
はぐみん優待ショップ一覧表（豊明市）

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
株式会社　ＡＯＫＩ 
  
豊明店

豊明市前後町五軒屋
1543-1

0562-92-2945 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　二村台店
愛知県豊明市二村台２丁目
１８番９

0562-95-4523
無*薬局のみ
日祝

買物
スギドラッグ　
パルネス前後店

愛知県豊明市前後町善江１
７３５番地　パルネス前後Ｂ１
階

0562-96-2170
第2水(2・8月
第3水)

買物 スギドラッグ　沓掛店
愛知県豊明市沓掛町丘下１
２番地１

0562-91-3266
無*薬局のみ
土日祝

買物 スギ薬局　前後店
愛知県豊明市前後町五軒屋
1534番地1

0562-93-7732 無

買物 スギドラッグ　豊明三崎店
愛知県豊明市三崎町丸ノ内
2番地18

0562-57-0057
無*薬局のみ
土日祝

買物 加登屋
豊明市三崎町井ノ花６番
地１３

0562-92-3722 不定休

毎月5日,15日,25日に来店頂いた方に粗品を差し
上げます（3000円以上お買上げの方に限りま
す。）

宝くじ、ナンバースは当店でお願いします。 　

買物 豊明メガネ
豊明市三崎町中ノ坪１３
番地１１

0562-93-7230
毎週火曜
日、　　　　　
年末年始

その場でお直し出来るメガネ修理をいつでも無料
サービス。メガネをお買上げの方で１８歳未満の
お子様には図書カードを、保護者の方にはメガネ
拭き又はクリーナーを進呈。

かけて安心、確かなメガネをモットーに、常に正確なメ
ガネ作りを目指しております。 　

買物 電化ショップ　トクダ
豊明市新田町子持松８番
地１４

0562-92-8789
毎週水曜、　　
　　　第２火
曜

１，０００円以上お買上げの方に記念品進呈、小
学生以下のお子様に記念品プレゼント。

デジタル放送１１０番の店、家電でお困りの方は当店
へ。 ○

買物 ㈱山中石油
豊明市大久伝町南1番地
８

0562-92-8610
年始（1月1
日・2日・3日）

給油時（普通車２０ℓ以上、軽自動車１５ℓ以上）、
カード提示の方に、ボールペンプレゼント。

確かな技術とサービスで皆様のご来店をお待ちしてお
ります。 　

買物
一二家　
暮らしの衣料館

豊明市新田町門先２番地
１

0562-93-0128 正月三が日 毎週月曜・火曜日全商品５％割引 ご家族様のデイリーファッションウエアー 　

買物
靴・鞄・雨具・学生衣料
(有）　フクオカ

豊明市新田町吉池20番地
２

0562-92-8826 毎週火曜

カバンが壊れたら、各学校代替カバンを用意しており
ます。替カバンを持って頂いている間に修理。学校の
登校は心配ありません。カバンのパンク（糸のはず
れ）、金具がとれてしまった、ファスナーが壊れた、何
かあれば、ご相談ください。どんなことでも全力を尽く
します。（一部有料の場合でも安心・驚きの低価格に
て対応）。ズボンを転んでひざに穴、スカートをひっか
けてしまった。※穴に布をあて、ミシンでタタキ（無
料）。身長がのべてしまった。※学生服、セーラー服の
袖伸ばし、スラックスの丈伸ばし、ウエスト出し（無
料）、カギホック・ファスナー交換（有料）

フクオカで購入さてたカバンは、全商品３年間保証、大
好評、アフターサービス万全”３年間”何かあれば、ご相
談ください。

　

買物
スクールウエアーショップ　
ラボック

豊明市前後町大代１６０５
番地７６

0562-97-1044 毎週水曜日

メンバーズカードにスタンプ捺印、当店商品２００
円毎に、捺印します。５０点で２５０円としてご利用
できます。学生服、セーラー服に個人ネームサー
ビス。学生ズボンお買上げのお客様は、全て裾上
げサービス。６月～１２月の毎週日曜日は、スタン
プ２倍デーです。

