はぐみん優待ショップ一覧表（あま市）
店舗、施設等
の名称

区分

住所

電話

定休日

割引等の特典内容

ＰＲ

１２月から４
ご来店見学の皆様に、もれなく女の子には「ひな 心に残るお雛様、甲冑の数々、盆提灯、掛け軸。ぜひ
月までは無
052-442-0538 休。以外は まつりの絵本」男の子には「よろいかぶとの絵本」 ご来店いただきごゆっくりとお手にとってご覧くださいま おむつ交換台
プレゼント。カードをご提示ください。
せ。心よりお待ち申し上げます。詳細はＨＰ。
不定休。

買物

人形処 柴田

あま市七宝町遠島萱苅
島海田１９７８番地４

買物

株式会社エムアイエス

あま市七宝町下田堂中６
土曜・日曜
052-449-5700 日
たお客様に、はぐみんカード専用の「あかすけゆ
４８番地１

七宝焼キャラクター「あかすけゆうやくん」と「まつのもも
ちゃん」の株式会社エムアイエスです。

あま市七宝町安松十四

配達等で留守の時があります。ご来店前に一度ＴＥＬく
ださい。ご近所様、仏花１つから配達できます。

あかすけゆうやくんグッズをお買い上げいただい
うやくん」ステッカーをプレゼントいたします。

買物

フラワーショップ ハナケン 丁目８９番地

買物

マリーヌ洋菓子店

応援

052-443-7033 日曜日

月曜日（祝

あま市七宝町下之森郷
西５３番地

052-442-1819 日の場合
は翌日）

お買い上げ金額に応じて粗品進呈

若松屋支店

あま市蜂須賀百歩６８４
番地

052-444-8069 日曜日

１８歳以下限定の１００円均一コーナー設置。各
種商品お値打ちにご提供します。

くつ・はきもの・傘・かばん・クリーニング取次店

買物

フラワーショップ
しんかえん

あま市篠田居島２６番地
５

052-443-8787 木曜日

スタンプポイント２倍進呈

いつも新鮮で豊富な品揃えでお客様をお待ちしており
ます。「大切なあの人」へのプレゼント、「自分へのご褒
美」お花で癒されてみませんか。

買物

米辰商店

あま市木田西明４５番地

052-444-1018 日曜日

品物のご購入金額に応じて粗品をお渡しします。

買物

米乙商店

あま市木田池ノ島９１番
地

052-444-1008 始

料）

買物

ゆめ花園

あま市二ツ寺六町６０番
地４

052-441-4787 木曜日

スタンプカードのポイントを２倍進呈

アレンジメントなどのフラワーギフトをはじめ、季節の
花々で花のある暮らしのお手伝いをさせて頂いており
ます。

買物

ミストラル

あま市篠田長堀７番地

052-449-1830 年中無休

アニマル（動物）クッキーをプレゼント！

素材・鮮度にこだわり、優しい味のお菓子を販売してい
ます。

買物

ユニー（株）
ピアゴ 甚目寺店

年中無休 毎月第１日曜日に子供服（男児・女児）、ベビー用
あま市森４丁目１１番地１
ピアゴは、毎日楽しくお買い物ができる地域密着型の
052-445-2811 (臨時休業 品をレジにて５％引き致します。（尚、他の割引と
４
「生活便利店」を目指してまいります。
あり)
の併用はできませんのでご了承ください。）

買物

朝日屋

あま市甚目寺松山１４５
番地

052-444-3647 日曜日

ハッピースタンプポイント２倍又はお買い上げ商
品に応じてプレゼントを用意しております。

お菓子販売。お気軽にご来店ください。

買物

とくら総本店

あま市甚目寺山之浦８５
番地３

052-444-0186 1月1日

２千円以上お買い上げの方に粗品進呈

あんは製あん技術にこだわっています。仁王もなか総
本店 手作りの味・職人の味。

買物

原田金物店

あま市甚目寺東門前６３
番地

052-444-0244 年中無休

ハッピースタンプポイント５倍進呈

お気軽にご来店ください。

買物

レインボーミズタニ

あま市坂牧坂塩７３番地

052-442-8132 水曜日

子育ての為になる資料、goodsを差し上げます

節句（ひな五月人形）を中心に、ベビー用品（赤ちゃん
準備用品）、チャイルドシート、ベビーカー、ベビー布団 おむつ交換台
等をお値打ちに販売致します。

買物

米光商店

あま市甚目寺東門前６４
番地

052-444-0237 日曜・祝日

ハッピースタンプポイント２倍進呈 満点で銀行預 産地直送米（あくまで純粋、安心、安全米）を、１年中変
金又は５００円分の買い物ができます。
わらぬ美味しさでお届けする専門店です！！

