
はぐみん優待ショップ一覧表（蟹江町）

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
株式会社　ＡＯＫＩ
蟹江店

蟹江町源氏1-155 0567-94-5888 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
蟹江店

蟹江町学戸一丁目20番
地

0567-96-5731
無*薬局の
み日祝

買物
スギドラッグ
ピアゴ蟹江店

蟹江町源氏三丁目
２３０番地１　ピアゴ蟹江
店内

0567-94-5181 年中無休

買物 Ｖ・ｄｒｕｇ　蟹江本店
蟹江町本町五丁目６３
番１

0567-94-7611 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 ㈱蟹江佐藤牛乳
蟹江町大字今字川東中
28-1

0567-95-2948
毎週日曜
日

飲料
森永牛乳、宅配、業務用商品揃えてます。（宅配しま
す) 　

買物 コヤマ電化センター
蟹江町大字今字二之坪
55

0567-95-0317
毎週月曜
日

駄菓子・粗品等
家電総合エンジニア資格認定者有店。家電の困り事は
気軽にご相談下さい。ＴＥＬ0120-05-0317 ○

買物
宝石とメガネの蟹江時計
店

蟹江町宝二丁目190 0567-95-3888
毎週火曜
日

かにえリバーカードポイント２倍サービス
時計の修理・宝石貴金属のデザイン・リホーム・修理・メ
ガネの修理の出来る店、ぜひご相談を！！ ○

買物 (有)お茶の香風園須成店
蟹江町大字須成字門屋
敷上1369

0567-95-2354
1月1日か
ら3日

カニエカードポイント２倍サービス
手軽なのーら抹茶セットで水郷の風情を美味しく点てら
れます 　

買物 和菓子所富吉園
蟹江町大字蟹江新田字
与太郎54-14

0567-95-3884
毎週月曜
日

カニエカードポイント２倍サービス 　

買物 呉服用品のいとう屋
蟹江町大字蟹江新田字
与太郎54-2

0567-95-6569
毎週月曜
日

かにえリバーカード５ポイントサービス
毎月１５日はお買い上げのお客様にポイントカー
ド２倍サービス

富吉のいとう屋では婦人おしゃれ用品を主に（グンゼ肌
着紳士、婦人肌着）など取り扱っています
店頭品も超お買い徳品価格で色々御座いますぜひお
気軽にご来店お待ちしています

○

買物
ジーンズショップ
オオタ

蟹江町大字蟹江新田字
与太郎14-12

0567-95-6481
毎週火曜
日

かにえリバーカードポイント３倍
〔レディースファッション〕小さなお店ですが、お母様、お
ばあちゃま向けの洋服、パンツ、取り揃えてお待ちして
います

　

買物
お菓子所・喫茶
(有)寿屋富吉

蟹江町大字蟹江新田字
与太郎14-15

0567-95-3793
毎週火曜
日

かにえリバーカードを５ポイント進呈
毎月１５日は全商品に２倍進呈（おたのしみカード
含む又はリバーカード）

コトブキヤ富吉では出来立ての和洋菓子が喫茶店で召
し上がれます。慶仏事用菓子・餅・赤飯ご注文分配達し
ます

　

買物 小島時計店
蟹江町大字蟹江新田字
与太郎14-33

0567-95-1398
毎週火曜
日

カニエリバーカードを持参した方に２倍 ご来店のお客様に特別価格にてご奉仕させて頂きます ○

買物
ホームリーショップタケカ
ワ

蟹江町舟入四丁目128 0567-95-2753 なし ご来店お買い上げごとにポイント５を進呈 家庭用品全般、楽しみながらお買物できる店 　

買物 臼井商店 蟹江町舟入四丁目97 0567-95-2752 ない
お買い上げの方にかにえカードポイントを５ポイン
トサービスします。小学生以下のお子様にcひょっ
ぴりプレゼント。

金物・日用雑貨・タカケンクリーニング取次ぎのお店で
す。「住まい」の困ったことなど相談に応じます。御一報
を！！

　

