
はぐみん優待ショップ一覧表（武豊町）

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 スギドラッグ　武豊店 愛知県知多郡武豊町字平井畑２－１0569-72-6400
無*薬局の
み日祝

買物
スギドラッグ
武豊南店

愛知県知多郡武豊町東大高浦之島４２0569-73-6711
無*薬局の
み土日祝

買物
スギドラッグ
武豊北店

愛知県知多郡武豊町字
祠峯２丁目５８番地

0569-74-1033 無

買物 明治牛乳朝岡販売店 武豊町字道崎69 0569-72-1196 日曜日
子育て中で宅配牛乳を新規契約された方に、
1000円相当のプレゼントを致します。

当店は、牛乳宅配が専門です。お子様向けの菓子
も店にて販売しております。ぜひ御来店ください。
小さい子ひとりでも買いに来ています。

　

買物
studio bie
 (スタジオ　ブレ）

武豊町字楠5－17－1 0569-73-7599
毎週木曜
日

500円以上お買上げいただきますと次回より
使用いただけるサービス券を差し上げます。

ピノのパンは全て無添加！材料にこだわり自家配
合でこねあげ、ひとつひとつ手づくりで焼きあげて
います。

　

買物 半田コットンハウス
武豊町字鹿ノ子田2－
62

0569-73-8293 無休 ５％OFF(特価品、サービス品は除く）
育児の息抜きにオリジナルの小物や洋服を作って
みませんか？ナチュラルテイストの洋服、雑貨も揃
えてあります。

　

買物 武豊メガネ 武豊町字長尾山76 0569-73-2803 無休 お買上げの方に粗品進呈 ほとんどのメガネが30分くらいで出来ます。 ○

買物 綜合衣料　イナバ 武豊町字道崎48-2 0569-72-0080
火曜日
年始お盆

ゆめたろうカード　ポイント１つ進呈
お買上げの商品のズボンのスソ上げ、スピードお
直しサービスがとても喜ばれています。 　

買物
暮らしの衣料マツオカ
武豊店

武豊町字瀬木１９ＴＡＫ
２１（武豊ショッピングセ
ンター） ２Ｆ

0569-74-0117

１月１日（店
舗により異
なる場合が
ございま
す。）

毎週火曜日はポイント2倍！
※ご精算前にカードのご提示をお願い致します。
精算後のご提示の場合、ポイント加算が出来な
い場合もございます。

愛知・岐阜県に肌着・靴下や普段着・子供服等、実
用品中心の品揃えで『とにかく安い物が沢山ある』
地域密着型の店舗を展開中！

　

買物 Ｖ・drug 武豊店 武豊町字口田１０－１ 0569-74-3610

買物 Ｖ・drug 武豊西店 武豊町字梨子ノ木9-751 0569-84-1880

買物
クスリのアオキ
武豊店

武豊町字浅水３５番地２ 0569-84-3555 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。お薬の事、健康
の事、お気軽にご相談ください。 ○

買物
ローソン
武豊インター西

武豊町字原屋敷９１ 0569-74-1777

買物 ローソン 武豊前田 武豊町字前田４２‐７ 0569-72-5155

買物
ローソン
味の蔵たけとよ前

武豊町字里中２７ 0569-73-3539

飲食
珈琲所コメダ珈琲店
武豊里中店

武豊町字忠白田1-1 0569-72-6878 年中無休

ミニソフトクリームプレゼント
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。

学習
ベビーマッサージ教室
ｱﾄﾞﾘｱｰﾉ

武豊町字中根4-9-1 0569-73-5282

土日、祝
日、
12月31日
～1月3日

・回数券の割引
　3回券4,200を￥4,000　　5回券6,500を￥6,000
・下門区公民館
　教室1回の料金　　\６００→\５００

“ママもベビーもホットできるひととき”
ベビーマッサージは肌が触れ合うことで、ベビーと
の愛情を確認できるスキンシップの一つです。

○

学習
特定非営利活動法人
PakaPaka

武豊町字熊野51-2 0569-77-0492
日・祝日・
年末年始

学習会参加費　初回半額
「きみの世界をおもしろく」
PakaPakaは発達障害の子どもとその家族の世界
を広げるために活動しています。

生活関連
サービス ヘアーサロン　北原

武豊町富貴字市場90－
1

0569-72-1600

毎週火曜
日
第２・３月
火連休

ファミリー割引・・・親子、家族でお見えになっ
た方は子どもさん料金1割引き、ダブルプレゼ
ント・・・小さなお菓子、あめなどを差し上げま
す。ミルクのお湯あります。

富貴駅から東へ徒歩1分以内の近いところにありま
す。理美容ですので男性、女性、大人から子どもま
でどなたでもOK。気軽にお越しください。

○

金融・保
険

半田信用金庫　武豊
支店

武豊町字前田34－6 0569-73-6781

金融・保
険

半田信用金庫　武豊
中央支店

武豊町字中根5－32－1 0569-72-6633

定期積金の店頭表示金利に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
ま又は妊婦の方のお名前でお一人さま一口
の定期積 金（契約期間３年･４年･５年、１回の
掛込金額１万円以上５万円以内）に限り、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。

お子さまの未来を応援します。

○

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)

○

毎週月曜日　レジにてカード提示の方にベ
ビー用品５％off

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。 　

医薬品、化粧品、日用品、食品等を取りそろえ、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

毎週土
日、祝日、
12月31日
～1月3日

○
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全国展開
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金融・保
険

知多信用金庫
武豊支店

知多郡武豊町字道崎２
２番地の４

0569-72-1271

金融・保
険

知多信用金庫
砂川支店

知多郡武豊町字砂川１
丁目６番地

0569-72-7111

金融・保
険

あいち知多農業協同
組合　武豊支店

武豊町字金下27 0569-72-1261

金融・保
険

あいち知多農業協同
組合　冨貴支店

武豊町大字冨貴字新西
側201

0569-72-0211

金融・保
険

あいち知多農業協同
組合　玉貫支店

武豊町字道崎30－1 0569-73-5151

金融・保
険

あいち知多農業協同
組合　砂川支店

武豊町字祠峯1－110 0569-73-7355

その他 なごみ接骨院 武豊町字北中根6-41 0569-73-7537 日、祝日 「産後の骨盤矯正」を受ける方　1,000円割引
当院は、頑張るママのお手伝をさせて頂きます。体
のケアをし、美しく元気なママに。お子様も一緒に
どうぞ

○

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。

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。

お子さまの成長に合わせて、子育て支援定期積立
「Kid"s(キッズ)応援団”はっピースマイル”」をはじ
めませんか。ちたしんは子育てを応援します。

・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（木）～令和4年3月31日（木）
※詳細は窓口でお尋ねください。

　
毎週土
日、祝日、
12月31日
～1月3日

土日、祝
日、
12月31日
～1月3日

○


