
はぐみん優待ショップ一覧表（常滑市）

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 ＰＲ 応援

全国共通
展開参加

買物 スギドラッグ　常滑陶郷店
愛知県常滑市陶郷町４
丁目１番地

0569-36-1266

買物
スギドラッグ　常滑イン
ター店

愛知県常滑市飛香台
四丁目１番地２

0569-36-2126

買物 スギドラッグ　常滑北店
愛知県常滑市西之口
十丁目55番地1

0569-84-0017

買物 スギドラッグ　市場店
愛知県常滑市市場町１
丁目２０番地

0569-34-8760

買物 スギドラッグ　榎戸店
愛知県常滑市明和町
一丁目１３番地

0569-36-2101

買物 郷土銘菓　森田屋
常滑市鯉江本町２丁目
１１番地

0569-35-4391
毎週月曜
日、元旦

５００円以上お買い上げの方に記念品の進呈
季節毎に、おいしい和菓子・進物等ご用意しております
ので、お気軽にご来店ください。

　

買物
株式会社
シャン・ドウ・ピエール

常滑市栄町７丁目２２８
番地

0569-34-9090
毎週火曜
日

お買い上げ1,000円以上で焼菓子1個進呈。
常時約30種類の生ケーキなどが味わえる和洋菓子
店。ご進物・ご贈答に‥！お誕生日のお祝いパー
ティーに‥！

○

買物 金幸
常滑市山方町１丁目１
番地

0569-35-2352
毎週月曜
日、第３日
曜日

お買い上げ1,000円以上で粗品進呈。
ミセスのための、洋服・くつ・バック・化粧品を扱ってい
ます。「おしゃれな店」を目指して頑張っています。お気
軽に来店ください。！

　

買物 衣料のかみや
常滑市森西町2丁目
153番地

0569-35-2564
毎週月曜
日

お買い上げ3,000円以上で粗品進呈。
学生衣料は当店にお任せください。常滑高校制服指定
店、鬼崎中、鬼南小、学生服セーラー服、ジャージ、上
靴など取り揃えています。

○

買物
めがね工房
いのうえ

常滑市大野町5丁目96
番地

0569-42-1688
毎週月曜
日、年末年
始

・メガネ一式5割引
・小学生以下のお子様にお菓子1個プレゼント

確かな技術でご奉仕、豊富な品揃えでゆっくりご覧にな
れますので、ご家族でお気軽にご来店ください。

○

買物
合資会社
カキタ呉服店

常滑市本町3丁目149
番地

0569-35-2009
毎週月曜
日

タオルハンカチサービス
お子様連れでもゆっくりご覧いただけるように配慮して
おります。若いお母様方のために流行のお洋服をそろ
えております。

　

買物 マルキ生花店
常滑市新田町5丁目１６
番地

0569-42-0552
毎週木曜
日

自店ポイント2倍押し
供花、祝花、鉢物、切花（花束・アレンジ）プリザーブド
フラワー、Ｊ・Ｆ・Ｔ・Ｄ（全国に花を贈れる）

　

買物
シューズ＆バック
ヨコイ

常滑市大野町4丁目７０
番地

0569-42-0501
毎週月曜
日、年始１
～３日

５％の割引 靴、鞄、草履、下駄の修理を受けたまわります。 　

買物 鯉泉堂菓舗
常滑市い市場町２丁目
８５番地

0569-35-2127
毎週月曜
日

抽選で２０人に一人が半額
当店は手作り和菓子。おみやげ、常滑銘菓もいろいろ
取り揃えてあります。また、特注にも応じます。

○

買物 水上屋
常滑市奥条２丁目４５
番地

0569-34-5001
毎週月曜
日

３，０００円以上のお買い上げの方に粗品をプレ
ゼントします。

　

買物 マルカ文具
常滑市新開町４丁目１
５番地

0569-35-2520
毎週日曜
日、祝日

５００円以上お買い上げの方に（特価を除く）全て
の商品２割引にします。

事務用品・文具の他、印鑑の別製も取り扱いしておりま
す。ご就職、ご結婚祝の贈物に　是非、ご利用くださ
い。

○

買物 (有）津多屋
常滑市大野町5丁目84
番地

0569-42-0328
毎月月末
木曜日

１，０００円に１枚の割りで50円の当店の商品券を
進呈させていただきます。

地元のえび・のりを使い伝統製法の二度焼きで焼き上
げた香りあるえびせんべいを作っております。

　

