はぐみん優待ショップ一覧表（清須市）
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

スギドラッグ 清洲店

愛知県清須市西市場四
丁目１１番地１６

買物

スギ薬局 新川店

愛知県清須市助七芳花２
052-401-7130 無
５番地

買物

無*薬局の
052-408-0371 み土日祝
スギドラッグ 清洲東店 愛知県清須市清洲２５５４番地１

買物

衣の里 梨撫麗

毎週火曜 お買い上げ1,000円以上お求めの方に駄菓子50
清須市新清洲一丁目4番
052-409-0124
地4
日
円分プレゼント

買物

メガネ工房 宗十郎

清須市土器野333番地

買物

052-409-4637 水曜日

毎週金曜日
お客様のお悩みを解決できるよう、接客体制を常時整
ベビー用品（ベビーミルクは除く）、医薬品合わせ
えております。
て2品まで店頭表示価格より5%OFF

京の町屋のおもむきを再現した店内で和雑貨・和洋服
等を販売しています。是非、和を感じにお越しください。

○

5,000円以上お買い上げのお客様 10%off

「あなたの街のメガネ専門店」として良心的にご相談さ
せて頂きます。お子様連れでも安心してお出掛け下さ
いませ。

○

お買い上げ金額1,000円以上で５％割引

お祝いのお赤飯、誕生餅、紅白まんじゅうや日常のお
やつなどおいしい和菓子を取り揃えています。ぜひ御
利用下さい。

○

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。

○

清須市春日砂賀東２３

052-409-4120 不定休

買物

マックスバリュ
清須春日店

清須市春日酉２９番地１

毎月7日をナイスキッズデーとし､｢はぐみんカー
052-401-3212 年中無休 ド｣ご提示でレジにて５％引き｡(一部割引除外品
あり）

ヤマナカ
西枇フランテ館

各店舗に
お問い合
清須市西枇杷島町押花５
052-502-3111
番地
わせ下さ
い。

買物

眼鏡市場清須店

メガネ一式・コンタクトレンズ・フレーム・レンズ…
清須市西市場5丁目5番5 052-408-5778 年中無休 販売価格より5％割引（但し補聴器・販売備品は
除く）

買物

クスリのアオキ
春日店

清須市春日宮重１２４番地 052-325-5106 1月1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
ご家族でゆっくりお買い物をお楽しみ下さい。
すと、いつでも使える５％割引クーポンをプレゼン
ト。

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。

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。

○

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。

○

ケーズデンキ清須店では家電製品全般の販売をして
当社会員カードと併用でプラス3%の現金割引を致 おります。Apple製品Mac取り扱い店舗として認定され
052-401-7771 年中無休
します。（対象商品に限ります）
ており、倦怠電話の取り扱いもしております。スタッフ一
同心よりお待ちしております。

買物

ケーズデンキ 清須店

清須市助七芳花23番地

買物

V･drug 清須東店

清須市西田中本城20番1 052-325-6131

不定休

医薬品、化粧品、日用品、食品等を取り揃え、お客様
毎週月曜日 レジにてカード提示の方にベビー用
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
品５%OFF
のドラッグストアです。

買物

株式会社ツジ薬局
清須店

清須市東外町36,37番地

052-401-8537

なし

月曜日に、はぐみんカードを提示していただくとポ ツジ薬局は、子育てママパパを応援させていただきま
イントが3倍になります。
す。

買物

ローソン 清須寺野

清須市寺野美鈴４０

052-400-6121

買物

ローソン 清須押花

清須市西枇杷島町押花４
052-504-6366
０

○

ﾐﾙｸの調乳

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。 設備(お湯の
提供)

買物

ローソン
清須二ツ杁駅前

清須市西枇杷島町芳野２
052-501-0663
‐３１‐１

買物

洋服の青山
西枇杷島店

清須市西枇杷島町古城
二丁目25番地1

052-504-2261

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）
上記特典は令和元年9月1日からです。

飲食

レストラン ミノル

清須市西枇杷島町花咲
84番地

052-502-5535

日曜日、
祝日

18歳未満のお子様のお食事注文時に限りアイス
クリーム又はワンドリンクサービス

道とん堀 名岐店

愛知県清須市春日宮重
町511

・平日ランチいつでも80円引き
052-408-5575 年末年始
・スタンプポイントいつでも2倍進呈

常に200種類以上のメニューを揃えており、選べる楽し
さがいっぱいです♪変わり種メニュー＆ビックリメ
ニューが盛り沢山！お子様からお年寄りまできっとお
気に入りの一品が見つかります。

