
はぐみん優待ショップ一覧表（稲沢市）

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
株式会社　ＡＯＫＩ
稲沢店

稲沢市朝府町14-1 0587-34-6188 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
スギ薬局
稲沢ハーモニーランド店

稲沢市稲島五丁目２番
ハーモニーランド内

0587-33-5411 無

買物 スギドラッグ　祖父江店
愛知県稲沢市祖父江町
上牧戌亥出８１８番地１

0587-97-8588
無*薬局のみ
日祝

買物 スギドラッグ　稲沢西店
愛知県稲沢市天池光田
町１００番地２

0587-33-7501

買物
スギドラッグ　稲沢奥田
店

愛知県稲沢市奥田天目
寺町８番地

0587-34-5201

買物 スギドラッグ　稲沢東店
愛知県稲沢市陸田宮前
一丁目１６番地５

0587-34-6171

買物 稲沢ブラザー商会 稲沢市稲沢町下田28 0587-32-0523

買物 稲沢電化センター 稲沢市稲沢町下田28 0587-32-0760

買物 マルエス楽器店 稲沢市稲葉五丁目12-8 0587-32-2526

買物 山崎屋 稲沢市稲葉五丁目5-13 0587-32-1532

買物 ミノルカメラ 稲沢市稲葉五丁目4-13 0587-32-0730

買物 かね金商店 稲沢市稲葉三丁目9-1 0587-32-1350

買物 橋本洋品店 稲沢市稲葉三丁目9-10 0587-23-4478

買物 福岡時計店 稲沢市稲葉三丁目9-13 0587-32-1011

買物 ナカザワ 稲沢市稲葉三丁目9-17 0587-32-1475

買物 松葉屋 稲沢市稲葉二丁目8-5 0587-32-2359

買物 内藤商店 稲沢市稲葉三丁目8-23 0587-32-1359

買物 いそのや 稲沢市稲葉二丁目7-3 0587-32-0443

買物 岐阜屋 稲沢市稲葉三丁目8-26 0587-32-0368

買物
山彦
ショッピングセンター

稲沢市稲葉二丁目6-15 0587-21-1777

買物 （有）千代田 稲沢市稲葉三丁目7-1 0587-32-3361

買物 原石材店 稲沢市稲葉五丁目3-17 0587-32-1923

買物 内藤モータース 稲沢市重本二丁目51-2 0587-32-0726

買物 山田金物店 稲沢市西町三丁目6-11 0587-32-0464

買物 生駒畳店 稲沢市稲葉三丁目10-2 0587-32-0144

買物 宇佐美商店 稲沢市稲葉三丁目10-1 0587-32-3026

買物 松清本店 稲沢市稲葉三丁目5-23 0587-32-0048

買物 植田商店 稲沢市稲葉三丁目5-25 0587-32-1471

買物 丸新商店 稲沢市稲葉五丁目8-1 0587-32-0264

買物 吉田生花店 稲沢市稲葉三丁目4-19 0587-32-5079

買物 さはし呉服店 稲沢市稲葉三丁目4-21 0587-32-5135

買物 菓子亀 稲沢市稲葉三丁目4-25 0587-21-0363

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。

　

　

各店舗へ
お問い合
わせくださ
い。

来店者にキャラメル等をプレゼント。その他各店
舗にて追加プレゼントあり。詳細は、各店舗にお
問い合わせください。

稲沢商店街振興組合として子育てを支援します。

無*薬局の
み土日祝



はぐみん優待ショップ一覧表（稲沢市）

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 鈴木時計店 稲沢市稲葉三丁目4-26 0587-32-0456 ○