どんなサイズの方も安心。豊富は品揃えとアフター
サービスで御卒業までお客様のお役に立たせていただ
きます。

○

買物 フクシマヤ豊明店
豊明市三崎町中ノ坪２番
地５

0562-93-3276 毎週水曜日
カード提示で１０００円毎に１０％割引。※教科書
は除きます。

教科書のお取り寄せ致します。文具・ポラモデルのお
店です気軽に来店ください。 　

買物 学生衣料　シマブン
豊明市阿野町茶屋浦６番
地１

0562-97-0475 毎週月曜日

・学生服、セーラー服の個人ネーム刺しゅうサー
ビス　
　　
　　
　　

創業９０年余の歴史と実績を持つ学生衣料専門店で
す。豊富な品揃えとアフターサービスも万全、皆様のご
来店お待ちしています。

　

買物 ミズノ弦楽器
豊明市新田町広長15番地
４

0562-92-0852
毎週水・木曜
日

カード提示で、１，０５０円以上（税込）お買い求め
の方商品券プレゼント。

ミズノ弦楽器では、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラ
バスは勿論、楽器附属品,小物、教則本等も充実してい
ます。

○

買物 木村スポーツ
豊明市三崎町井ノ花６番
地１６

0562-92-5476 毎週火曜日 全品５％割引（一部除外商品有）
スポーツ用品のことなら、専門店木村スポーツにご相
談下さい。”ありがとう”（実施しております。） ○

買物 眼鏡市場  豊明店
豊明市三崎町中ノ坪27-
14

0562-92-8805 年中無休

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 Ｖ・drug 豊明店 豊明市大久伝町南３－１ 0572-27-3911 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

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
のドラックストアです。

○

買物
ドラッグスギヤマ　
豊明店

豊明市西川町笹原
２番地２４

0562-91-3181 年中無休

毎週土曜日、お会計時に優待カードをご提示して
頂きますと、スギヤマカードへのポイント加算を通
常の2倍とさせていただきます。

Health&Beautyを応援します。ご不明点はお気軽に店
頭スタッフにお尋ねください。 　

買物
ローソン 
豊明阿野町

豊明市阿野町東阿野１８８ 0562-95-3006

買物
ローソン
豊明インター南

豊明市栄町元屋敷５２‐５ 0562-97-5599

買物
ローソン 
豊明沓掛恵畑

豊明市沓掛町恵畑８１‐１ 0562-91-4554

買物
ローソン 
豊明丸の内

豊明市三崎町中ノ坪２６‐
２

0562-22-1844

買物
ローソン 
豊明三崎町

豊明市三崎町中ノ坪４‐１
２

0562-85-5534

買物 BOOKOFF とよあけ店
愛知県豊明市新田町門先
１１−１３

0562-95-3274 なし

新刊本を除く全品５％OFF
※新品商品、ゲーム機本体、ブランド品・貴金属・
腕時計、携帯電話は対象外となります。
※「店舗受取サービス」は対象外となります。
※有効期限：2022/3/31(水)

ブックオフは子どもから大人まで楽しめるお店です。 ○

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。 　

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。 ○



はぐみん優待ショップ一覧表（豊明市）

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
サンフレッシュブルーム
豊明本店

愛知県豊明市西川町広原
43-2

0562-92-0231
（1月1日～1
月3日）

毎週金曜日に中学生以下のお子様と一緒にお会
計をされた保護者の方を対象に税込2,000円以上
のお会計で全品5％引
※酒やタバコなど一部対象外商品がございます。
詳細は店舗にお問い合わせください。

