＫＥ　　　ｔｏｕｇ
ｈ

犬山市大字犬山字富士見
町15番地6
グランシャリオ２Ｆ

0568-62-1668
月曜日・第
２、３火曜日

中学生以下　１回につき１００円ＯＦＦ
但し、他のサービスとの併用は出来ません。

駅のとなりなので電車がよく見えます。電車を見ながら
切れるので小さなお子様も大喜びです。駐車場完
備！！

　

生活関連
サービス

リンパケア（庸）女性専科
犬山市大字羽黒字堂ヶ洞
20番地182

0568-68-1953 祝日のみ

■はぐみん特別メニュー　親子で元気に！
・6歳までの親子リンパケアコース（親子同時来店
限定）お二人で5,000円（通常大人5,500円のコー
ス）
お母様のリンパケア30分、岩盤癒30分、お子様の
リンパケア15分程度（岩盤癒はご希望により可）
・小学生から高校生は相談に応じます

大人も子どもも老廃物（毒素）が溜まると体調不良、イ
ライラ、集中力低下に…。
リンパケアですみやかに排泄させ健康体へと導きま
す。

　

生活関連
サービス

おそうじ本舗　犬山店
犬山市橋爪止々馬木52番
地2

0568-62-4986 無休 全メニュー10％割引
エアコンから浴室・フロアーまで防菌防かび仕上げな
ので、お子様のアレルギー対策に！！もちろん赤ちゃ
んにも安心です。

○

金融・保
険

東濃信用金庫　犬山支店
犬山市大字橋爪字西浦15
番地5

0568-62-1131
土日祝日、
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。

おむつ交換台 　

金融・保
険

十六銀行　犬山支店
犬山市松本町４丁目1番
地

0568-62-8616
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

いちい信用金庫　犬山支
店

犬山市大字犬山字東古券
350番地

0568-61-2461

金融・保
険

いちい信用金庫　羽黒支
店

犬山市大字羽黒字古市場
15番地1

0568-67-4355

金融・保
険

岐阜信用金庫
　犬山支店

犬山市大字犬山字専正寺
町2番地1

0568-62-3611

金融・保
険

岐阜信用金庫
　楽田支店

犬山市字山神63番地8 0568-67-6611

金融・保
険

愛知北農業協同組合
犬山南部支店

犬山市字若宮82 0568-67-0666

金融・保
険

愛知北農業協同組合
羽黒支店

犬山市大字羽黒字前川原
47-2

0568-67-0777

金融・保
険

愛知北農業協同組合
犬山支店

犬山市塔野地西4-1 0568-62-5111

金融・保
険

愛知北農業協同組合
犬山西支店

犬山市上坂町五丁目58 0568-61-0040

金融・保
険

第一生命名古屋総合支社
犬山営業オフィス

犬山市大字犬山字高見町
6-15　犬山ビル2Ｆ

050-3782-4208
土・日・祝日・
年末年始

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。

旅行 サンパーク　犬山
犬山市大字犬山字甲塚48
番地3

0568-62-7566 無休 宿泊、レストラン５％ＯＦＦ
広いレストランでお友達とくつろぎのひとときを！
レストラン白帝 ○

　下記子育支援商品について金利を優遇します。
■｢すこやか積金｣(契約期間3年以上で契約額50万円
以上の定期積金)
定期積金の店頭表示金利に以下のとおり金利を上乗せ
します。
《児童手当の振込口座を当金庫に指定していただいて
いるご家庭》
　・18歳未満のお子様が2名以内のご家庭：０．２％
　・18歳未満のお子様が3名以上のご家庭：０．３％
《児童手当の振込口座を当金庫に指定していただいて
いないご家庭》
　・18歳未満のお子様が2名以内のご家庭：０．１％
　・18歳未満のお子様が3名以上のご家庭：０．２％
　　また、すこやか積み金契約期間中に個人ローン等の
消費者ローンをご利用される場合、金利を優遇します。
■「ファミリーマイカーローン」
　通常のマイカーローン金利から年０．５％を引き下げま
す。
　（当金庫お取引先については、他の金利優遇を併用し
ますので取引内容により最大年１．５％の引き下げとな
ります。）
■「ファミリー学資ローン」
　通常の学資ローン金利から年０．５％を引き下げま
す。
■「ファミリー教育カードローン」
　通常の教育カードローン金利から年０．５％を引き下
げます。

いちい信用金庫は、犬山市の子育て家庭優待事業協
賛店として子育て家庭を応援します。お気軽にご相談
ください。

子育て応援定期積金「ファミリー積金ほほえみ 」
①店頭表示利回り 年 0. 03 上乗せ
②児童手当を当ＪＡで受給している方にはさらに店頭利回り
年 0.0 2 上乗せ
定期積金　給付契約金 １２万円以上
ご契約期間　１年 ２年 ３年 ４年 ５年
子育て応援定期貯金「ファミリー定期（ほほえみ）」
①店頭表示利回り 年 0.03% 上乗せ
②児童手当を当ＪＡで受給している方にはさらに店頭利回り
年 0.02%上乗せ
定期貯金　給付契約金 １０万円以上５００万円未満
お預入れ 期間 １年 ２年 ３年
期日指定の場合１年超３年未満

JA愛知北の経理理念は、「各種事業を通じて地域社
会の繁栄に貢献します」です。地域の企業として、子育
て家庭を応援します。

教育ローン「新芽」(証書貸付タイプ)新規ご契約時
に「はぐみんカード」の提示で次の通り金利優遇致
します。
・子ども１名または２名・・・０．１％優遇
・子ども３名以上・・・・・・・・０．２％優遇

当金庫取扱商品についてのお問い合わせは、ぎふし
んダイレクトバンキングセンター　ムーミン支店0120-
6388-03まで

　
土日祝日、
12月31日
～1月3日

○
土、日、祝
日、
12月31日～1
月3日

土日祝日、
12月31日
  ～1月3日

○


