
はぐみん優待ショップ一覧表（北名古屋市）

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

全国展開
参加

買物
株式会社　ＡＯＫＩ
西春店

北名古屋市弥勒寺西3-118 0568-24-0429 年中無休

お買い上げ総額より5％割引
※他クーポン券及びセットセールとの併用可能。
※他総額割引との併用不可。
※お直し代・宅配代は実費を頂戴致します。
※Pontaカードかｄポイントカードの御提示で、提示い
ただいたどちらかのカードにポイントが貯まります。

レディスからメンズまでお客様のライフスタイルに合わ
せた着こなしのご提案をさせて頂きます！

○

買物
有限会社
師勝事務機

北名古屋市熊之庄新宮
9番地2

0568-22-2046
毎週日曜
日、祝日、
年末年始

毎月10日、20日、30日(当店定休日を除く)はノー
ト類、ファイル類は25％、その他は10～20％引
き。
お買い上げ3,000円以上で記念品進呈。

当店に置いてない商品でも取り寄せる事が出来ますの
でお気軽にご相談ください。

　

買物 山田写真
北名古屋市鹿田坂巻
195番地

0568-21-1725
日曜日、お
盆、年末年
始

カード提示で、プリント・撮影料金及び店内商品
5％OFF（外注品除く）

すてきな思い出・撮って、見て、飾って！フォトライフ応
援します。

○

買物 魚住ミシン商会
北名古屋市弥勒寺西1
丁目125番地

0568-21-0556 月曜日

ミシンの調整・修理時の出張費を北名古屋市内
無料に、愛知県内半額サービス致します。修理・
調整時に小学生のお子様への使用説明(30分)無
料。

他店でお求めのミシンでも修理、使用説明等致しま
す。ﾀｶｹﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(木曜サービス)取次店。宅配便取扱
い店です。

○

買物
眼鏡市場
北名古屋徳重店

北名古屋市徳重55-1 0568-26-7188 年中無休
メガネ一式・コンタクトレンズ・フレーム・レンズ…
販売価格より5％割引（但し補聴器・販売備品は
除く）

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。

○

買物
清水サイクル・
モータース本店

北名古屋市鹿田3491番
地

0568-23-0565
毎週月曜
日、年末年
始

来店お買いあげ10,000円以上で記念品進呈
自作ホームページ毎日更新
http://www3.starcat.ne.jp/~cycle/

　

買物 ホンダウイングSCMシミズ
北名古屋市弥勒寺東3
丁目7番地

0568-25-1735
毎週月曜
日、年末年
始

来店お買いあげ10,000円以上で記念品進呈
自作ホームページ毎日更新
http://www3.starcat.ne.jp/~cycle/

　

買物 ピアゴ西春店
北名古屋市弥勒寺西1
丁目108番地

0568-25-3881

年中無休（2
月・8月の棚
卸日・臨時
休業日を除
く)

毎月第1日曜日　子供・ベビーの衣料等を5％引き
ピアゴの毎週金曜日はUCSカード会員様5％OFF感謝
デー。

　

買物 フォトらんど
北名古屋市熊之庄八幡
96-1

0568-25-3325 年始

○デジタルカメラをご使用の方:通常価格Lサイズ
1枚　32円のところ50枚以上のご注文で1枚28円、
200枚以上のご注文で1枚25円に割引
○フィルムカメラをご使用の方:同時プリント1本に
つき2Lサイズ無料券を1枚進呈

ご家庭でプリントするよりも早くて手間なし!エコー画像
の保存用写真仕上げも承ります!

　

買物 明治堂薬品師勝店
北名古屋市鹿田１９２９
番地ヨシヅヤ師勝店１
階

0568-24-2280 不定休 医薬品全品５％引き 地域の人々の美と健康に貢献しよう。 　

買物 Ｖ・ｄｒｕｇ　西春店
北名古屋市沖村山ノ神
２８番地１

0568-27-3700

買物 Ｖ・ｄｒｕｇ　熊之庄店
北名古屋市熊之庄八幡
146-1

0568-48-4450

買物
コーベベビー
中部支店

北名古屋市法成寺法師
堂138番地

0568-24-8311
土曜日・日
曜日

はぐみんカードのご提示で、①布おむつのレンタ
ル料金を１０％ＯＦＦにします♪②乳幼児用お昼
寝マット『おひるね畑』を１０％OFFでご購入頂けま
す♪（他の割引クーポンとの併用はできません）
※サービスの詳細はHPまで。