買物

宮崎生花店

あま市甚目寺郷中１５４
番地

052-444-0100 約可）

呈。満点で金券になります。

買物

呉服 福助屋

あま市甚目寺山之浦１１
４番地１

052-441-4711 水曜日

初着、七五三商品、浴衣１０％引き（特価品は除 福助屋では、豊富な品揃えの上、店内も広くお子様連
く）
れでもゆっくりご覧になれます。

買物

よしの屋呉服店

あま市甚目寺東門前１６
番地１４

052-444-5088 始

粗品進呈

買物

高田ラジオ履物店

あま市甚目寺郷中１５０
番地

052-444-0319 不定休

甚目寺各小学校体育館シューズお買い上げのお
客様、ハッピースタンプポイント２倍進呈します。

買物

サイクル工房ハマジマ

あま市本郷三反地４０番
地

052-445-4140 火曜日

ブリジストンの特約店の中でもアクティブショップに認定
はじめにカードを提示された場合のみ、修理と購
されています。また、ヤマハ認定電動自転車整備士資
入時に割引いたします。
格を持っています。

買物

サイクルショップハマジマ 番地３

052-444-0206 火曜日

はじめにカードを提示された場合のみ、修理と購 あま市で１００周年を迎えることができました。街の自
入時に割引いたします。
転車店ですのでお気軽にご来店を。

買物

双鈴自転車店

あま市坂牧坂塩７５番地
１

買物

ツジ薬局 本郷店

買物

あま市甚目寺東門前５９

○

・バースデーケーキをお買い上げの方に、シャン
手作りケーキとカフェのお店です。小さなお子様用モー
メリー１本とお好きな焼き菓子２個進呈
ニングの「キッズプレート」や自家製の焼き菓子もござ
・カフェでドリンクを注文された小学生以下のお子
います。
様に、お好きなケーキ１個進呈

買物

日曜日、年 小学生以下のお子様にお菓子１個サービス（無

日曜日（予 商店街で使えるハッピースタンプポイント２倍進

火曜日、年

全国展開
参加

○

・産地精米・麺類を各種取り揃えています。
・ガス器具、給湯機の取り換えも承ります。

○

おむつ交換台

○

○
○

いつでも花持ちの良い新鮮な花の提供をいたしており
ます。お祝、誕生日のプレゼント等、ご家族でお気軽に
お越しください。配達もやっております。

呉服、和装、シミ抜き、丸洗い、着付け。

水曜日、お 平日（土日祝日は除きます）、子ども乗せをご購 幼児用の自転車からスポーツ車まで幅広く取り揃えて
052-446-2996 盆、年末年 入いただいた方は、取り付け料を無料サービスし おります。他店で購入された自転車も修理しますので
始
ます。
お気軽にご来店ください。