買物 ヤマキ呉服店 稲沢市稲葉三丁目4-27 0587-32-0056

買物 藤市酒造株式会社 稲沢市稲葉三丁目4-30 0587-32-3155

買物 一心堂 稲沢市稲葉三丁目14-6 0587-32-2471 ○

買物 エイデンかわまつや 稲沢市稲葉三丁目14-4 0587-32-2972

買物 服部生花店 稲沢市稲葉三丁目15-6 0587-32-4533

買物 魚与曽 稲沢市稲葉三丁目1-24 0587-32-3161

買物 東松清 稲沢市稲葉三丁目1-25 0587-32-0023

買物 松江園茶舗 稲沢市稲葉三丁目15-8 0587-32-0069

買物 大竹畳店 稲沢市稲葉三丁目3-2 0587-32-0478

買物 内藤豆腐店 稲沢市稲葉四丁目5-2 0587-32-0560

買物 ますや
稲沢市小沢三丁目24-
10

0587-32-1712

買物
真野
テレビ・レコード店

稲沢市小沢三丁目12-
35

0587-32-0724

買物 桶幸浴槽店 稲沢市小沢三丁目11-7 0587-32-3640

買物 枡佐酒店 稲沢市小沢三丁目12-1 0587-32-1000

買物 松屋長春
稲沢市小沢三丁目13-
21

0587-32-0253

買物 戸田ミシン商会 稲沢市小沢三丁目11-5 0587-32-1388

買物 塚本食品店
稲沢市小沢三丁目14-
18

0587-32-0564

買物 花清
稲沢市小沢三丁目14-
14

0587-32-0542

買物 湯浅ガラス 稲沢市小沢四丁目16-1 0587-21-2241

買物 尾西油脂 稲沢市松下二丁目1-12 0587-32-2875

買物 ふとんの伊藤
稲沢市小沢三丁目16-
16

0587-32-0540 ○

買物 椿翠堂
稲沢市小沢三丁目17-
21

0587-32-5690

買物 ヒラノヤ 稲沢市小沢四丁目1-1 0587-21-1753

買物 桜井洋服店 稲沢市小沢四丁目13-1 0587-32-2377

買物 丸福スポーツ
稲沢市高御堂一丁目
14-15

0587-32-8020

買物 チビッコ 稲沢市小沢四丁目14-1 0587-32-0311

買物 ＨＡＲＡ 稲沢市小沢三丁目7-23 0587-23-5404

買物 ブティックユリヤ
稲沢市松下二丁目3-
11-102

0587-32-3074

買物 エーワ包材 稲沢市松下二丁目2-14 0587-21-9877

買物 矢合工具
稲沢市小沢四丁目20-
27

0587-21-6892

買物 さとうでんき 稲沢市小沢二丁目7-16 0587-21-1323

買物 あいとしフルーツ 稲沢市小沢三丁目9-1 0587-21-4021 ○

買物 アピタ　稲沢店
稲沢市天池五反田町1
番地

0587-24-8052
臨時休業
日あり

毎月第1日曜日に、こどもベビー売り場の衣類、
雑貨（帽子等）をレジにて5％引き。（コンセ、テナ
ント売り場を除く）他の円引き、割引との併用はで
きません。

「日常生活向上店」を目指し、地域のお客様のニーズ
にお応えできる店作りに努めます。毎週1回、母子健康
相談を実施しております。

　

来店者にキャラメル等をプレゼント。その他各店
舗にて追加プレゼントあり。詳細は、各店舗にお
問い合わせください。

稲沢商店街振興組合として子育てを支援します。

　

　

　

各店舗へ
お問い合
わせくださ
い。



はぐみん優待ショップ一覧表（稲沢市）

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 ファーマシーナガシマ
稲沢市祖父江町祖父江
高熊1-13

0587-97-6023 木曜日 店内の全商品を１割引
「育児相談」「お子さんの健康・食育相談」からお母さん
の「美容」家族の「健康」まで私たちがアドバイス・お気
軽にお越しください。