産婦人科でも使われているコーベベビーの布おむつを
ご家庭でも気軽にお使いいただけます♪集配エリア等
詳細はＨＰをご覧ください

○

買物
コジマ×ビックカメラ
清洲東インター店

北名古屋市中之郷神明
45-5

0568-26-3033 年中無休 指定商品３％ポイントアップ
当店ではおもちゃの取り扱いもございます。
ＫＩＤＳコーナーも設けてますので、お気軽にご来店くだ
さい。

○

買物
東京靴流通センター
西春店

北名古屋市弥勒寺西２
丁目３５

0568-24-1702 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～

○

買物 ドコモショップ西春店
北名古屋市弥勒寺東2-
7

0568-26-0707
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。お気
軽にご来店下さい。

子どもの遊
び場

○

買物 スギドラッグ　西春店
北名古屋市沖村東ノ郷
１６番地１

0568-39-6002
無
※薬局のみ
土日祝

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％Ｏ
ＦＦ

お客様のご相談に対応できる接客体制を整えておりま
す。

　

買物
ローソン
北名古屋沖村

北名古屋市沖村沖浦１
２５

0568-21-5763

買物
ローソン
高田寺

北名古屋市高田寺東の
川８０

0568-23-4581

買物
ローソン
北名古屋井瀬木

北名古屋市鹿田南蒲屋
敷６４６‐２

0568-24-3070

買物
ローソン
北名古屋石橋

北名古屋市石橋大日５
９

0568-23-7712

買物
ローソン
北名古屋片場北

北名古屋市片場天王森
１３

0568-21-5922

買物
ローソン
北名古屋法成寺

北名古屋市法成寺道久
３０

0568-25-5523

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。 ○

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。

○



はぐみん優待ショップ一覧表（北名古屋市）

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

全国展開
参加

買物
スーパーオートバックス・
ルート22北ナゴヤ

北名古屋市中之郷天神
２

0568-25-9022 不定休

○カー用品 ５％OFF
※一部商品、特典との併用ができない場合があ
ります。
※工賃、車体本体、自動車保険などは対象外

クルマのことならなんでもお気軽にご相談ください

ｵﾑﾂ交換
台、授乳室・
授乳ｽﾍﾟｰｽ、
子供の遊び
場

○

飲食 沢村家
北名古屋市熊之庄八幡
３９番地

0568-21-2413 木曜日
お子様のお祝い料理(2万円以上)で、焼鯛1枚を
お付けします。

腹帯、お宮参り、節句、七五三、お誕生、合格祝い等に
ご利用ください。店内、仕出しどちらでも利用可。

　

飲食
魚屋の寿し　魚錠　師勝
店

北名古屋市大字鹿田字
才海100

0568-26-5780 不定休
小学生以下のお子様にフリードリンクを無料サー
ビス。

鮮度が自慢の回転寿司屋です。ランチタイムのサイド
メニューセットはボリューム満点で大好評！

○

飲食 ステーキ宮 北名古屋店
北名古屋市鹿田天井田
74

0568-23-3335 年中無休
☆お会計金額から３％ＯＦＦ！
☆小学生以下はドリンクバー無料！

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♪

　

飲食 マクドナルド西春町店
北名古屋市弥勒寺西
３−９２

0568-26-4425

マクドナル
ド公式HPを
ご参照くだ
さい

『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
ちゃ) を特別価格420円でご提供
※朝食時間帯(10：30まで)は、ハッピーセットのチ
キンマックナゲットセットを420円でご提供　　　　※
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。

○

飲食
まいどおおきに
北名古屋師勝食堂

北名古屋市熊之庄小烏
145-15

0568-23-0873 年中無休 会計時合計から１０％割引
予算や栄養バランスを考えながら、その日の気分に合
わせた組み合わせをお楽しみ下さい。

　

飲食
吉野家
22号線西春店

北名古屋市宇福寺天神
234

0568-26-0297 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
子様連れのお客様に対して生野菜サラダをお子
様お一人1個無料

安全･品質と、いつも変わらない「うまさ」を追求してい
ます。是非味わってください！皆様揃ってのご来店お
待ちしております。

　

