
はぐみん優待ショップ一覧表（東郷町）

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 スギ薬局 東郷西店
東郷町三ツ池二丁目
１番地１

0561-37-5586

買物 スギドラッグ 東郷店
東郷町大字春木字塩田
1816番地1

0561-76-4577

買物 ヤマダ時計舗 東郷町和合字南蚊谷5-6 0561-39-0529 毎週日曜日 店内商品すべて表示価格より2割引き 時計修理、宝石・貴金属リフォーム 　

買物

NPO法人金曜グループ
手作りお菓子と雑貨のお
店
「またどうぞ」

東郷町白鳥2丁目4-6 0561-38-8454
土、日、祝
祭日

\1,000以上のお買い上げのお客様　クッキーをどれ
か1つプレゼントします。

知的に障害のある方の就労支援の場として、お菓子の
製造・販売を行っています。保存料を一切使用せず、心
を込めて手作りしています。

　

買物 V・drug　東郷西薬局 東郷町兵庫2-2 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
ドラッグストアです。

○

買物
サイクルショップ
カサイ

東郷町和合前田14 0561-39-0857 火曜日

・新規購入していただいた場合、粗品プレゼント
・修理代100円（5000円以上は200円）引き
・無料安全相談
※他特典とは重複不可となりますのでご確認下さ
い。

アフターサービス一番店！当店購入自転車は出張、代
車無料です。他店購入自転車、バイクでも出張OK！常
時展示２００台以上で安心、安全、満足な自転車選びを
プロがサポートします。

　

買物
ローソン
東郷春木太子

東郷町大字春木字太子４
１

0561-38-1393

買物
ローソン
東郷春木藤坂

東郷町大字春木字藤坂２
３１

052-807-3930

買物
ローソン
東郷西白土

愛知郡東郷町大字春木字
白土１‐１１７８

052-802-2088

買物
ローソン
東郷諸輪

愛知郡東郷町大字諸輪字
曙９５‐４

0561-38-8254

買物
眼鏡市場
ららぽーと愛知東郷店

東郷町東郷中央土地区画
整理事業62街区1、3
ららぽーと愛知東郷３階

0561-38-8218
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。

オムツ交換
台、ベビー
キープ

○

買物
サンフレッシュブルーム
東郷店

愛知県愛知郡東郷町春木
字前田3253-1

0561-37-1311
（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。

　キッズカー
トの刷新・充
実

○

買物
エースコンタクト　ららぽー
と愛知東郷店

東郷町東郷中央土地区画
整理事業62街区1-3　らら
ぽーと愛知東郷2F

0561-56-1477
コンタクトレンズ及びコンタクトケア用品全品５％引
き（他の割引と併用不可）

コンタクトレンズ専門店のエースコンタクトでは、子育て
中の方を応援しておりますので、全品5％OFFのご優待
価格でお買い求めいただけます。

○

買物
TRANS　CONTINENTS
愛知東郷店

愛知郡東郷町　東郷中央
土地区画整理事業62街区
1-3　ららぽーと東郷町３Ｆ

0561-56-3391 なし
お買い上げ金額合計から１０％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。

オンオフ問わず、働く方のライフスタイルウェアを、より
おしゃれに、より快適に着て頂ける商品を取り揃えてお
ります

○

飲食 あしながおじさん「焼肉亭」 東郷町和合北蚊谷171 0561-38-2881 不定期
月～金曜日、2,000円を上限に5％off。但しグループ
など一会計とする。又、他のサービスやクレジット
カード利用には適用されません。

「安全と安心の食材」、一番大切にしていることは安さで
はありません。安心出来る、良質で安全な食材を提供す
ること。

　

飲食 （株）みのぜん 東郷町和合牛廻間41-4 0561-38-3105 年中無休
スタンプポイント2倍進呈
小学生以下のお子様にオモチャ1個サービス

すべて手打ちのそば、うどんが自慢の店。おすすめは
厳選した粉を使用した八割そばと自家製ルーを使ったカ
レーうどん又お得なセットメニューを豊富に取り揃えてい
ます。

○

飲食
株式会社　アジアル
びっくりドンキー153広場店

東郷町和合牛廻間41-4 0561-38-1532 年中無休

第三日曜日”家庭の日”にはぐみんカードとクーポ
ン券（当社ホームページhttp://www.ajial.jp/より印
刷）持参でご来店のお客様、お食事代合計金額より
１０％割引いたします。

びっくりドンキーのハンバーグは、ナイフを使わなくても
簡単に切れる程やわらかく、シューシーなものを提供し
ております。

　