買物 尾張桂新堂本舗
常滑市大野町5丁目
102番地

0569-43-3881
1月1日～3
日

2,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント
創業130余年手焼きせんべいのお店。おじいちゃん、お
ばあちゃんも子どもの頃から食べていた懐かしい味を
ご家族団らんのどうぞ。

　

買物 （有）やまひこ
常滑市榎戸町2丁目38
番地

0569-42-0509
毎週月曜
日

2,800円以上お買い上げの方に粗品進呈。
学生衣料は全て揃います。保育衣料、鬼南小、鬼崎中
の体操服取扱店。呉服、しみ抜き、丸洗い受付中。

○

買物 Ｋハート
常滑市新田町5丁目85
番地

0569-43-9101 年始 2,800円以上お買い上げの方に粗品進呈。
婦人服、子供服、紳士服、寝具、生活雑貨用品等、豊
富な品揃えです。ご家族でお気軽にご来店ください。

○

買物 Ｖ・drug　常滑店
常滑市虹の丘七丁目８
番地

0572-27-3911 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
BARNS soho street
イオンモール常滑店

常滑市りんくう町2丁目
20番3 イオンモール常
滑　2F

0569-89-6439
イオンモー
ル常滑に準
ずる

全商品表示価格より５％引き(赤札商品除外)
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 イオンスタイル常滑
常滑市りんくう町 2丁目
20番3

0569-35-9500 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）

毎月11日はイオンデーです。黄色いレシートを専用
BOXへご投函いただくと、お買上金額の1％がボラン
ティア団体に寄贈されます。

　

買物
ドラッグスギヤマ
奥条店

常滑市奥条４丁目
９８番

0569-34-5861 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（ベビーミルクは除く）、
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。

無*薬局の
み日祝

無*薬局の
み土日祝
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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

全国共通
展開参加

買物
コジマ×ビックカメラ
イオンモール常滑店

常滑市りんくう町２丁目
２０番３

0569-35-9955 なし 指定商品３％ポイントアップ ○

買物 ドコモショップ常滑店 常滑市古千代1-1  0569-36-1900  
毎月第2火
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。
子どもの遊
び場(ｷｯｽﾞ
ｺｰﾅｰ･ﾌﾟﾚｲ
ｽﾍﾟｰｽ)

○

買物
ローソン
中部国際空港

常滑市セントレア１‐１ 0569-38-2366

買物 ローソン 常滑奥栄 常滑市奥栄町３‐２３ 0569-35-2380

買物 ローソン 常滑錦町 常滑市錦町１‐３０ 0569-34-7757

買物 ローソン 常滑坂井
常滑市坂井字羽根前４
６‐２

0569-37-1771

買物 ローソン 常滑駅西
常滑市新開町３‐１０４‐
２

0569-35-0160

買物 ローソン 常滑金山 常滑市北汐見坂２‐５ 0569-43-8102

買物
ローソンS
中部国際空港

常滑市セントレア１‐２ 0569-38-2363

買物
ローソンS
中部国際空港Ｔ２

常滑市セントレア１‐１
中部国際空港第２旅客
ターミナル

0569-38-2163

買物
ローソンS
FLIGHT OF DREAMS

常滑市セントレア１‐１Ｆ
ＬＩＧＨＴ　ＯＦ　ＤＲＥＡＭ
Ｓ

0569-38-1156

買物
洋服の青山
常滑店

常滑市大和町六丁目
156番

0569-36-2151 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
海鮮創作酒房
湾（ベイ）

常滑市坂井字梅狭間１
３番地１

0569-37-1170
毎週水曜
日

小学生以下のお子様にドリンク１杯無料サービス
四季折々の地魚料理が味わえます。お昼は定食を各
種、夜は単品料理を数多く取り揃えています。ご家族
連れでお気軽にご来店ください。

　