○

あま市本郷柿ノ木１２２番
052-449-6080 年中無休
地

毎週月曜日は、ポイント３倍サービス（ポイントの 健康・美・快適な生活のご相談は当店におまかせ下さ
付与は翌日になります）
い。

○

グランマルシェ

あま市新居屋又屋敷１２
番地１

052-446-2333 不定休

お店おすすめのお菓子を1個プレゼント。

買物

馬場鮮魚店

あま市甚目寺西大門９０
番地

052-441-3178 日曜・祝日 ハッピースタンプポイント２倍進呈

煮魚、手作りお惣菜、お刺身、うなぎ、活盛などもやっ
ております。

買物

松屋

あま市甚目寺山之浦１２
８番地

052-441-0188 火曜日

ハッピースタンプポイント２倍進呈

洋服、学生衣料、呉服など、ご相談承ります。

○

買物

Ｖ・drug
甚目寺店

あま市新居屋又屋敷72
番地

052-449-5600

毎週月曜日、レジにてカード提示の方に、ベビー
用品５％割引

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。

○

なし

焼きたて出来たての商品を提供し、ご自宅でのおやつ
からギフト商品まで多数取り揃えています。お買い物が
楽しくなるお店づくりを目指しています。

はぐみん優待ショップ一覧表（あま市）
店舗、施設等
の名称

区分

買物

Ｖ・drug
甚目寺西店

住所
あま市新居屋岩屋72番
地

電話

定休日

買物

Ｖ・drug
七宝店

あま市七宝町徳実三河
畑36

052-526-1550

買物

Ｖ・drug
甚目寺南店

あま市坂牧阿原38番

052-526-1660

買物

明治堂薬品
ヨシヅヤ甚目寺店１階

あま市甚目寺五位田128
052-462-0298 不定休
ヨシヅヤ甚目寺店１階

買物

スギドラッグ 美和店

愛知県あま市篠田新割５
052-449-1601
０番地

買物

スギドラッグ 甚目寺森店 番地12

買物

無

全国展開
参加

ＰＲ

毎週月曜日、レジにてカード提示の方に、ベビー
用品５％割引

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。

○

医薬品全品５％引き

地域の人々の美と健康に貢献しよう。

○

052-449-5880
なし

応援

割引等の特典内容

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（ベビーミルクを除く）、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

愛知県あま市森五丁目3

052-414-5871

スギドラッグ 七宝店

愛知県あま市七宝町桂
河原1292番地2

052-526-2620 み土日祝）

買物

クスリのアオキ
甚目寺森店

あま市森五丁目1番地１

052-526-1221

買物

クスリのアオキ
小路店

あま市小路一丁目9番地
052-526-1770
1

買物

暮らしの衣料マツオカ
七宝店

あま市七宝町桂親田１２
－６５ ナフコ七宝店 ２Ｆ

買物

チヨダヨシヅヤ
甚目寺店

あま市甚目寺五位田128
052-449-5300
ヨシヅヤ甚目寺店2F

買物

ローソンあま七宝町伊福

あま市七宝町伊福苗代１
052-444-3963
２６

買物

ローソン
あま七宝遠島

あま市七宝町遠島大切
戸１４１８

買物

ローソン
あま七宝町桂

あま市七宝町桂宮前２１‐
052-443-3013
１

買物

ローソン
あま篠田三丁目

あま市篠田３‐６７

052-485-8027

買物

ローソン
あま新居屋

あま市新居屋西大池８

052-444-9177

買物

ローソン
あま森二丁目

あま市森２‐６‐１１

052-443-7166

買物

ローソン
甚目寺坂牧東

あま市坂牧大塚６５‐１

052-443-4553

買物

ローソン
甚目寺五位田

あま市甚目寺五位田７９‐
052-449-2600
１

買物

ローソン
あま篠田向島

あま市篠田向島６４‐１

052-443-1173

飲食

喜楽家 食左衛門

あま市七宝町沖之島九
之坪101-1

052-449-5554 年中無休

飲食

宝竹

あま市七宝町遠島十坪１
祝日の翌日
１９番地２ 七宝町産業会 052-443-2414 （月曜祝日 お菓子のプレゼント。
の場合、月
館１階

無（薬局の

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。

○

１月１日（店
毎週火曜日はポイント２倍！※ご精算前にカード 愛知・岐阜県に肌着・靴下や普段着・子供服等、実用
舗により異
052-445-5192 なる場合あ の提示をお願い致します。清算後のご提示の場 品中心の品揃えで『とにかく安い物が沢山ある』地域密
合、ポイント加算が出来ない場合もございます。 着型の店舗を展開中！
り。）
なし

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～

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

○

052-445-1230

ﾐﾙｸの調乳
提供)

