はぐみん優待ショップ一覧表（知多市）

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

（令和元年5月20日現在）

ＰＲ

買物

天草商店

知多市岡田字上中田61番地の２

0562-55-3402

毎週日曜日

500円以上購入の方に食品包装ラップ進呈。

保育園から高校まで、学校指定の上履き、通学
靴取り揃えています。

買物

アミューウズ

知多市新舞子字南西田19番地
アルテ新舞子内

0569-43-3923

年間5～6回
木曜日

火曜日のみカード提示でアルテスタンプ倍押し。

お客様の「きれいでありたい」願いをお手伝いい
たします。

買物

くっく 知多店

知多市新知東町2丁目23番地の１ 0562-56-5658

毎週月曜日

毎月5のつく日に全品10％引き （学校指定品上履は除外） 子どもの足の健全な成長を願い、計測・靴選び・
※その他のサービス割引との併用はできません。
履き方指導も実施しています。

買物

シノダ薬局日長台店

知多市日長台174番地

0562-55-2178

日曜日・祝日

カード提示で５％OFF
（ただし処方箋薬、駄菓子、一部化粧品などは除く）。

皆様のかかりつけ薬局としてご利用ください。
オードムーゲ、恵命我神散取扱店です。

買物

スギ薬局
清水が丘店

知多市清水が丘1丁目1703番地

0562-31-2461

年中無休
薬局のみ土日祝

買物

スギ薬局
新知店

知多市新知西町8番地7

0562-56-6890

年中無休
毎週金曜日
ベビー用品、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。

買物

スギ薬局
新知東店

知多市新知東町二丁目1番地5

0562-85-1631

年中無休

買物

スギ薬局
新舞子店

知多市新舞子字大口203番地7

0569-44-2751

年中無休

買物

でんきハウス ムラカミ

知多市南粕谷東坂1丁目197番地

0569-42-0715

毎週火曜日

電化製品購入の方 粗品進呈。

デジタル家電、オール電化、ケーブルテレビ何で
もご相談ください。

買物

時計･宝石・メガネ
みうら

知多市にしの台4丁目12番地の6

0562-56-0202

毎週木曜日

メガネ、高校生以下赤札よりさらに10％ＯＦＦ
（折込広告掲載商品は除く）。

眼鏡光学士1級、メガネ一式5,250円から
時計修理技能士1級、電池交換から修理までお
任せください。

買物

ドコモショップ
知多店

知多市にしの台4丁目7-2

0562-56-5101

毎月第2水曜日

はぐみんカード提示でお菓子・日用品プレゼント。
※ｄｏｃｏｍｏご利用以外のお客様も対象です。
※特典は変更になる場合もございます。

お気軽にお越しください。

買物

永井金物店

知多市八幡字荒古後8番地の2

0562-33-2525 毎週日曜日・祝日 カード持参の方には5％割引します。

レーザー工房NAGAIにてレーザーマーキングを
しています。詳しくはホームページ「レーザー工
房nagai」をご覧ください。

買物

中新つつじが丘店

知多市つつじが丘1丁目2番地の
11

0562-56-0788

８％分をサービス。

文具・事務用品の専門店。コンビ二・スーパーで
は扱っていない商品が見つかります。

買物

V・drug 知多店

知多市にしの台2丁目100番地の7 0562-54-2900

年中無休

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

マックスバリュ
知多新知店

知多市新知東町３丁目３４番地の
１

0562-55-8080

年中無休

毎月７日はナイスキッズデー
（はぐみんカードご提示で５％引き）

お客さまに喜んで頂ける様全従業員でがんばり
ます。

買物

ヤマナカ アルテ新舞子

知多市新舞子南西田19番地

0569-43-3977

年6回、木曜日

買物

ヤマナカ 粕谷台店

知多市南粕谷2丁目47番地の192

0569-44-2011

1月1日、
3月・10月の
第3木曜日

買物

ヤマナカ 知多店

知多市にしの台2丁目100番地の6 0562-54-2300

1月1日、
年2回木曜日

買物

ローソン
知多八幡

知多市八幡字中島139-1

飲食

珈琲所コメダ珈琲店
知多寺本店

知多市八幡字東水代31-6

0562-33-5813

年中無休

飲食

中華 利興

知多市大興寺字落田8番地の1

0569-43-1140

毎週水曜日

飲食

マクドナルド
知多清水が丘店

知多市清水が丘1-1711

0562-31-1271

年中無休

0562-32-8200

毎週日曜日

-

ヤマナカグラッチェカードに入会・登録して、毎月7・17・27日
の3日間にお買い物していただきますといつでも使える5％ ご家族でゆっくりお買い物をお楽しみ下さい。
割引クーポンをプレゼント。