『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
マクドナル
ちゃ)を特別価格420円でご提供
ド公式HP
052-408-1733
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチ
をご参照く
キンマックナゲットセットを420円でご提供
ださい
※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。

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。

マクドナルド
清洲ヨシヅヤ店

愛知県清須市西市場
５－５－３

飲食

ニーニャ・ニーニョ
桜小町 清須店

愛知県清須市一場１２３８
052-401-0427
-２

年中無休
①すべてのパスタセット 150円OFF
（元旦のみ
②お子様セット 100円OFF
休業）

飲食

珈琲所 コメダ珈琲店
清須店

清須市西市場六丁目９番
052-400-8182
地23

なし

小学生以下のお子様にミニソフト1個プレゼント

ベビー用テーブルチェアーやキッズ用のイスもある、
ファミリーに優しいお店です。

飲食

焼肉きんぐ 清須店

清須市寺野美鈴19番地

なし

お子様含むご来店で、大人１人につき平日200
円、土日祝100円引き

おいしい焼肉の食べ放題！2,680円（税別）～小学生は
オムツ交換
半額、未就学児は無料です。コロナ対策および十分な
台
換気設備を備えています。

飲食

カレーハウスCoCo壱番
清須市西枇杷島町末広３
052-502-4738
屋
１
西枇杷島店

なし

店内利用：セットドリンク１杯無料orお菓子orカプ
セルトイのいずれか一つ
ご来店心よりお待ちしております。
テイクアウト利用：お菓子orカプセルトイのいずれ
か一つ

明光義塾新清洲教室

052-508-6022

清須市新清洲2-9-23C＆
052-409-7125 日曜日
Cビル1F

入会時に明光オリジナル筆記用具プレゼント

○

○

飲食

学習

全国展開
参加

無*薬局の

御菓子処わたなべ

飲食

応援

052-408-3622 み日祝

買物

買物

ＰＲ

○

和風パスタ専門店 桜小町清須店では、キッズルーム
を完備し、お子様連れでもゆっくりくつろいで頂けます。

ノートの作り方の指導や勉強の習慣を身につけること
など、一人ひとりの学力や目標に合わせた学習プラン
を作成いたします。小学生の学習指導は明光義塾にお
まかせください。

8.ベビー用
テーブル
チェアー

オムツ交換
台

〇
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定休日
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ＰＲ

小学校以下のお子様は入会金半額！
※プリスクール入学金を除く。

金融・保 岐阜信用金庫
険
清洲支店

土曜日、日
曜日、祝休
清須市上条一丁目1番地
日、年末年
052-400-5331 始（12月31
1
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 当金庫取扱商品についてのお問い合わせは、ぎふしん
致します。
ダイレクトバンキングセンター ムーミン支店０１２０－６
・子ども１名または２名・・・０．１％優遇
３８８－０３まで
・子ども３名以上・・・・・・・・０．２％優遇