平日夜限定10％ＯＦＦ（上限2千円）

月曜日及び

火休館日）

○

手作りの創作料理をお楽しみ下さい。毎朝市場から仕
入れる魚がお勧めです！個室も有り(要予約）、お子様
づれの方もゆったりして頂けます。
和洋２種類のモーニングに始まり、ランチ、２時～閉店
までのアフタヌーンサービスまで、いつ来ても楽しんで
いただけます。

飲食

カフェレスト
サンタナ

あま市七宝町下田江西６
052-442-8259 木曜日
０番地

単品ドリンク ５０円引き、単品スパゲッティ １００ ・モーニングが６種類あります。・２時から閉店までのア
円引きにて提供致します。その他は対象外になり フターサービスもあります。・スパゲッティの量がＭサイ
ます。
ズで大盛りですよ。

○

飲食

ポニーハウス

あま市花正柳坪４３番地
３

052-443-2408 年中無休

◎当店自慢のランチがおすすめです◎コーヒー・お食
小学生以下のお子様にドリンク１杯無料サービス
事・手作り弁当配達ＯＫ◎店内パーティ等受け賜りま
と粗品進呈
す。カラオケ教室あり。

○

飲食

チャイニーズキッチン
美杏

あま市篠田中分４番地１

052-441-0404 月曜日

食事をされた中学生以下のお子様に、アイスク
リームをサービスします。

気軽にお食事しにご来店ください。

飲食

駅前飯店

あま市木田八反田１７番
地２

052-444-8759 月曜日

９８０円以上は１００円ＯＦＦ

お座敷もあり、小さなお子様連れでもゆっくりお食事が
できますので、ご家族でご来店下さい。

飲食

イタリアンレストラン
セルフィーユ

あま市篠田持竿４８番地
１

052-441-5330 年中無休

①お子様に焼菓子を１つサービスいたします。
おいしいパスタとピザと手作りの前菜バイキングをお楽
②お誕生月のお子様のバースデーケーキ注文で
しみください。健康に良い食材を取り揃えております。
ケーキ代金を１５％割引いたします。

飲食

吉野家
ＦＣ甚目寺店

あま市下萱津五反田５７
番地

052-449-0315 年中無休

毎月第3日曜日に店内でお食事の18歳未満のお 安全･品質と、いつも変わらない「うまさ」を追求してい
子様連れのお客様に対して生野菜サラダをお子 ます。是非味わってください！皆様揃ってのご来店お
様お一人1個無料
待ちしております。

○

はぐみん優待ショップ一覧表（あま市）
区分

店舗、施設等
の名称

住所

あま市下萱津平島１６番
地

電話

定休日

飲食

ステーキ宮 甚目寺店

052-443-2126 年中無休

飲食

ケンタッキーフライドチキ
ン
甚目寺店

あま市下萱津平島８番地 052-449-1083 年中無休

飲食

四季のお料理
きくや

あま市甚目寺松山１０７
番地１

割引等の特典内容

☆お会計金額から３％ＯＦＦ！
☆小学生以下はドリンクバー無料！

全国展開
参加

明るいくつろぎのあるステーキ＆ハンバーグレストラン
です。お子様の大好きなメニューがいっぱい。低アレル
ゲンメニューもご用意しております。毎日１６時までラン
チタイムです♪

カード１枚の提示で、ポテト（S)ソフトドリンク（S)の
いずれかを１個１００円でご提供※ポテト欠品時
お客様のご満足の為に、１人１人に笑顔でのお出迎え
は、ソフトドリンク（S）となります。（複数人でカード
とカーネルサンダース秘伝の１１種類のスパイスのチ
の使い回しは不可）※ただし、クリスマス期間（12
キンで「また来たい」と思って頂ける店舗。
月23日から12月25日）は対象外とさせて頂きま
す。

火曜日（た
だし、祝日 合計金額より５％ＯＦＦ。但し、日替わりランチ不

052-444-0300 の場合は

応援

ＰＲ

可。クレジットカード不可。

伊勢湾でとれた魚を中心に、季節のおいしいものを提
供できればと思います。どうぞ、ご利用下さい。

翌日休み）

お子様連れのお客様にゆっくりお食事をして頂けるよ
平日（月曜～金曜）来店、お食事された小学生以
う、お座敷室を完備しております。是非、ご来店下さ
下のお子様にお菓子をプレゼントします。
い。

