
はぐみん優待ショップ一覧表（扶桑町）

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

全国共通
展開参加

買物 スギドラッグ　柏森店
扶桑町大字柏森字
長畑４１８番地

0587-91-3561

買物
スギドラッグ　柏森駅南
店

扶桑町大字柏森字天神
１１８番地

0587-22－6255

買物 マリーナ
扶桑町大字柏森字天神１
４７

0587-93-5293 月曜日
半被･Ｔシャツ･ブルゾン･キャップ等オリジナルプリ
ントの製版代を通常価格より２割引(ご来店いただ
いた方に限ります。)

半被･Ｔシャツ･ブルゾン･キャップ等オリジナルプリント
販売。詳しくはホームページをご覧ください。 　

買物
つるや書店
ツルヤオンライン
ブックショップ

扶桑町大字高雄字定光寺
１２６－１

0587-92-0162 年中無休
①フリ－インタ－ネット(無料インタ－ネットサ－ビス)
②フリ－無線ＬＡＮ(２４時間無料)
③フリ－フォン(全国の固定電話への通話無料)

つるや書店は日本で最初にインタ－ネットを利用したツ
ルヤオンラインブックショップを開設しました。全国から
本を購入できます。

　

買物 和菓子処　とう野
扶桑町大字柏森字郷前１
５０

0587-93-8857 月曜日
①お子様にお菓子プレゼント
②毎週木曜日は全商品５％引き

四季折々の和菓子を取り揃えて　　お待ちいたしており
ます。 　

買物 柏宝堂 扶桑町大字柏森字郷前１ 0587-93-1523 月曜日
宝石・貴金属　赤札価格より更に１０％OFF
時計の電池交換（普通品）７００円、（高級品・Ｇ
ショック）１，０００円から

創業以来４５年の経験と実績　　皆様の信頼に応えま
す。 ○

買物 江口印刷
扶桑町大字柏森字郷前３
４

0587-93-0268 日曜日 名刺・ハガキ（年賀状含む）の印刷代金５％ＯＦＦ 名刺・ハガキに写真入りのカラー印刷もできます。 　

買物 松月園茶舗
扶桑町大字柏森字長畑３
６７

0587-93-2346 不定休
毎月１０日・２０日・３０日は、１，０００円以上お茶
お買い上げの方５％ＯＦＦ

仲間とのティータイム･職場でのひと息･お客様用に、こ
だわりのお茶を品揃えしています。ご利用ください。 　

買物 マックスバリュ扶桑店
扶桑町大字高雄字下野７
－１

0587-92-3751 年中無休
毎月7日をナイスキッズデーとし､｢はぐみんカード｣
ご提示でレジにて５％引き｡(一部割引除外品あり）

マックスバリュ東海(株)は地域スーパーマーケットなら
ではの食育や、社会貢献活動を展開しています。
詳しくはホームページをご覧ください。

○

買物 イオン　扶桑店
扶桑町大字南山名字高塚
５－１

0587‐91‐3200 年中無休

毎週土曜に、下記の商品をレジにて５％引きいた
します。（他の割引と併用はできません）
《対象商品》
子供衣料・肌着・靴下・パジャマ・靴、ベビー衣料・
用品、おもちゃ、手芸用品、文具、テレビゲーム
（本体除く）、自転車、お菓子
(一部取扱いがない商品もございます）

イオンでは「赤ちゃん休憩室」設置し、お子さま連れの
方が安心してお買い物をして頂ける環境作りを行って
います。
ぜひ、ご家族でご来店下さい。

○

買物
JA愛知北
産直センター　扶桑店

丹羽郡扶桑町大字高雄字
天道３２２

0587-22-8311 毎週日曜日

玄米量り売りコーナー全銘柄を５％OFF！
１８歳未満のお子様（１８歳に達する日以降の３月
３１日までの者）の保護者を対象で、購入の際カー
ドを提示された方のみといたします。
（他の割引との併用はできません）

JA愛知北では地域の皆様に愛されるJAを目指し、お
子様をもつご家庭を応援いたします。玄米のまま購入
し、精米したての新鮮なお米を是非一度味わってくださ
い！

　

買物 株式会社　大黒屋
扶桑町大字高雄字宮前２
２０番地

0587-93-9577
日曜日・祝
日

5ｋｇ・10ｋｇのお米全品土曜特売価格で対応いたし
ます。(通常価格より5ｋｇ 350円引き、10ｋｇ700円
引き)※ポイントも付きます。

育ち盛りのお子様に毎日食べる安心なお米を、お客様
のニーズに合わせて、お米マイスター・ごはんソムリエ
が御提供いたします！

　