○

買物 ギフト乃スギヤマ
稲沢市平和町横池砂田
285番地2

0567-46-3171 月曜日
お子様にお菓子プレゼント。お買い上げの方には
粗品進呈。

各種内祝・法事など、お気軽にご相談ください。無料呈
茶サービスあります。 ○

買物
産直広場
国府宮店

稲沢市国府宮２丁目３
番８号

0587-23-7951
日曜・1/1
～1/5

買物
産直広場
下津店

稲沢市下津高戸町５０
番地

0587-34-5721

買物
産直広場
一色下方店

稲沢市一色下方町２１８
番地の１

0587-36-6780

買物
産直広場
大里店

稲沢市奥田計用町６８
番地２

0587-24-9920
日・祝日
1/1～1/5

買物 ビジョンメガネ　稲沢店 稲沢市大塚南5-1-1 0587-34-5669 年中無休

メガネ、補聴器店頭セール価格より更に10%割引
コンタクトレンズ店頭セール価格より更に5%割引
(※雑貨類、既製サングラス除く)。
店頭セールとの併用可。但し、他の優待、割引等
との併用不可。

メガネ・補聴器を通じて最適な「みえる・きこえる」を実
現します。
業界初のメガネ保険導入で安心のメガネライフをお届
けします。

○

買物 明治堂薬品平和店
稲沢市平和町須ヶ脇
367ヨシヅヤ平和店１階

0567-46-5008 不定休 医薬品全品５％引き 地域の人々の美と健康に貢献しよう。 ○

買物
暮らしの衣料
マツオカ 祖父江店

稲沢市祖父江町祖父江
高熊１１１平和堂 ２Ｆ

0587-98-1251

１月１日（店
舗により異
なる場合が
ございま
す。）

毎週火曜日はポイント2倍!
※ご精算前にカードのご提示をお願い致します。
精算後のご提示の場合、ポイント加算が出来な
い場合もございます。

愛知・岐阜県に肌着・靴下や普段着・子供服等、実用
品中心の品揃えで『とにかく安い物が沢山ある』地域密
着型の店舗を展開中！

　

買物 眼鏡市場稲沢店
稲沢市稲沢町前田５－
８６－１

0587-21-5188 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。

○

買物 奥山サイクルセンター 稲沢市東緑町2-55 0587-21-4706 水曜日
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 V・drug 祖父江店
稲沢市祖父江町祖父江
居中１４７番３

0587-58-6361 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（税抜価格）

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
稲沢井之口

稲沢市井之口北畑町２０３ 0587-23-8855

買物
ローソン
稲沢奥田町

稲沢市奥田町上一条１３７９‐３0587-33-0366

買物
ローソン
稲沢儀長

稲沢市儀長４‐５１ 0587-36-1300

買物
ローソン
稲沢治郎丸

稲沢市治郎丸石塚町１２‐１0587-24-3340

買物
ローソン
稲沢小沢四丁目

稲沢市小沢４‐５７‐５ 0587-21-1820

買物
ローソン
国府宮駅前

稲沢市松下１‐２‐１ 0587-32-2252

買物
ローソン
稲沢正明寺

稲沢市正明寺１‐１３‐１７ 0587-24-6609

買物
ローソン
ＳＺＥＮＴ稲沢

稲沢市増田西町５３ 0587-34-6311

買物
ローソン
稲沢長野

稲沢市長野１‐１４‐２２ 0587-24-1099

買物
洋服の青山
稲沢店

稲沢市天池遠松町
105番地の1

0587-24-5108 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）
上記特典は令和元年9月1日からです。

洋服の青山では、標準型詰襟学生服の取扱いをはじ
め、レディス商品も多数揃えております。ご来店をお待
ちしております。

○

買物 I'm ファイン薬局
稲沢市長束町観音寺田
１８１

0587-81-4600 土・日・祝日 記念品進呈

人にやさしい薬局を目指して、障害のある方にやさしい
ドライブスルーを備えた薬局です。全ての医療機関の
処方せんを受け付けております。管理栄養士が常勤、
栄養相談、食事指導を随時行っております。

○

飲食 中国料理　北京
稲沢市祖父江町祖父江
北方54

0587-97-0501 水曜日
カード持参の方全員にソフトドリンク一杯を無料
にてサービスさせていただきます。

ランチ、定食もすべてがおいしく、絶対お値打ちです。 　

飲食
ステーキ宮
稲沢店

愛知県稲沢市下津下町
西2-88

0587-24-7055 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
吉野家
稲沢下津店

稲沢市下津下町西1-
62-1

0587-34-2970

飲食
吉野家
稲沢市役所店

稲沢市舟橋町1191-1 0587-34-2971

水曜・1/1
～1/5

無休
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。

量り売り玄米（精米済みは除外）一般価格を会員
価格を会員価格にて販売します。

　