飲食

隅瑠芽

あま市方領西六反地６４
番地１

飲食

中国料理
ろくしえん

あま市中萱津燈明先１番
052-441-4409 月曜日
地

飲食

パスタデココ
甚目寺店

あま市坂牧坂塩56番地

052-449-6630 なし

ココイチでおなじみの壱番屋が運営するあんかけスパ
カードの提示で、ドリンク１杯またはフライドポテト
専門店です。
１つを無料で提供します。
名古屋名物を家族でお楽しみください。

飲食

珈琲所コメダ珈琲店
萱津橋店

あま市坂牧大塚86

052-446-0688 年中無休

無料：ミニソフト1個無料

052-441-4955 火曜日

杏仁豆腐、ゴマ団子などのデザートをサービス。

ランチタイムは麺類に付ライスサービス。夜はミニサイ
ズを中心におすすめ料理。

ミルクの調乳

店内完全禁煙です。100冊以上の子供用の絵本常備。 設備（お湯の
地域最大122席、大駐車場完備なのでお子様連れでも 提供）、その
他（子供用絵
安心です。

○

本）

学習

大治高等速算学校
七宝教室

水曜・土
あま市七宝町川部折戸１
052-441-2718 曜・日曜、
０７番地
祝日

誕生月にソロバンノートプレゼント。クリスマス時
にお菓子プレゼント。

ソロバンは計算力と暗算力を養い右脳を鍛えます。小
学校低学年のうちに始める事をすすめます。見学・体
験はいつでも可。要連絡

学習

明光義塾
甚目寺教室

あま市甚目寺五位田128
052-462-1549 日曜日
ヨシヅヤ甚目寺店 2F

入会時に明光オリジナル筆記用具プレゼント

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。

レジャー・ スポーツクラブ
スポーツ ルネサンス 甚目寺

あま市甚目寺上沖田３６
番地４

052-449-6601 金曜日

・ジュニアスイミングスクール、カルチャースクー
ル入会金無料（通常3,150円）
・フィットネス入会金無料（通常3,150円）
・ベビースイミングスクール入会金無料（通常
3,150円）

・大人から子供まで楽しめる温浴ゾーンもある大型ス
ポーツクラブです。・１５０台の無料平面駐車場あり。

美容・理
ヘアー プランタン
容

あま市篠田一之沢５６番
地

052-443-3325 ２・３・４月

美容・理
床屋さん 髪飛行機
容

あま市花長茶木島２６番
地４

052-443-0382 ２・３・４月

美容・理 ＲＩＳＥ ｈair
容
（ライズ ヘアー）

あま市金岩前浪５１番地

月曜営業日にカード持参して頂きますと１０％ＯＦ ＲＩＳＥ ｈairは、老若男女たくさんの方にご利用して頂
052-444-1782 日、月曜不
Ｆ
いております。お気軽にご来店ください。
定休

美容・理
ＣＬＡＰ ＨＡＩＲ
容

あま市森１丁目５番地１８ 052-445-1171

金融・保 十六銀行
険
美和支店

金融・保 いちい信用金庫
険
甚目寺支店

金融・保 いちい信用金庫
険
七宝支店

火曜日、第
曜日

小学生以下のお子様のカットされた方には、お菓
予約不要ですので、お気軽にご来店ください。
子プレゼント。

火曜日、第

小学生以下のお子様にはお菓子をプレゼント。

曜日
毎週火曜

月曜日、第 小学生以下のお子様全員にあめ・ラムネプレゼン
ご家族でのご来店お待ちしております。
３火曜日
ト

あま市木田八反田３２番
地１

土・日・祝
052-442-8116 日・12/31
～1/3

あま市甚目寺郷前２６番
地

土曜・日
曜・祝日、
052-442-1115 12月31日
～1月3日

あま市七宝町桂親田２０
１６番地１

土曜・日
曜・祝日、

052-444-9191 12月31日

～1月3日

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、
２０２０年１１月１日現在の対象ローン
地域経済の活性化に積極的に取り組み、豊かで住み
①かんたんマイカーローン②かんたん教育ローン
よ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
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５
０万円以上の定期積金）
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％ いちい信用金庫は、あま市の子育て家庭優待事業
また、すこやか積金契約期間中に個人ローン等の
協賛店として子育て家庭を応援します。お気軽に
消費者ローンをご利用される場合、金利を優遇しま
ご相談下さい。
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。）