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。

ミニソフトクリームプレゼント
はぐみんカードご提示のお客様でドリンクを注文いただくと
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度の来店で１グループ１個まで

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。

会計時にカード提示で食事代金5％OFF。
割引金額の上限2,000円。

座敷あります。小学生以下のお子様に大興寺で
とれたお米で作ったポン菓子プレゼント。

カード提示でハッピーセット「チーズバーガーセット」を特別
マクドナルドはご家族への「笑顔があふれるお
価格にてお楽しみいただけます。（朝マック時間帯はハッ
食事の場」を提供させていただいておりますので
ピーセット「チキンマックナゲット」を特別価格にてお楽しみ
是非ご来店くださいませ。
いただけます。）
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ＰＲ

生活関連
サービス

阿知波理容

知多市にしの台1丁目1207番地

0562-30-4093

毎週火曜日、
第2・3月曜日

小学校低学年以下のお子さんにキャンディープレゼント。

生活関連
サービス

エステティックサロン
Ｒｉｎｃｏｍｅリンカム

知多市新知字中殿37番地の4

0562-55-7750

毎週水曜日、
第1日曜日

体の外側だけではなく、内側からもキレイに。脱
毎月10・20・30日はスペシャルケア（約50分マッサージ＆
毛・フェイシャル・痩身・酸素バー等、他店にはな
パックまで）通常2,800円を10％オフ。
いリーズナブルな価格で施術。

生活関連
サービス

カットハウスK美容室

知多市南粕谷2丁目47番地の194

0569-43-1136

毎週月曜日、
第2,3火曜日

技術売上の10％割引。

美容に係る技術は全てご満足して頂けます。今
はヘアーエステが好評です。着付や貸衣装等も
承っております。

生活関連
サービス

美容室 アンジェ

知多市清水が丘1丁目1812番地

0562-57-3211

毎週月曜日、
第2・3火曜日

毎週火曜日、第2・3水曜日割引
（10%～15%OFF、全てにヘッドスパをサービス）。

どんな小さなお子様と来店していただいても安
心な個室感覚のサロンです。スタッフが優しく応
対します。今、噂の天使の美容室へどうぞ。

生活関連
サービス

Blanciel

知多市八幡字筒岡15番地の1

0562-31-0050

毎週日曜日・
月曜日

平日のみ全メニュー10％OFF。

平日のみのサービスとして、パーマ・カラーの待
ち時間にハンドマッサージor爪磨きをしていま
す。ドリンク＆クッキーのサービスもあります。

生活関連
サービス

ＰＬＡＩＲＥ知多

知多市にしの台2丁目301番地

0562-55-9939

毎週月曜日

小学生以下お菓子1個プレゼント。
店内授乳スペースもご利用できます。

0歳児からもカットを承ります。

生活関連
サービス

hair field lilycan

知多市八幡字樹木180番地の1

0562-57-2160

毎週日曜日・
月曜日

母子2人カットの時1000円割引。お子様カットででお越しの
妊婦の方は、ご希望によりシャンプー・ブロー提供いたしま
す。自店メンバーズｶｰﾄﾞ、ポイント3回に1回トリートメント
（1,000円）サービスいたします。

店内はピンクと白を基調とし、居るだけで若さと
健康を感じられるような空間。お似合いの理想
のヘアスタイルに近づけられるよう丁寧に技術
提供致します。

金融・保険

あいち知多農業協同組合
知多市新舞子字大口66-3
旭支店

0562-42-1221

金融・保険

あいち知多農業協同組合
知多市新知字中殿31-1
新知支店

0562-55-1319

金融・保険

あいち知多農業協同組合
知多市八幡字東水代３７－２
知多支店

0562-32-1101

金融・保険

あいち知多農業協同組合
知多市岡田字西島31
岡田支店

0562-55-3511

１．子育て応援定期貯金
（愛称：ファミリー定期（ほほえみ））
（１）預入期間：1年、2年および3年
（２）預入金額：10万円以上500万円以下
（お一人様500万円以下）
（３）適用金利：店頭表示金利
（４）その他：ＪＡオリジナルグッズを進呈
土・日・祝日・
12月31日・
1月2日・3日