　

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)

○

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

ＪＡ愛知西では「農と食を通じて地域に根ざすＪＡづくり」
を基本理念に、地域の皆様に愛されるＪＡを目指してお
ります。また、稲沢市の子育て家庭優待事業協賛店舗
としてお子様を持つご家庭を応援します。



はぐみん優待ショップ一覧表（稲沢市）

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 昭月
稲沢市稲葉五丁目15-
14

0587-32-4850 　

飲食 カルダン 稲沢市稲葉四丁目4-27 0587-32-4935 ○

飲食 むさし乃 稲沢市稲葉四丁目10-5 0587-32-1261

飲食 かっぱ 稲沢市稲沢町前田187 0587-32-2609

飲食 鶴べ本店 稲沢市松下二丁目2-15 0587-32-6516

飲食 泉水閣
稲沢市小沢四丁目14-
16

0587-24-8621

飲食 ポピー 稲沢市小沢四丁目1-3 0587-32-8232

飲食
有限会社
ビーナスグループ

稲沢市小沢四丁目16-
35

0587-21-1669

飲食 美寿吉
稲沢市大塚北７丁目４５
－１

0587-21-0678 月曜日
小学生以下のお子様にいろいろ選べるお菓子
１ヶサービス

活イカ・活鯖・季節の魚・ふぐ・すっぽん・月替会席・昼
御前（平日\1,050）などお手軽、お値打ちな日本料理の
お店です。

○

飲食
マクドナルド
稲沢アピタ店

稲沢市天池五反田町１ 0587-34-1881

飲食
マクドナルド
祖父江平和堂店

稲沢市祖父江町
祖父江高熊１１１

0587-98-1897

飲食
マクドナルド
稲沢重本店

稲沢市重本２－５４ 0587-34-5401

飲食
マクドナルド
稲沢下津店

稲沢市下津小井戸町４６0587-24-0851

飲食
マクドナルド
１５５平和町店

稲沢市平和町下起南２１６－２0567-47-1135

飲食
ロッテリア
アピタ稲沢店

稲沢市天池五反田町1
番地

0587-21-8101 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
パスタ・デ・ココ
稲沢国府宮店

愛知県稲沢市小池三丁
目１０番30

0587-34-5516 なし
はぐみんカードの提示でドリンク（Aセット）１杯ま
たは、お菓子１個を無料で提供します。

ＣｏＣｏ壱でおなじみの壱番屋が運営するあんかけスパ
ゲッティ専門店です。名古屋名物をご家族でお楽しみく
ださい!各種お子様メニューも取り揃えております!

○

飲食
道頓堀くくる　アピタ稲沢
店

稲沢市天池五反田町１
アピタ稲沢店１F

0587-23-0630 年中無休 お会計５％割引 ○

飲食
ガスト
稲沢店

稲沢市井之口大坪町８
０－１

0587-34-1120
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
ラボ・パーティー
愛知真和学園附属
第二幼稚園教室

稲沢市高御堂５丁目１４
８

0587-21-1369

学習
ラボ・パーティー
祖父江町教室

稲沢市祖父江町三丸渕
下屋敷１９

0120-808-743

学習
パソコン教室アビバ
アピタ稲沢校

稲沢市天池五反田１ア
ピタ稲沢店Ｃ館２Ｆ

0587-21-3331

アピタ稲沢
店休館
日、年末
年始

アビバ：入会時に入会金ＯＦＦ＋受講料１０％割
引（他の割引との併用不可）
アビバキッズ：全てのコースに対して入会金ＯＦ
Ｆ。

アビバアピタ稲沢校では、あなたの最適なプランを一緒
にお立てしています！せっかく勉強するなら、楽しく・わ
かり易く。まずは実際に教室の雰囲気を体験してみてく
ださい！！スタッフ一同、笑顔でお待ちしております。