飲食 デニーズ常滑店
常滑市多屋字孫ヤラク
４６番地２

0569-35-8381 年中無休 食事代金を５％割引いたします。
アットホームな雰囲気のファミリーレストランです。セル
フサービスが主流で、フルサービスでお客様をおもてな
しいたします。

○

飲食
マクドナルド
１５５常滑店

常滑市錦町１－３２ 0569-34-6201 年中無休
ハッピーセット「チーズバーガーセット」を特別価
格にて提供（朝マックではハッピーセット「チキン
マックナゲット」を特別価格にて提供）

マクドナルドにはご家族の「笑顔あふれるお食事の場」
を提供させていただいておりますので、ぜひご来店くだ
さいませ。

○

飲食
ロッテリア
イオンモール常滑店

常滑市りんくう町2丁目
20番3号

0569-89-0284 年中無休
フレンチフライポテトSを税込９３円にて提供します
（会員１名様につき同行者２名（計３名）まで）

1972年、東京日本橋に1号店が誕生して以来、ロッテリアは
常にファストフードのリーディングカンパニーとしてアメリカの
チェーンスタイルをそのまま導入したのではなく、日本人の
味覚や、食生活、地域性を経営方針に積極的に取り入れて
まいりました。今後ともお客様の期待に応える商品づくり、店
舗展開を次々に実現していきます。

○

飲食
珈琲所コメダ珈琲店
155号常滑店

常滑市錦町1-45 0569-36-1230
定休日
なし

はぐみんカード提示のお客様でドリンクを注文頂く
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。

　

飲食 和食さと　常滑店 常滑市住吉町5-60-1 0569-43-1123
HPでご確
認ください

愛知県下の全店舗でレジ会計時にカードを御提
示いただくと、「おこさまさとカフェ(ドリンクバー)１１
０円」を無料にさせていただきます。

お子様連れのご家族でのご利用はもちろん、グルー
プ、カップル等なごみのお食事を楽しみいただける郊外
型和食レストランです。

○

飲食
祇園茶屋
イオンモール常滑店

常滑市りんくう町2-20-
3
イオンモール常滑１F

0569-84-7873
イオンモー
ルに準ず
る

大人１名様につき、お子さまメニュー１品無料
（中学生未満のお子さまに限る）

おばんざいと宇治抹茶甘味をメインに、京風ひつまぶし
や和風オムライス等お食事も楽しめるカフェ

○

美容・
理容

あい美容室
常滑市坂井字蛭沼46
番地

0569-37-0848
毎週月曜
日、第２・３
火曜日

ご来店のお子様には、待ち時間の間、お絵かき・
折り紙・キャンディー・本など用意しています。

技術料金1,000円に付きスタンプ1ポイント、60ポイント
で粗品プレゼントさせていただきます。

○

美容・
理容

セリーナ
常滑市阿野町３丁目１
番地

0569-35-4630 日曜、祝日 エステ毎回に「コラーゲンドリンク\350」プレゼント
完全予約制のフェイシャルエステサロンです。
子育てにがんばるママを応援します。
ホッと一息、心と身体を癒してみませんか？

　

美容・
理容

Your Beauty Salon
常滑市小倉町7丁目19
番地

080-3637-
2896

不定休 うれしいプレゼント
和の空間で、ゆっくりくつろげるサロンです。お子様連
れのお客様も多く、自分みがきにピッタリ！美容講座も
開催しています。

　

レジャー・
スポーツ

サムソン
常滑市千代ヶ丘５丁目
１００番地ピアゴ常滑２
階

0569－36－
3066

ピアゴの定
休日に準ず
る

カード提示でお菓子がもらえる「お菓子クジ」に挑
戦できます。毎日遊びに来てください。

「家族で作る思い出ひろば」をコンセプトにしたピアゴ内
にある地域密着型の「ゲームコーナー」です。キッズ
パーク（有料）有

○

その他 （有）山崎自動車
常滑市小鈴谷字荒子１
１４番地１

0569-37-0251 年中無休

・小学生以下のお子様にお菓子進呈。
・ダイハツ車使用の方にチャイルドシート（ベビー・
ジュニア）無料貸し出し。（ダイハツフレンドリープ
ラン利用）

お車に関する事なら、どんな事でもお気軽にご相談下
さい。キッズコーナーも設置してありますので、ご家族
連れでご来店くださいませ。

　