金融・保険

あいち知多農業協同組合
知多市南粕谷本町1-81-1
粕谷支店

予 約 を 優 先 し ていま す の で 、 フ リ ー ダイ ア ル
0120-30-4093までお願いします。

0569-42-1223

２．子育て応援定期積金
（愛称：ファミリー積金（ほほえみ））
（１）契約期間：1年、2年、3年、4年、5年
（２）契約金額：12万円以上（１契約あたり）
（３）適用金利：店頭表示金利
（４）その他：ＪＡオリジナルグッズを進呈

お子様の成長にあわせて「子育て応援定期貯
金」「子育て応援定期積金」はいかがですか。JA
あいち知多は、地域社会の一員として、子育て
家庭を応援します。

３．マイカーローン
（１）資金使途：自動車購入資金等
（２）融資額：1,000万円以内
（３）契約期間：10年以内
（４）融資金利：所定の金利から年0.1%軽減
（５）その他：当ＪＡ所定の審査があります。

金融・保険

あいち知多農業協同組合
知多市大興寺字落田10-1
大興寺支店

0569-42-1225

金融・保険

あいち知多農業協同組合
知多市にしの台2-100-2
にしの台支店

0562-56-0800

金融・保険

あいち知多農業協同組合
知多市日長字堀田2-1
日長支店

0569-42-1226

金融・保険

知多信用金庫
清水が丘支店

知多市清水が丘2丁目1003番地

0562-33-1533

金融・保険

知多信用金庫
新舞子支店

知多市新舞子字大口205番地の9

0569-43-6521

金融・保険

知多信用金庫
知多支店

知多市新知台2丁目10番地の1

0562-55-6000

金融・保険

半田信用金庫
巽ヶ丘支店

知多市巽が丘2丁目112番地

0569-34-7711

金融・保険

半田信用金庫
知多支店

知多市新知字樋之口3番地の3

0562-33-1311

金融・保険

碧海信用金庫
知多支店

知多市にしの台4丁目6番地16

0562-56-3701

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
”へきしん”は、子育て家庭を応援するとともに、
円以上)または、お子様名義の新規普通預金を開設された
地域の成長、発展を支援していきます。
方に「めりっとくんノート2冊セット」をプレゼント。

その他

ひよっこパーク
知多岡田園

知多市岡田美城ヶ根28-2

0562-55-4119

日曜日・祝日

小学校以下のお子さんにお菓子一個プレゼント。
月保育入園の入園料を10％割引。

・子育て支援定期積金「Kid's（キッズ）応援団”はっピースマ
イル”」をご契約し、かつカード提示の方に当金庫オリジナ
ルの「クリアファイル」を１枚進呈。
「Kid's（キッズ）応援団”はっピースマイル”」の商品内容：
掛金金額は1万円以上5万円以下（1,000円単位）、積立期
間は3年以上5年以下（毎月の払込み）。対象となるお客さ
毎週土・日曜日、 まは契約時点で、満18歳未満のお子さまをもつご両親また お子さまの成長に合わせて、子育て応援定期積
祝日、12月31日 は扶養者の方（お子様一人につき一契約のみといたしま 金「Kid's（キッズ）応援団”はっピースマイル”」を
から1月3日
す。
始めませんか。ちたしんは子育てを応援します。
適用金利は契約時の店頭表示金利＋0.10％
※期日前解約された場合は、当金庫所定の期日前解約利
率が適用になります。
取扱期間：平成29年4月3日（月）～平成30年3月30日
（金）
※詳細は窓口でお尋ねください。
定期積金店頭表示金利0.1％上乗せいたします。
はぐみんカードの裏面に記載された、お子さま又は妊婦の
毎週土・日曜日、 方のお名前でお一人さま一口の定期積金（契約期間３年・
祝日、1月2日・ ４年・５年、１回の振込金額１万円以上５万円以内）に限り、 お子さまの未来を応援します。
3日、12月31日 店頭表示金利に0.1％上乗せします。なお妊婦の方で作成
された場合は、誕生されたお子さまのお名前では作成でき
ませんのでご注意ください。

2／2

生き生きと活躍するお母さんのために安心して
預けられる保育所です。地域の皆さまの育児を
応援します。