　

学習
アミットパソコン教室
（吉川宏美）

稲沢市祖父江町祖父江
江東７６

0587-97-1460
水曜・日
曜・祝日

入会金ＯＦＦ＋受講料１０％割引。
～初めてパソコンを触る方の味方です～小さなお子様
からご年配の方まで安心して通っていただけます。お
持ちのパソコン持込み可。

　

学習
明光義塾
国府宮教室

稲沢市松下1-4-20カワ
ムラヤビル1F

0587-34-1661 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。

　

レジャー・
スポーツ

稲沢グランドボウル
稲沢市井之口大坪町
80-1

0587-21-2131 なし 3ゲーム＋貸靴　一律　1,400円
116レーン全レーンキッズ用バンパーレーンにて投球で
き、投球補助台やお子様用軽量ボールも用意しており
ます。

　

レジャー・
スポーツ

タイトーステーション
パールシティ　稲沢店

稲沢市井之口大坪町8-
1　パールシティ稲沢２
階

0587-24-0996
パールシ
ティ稲沢店
休業日

親子でご来店の方、クレーンゲーム1回無料。
小さなお子様からご年配の方まで、ご安心してお遊び
いただけるゲーム機を取り揃えております。平日もイベ
ント開催し、ご来店を従業員一同お待ちしてます。

　

美容・理
容

美容室　ジャム 稲沢市東緑町1-2-7 0587-21-1810

月曜､第3
週日･月･
火曜は3連
休

カード提示でお一人様につき100円割引させて頂
きます。

子供さんからお年寄りの方まで幅広いお客様にご利用
いただいております。ぜひ一度ご来店ください。カット
3,500円、パーマ　7,500円～

○

来店者にキャラメル等をプレゼント。その他各店
舗にて追加プレゼントあり。詳細は、各店舗にお
問い合わせください。

稲沢商店街振興組合として子育てを支援します。

○

各店舗へ
お問い合
わせくださ
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。

教室によっ
て異なるた
めお問合せ
ください。

お子様の年齢にあわせて「ラボパーティー子育て
応援小冊子」プレゼント。①「子どもが育つってど
んな事？０～３歳の子どもたち」②「未来につなが
ることば～小学生年代の英語との出会い

世界の物語・絵本を通して、楽しく英語に親しみ、英語
力・コミュニケイション力が身につくまでサポート。（詳細
はＨＰ参照）

　

マクドナル
ド公式HP
をご参照く
ださい



はぐみん優待ショップ一覧表（稲沢市）

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

美容・理
容

トータルナチュレ
プリなちゅ

稲沢市天池西町28番地
090-2346-
3639

不定休（予
約優先のた
め連絡のう
えお越しく
ださい）

カード提示によりサロン施術料金（￥3,000以上）
より１０％OFF（妊産婦含む）。安定期の妊婦・産
後の方利用可能（妊産婦・産後の施術・知識あ
り）。子育て支援相談・講座開催中（アロマ・オー
ラソーマ・ベビマッサージ＆ヨガ）

☆安全・安心（本物の素材・技術・知識・経験・資格な
ど）
☆温もり・やすらぎ・夢・気づかいのある場所
☆純和風空間で癒しと活性を提供

　