金融・保 中日信用金庫
険
新川支店

清須市土器野北中野314
052-400-8111
番地1

○当金庫所定の「消費者ローン」の金利を優遇い
たします。

金融・保 中日信用金庫
険
清洲支店
金融・保 中日信用金庫
険
西枇杷島支店
金融・保 中日信用金庫
険
須ヶ口支店

応援

全国展開
参加

ネイティブ講師が教える英会話、プチ留学気分のサタ
デースクール、毎日を英語で過ごす1歳半からのプリス
クールなど多彩なコースがあります。

清須市西枇杷島町住吉４
052-325-8190 日・祝日
０

学習

OAK TREE International
Preschool

住所

【対象となる方】当金庫所定の「消費者ローン」をご利
用される方で、はぐみんカードをご提示いただける
清須市清洲一丁目
土曜日、日 方。
052-400-0561
24番地7
曜日、祝休 【特典内容】当金庫所定の「消費者ローン」の金利を、 当金庫のキャッシュカードで当金庫のＡＴＭをご利用い
日、年末年 年0.25％優遇いたします。
ただいた場合、いつでもＡＴＭの入出金手数料は無料
始（12月31 ※はぐみんカードをご提示いただく際、カード名義人と です。
清須市西枇杷島町大黒9
052-503-7511 日～1月3日) の続柄等を確認させていただきます。
番地
※一部キャンペーン商品については、対象外とさせて
いただく場合がございます。
清須市須ケ口千田林
※対象商品の適用金利等、詳しくはお近くの店舗窓
052-409-3455
1759番地1
口までお問い合わせください。

○

○

○下記子育て支援商品について金利を優遇しま
す。

金融・保 いちい信用金庫
険
清洲支店

■「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％
土曜日、日
・１８歳未満のお子様が3名以上のご家庭：０．２％ いちい信用金庫は、清須市の子育て家庭優遇事業協
清須市西市場四丁目9番
曜日、祝日、
052-400-1231
賛店として子育て家庭を応援します。お気軽にご相談く
また、すこやか積金契約期間中に個人ローン等の消
12月31日～
地7
費者ローンをご利用される場合、金利を優遇します。
ださい。
1月3日
■「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。
■「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。

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。）
岐阜県・愛知県を主要な地盤とする金融機関として、地
２０２０年１１月１日現在の対象ローン
域経済の活性化に積極的に取り組み、豊かで住みよ
①かんたんマイカーローン②かんたん教育ローン
い地域社会の実現に貢献したいと考えています。
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

金融・保
十六銀行 清洲支店
険

土・日・祝
愛知県清須市新清洲1丁
日・12/31
052-409-6001
目4番地5
～1/3

金融・保 保険ほっとライン
険
ヨシヅヤ清洲店

清須市西市場5丁目5-3
ヨシヅヤ清洲店1階

無料の保険相談でご来店のお客様にノベルティ 保険ほっとラインは、「いつでも、どなたでも、何でも」ご
052-400-5021 年末年始 プレゼント！
相談頂ける場所をご用意しております。お気軽にお立
お子様連れのお客様にお子様用ジュースの提供 ち寄りください。

清須市新清洲１－４－１
グリーンライトビル２Ｆ

050-3782-4524 土日祝日 第一生命オリジナルグッズの進呈

第一生命 名古屋西支

金融・保
社
険

新清州営業オフィス

生活関連 寿自動車工業
サービス 株式会社

第一生命は愛知県と包括的連携協定を締結し、「一生
涯のパートナー」として子育て支援の取組にも積極的
に協力してまいります。

（SM規格)エンジンオイル交換を通常1,050円/ℓ
（税込）を半額525円/ℓ(税込)とさせて頂きます。

車を通じて真心のこもったサービスを提供しておりま
す。販売・修理・保険等車のことならなんでも相談（無
(対象車種は自家用小型・普通乗用及び軽自動車の
料）させて頂きます。
ガソリン車)

清須市寺野花笠55番地

052-409-2378 日曜日

生活関連 ニチイケアセンター
サービス 尾張

清須市春日落合324

① デビュープラン
店舗にお
90分/3,980円（通常90分7,480円）
052-408-5655 問い合わ
②60分スポットプラン
せください
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

生活関連 キッズルーム
サービス さくらんぼ

清須市清洲1114番地5
サンライフキヨス1Ｆ

052-982-8722 日・祝日

・一時預かり保育が5％引き

名鉄新清洲駅徒歩2分の保育ルーム。一時預かりや週
極・月極保育の他にバザーや保育イベントなど盛り沢
山。ぜひご利用ください！

生活関連
こりと～る
サービス

清須市西市場5丁目5-3ヨ
シヅヤ
0567-96-5066 年中無休
清洲店3階

平日、定価より100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、家事と仕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！

清須市西枇杷島町城並
2-10-12

普段使わないものや思い出の品をイナバボックスに保
新規ご契約時にカード掲示でオリジナルグッズプ
管して、安心とゆとりある生活空間を手に入れません
レゼント
か？

その他 イナバボックス清須店

0120-178-161 年中無休

○

○