買物
BARNS soho street
イオンモール扶桑店

扶桑町大字南山名高塚5
－1 　 イオンモール扶桑
1F

0587-81-6500
イオンモー
ル扶桑に準
ずる

全商品表示価格より５％引き(赤札商品含む)
但し、他の割引との併用はできません。

靴専門店ならではの品揃えで、トレンドアイテムはもち
ろん、オリジナルアイテムも多く取り扱っております。 ○

買物
ドラッグスギヤマ
扶桑店

扶桑町大字高雄字宮島
２２２番地

0587-91-0201

買物
ドラッグスギヤマ
柏森店

扶桑町大字斎藤字旭
３６９番地

0587-91-2651

買物 ブイ ドラッグ 扶桑店
扶桑町高雄北東川１００番
地

0587-50-0085
毎週月曜日、レジにてカード提示の方にベビー用
品５パーセント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
東京靴流通センター
扶桑店

丹羽郡扶桑町高木福1425 0587-93-3373 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 扶桑南新田
扶桑町大字高雄字海道田
３６０‐１

0587-91-2720

買物
ローソン
扶桑柏森平塚

扶桑町大字柏森平塚２９２
‐１

0587-91-2030

買物
眼鏡市場
アクロスプラザ扶桑店

丹羽郡扶桑町高雄下野７ 0587-91-1918 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 クスリのアオキ　扶桑店
丹羽郡扶桑町大字柏森寺
裏26番地

0587-22-5770 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
はるやま
イオンモール扶桑店

扶桑町大字南山名字高塚
５－１
イオンモール扶桑２F

086-226-7140 年中無休
お買い上げ金額合計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。

はるやまはビジネスウェアを中心に全国で展開。健康
な毎日をサポートする機能性商品を多数取り揃えてお
ります。

○

飲食
パスタ・デ・ココ
愛知扶桑店

扶桑町柏森字寺裏１ 0587-92-3551 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！

○

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。
ﾐﾙｸの調乳
設備(お湯の
提供)

○

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。 　

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

無*薬局の
み土日祝
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区分
店舗、施設等
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全国共通
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飲食
マクドナルド
イオンモール扶桑店

扶桑町大字南山名高塚５
－１

0587-91-3169

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。

○

学習
アテイメントゼミ
杉の子学習塾

扶桑町大字柏森字西屋敷
５５－５

0587-93-4538
日曜日・祝
日

入塾費10,500円を半額に、兄弟２人目からは無料
小・中・高校教師としての経験を生かし、１人１人を大
切にした授業を行い、ていねいに指導にあたっていま
す。

○

学習
パソコン教室アビバ
イオン扶桑校

扶桑町大字南山名字高塚
５－１

0587-93-6622
なし。年末
年始はお休
みです。

入会時特典：入会金ＯＦＦ＋受講料１０％割引
安心の個別指導で、パソコン習得と資格取得を目指せ
ます。あなたの就・転職・スキルアップの実現を徹底サ
ポートいたします。

○

美容・理
容

髪工房
ＨＡＳＥＧＡＷＡ

扶桑町大字高雄字下山３
６

0587-92-0070
毎週火曜
日、第１・２・
３月曜日

平日ご来店のお子様施術料金から２００円ＯＦＦ
お子様にお菓子のプレゼント

創業１１０年　　子供からお年寄りまで幅広い客層
個室での女性スタッフによるレディースシェーブ・エステ
なども行っております。

○

金融・保
険

大垣共立銀行 扶桑支
店

扶桑町大字高木字桜木５
２５

0587-93-2855 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

岐阜信用金庫　扶桑支
店

扶桑町大字高木字桜木５
０６

 0587-93-3885

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０１２０－６３
８８－０３まで

○

金融・保
険

十六銀行　扶桑支店
愛知県丹羽郡扶桑町大字
柏森字西屋敷155番地

0587-93-8711
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　扶桑
支店

扶桑町大字高雄字宮島２
５７

 0587-93-8801

金融・保
険

いちい信用金庫　柏森
支店

扶桑町大字柏森字西前４
３

 0587-93-2525

金融・保
険

愛知北農業協同組合
扶桑支店

扶桑町大字高雄字天道
322

0587-93-2211

金融・保
険

愛知北農業協同組合
柏森支店

扶桑町大字柏森字寺裏
136

0587-93-0436

その他
保険見直し本舗
扶桑イオンモール店

丹羽郡扶桑町大字南山名
字高塚5-1
イオンモール扶桑1F

0587-91-1381

◎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」

○

土･日曜日・
祝日、１２月
３１日～１月
３日

　

下記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％
［取扱期間　２６年３月３１日まで］
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。

土、日、祝
日、
12月31日～
1月3日

○

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0.02％上乗せ
　定期貯金　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0.02％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
　ご契約期間　１年　２年　３年　４年　５年

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。

いちい信用金庫は、扶桑町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、窓口
または渉外担当へご相談ください。
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その他
ブルースカイランドリー 
ケーヨーデイツー扶桑店

愛知県丹羽郡扶桑町大字
南山名字高塚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。

○