その他 ほぐし屋
常滑市大鳥町2丁目52
番地

0569-84-2658 不定休 200円割引。ただし他割引券との併用は不可。
疲労やストレス、背負っていませんか。あなたとあなた
の大切な人が笑顔でいるために健康な身体づくりのお
手伝いを致します。

　

その他
トヨタレンタリース名古屋
りんくう常滑駅前店（レンタ
カー）

常滑市りんくう町3丁目
２番１０

0120-717-758 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。

○

○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)
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店舗、施設等

の名称
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全国共通
展開参加

その他 （有）サイダカラー
常滑市小倉町１－７－
１

0569-43-4116

毎週土曜
日
（ご予約に
は対応しま
す）

スタジオでの撮影料金５％引き（証明写真の場合
は、総額の５％引き）

あなたのまちのあなたの写真店。プリント、撮影、写真
を使ったオリジナル商品など写真の事なら何でもご相
談ください。

○

その他 Rikias Leialoha
常滑市飛香台４丁目３
番地の２８

0569-89-6202
土・日・祝
日・年末年
始

Rikias English School入会金\1,000⇒無料
Music Togetherはアメリカ発親子音楽プログラムで雁
宿ホールでも行っています。

　

その他
知多信用金庫
あおみ支店

常滑市金山字堀田１１
２番地の２

0569-42-1137

その他
知多信用金庫
あすか台支店

常滑市飛香台６丁目５
番地の２

0569-34-6531

その他
知多信用金庫
常滑中央支店

常滑市栄町1丁目96番
地

0569-35-3141

その他
あいち知多農業協同組合
本店

常滑市北条４丁目１００
番地

0569-34-5800

その他
あいち知多農業協同組合
常滑北部支店

常滑市久米字後田133 0569-42-1616

その他
あいち知多農業協同組合
さくら支店

常滑市金山字堀田
111-2番地

0569-43-7800

その他
あいち知多農業協同組合
のぞみ支店

常滑市本郷町4丁目
210番地 0569-42-0309

その他
あいち知多農業協同組合
本町出張所

常滑市本町1丁目５１番
地

0569-36-0511

その他
あいち知多農業協同組合
かじま台支店

常滑市かじま台1丁目
161番地

0569-34-6833

その他
あいち知多農業協同組合
さわやか支店

常滑市阿野町4丁目1
番地

0569-35-2149

その他
あいち知多農業協同組合
常滑南支店

常滑市広目字徳上２８
番地

0569-37-0044

その他 リラックスサロン癒眠 常滑市りんくう町3-2-1 0569-38-8341 年中無休
初検料(歪みチェックの検査)1,080円無料でおこな
います

マタニティリラクゼーション、産後の骨盤矯正 　

その他 たまい接骨院・整体院
常滑市阿野町3丁目45
番地

0569－34－
7386

土（午後）、
日、祝日、
お盆、年末
年始

次回使える特別クーポン進呈(初診の方のみ)
出産後のママのお悩みを、解消いたしませんか？当院
では、健康と美容の両面からサポートいたします！

○

その他
ほけんの窓口
イオンモール常滑店

常滑市りんくう町2-20-
3

0569-36-2160 定休日なし オリジナルキャラクターグッズを進呈

授乳室をご利用いただけます。
※先にご利用されている方がいらっしゃる場合は、お持
ちいただく場合もございますので予めご了承くださいま
せ。

○

　

毎週土・日
曜、祝日、
12月31日
から1月3日

・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は扶養者の方。（お
子さま１人につき１契約のみといたします）
適用金利は契約時の店頭表示金利＋０．０５％
※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
令和3年4月1日（水）～令和4年3月31日（水）
※詳細は窓口でお尋ねください。

お子さまの成長に合わせて、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”」を始めませ
んか。ちたしんは子育てを応援します。

土、日、祝
日
12月31日、
1月2日、1
月3日

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
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
３．マイカーローン
　　(1)資金使途：自動車購入資金
　　(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

お子さまの成長にあわせて「子育て応援貯金」、お車の
ご購入にあたっては、「マイカーローン」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。

○