美容・理
容

STAGE HAIR
稲沢市国府宮三丁目１
４－１５　エクセランス長
茂１F

0587-34-6222
毎週月曜
日、第３火
曜日

平日に限り、施術料金より５％offさせていただき
ます。　※他の割引との併用不可

ステージヘアは地元を愛し、子育て家庭を応援する地
域密着サロンです。バリアフリーでベビーカーもご一緒
にお過ごしいただけます。

○

旅行 稲沢旅行社 稲沢市稲沢町前田192 0587-32-0147

旅行
一宮旅行社
稲沢営業所

稲沢市稲葉三丁目4-22 0587-32-1125

美容・理
容

小沢理容 稲沢市稲葉三丁目5-18 0587-32-5611

美容・理
容

キスミー美容室 稲沢市稲葉三丁目14-8 0587-32-3541

美容・理
容

伊藤理容院 稲沢市稲葉四丁目4-25 0587-32-0559

美容・理
容

コイケ美容院
稲沢市小沢三丁目16-
10

0587-32-1807

美容・理
容

カットハウスピノキオ
稲沢市小沢三丁目17-
19

0587-32-5689

美容・理
容

香蘭美容室 稲沢市小沢三丁目11-3 0587-32-0671 ○

金融・保
険

愛知西農業協同組合
国府宮支店

稲沢市国府宮２丁目３
番８号

0587-32-1251

金融・保
険

愛知西農業協同組合
稲葉西町支店

稲沢市西町２－１－３ 0587-32-0461

金融・保
険

愛知西農業協同組合
下津支店

稲沢市下津鞍掛1丁目2
番1号

0587-32-3022

金融・保
険

愛知西農業協同組合
稲沢北部支店

稲沢市治郎丸東町５０
番地

0587-21-9571

金融・保
険

愛知西農業協同組合
稲沢駅前支店

稲沢市駅前２丁目５番１
号

0587-32-4033

金融・保
険

愛知西農業協同組合
明治支店

稲沢市中野元町２３１番
地

0587-36-1311

金融・保
険

愛知西農業協同組合
大里支店

稲沢市奥田計用町７２
番地

0587-32-3111

金融・保
険

愛知西農業協同組合
大里東支店

稲沢市日下部北町１丁
目４１番地

0587-32-2035

金融・保
険

愛知西農業協同組合
千代田支店

稲沢市福島町中浦６２
番地

0587-36-2211

金融・保
険

愛知西農業協同組合
祖父江町支店

稲沢市祖父江町上牧下
川田４１２番地の３

0587-97-1131

金融・保
険

愛知西農業協同組合
長岡支店

稲沢市祖父江町馬飼東
馬飼１５番地

0587-97-0073

金融・保
険

愛知西農業協同組合
平和支店

稲沢市平和町平池七反
田７９番地

0567-46-0102

金融・保
険

大垣共立銀行
稲沢支店

稲沢市松下二丁目2番3
号

0587-21-2211 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
稲沢支店

稲沢市駅前一丁目４番
１号

0587-32-7221

土・日曜
日、祝日、
12月31日
～1月3日

金融・保
険

いちい信用金庫
おりづ支店

稲沢市下津町南鞍掛西
切3番地2

0587-23-2661

土・日曜
日、祝日、
12月31日
～1月3日

　
土曜・日曜・
祝日・１２月
３１日～１
月３日

各店舗へ
お問い合
わせくださ
い。

来店者にキャラメル等をプレゼント。その他各店
舗にて追加プレゼントあり。詳細は、各店舗にお
問い合わせください。

稲沢商店街振興組合として子育てを支援します。

　

子育て応援定期積金「ファミリー積金（ほほえ
み）」
■対象者　１８歳未満（１８歳に達する日以後の３
月３１日までの者）のお子さまの保護者
■掛込金額：１万円以上１，０００円単位
■掛込期間：１年、２年、３年
■適用金利：①扶養されている１８歳未満のお子
さまの人数
・お子さまが１人・２人の場合…店頭表示利回り
＋年０．１０％
・お子さまが３人以上の場合…店頭表示利回り＋
年０．１５％
・「児童手当」を当JAに振込指定していただいて
いる方には、さらに店頭表示利回り＋年０．１０％
■その他：「ファミリー積金（ほほえみ）」の申し込
みの際には、健康保険証または住民票の提示を
お願いします。（「続柄の記載された世帯全員の
住民票」「保険証」等によりお子さまの年齢と人数
を確認いたします。）

ＪＡ愛知西では「農と食を通じて地域に根ざすＪＡづくり」
を基本理念に、地域の皆様に愛されるＪＡを目指してお
ります。また、稲沢市の子育て家庭優待事業協賛店舗
としてお子様を持つご家庭を応援します。