買物 治水園 蟹江町城三丁目421 0567-95-2432 不定休 商品５％引き お抹茶を臼でひいてます。見に来てください。 　

買物 株式会社　不動産ＳＯＳ
蟹江町大字蟹江本町字
ヤノ割52-1

0567-94-0086 不定休

・不動産、売却、購入時の仲介手数料最大10％
(上限３万円）サービス
・ドリンク無料サービス
・粗品プレゼント

･女性スタッフ多数
・不動産の売買、任意売却、リフォーム、新築住宅デザ
インなど、幅広い分野を取り扱っています。

○

買物
クスリのアオキ
蟹江中央店

蟹江町学戸二丁目131番地 0567-69-5570 1月1日
お買上げ(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。薬の事、健康の事、
お気軽に御相談ください。 ○

買物
東京靴流通センター
蟹江店

海部郡蟹江町学戸6-18 0567-95-7295 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 蟹江須成
蟹江町大字須成字下真菰
ケ坪２４０７‐１

0567-94-7557 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)

○

買物 ローソン 近鉄富吉駅前 蟹江町富吉４‐１３４、１３５ 0567-96-5003 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)

○

買物 ローソン 蟹江宝二丁目 蟹江町宝２‐６０３‐２ 0567-95-2112 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

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。 　
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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 オートバックスカニエ店 蟹江町学戸6-30 0567-96-7011

〇カー用品　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
〇愛車点検サービス無料

クルマのことならなんでもお気軽にご相談ください。

子供の遊び
場（キッズ
コーナー・プ
レイスペー
ス）

　

買物
洋服の青山
蟹江店

海部郡蟹江町宝一丁目
573番地

0567-95-1411 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）

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。 ○

飲食
GOOD　TASTE　CAFＥ
REST　ｂｏｎ

蟹江町大字今字五之坪
26-21

0567-95-3353
毎週金曜
日

駄菓子
アットホームな雰囲気で、憩いの場として、ホットなひと
時を・・・・・。 　

飲食 喫茶　縁 蟹江町上川田二丁目33 0567-95-0915

毎週火曜
日・祝日の
場合は翌
日

チケットお買い上げの方に粗品進呈。
小学生以下のお子様にドリンク1杯無料サービス

モーニングサービスに3種類をご用意しております。
（トースト・ホットドッグ・フランスパン）ぜひご来店くださ
い。

　

飲食 マクドナルド蟹江店
蟹江町錦二丁目１５８番
地

0567-94-5073

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 S．CAFÉ
蟹江町桜一丁目１７５番
地

0567-95-3722
土・日・祝
年末年始

お子様(小学生以下)ドリンク１杯無料
JRの線路沿いで電車好きなお子様にうれしい隠れ家カ
フェ！コーヒーおかわり自由ですので、パパやママも
ゆっくりできますよ！

　

飲食
ガスト
蟹江店

蟹江町錦２－１５５ 0567-94-0055
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
英会話　イーオン
かにえ校

蟹江町大字蟹江本町字
チノ割24-3
第26オーシャンビル２F

0567-96-4433 日・祝日
新規ご入学時、教材費1,000円引き（こども英会
話・一般英会話どちらも可）
※一部特典が適用できない場合があります。

こども英会話（一部除く）、一般英会話のお問合せ・無
料体験レッスンのご予約はお気軽にフリーコールへ。 　

学習
日本メディカルサポート有
限会社　Study Lab Roots

愛知県海部郡蟹江町本
町十一丁目169番地
第26オーシャンプラザ4

090-8826-
5661

年中無休
臨床心理士・公認心理士による無料の発達・子育
て相談

発達障がい、特別なニーズのあるお子さまのための学
習塾です。発達の専門家である臨床心理士・公認心理
士がお子さまの学習を通して、心の成長もサポートさせ
ていただきます。

　

美容・
理容

ワコー美容室 蟹江町城四丁目383 0567-95-3573

毎週月曜
日、第２、
３火曜日
連休

かにえリバークラブポイント２倍サービス
ワコー美容室はベテラン美容師があなたの髪の美しさ
を演出します。家庭的な雰囲気であなたをお待ちしてい
ます。カット＆パーマ、マニキュア、ヘアカラー、着付等

　