金融・保 いちい信用金庫
険
美和支店

当店では、カット・パーマ・カラーをはじめレディース
シェービングも行っております。ご家族でのご来店をお
待ちしております。

あま市富塚二反地１０番
地２

土曜・日
曜・祝日、
052-443-2631 12月31日
～1月3日

■「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。

子どもの遊
び場

○

はぐみん優待ショップ一覧表（あま市）
区分

店舗、施設等
の名称

金融・保 中日信用金庫
険
甚目寺支店

住所

あま市甚目寺五位田９９
番地

電話

定休日

土曜・日
曜・祝日・

052-441-2121 12月31日

～1月3日

金融・保 大垣共立銀行
険
甚目寺支店

あま市甚目寺五位田83

052-443-0211

土・日・祝

金融・保 大垣共立銀行
険
七宝支店

あま市七宝町桂角田11

052-443-3821

金融・保 岐阜信用金庫
険
美和支店

あま市木田加瀬６２番地
２

052-441-8221 12月31日

土曜・日
曜・祝日・
～1月3日

金融・保 愛知信用金庫
険
七宝支店

あま市七宝町鷹居二丁
目５８番地

割引等の特典内容

ＰＲ

応援

○当金庫所定の「消費者ローン」の金利を優遇い
たします。
【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
だける方。
【特典内容】当金庫所定の「消費者ローン」の金 当金庫のキャッシュカードで当金庫のＡＴＭをご利用い
ただいた場合、いつでもＡＴＭの入出金手数料は無料
利を、年0.25％優遇いたします。
※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。

【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。
365日年中無休の有人店舗「エブリデープラザ」や、土・
■ご利用可能枠 50万円、100万円、150万円、
日・祝休日もローン相談できる「ローンプラザ」など、大
200万円のいずれか
垣共立銀行には便利な窓口がございます。
■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。

○

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わせは、ぎふ
しんダイレクトバンキングセンター ムーミン支店０
１２０－６３８８－０３まで。

○

応援します！あなたの街で
愛知信用金庫は、face ｔｏ face で子育てを応援しま
す。

○

土曜・日
曜・祝祭
始

その他

安松カメラ×
フォトプラネットヒロ

あま市七宝町桂親田３３
番地２

052-442-0266 不定休

当スタジオにて記念写真撮影でＬ又はキャビネッ
お宮参り・マタニティフォト・七五三・家族写真やペット
ト判写真１枚プレゼント。証明写真撮影200円引。
フォト。皆様の記念日にフォトスタジオで思い出のひと
さらに、あかすけゆうやくんのステッカープレゼン
時を残していきませんか。
ト。

その他

フォトスタジオ
ヨコイ

あま市木田八反田２０番
地１

052-442-2800 年中無休

デジタルプリント・記念写真１０％ＯＦＦ

記念撮影・証明写真・各種プリント・ビデオ・印刷等映像
の総てをお客様に提供。プロの撮影技術（技能検定合
格の店）でお客様に満足して頂いております。
撮影・デジタル画像処理、写真の事なら何でもご相談
下さい。

その他 写真の鈴屋

あま市甚目寺東大門５番
052-444-1979 木曜日
地１

お会計より、３％引き

トヨタレンタリース名古屋
その他 甚目寺店
（レンタカー）

あま市坂牧阿原１１１番
地

0120-146-758 年中無休

基本料金より１５％引き（キャンペーン商品・一部 ナビ・ＥＴＣ装着車等、車種もいろいろ取り揃えておりま
車種を除く）
す。車での旅行をお考えの方は、是非お問い合わせく
チャイルドシートの無料貸出 ※要予約
ださい。