　
いちい信用金庫は、稲沢市の子育て優待事業協賛店
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。（当金庫お取引につ
いては、他の金利優遇を併用しますのでお取引内容
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。



はぐみん優待ショップ一覧表（稲沢市）

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

金融・保
険

尾西信用金庫
稲沢支店

稲沢市稲沢町前田292
番地1

0587-32-1101

金融・保
険

尾西信用金庫
祖父江支店

稲沢市祖父江町祖父江
高熊343番地3

0587-97-2223

金融・保
険

尾西信用金庫
平和支店

稲沢市平和町下起中78
番地

0567-46-4111

金融・保
険

尾西信用金庫
大里支店

稲沢市日下部西町二丁
目117番地1

0587-24-2271

金融・保
険

十六銀行
稲沢支店

稲沢市桜木2丁目7番18
号

0587-21-6216

金融・保
険

十六銀行
東稲沢支店

稲沢市奥田大沢町28番
地の1

0587-32-7716

金融・保
険

岐阜信用金庫
奥田支店

稲沢市奥田町下一条
1456-14

0587-23-0101

土・日曜
日、祝日、
12月31日
～1月3日

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。

○

金融・保
険

岐阜信用金庫
稲沢支店

稲沢市高御堂1-4-22 0587-24-6651

土・日曜
日、祝日、
12月31日
～1月3日

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。

金融・保
険

大垣信用金庫
稲沢支店

稲沢市正明寺一丁目７番
２０号

0587-23-5111 土・日・祝日

1.預金商品
 (1)アンパンマンの子育て応援定期積立(2)アンパンマ
ンの子育て応援定期預金 お子様1人～2人 店頭金利
+0.15%、お子様3人以上 店頭金利+0.20%
2.融資商品(個人ローン)
 (1)だいしんエコカーローン(2)だいしんカーライフプラ
ン(3)だいしん教育プラン(4)エコリフォームプラン オー
ルマイティ 金利優遇0.3%引き下げ

当金庫は、H28.1.12に西濃信用金庫と合併し、大垣西
濃信用金庫として誕生予定です。子育て支援として、
岐阜県内店舗は”ぎふっこカード、ぎふっこカードプラ
ス”呈示にて、同様の金利優遇が受けられます

○

金融・保
険

保険見直し本舗
新稲沢ヨシヅヤ店

稲沢市朝府町4-1
ヨシヅヤ新稲沢店1F

0587-34-5705

※年末年始
営業時間変
更や終日休
業日あり
ホームペー
ジで御確認く
ださい。

◎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」

子どもの遊
び場（ｷｯｽﾞｽ
ﾍﾟｰｽ）

○

金融・保険
第一生命　名古屋西支
社
稲沢営業オフィス

稲沢市松下２－１－２０
松長ビル４Ｆ

050-3782-
4226

土日祝日 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。

　

金融・保
険

住友生命
稲沢南支部

稲沢市高御堂一丁目5-
29

0587-21-4810

その他 稲沢タクシー 稲沢市稲葉四丁目6-19 0587-21-0517

その他 株式会社かとう 稲沢市稲葉三丁目4-10 0587-32-0266

その他 小味印刷 稲沢市小沢二丁目9-1 0587-21-4021

その他 不動産の水谷 稲沢市稲葉五丁目11-8 0587-32-1409

その他
トヨタレンタリース名古屋
稲沢駅前店
（レンタカー）

稲沢市駅前二丁目25-3 0120-205-758 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いま
す。車での旅行をお考えの方は是非お問い合わせくだ
さい。

○

その他 写真館　いとう
稲沢市小池一丁目７－
２８

0587-21-7707 水曜日
記念写真撮影の方１，０００円割引。証明写真撮
影の方５００円割引。

しあわせ写そう家族写真。世界にひとつの宝物。 　

その他
ちびっこランド　リーフ
ウォーク稲沢園

稲沢市稲沢中島都市計
画事業尾張西部都市拠
点地区 土地区画整理
事業13街区2-2, 3画地

0587-81-3415
日曜日・祝
日

生後６ヶ月～学童の月保育入園料（１０，５００
円）を半額（５，２５０円）にいたします。

知育・徳育・体育の三育法を取り入れ、自然に学べる
教育を進めています。また、混合自由保育で優しい心
を育てます。

　