飲食
吉野家
北名古屋店

北名古屋市井瀬木郷前
9－1

0568-26-1788 なし
毎月第3日曜日に店内でお食事の18歳未満のお
子様連れのお客様に対して生野菜サラダをお子
様お一人1個無料

安全・品質と、いつも変わらない「うまさ」を追及してい
ます。是非味わってください！皆様のご来店お待ちして
おります。

　

飲食
じゃんじゃん亭　北名古屋
店

北名古屋市鹿田天井田
69-1

0568-26-1771 年中無休 ご飲食代金より５％割引 ○

飲食 コメダ珈琲店師勝店
愛知県北名古屋市久地
野権現1

0568‐23‐0260 無し

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 ドリンク で 1 個 の ミニ ソフト を プレゼント

木のぬくもり溢れる店内。
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。

レジャー・
スポーツ

Tam Tam名古屋店
北名古屋市中之郷神明
7

052-509-5607 なし

カード提示にて、小学生以下のお子様の1時間の
ラジコンサーキット利用料金無料。(イベント開催
日は除く)また、サーキットの営業時間は店舗の営
業時間とは異なりますのでご注意ください。(平日
11：30から21：00まで、土日祝日10：30から21：00
まで）
※保護者の方のご同伴をお願いいたします。な
お、イベント開催日は事前にお店まで問い合わせ
ください。

平成14年8月オープンの中部地区最大規模の店舗で
す。サーキット場は屋内ですので、雨の日でも安心して
ご利用いただけます。コースはヨコモの広坂正美先生
設計のサーキットコースと屋内ドリフトコースの2種類を
ご用意しております。

　

レジャー・
スポーツ

テニスラウンジ
西春校

北名古屋市徳重大日37 0568-22-3385 不定休
①無料：１８歳未満入会金無料
②優遇：レンタルコート料会員料金にて使用可

テニスラウンジでは子供の運動能力向上、家族での時
間を大切にしています。

　

レジャー・
スポーツ

Kid's USLAND
パレマルシェ西春店

北名古屋市鹿田３９２６
番地１０　５階

070-5552-
0483

パレマル
シェ西春店
の定休日に
準ずる

通常のスタンプ（５００円ごとに１個）にプラス２個
進呈

US,LANDでは15分100円（税別）でカラオケや卓球、釣
堀、マッサージチェア、ゲームなどが利用できます。（店
舗により遊具などは異なります。）

　

レジャー・
スポーツ

シンコースポーツアクアプ
ラザ（北名古屋衛生組合
温水プール）

北名古屋市二子名師15
番地

050-8882-
6416

水曜日（水
曜日が祝日
の場合は営
業し、翌平
日が休館）

物販　税込1000円以上の商品　100円引き
・一年中ご利用いただける温水プール・深さ40ｃｍ、70
㎝の幼児・学童用プール・ベビー　児童向けや親子参
加の各教室有

美容・理
容

ＦＡＩＴＨ　hair salon
北名古屋市井瀬木高畑
48-3

0568-39-5210

毎週月曜日
第３日曜日
第1・第3火
曜日

毎週火曜日、水曜日、木曜日
小学生以下カット20％オフ（要予約）
中・高校生カット10％オフ（要予約）
※他のサービスとの併用不可

はぐみんカットデー　毎週火曜日（第1・第3は除く）要予
約。“一人で座れないお子様はお母様のおひざの上で
OK”

○

金融・保
険

いちい信用金庫
師勝支店

北名古屋市熊之庄八幡
121番地

0568-23-7881

○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年以上で契約金額
50万円以上の定期積立）
　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%
　また、すこやか積金契約期間中に個人ローン等
の消費者ローンをご利用される場合、金利を優遇
します。
■「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
げします。
　(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る最大年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から年0.5%を引き下げ
ます。

いちい信用金庫は、北名古屋市の子育て家庭優待事
業協賛店として子育て家庭を応援します。お気軽にご
相談ください。

土曜日・日
曜日、祝
日、12月31
日～1月3日

　