タカラ・エムシーはママパパ応援団。毎週金曜日は「I♡
キッズDAY」子育て中の方を応援するお得なサービス
をご提供いたします。

○

買物 フォーエル　豊明店
愛知県豊明市前後町螺貝
1376-1

0562-93-1510 なし

お買い上げ金額合計から５％引き
※他の割引と併用できます。一部対象外あり。
詳しくはスタッフにお問い合わせください。

2L-8Lまでの豊富なサイズ展開で、自分にぴったりの
ファッションが見つかる大きいサイズの専門店 ○

飲食
デニーズ　
豊明店

豊明市西川町島原３番地
１

0562-95-4560 なし
カード持参でお子様連れのお客様に、毎日飲食
代金の５％割引

お子様から年配の方まで幅広く楽しめるメニューが揃っ
ております。価格を見直し、お得なメニューが豊富で
す。

○

飲食
自家焙煎珈琲　
豆散人

豊明市新栄町六丁目７８
番地

0562-97-3722 毎週水曜日
・小学生以下のお子様にヤクルト１本サービス
・珈琲豆お持ち帰りのお客様１０％増量

月に一度の子連れカフェ「ママさんじん」が始まりまし
た。珈琲とスイーツを楽しみながら、子育てママさん同
士楽しく交流できます。（要予約）
日時：毎月第２水曜日15：00～17：00
対象：乳幼児をお連れのお母さん、お父さん
参加費：親子で千円
おもてなし：お飲み物（お代わり１杯つき）、スイーツ、お
子様にヤクルト

○

飲食
和食さと　
豊明南店

豊明市前後町螺貝１３８６
－２

0562-97-3277 なし

愛知県下の全店舗でレジ会計時にカードを御提
示いただくと、「おこさまさとカフェ(ドリンクバー)１１
０円」を無料にさせていただきます。

お子様連れのご家族でのご利用はもちろん、グルー
プ・カップル等なごみのお食事を楽しみいただける郊外
型和食レストランです。

○

飲食
マクドナルド
１号線豊明店

愛知県豊明市前後町五軒
屋
１５６０－１

0562-95-1727

飲食
マクドナルド
前後駅前パルネス店

愛知県豊明市前後町
善江１７３５

0562-97-9205

飲食 濱蛸
豊明市三崎町中ノ坪27-1　
しおじハイツ1F

070-6580-8880
月曜日、第2
日曜日

店内飲食に限りお子様の人数分キッズドリンク無
料

たこ焼き屋ですが広めの座敷があり子どもたちの遊び
場に、子連れの親御さんの語らいの場になれたら幸い
です。

ﾐﾙｸの調乳施設
（お湯の提供）,
子どもの遊び
場,その他

○

飲食
吉野家　
ＦＣ１号線豊明店

豊明市前後町螺貝1389-1 0562-96-1068 年中無休

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。

　

生活関連
サービス

ニチイケアセンター

豊明

豊明市前後町善江1737番
地

0562-96-0377
店舗にお問
い合わせくだ
さい

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

　

金融・保険
碧海信用金庫
豊明支店

豊明市前後町善江１６５７
番地１０

0562-97-6121

金融・保
険

碧海信用金庫
豊明北支店

豊明市新田町吉池1番地
１

0562-93-1511

金融・保
険

碧海信用金庫
豊明南支店

豊明市新栄町3丁目409番
地１

0652-97-7211

金融・保
険

岡崎信用金庫
豊明支店

豊明市三崎町中ノ坪３番
地７

0562-93-5611
土・日・祝
日、12/31～
1/3

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。

岡崎信用金庫は豊明市と連携して、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。

　