その他
三交不動産アトレ国府宮
グレイシア
マンションギャラリー

稲沢市稲島町洲原2770
番1　アトレ国府宮グレ
イシア106

052-563-5544 火・水曜日
不動産売買契約締結時にＱＵＯカード2,000円相
当を進呈します。購入申込み時までに保険証等
を提示してください。

365日有人管理や24時間ゴミステーション、キッズルー
ムなど子育てに優しいマンションです。詳しくはＨＰにて
ご確認ください。

　

その他
美洗館
カネスエ国府宮店内

稲沢市国府宮神田町34
カネスエ国府宮店内

0587-23-0761 なし キャンディープレゼント
子どもさんの洋服、洗ってもシミ・汚れが落ちないとお
困りではありませんか。当店のシミ抜きで試してくださ
い。お値打ち料金でサービスしています。

　

その他 朝日湯
稲沢市駅前二丁目13-
17

0587-32-1014
毎週月曜
日

毎月19日を「育児の日」として、入浴料金の割引
…小学生１００円、幼児　５０円、３歳以下　無料

核家族が多い昨今、育児でお悩みのお母さん。銭湯に
は先輩お母さんがいっぱいいますよ。日頃の疲れをリ
フレッシュしに来てください。

　

その他 グッドハンド稲沢
稲沢市福島町字大福寺
85-1

0587-36-7408 日曜日

①ガソリン価格2円引（店頭フリー価格より・現金
支払いに限ります）②オイル交換20%オフ（オイル
のみ20%オフ、エレメント・工賃は割引きなし）③Ｗ
ＡＸ洗車・撥水洗車　半額（機械洗車・外洗車に限
ります）

　

「びしん子育て支援積立」
掛込金額は1万円以上2万円以下。積立期間は3
年、4年、5年。利率は店頭表示金利に0.1%上乗
せ、当金庫で児童手当を受給されているご家庭
は更に年0.1%上乗せ。

稲沢支店ではお客様の利便性向上のため、平日の窓
口営業は午後4時までです。（延長時間帯での当座預
金の入出金、振込業務などのお取り扱いは除きます）

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。

○

土・日曜
日、祝日、
年末年始

　

各店舗へ
お問い合
わせくださ
い。

来店者にキャラメル等をプレゼント。その他各店
舗にて追加プレゼントあり。詳細は、各店舗にお
問い合わせください。

稲沢商店街振興組合として子育てを支援します。 　

土・日・祝
日・12/31
～1/3



はぐみん優待ショップ一覧表（稲沢市）

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

その他
プラサカプコン
稲沢店

稲沢市長野7-2-1
リーフウォーク稲沢 2F

0587-33-3222 年中無休
優遇:メダル500円以上ご利用時カード提示でプラ
ス10枚(お一人様1日1限り)

プラサカプコン稲沢店ではお子様と一緒に楽しめるキッ
ズパークを始めアンパンマン景品なども多数取り揃え
ております。お気軽にご来店ください。

　

その他 ３B体操　親子教室
稲沢市長野７丁目１－２
リーフウォーク稲沢2F
カルチャータウン内

0587-34-5620

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 あさ心理室 稲沢市国府宮町１の１
050-5327-
3077

原則　日・祝
日

初回面接　半額
10歳以下の子どもの継続的プレイセラピー　2割
引き

子どものこころのケアやお母様の子育ての悩みなど、
ひとりで抱え込まずご相談ください。経験豊富な臨床心
理士が対応します。

○

その他
はせがわ　リーフウォー
ク稲沢店

稲沢市長野7-1-2　リー
フウォーク稲沢2階

0587-33-5360

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
ブルースカイランドリーヨ
シヅヤ新稲沢店

愛知県稲沢市朝府町1
番26号

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
ブルースカイランドリーア
クロスプラザ稲沢店

愛知県稲沢市大塚南
5丁目1-1

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。 ○


