
はぐみん優待ショップ一覧表（愛西市）

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　佐屋店
愛知県愛西市日置町山
の池６９番地

0567-28-9666
無*薬局の
み日祝

買物
スギドラッグ　愛西藤浪
店

愛知県愛西市見越町前
田159番地3

0567-55-7351
無*薬局の
み土日祝

買物 ピアゴ佐屋店
愛西市北一色町東田面
１０番地１

0567-24-1571
年中無休
(臨時休業
あり)

毎月第1日曜日に、子供ベビー部門直営売り場
の衣料、雑貨類をレジで5％引きいたします。（テ
ナント等の売り場を除く）他のレジ割引や円引きと
の併用はできません。

ピアゴは、毎日楽しくお買い物ができる地域密着型の
「生活便利店」を目指してまいります。

おむつ交換
台・ベビーベッ
ド・授乳室・授
乳スペース・ミ
ルクのお湯の
提供・子ども
の遊び場

　

買物 株式会社大糖産業
愛西市見越町前田125
番地

0567-26-8071
土・日・祝
日

お買い上げいただいた方にはアロマキャンドルを
沢山プレゼントします。
※お買い上げ金額×10％（定価）以上

内祝い・進物などギフトの他、主に商品企画・輸入・卸
を営む会社です。ギフトのことなら何でもお気軽にご相
談ください。Ｂ１グランプリの富士宮焼きそばの影の立
役者として話題の“太陽ソース”や、名古屋の有名ホテ
ル・喫茶店でも愛用されている“太陽ケチャップ”も店長
お勧めの一品です。

　

買物
自転車・バイク
加藤商会

愛西市大野町未35番地 0567-31-2587
毎週月曜
日

子育て応援商品ブリジストンアンジェリーノ（3人
乗り対応、子供乗せ自転車）を、はぐみんカードを
ご提示の方に標準販売価格の20％割引又各メー
カー幼児用自転車もレジにて5％割引

あなたの笑顔がきっとある
明るく元気な自転車屋
電話一本出張修理ＯＫ

○

買物
ドラッグ＆コスメティック
Ａ・Ｙ・Ａ

西條町西善太5番地
１

0567-26-6875
第２・４日曜
日

カード提示で５％オフ、もしくはスタンプカードをお
持ちの方がカード提示の場合はスタンプを1個オ
マケします☆

子育て中のスタッフが子育てについての悩みや病気の
事など、気軽に相談にのります！プレパパ・プレママの
お悩みもご相談ください。

　

買物
ローソン
愛西佐屋南

愛西市佐屋町新田８０‐１ 0567-97-3031

買物
ローソン
愛西西保町

愛西市西保町北川原２３‐
１６

0567-25-7755

買物
株式会社
戸倉トラクター

愛西市戸倉町中屋敷
117番地

0567-26-5725 日曜日
①選べる品種のお試し２合パックを進呈
②１０キロ圏内は配送無料（その他要相談）

農家自慢のお米を注文後すぐに精米☆直接お届けし
ます！子育て中のオーナーが育てる安心安全なお米
です。ぜひご注文ください。

○

飲食
マクドナルド
佐屋ピアゴ店

愛西市北一色町東田面
１０－１

0567-27-1561

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
珈琲所コメダ珈琲店
佐屋北一色店

愛西市北一色町北田面
273

0567-25-8586 なし

はぐみんカード提示のお客様でドリンクを注文頂
くと　ミニソフトクリームをプレゼント
(対象：妊婦様もしくは小学生以下のお子様)
※1度の来店で1グループ1個まで

木のぬくもり溢れる店内で、ご家族、ご友人とゆっくりお
過ごしください。
また椅子を外せるためベビーカーをテーブルに設置しく
つろいでいただけます。

　

金融・保
険

大垣共立銀行
佐織支店

愛西市勝幡町五俵入２
２10番地1

0567-24-2811 土・日・祝

【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。

○

金融・保
険

いちい信用金庫
佐屋支店

愛西市須依町大正１０３
番地

0567-24-2231

金融・保
険

いちい信用金庫　佐織
支店

愛西市町方町五軒家東
１８番地１

0567-26-1501

土・日・祝
休日、12
月31日～1
月3日

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

　

いちい信用金庫は、愛西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。

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。病院に行くほどでも・・・といったお子さん
の病気やケガの手当など、ご相談いただけます☆

　

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)

○

○下記子育て支援商品の金利を優遇します。
■「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。
《児童手当を当金庫で受給しているご家庭》
・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%
《児童手当を当金庫で受給していないご家庭》
・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。なお、子育て支援の融資商品は保証会社へ支払
う保証料が必要です。