レジャー・
スポーツ

カラオケビッグエコー
蟹江店

蟹江町大字蟹江本町字
マノ割13番地1

0567-97-3993

ＨＰにてご
確認下さ
い
https://big
-echo.jp/

室料10％ＯＦＦ
※ビッグエコー会員料金との併用可能
※飲み放題・ドリンクバー付コース、パック、フリー
タイムはご利用料金の総額5％ＯＦＦ

カラオケビッグエコー！最新のカラオケ機器でおトクに
歌おう！ ○

レジャー・
スポーツ

Ｋｉｄ’ｓＵＳ．ＬＡＮＤ
アソビックス　カニエ店

蟹江町大字蟹江新田字
上芝切７１番地

090-4268-
6220

アソビック
ス蟹江店
に準ずる

通常のスタンプ（500円ごとに1個）にプラス2個進
呈

ＵＳ．ＬＡＮＤでは15分100円（税別）でカラオケや卓球、
釣り堀、マッサージチェア、ゲームなどが利用できま
す。

　

生活関連
サービス

ブルースカイランドリーヨ
シヅヤJR蟹江駅前店

愛知県海部郡蟹江町桜
一丁目176番

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 ○

金融・保
険

大垣共立銀行
蟹江支店

蟹江町学戸六丁目108 0567-96-6911 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。

○
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店舗、施設等

の名称
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全国展開
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金融・保
険

いちい信用金庫
蟹江支店

蟹江町城一丁目６９番
地

0567-95-3145

土・日・祝
休日、12
月31日か
ら1月3日

■「すこやか積金」（契約期間３年以上で契約金額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
ますので取扱内容により最大年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。
　なお、子育て支援の融資商品は保証協会へ支払う
保証料が必要です。

いちい信用金庫は、蟹江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。お気軽にご相談
下さい。

　

金融・保
険

十六銀行　蟹江支店
愛知県海部郡蟹江町本
町5丁目24番地の3

0567-95-5116
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。

○

生活関連
サービス

こりと～る蟹江店
蟹江町本町6-190  MS
グレイス73

0567-96-5066
なし
※1月1日
のみ休業

毎週金曜日16：00までのご来店で300円オフ
※キャンペーンコース、メール会員コースも対象
※他券併用不可

日頃、家事と育児に忙しい毎日・・・「頑張るお母さん」
の疲れた身体を全身全霊でサポート！お子様連れも安
心！

おむつ交換台
授乳室・授乳ス
ペース
子どもの遊び場
（ｷｯｽﾞｺｰﾅｰ･ﾌﾟ
ﾚｲｽﾍﾟｰｽ）

○

その他 成田晃商店 蟹江町城四丁目203 0567-95-2524 日曜日
お買い上げのときに、カードを持参した方に５ポイ
ント追加サービスを致します。 　

その他
トヨタレンタリース名古屋
蟹江駅前
（レンタカー）

蟹江町本町11丁目299番地 0120-006-758 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装着車等、車種もいろいろ取り揃えておりま
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 Ｊネットレンタカー　蟹江店 蟹江町緑二丁目１３３ 0567-94-0158 年中無休
・チャイルドシート　オプション１台無料　(要予約)
・レンタカー代から500円ＯＦＦ(一部のワンコインプ
ランなどの格安プランでは利用不可)

カーナビ・ＥＴＣ、全車標準装備！
キレイな車！お得な料金！メーカーに拘らない豊富な
車種！エコ活動！

○

その他
株式会社アキュラホーム
蟹江展示場

蟹江町北新田一丁目６
０番地

0567-94-3361 水曜日
①おむつ交換の場・アメニティー（おむつ・マット・
お尻ふき）の提供②ミルク用お湯の提供③ウエッ
トティッシュの提供④お子様おかしの提供

小さなお子様も大歓迎です。展示場にはキッズコー
ナーも完備しておりますので、お気軽にお立ち寄り下さ
い。

オムツ交換台 　

その他
株式会社ハートランド　ユ
ニバーサルホーム蟹江店

蟹江町北新田一丁目６０番
地

0567-97-3993
水曜日・年
末年始

進呈：子育てママに大人気！家事ラクラクプラン
集

子ども達がのびのび、いきいきと暮らし、健やかに安心
して育つ住まいを考え、子育て家庭を応援してまいりま
す。

オムツ交換台 ○