飲食
カレーハウス
CoCo壱番屋
東郷店

東郷町大字春木字池田
22-1

0561-39-3858 なし

毎週火曜日及び第三日曜日（家庭の日）に食事をさ
れる小学生以下のお子様へサラダ1個、ドリンク1
杯、お子様お菓子、ガチャ1回のどれかサービス。
お子様用絵本設置。お子様用ぬりえあり。

終日禁煙。アレルギーをお持ちのお子様向けの低アレ
ルギーカレーもあります。

　

飲食

Asian Rilax Dining & Cafe
DEAR DEAR ～ディアディ
ア　インド・ベトナム・タイ料
理～　東郷本店

東郷町大字諸輪字上鉾
12-360

0561-38-3588
年中無休
（年末・年始
を除く）

毎日ディナー10％OFF
※クレジット、他券との併用不可
※テイクアウト対象外

当店ではお子様のチェアをはじめ食べやすいお子様用
のメニューもございますので是非ご家族でどうぞ。

○

飲食
珈琲所コメダ珈琲店
東郷春木店

愛知郡東郷町春木新池３
９１７-４

0561-38-5668 無

ミニソフトクリームプレゼント
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ドリンクで１個のミニソフトをプレゼント

木のぬくもり溢れる店内。
創業者こだわりの赤いソファー。
椅子を外せるのでベビーカーをテーブルに設置し、
ご家族やご友人とゆっくりお過ごしいただけます。
珈琲片手にくつろぐいちばんいいところ。
ぜひお越しくださいませ。

飲食
珈琲所コメダ珈琲店
和合店

愛知郡東郷町和合牛廻間
41-4

0561-38-3153 無

ミニソフトクリームプレゼント
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ドリンクで１個のミニソフトをプレゼント

木のぬくもり溢れる店内。
創業者こだわりの赤いソファー。
椅子を外せるのでベビーカーをテーブルに設置し、
ご家族やご友人とゆっくりお過ごしいただけます。
珈琲片手にくつろぐいちばんいいところ。
ぜひお越しくださいませ。

金融・保
険

豊田信用金庫
東郷支店

東郷町大字和合字前田
163番地1

0561-38-1331

土・日曜
日、祝休
日、12月31
日から1月3
日まで

○子育て支援定期積金
・特典内容：適用金利：年0.10%（税引後　年0.079%）
・預金種類　：一口あたり満期契約額50万円以上
300万円以下で、 契約期間3年以上5年以内のスー
パー積金

お客様とふれあい、お客様と考え、お客様と歩む。豊田
信用金庫は、地域の皆様にお役に立つコミュニティ・バ
ンクを目指します。

○

金融・保
険

岡崎信用金庫
東郷支店

東郷町三ツ池二丁目3番
地１

0561-38-3511
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。

岡崎信用金庫は東郷町と連携して子育て家庭を応援
し、お客さまから愛され、信頼される金融機関をめざしま
す。

　

金融・保
険

碧海信用金庫
東郷支店

東郷町和合ヶ丘1丁目5番
地4

0561-38-1011
土・日・祝
日・12月31
日～1月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、東日本
大震災で被災した子どもたちも支援していきます。

　

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。

無

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
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全国展開
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金融・保
険

保険コンパス
ららぽーと東郷店

愛知郡東郷町春木南見額
1997番1 ららぽーと愛知東
郷 3階

0561-56-0671 なし
・小学生以下のお子様におもちゃプレゼント
・親子の遊び場スペースの設置（動画視聴、おも
ちゃ、絵本を用意）

子育て中の方が安心して気軽に立ち寄れるお店を目指
しています。
お客様のライフプランにぴったりの保険をおすすめしま
す。

○

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場
諸輪支部

愛知郡東郷町北山台2丁
目11－2　北山台コミュニ
ティセンター

0565-27-3972
090-4448-
4746

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場
諸輪東支部

愛知郡東郷町大字諸輪字
中市135-73　諸輪公民館

090-1831-8835

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場
東郷支部

東郷町大字春木字北反田
３５番地　東郷町総合体育
館

090-5604-8392

レジャー・
スポーツ

テニスラウンジ
東郷校

東郷町春木字追分115 0561-38-8147 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。

　

生活関連
サービス

ナチュラルデンタルクリ
ニック

東郷町大字春木字仲田
111-1

0561-38-8110 木・日曜日

・歯ブラシプレゼント
・お子様にガチャガチャおもちゃプレゼント
・育児グッズ、子育て本などの貸出あり
・託児（要予約）

授乳スペースやキッズルームをご家族やお友達と使っ
て頂けます。ヨーロッパの木のおもちゃや絵本などあり
ゆっくり遊べます。

○

※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！

○