その他

ホワイト急便 花正店
クリーニング

あま市花正柳坪４３番地
３

052-444-5530 日曜・祝日

・広告セール期間中、広告金券プレゼント！！
・会員入会金１００円引き金券利用権利！！

カッターシャツ、お値打ち価格！！会員になれば、年に
１度のバースデー価格が受けられます。

その他

スーパークリーニング
美洗館 金岩店

あま市金岩前浪３８番地

052-444-1082 日曜日

子どもさんにキャンディプレゼント

子どもさんの洋服、洗ってもシミ汚れが落ちないとお困
りではありませんか？当店のシミ抜きで試してくださ
い。お値打料金でサービスしています。

その他

大和デラックス
クリーニング商会

あま市甚目寺須原５５番
地

・小学生以下のお子様の洋服クリーニング代１
052-444-0288 日曜・祝日 ０％ＯＦＦ
・ハッピースタンプポイント２倍進呈

その他

クリーニングの白英舎
あま市新居屋岩屋９９番
052-443-3307 年中無休
アオキスーパー甚目寺店 地

クリーニング商品全品５％引き。

おしゃれな洗濯白英舎（和服（京洗い）シミ抜き等）。信
頼される業者として、地域とともに営業させていただき
ます。

山藤クリーニングは、「お洋服をきれいに！」を常に心
カード持参の方５％ＯＦＦ（他のサービスの併用は
がけ、シミ抜きに力を入れてます。急ぎの物やシミ抜き
できません）
など、お気軽にご相談下さい。

あま市甚目寺松山１０９
番地１

052-444-4132 日曜・祝日

その他 白泉舎クリーニング店

あま市甚目寺山之浦１８
８番地

052-444-0264 日、祝日

２％引き

洋服の大和
その他 〈リフォーム。クリーニン
グ〉

あま市七宝町下之森稲
荷３６１番地

052-444-3818 日曜日

洋服のリフォームご利用の方ポイント２倍進呈
（５００円につき１ポイント）

クリーニング等にも特典があります。

あま市七宝町下田西長
代１３１６番地

052-442-1156 日曜日

カードご持参の方に、修理代１０％引きいたしま
す。

紳士服婦人服等の修理専門店です。ご満足のゆく修
理が当店のモットーです。３０年の実績があり、何なりと
ご相談下さい。お待ちしております。

その他 ひろいし歯科クリニック

あま市七宝町鷹居３－８
－１

052-443-1184 曜・祝日

木曜・日

カードをご提示していただいた方に、”キシリトー
ル100％！！予防チョコレート”をプレゼント☆

健康で丈夫な歯を守っていけるよう少しでも皆様のお
子どもの遊
役に立ちたいと願っています。キッズルームもあります び場
ので、小さいお子様連れの方でも安心です。

その他 あまデンタルクリニック

あま市篠田山吹４９番地

052-462-8025 曜・祝日

木曜・日

DOKI×２☆くじびき または 歯科専売歯ブラシ
（初診時）

キッズスペース、オムツ替えシートを設置しています。
子供好きな明るいスタッフが皆様のお越しをお待ちして おむつ交換台
ます。

その他 公誠治療院

あま市七宝町下田江東５
る初診料を無料に致します。
052-445-5832 日曜・祝日
１－２６
・１８歳以下の子どもさんは、通常料金の５％引

洋服修理専門店
みずの洋服

○

家族で行っているクリーニング店です。自店で洗ってい
ます。ＴＶ・ラジオで紹介 クリーニング・しみ抜きこだわ
りの技術。

その他 山藤クリーニング

その他

○

の続柄等を確認させていただきます。
※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。
※対象商品の適用金利等、詳しくはお近くの店舗窓
口までお問い合わせください。

052-441-1101 日、年末年 子育て応援定期（金利優遇商品）の提供

土曜・日曜

全国展開
参加

○

○

・カードを持参した子どもと保護者の方、初回に係
小児から高齢者の方まで、その人にあった体の調整を
致します。予約を取ってお越しください。

き。

その他 ３B体操 子育てママ

あま市木田戌亥１８−１
美和公民館

090-91900347

教室にお問
い合わせく 体験１回無料
ださい。

楽しく音楽に合わせて体を動かしましょう。
未来を担うこども、お母さんの健康づくりを積極的に進
めています。

○