金融・保
険

愛知信用金庫　
豊明支店

豊明市新田町子持松　１１
番６

0562-92-0611

金融・保
険

愛知信用金庫　
桶狭間支店

豊明市栄町南館３番　１１
０

0562-97-7521

レジャー・
スポーツ

豊明市福祉体育館（指定
管理者：シンコースポーツ
㈱名古屋支店）

豊明市西川町笹原２６番
地１

0562-93-5001
毎週月曜
日、年末年
始

ジュニアテニス教室、ジュニア体育教室、キッズ
体育教室の受講料を、それぞれ300円割引しま
す。

豊明市福祉体育館では、小さなお子さまからお年寄り
まで、市民の健康づくりをサポートしていきます。 ○

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場　
豊明支部

豊明市西川町善波2-6
西川会館ホール

0561-32-8287
090-8180-9535

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場　
豊明栄支部

豊明市栄町武侍
舘西公民館

0562-98-0081
090-4199-0081

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場　
豊明宿支部

豊明市沓掛町宿189-2
宿公民館

090-4199-0081

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場　
豊明新栄支部

豊明市新栄町2-295
氏子会館

080-3654-3992

レジャー・
スポーツ

コナミスポーツクラブ 豊明
豊明市前後町五軒屋
1555-1

0562-95-1831 水曜日

① （お子様対象）
スクール体験料金1,100円（税込）→500円（税込）
※各施設へお問い合わせください
② （保護者対象）
フィットネスクラブ90分体験料金1,100円（税込）→
500円（税込）※愛知県・岐阜県・三重県の施設お
ひとり様1回のみ

水泳が初めてのお子様大歓迎。4ヶ月から親子でプー
ルに入るベビークラスから、競技会に参加できるクラス
まであります。（その他、体操・ゴルフ・空手・クラシック
バレエ・キッズチア等）各店舗へ、気軽にお問い合わせ
てください。

ﾍﾞﾋﾞｰｷｰﾌﾟ(ﾄ
ｲﾚ個室内で
乳幼児を座
らせる設備)

○

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。

○

土曜・日曜・
祝祭日、年
末年始

子育て応援定期（金利優遇商品）の提供
応援します！あなたの街で
愛知信用金庫は、face ｔｏ face で子育てを応援しま
す。

○

※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！

○

土・日・祝日　
　　　　　・12
月31日、　　　
　　　　　１月
２日～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



はぐみん優待ショップ一覧表（豊明市）

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

学習
ゆうゆうパソコン教室　ピ
アゴ豊明教室

豊明市三崎町井の花5-1　
ピアゴ豊明店2F

0562-95-5060 なし 入学金通常5,400円(税込)のところ、無料！
ゆっくり、じっくり、やさしく。同じことを何回聞かれても笑
顔でお答えします！パソコンはじめてさんも就活の方
も、安心してお越しください♪

○

その他 こもれび治療院
豊明市二村台２丁目２０番
地１８

0562-91-6030
毎週水曜、
祝祭日、第
３・４日曜

初診料１，０００円を割引（無料）
子育て中は、ご自身の体のケアが怠りがちになり、あと
あと取り返しつかない痛みや症状にならないようにしま
しょう。

○

その他
ネッツトヨタ東海㈱
豊明店

豊明市三崎町中ノ坪２６
番地１６

0562-92-4166
第２．第４月
曜日

国産車オイル交換２，０００円、待ち時間にドリン
クサービス（コーヒー、ジュース等）

地域に密着した販売活動を行っています。お気軽にご
来店ください。 　

その他 アロマクラブ
豊明市前後町善江１７３５
パルネス内

0562-98-3133
不定休（年６
回休み）

全メニューいつでも５００円ＯＦＦ（妊娠中の方は除
く）

リラクゼーション＆カジュアルエステのお店です。 　

その他 いけだ整体
豊明市間米町鶴根１１８７
－６３

090-4253-1845 日曜日
一回５，０００円の施術代を１，０００円OFFの４，０
００円にいたします。

肩こり、腰痛でお困りの方が自宅で施術を受けられる
便利な出張整体院です。 　

その他
ライフサポートサービスの
ベンリー
豊明前後店

豊明市前後町鎗ｹ名１８１
８

0120-925-285 年中無休
１サービスにつき１，０００円OFF　or  全サービス
５％割引

ご家庭のトラブル等をサポートしています。どんなことで
も対応できます。何処に頼めばと困ったらお気軽にご
相談ください。

　

その他
３B体操　
ジュニア教室

豊明市栄町南舘１６６−１
舘区民会館

090-7432-0632
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。

○