広い駐車場で
すので、チャ
イルドシートか
らのお子さん
の移動も楽々
としていただ
けます♪

ミルクのお湯の提供



はぐみん優待ショップ一覧表（愛西市）

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

金融・保
険

保険見直し本舗
勝幡ピアゴ店

愛西市勝幡町弁才天
2283-60
 ピアゴ勝幡店1F

0567-22-5754

◎無料保険相談された方ノベルティプレゼント！
※事前に電話・Ｗｅｂ・店頭にて要予約
ご予約時に『子育て支援♪』とお伝えください

※他キャンペーン併用不可
※弊社店舗初回利用のみ限定

【保険見直し本舗】は現在40社以上の保険会社と提携
しています。生命保険や医療保険など豊富な保険商品
の中から比較検討できます。『あなたにピッタリの保険
選び』のお手伝いをすることが【保険見直し本舗】の役
割です。現在、加入している保険があれば【保険証券】
も持参ください（任意）
募文番号「HMH006-20161111-1509」

○

生活関連
サービス

エイワ石油
有限会社

愛西市大野町茶木38番
地

0567-31-3300
１月１日・２
日

・現金にて20ℓ以上給油のお客様にプレゼント券2
枚進呈
・車検基本料金500円引き

給油・車検・洗車・整備・自動車保険・タイヤ・レンタ
カー・販売・買取。車に関すること何でもお任せくださ
い。詳しくはＨＰを。Http://eiwa.ecgo.jp

　

生活関連
サービス

クリーニング　ライフ
愛西市大井町
前田面３４－１

0567-32-1616 不定休

通常価格の１０％off
（例：ズボン４００円→３６０円＋消費税）
※カッターや特殊な物は除く
※３０％off日はそちらが優先となります。

＊月に一度、３０％offの感謝デーも設けております。
＊当店では、穴埋め・丈つめ・ウエスト直し等のリフォー
ムにも対応しております。ぜひ、ご利用ください♪

○

生活関連
サービス

美容室　Ｐｏｏｈ 北一色町昭和２３６－２ 0567-25-9197 月曜日

・0～18歳未満のお子さんは、3回来店で500円分
の図書カード進呈。
・小学生以下のお子さんは来店ごとにお菓子のプ
レゼントもあります☆

現役ママの切り盛りする元気なお店です！育ちざかり
のお子さんから、お年頃のお子さんなど、あらゆる年齢
のカットは現役ママだからこそできる技☆
着付けも行っておりますので、お宮参り・七五三など記
念となる日にもご用命ください♪

・お子様向け
漫画・おもちゃ
等の貸出あ
り・広めの駐
車場あり

○

生活関連
サービス

株式会社ニチイ学館
愛西市南河田町高台87
番地

0120-212-295

① デビュープラン
90分／3,980円（通常90分　7,480円）
②　60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

健向院
愛西市鵜多須町寺浦8
番地１

0567-37-2776
木・日・祝
日

①料金１０％OFF
②季節に応じた薬茶を提供いたします。

鍼灸・小児はり・薬膳で健康な体作りを目指していま
す。小児針はお子さんの発達に有効で、刺さない子ど
も用はりを使用します。

お母さんの施術中
にもお子さんが安
心して過ごせる広
い待合スペースあ
り。

○

生活関連
サービス

オートバックス
愛西プラザ

愛西市柚木町元屋敷曲
輪329番地14

0567-22-3080 不定休

①カ－用品　5％ＯＦＦ
※一部商品、特典との併用ができない場合があ
ります。
※工賃、車両本体、自動車保険などは対象外

クルマのことならなんでもお気軽にご相談ください

・おむつ交換台
・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

日本空手道不動会・道場
佐織支部

愛西市諏訪町郷東７５番
地
愛西市佐織体育館　柔道
場

090-6597-9298

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場
愛西勝幡支部

愛西市勝幡町駅東26-1
勝幡地域防災センター

090-6597-9298

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場
愛西草平支部

愛西市草平町北田名57
草平小学校　体育館

090-9126-5864

その他 音々舎 愛西市鰯江町郷東102 0567-31-4763 不定休
調律時にピアノ用乾燥剤1個（￥1,600円相当）
サービスでお入れします。

愛知県内調律にお伺いしています。修理・移動・販売も
承ります。
料金は、電話メールでお問合せ下さい。

　

その他
ブルースカイランドリー 
ヨシヅヤ平和店

愛知県愛西市大野山町
海用86番1

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

お買い物の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。 〇

※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。