はぐみん優待ショップ一覧表（北名古屋市）

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

全国展開
参加

金融・保
険

いちい信用金庫
西春支店

北名古屋市九之坪竹田
116番地

0568-22-1021

○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年以上で契約金額
50万円以上の定期積立）
　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%
　また、すこやか積金契約期間中に個人ローン等
の消費者ローンをご利用される場合、金利を優遇
します。
■「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
げします。
　(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る最大年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から年0.5%を引き下げ
ます。

いちい信用金庫は、北名古屋市の子育て家庭優待事
業協賛店として子育て家庭を応援します。お気軽にご
相談ください。

土曜日・日
曜日、祝
日、12月31
日～1月3日

　



はぐみん優待ショップ一覧表（北名古屋市）

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

全国展開
参加

金融・保
険

大垣共立銀行
師勝支店

北名古屋市高田寺屋敷
440番地1

0568-24-1011
土・日・祝
12月31日～
1月3日

・少子化対策カードローン「子育て太鼓判」の適用
金利優遇します。
＜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。
■ご利用可能枠　50万円、100万円、150万円、
200万円のいずれか
■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。

365日年中無休の有人店舗「エブリデープラザ」や、土・
日・祝休日もローン相談できる「ローンプラザ」など、大
垣共立銀行には便利な窓口がございます。

○

金融・保
険

中日信用金庫
西春支店

北名古屋市西春駅前一
丁目３６番地

0568-21-1331

土曜日・日
曜日、祝休
日、年末年
始(12月31
日～1月3
日)

○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。

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で
す。

○

金融・保
険

十六銀行　師勝支店
北名古屋市熊之庄八幡
49番地4

0568-25-3116
土・日・祝
日・12/31～
1/3

対象となるローンの金利優遇を実施します。(対象
ローンか年0.5％金利優遇を実施します。)2020年
11月１日現在の対象ローン①かんたんマイカー
ローン②かんたん教育ローン③かんたんリフォー
ムローン(店舗のみ)④ライフサポートローン

岐阜県・愛知県を主要な地盤とする金融機関として、
地域経済の活性化に積極的に取り組み、豊かで住み
よい地域社会の実現に貢献したいと考えています。

○

金融・保
険

第一生命
名古屋総合支社
北名古屋営業オフィス

北名古屋市西之保西若
12　西春ビル2Ｆ

050-3782-4204
土・日・祝
日・年末年
始

第一生命オリジナルグッズの進呈
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。

生活関連
サービス

アップル
名岐バイパス春日店

北名古屋市中之郷八反
78-1

0568-25-5300 なし

〇お車売却時はぐみんカードご提示にて１万円
キャッシュバック※ご契約１０万以上のお車に限
らせて頂きます
〇お車購入時はぐみんカードご提示にて１万円
キャッシュバック※販売価格１０万以上のお車に
限らせて頂きます

50年以上ご愛顧頂いております“クルマ”売り買いの専
門店です。子育てにも大活躍する皆様のカーライフを
ぜひお手伝いさせて下さい！

　

その他 ひよりキッズ
北名古屋市高田寺一本
橋69番地10

0568-25-7332

毎週日曜
日、祝日、
年末年始、
GW

ひよりカードのポイント2倍。ポイントに応じて特典
あり(保育無料サービス等)

広い園庭には畑や果樹があり自然の中で砂遊びがで
きる開放的で明るい園です。野菜たっぷりの給食には
卵・牛乳を使用していません。

　

その他
トヨタレンタリース
名古屋　西春店
（レンタカー）

北名古屋市九之坪竹田
175-3

0120-568-758 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装着者等、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。

○

その他 株式会社ＤＳホーム
北名古屋市熊之庄小烏
96-1

0568-54-7176

土曜日、日
曜日　夏季
休暇　冬期
休暇

「自然素材の家を建てる前に知っておくべき」冊子
プレゼント　各種家を建てる為のセミナーへ無料
ご招待

お客様目線での相談ができる北名古屋市の工務店で
す。お客様のライフスタイルに合わせてプランをしっか
り計画いたします。

○

その他
３B体操親子教室 北名古屋市能田引免地

４０　北名古屋市体育館
090-9190-
0347

教室にお問
い合わせく
ださい。

体験１回無料
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。

○

その他
アート引越センター
北名古屋支店

北名古屋市宇福寺天神
６

0120-39-0123
年末年始
(12月31日
～1月3日)

引越基本料金(車輌費+人件費)
２０％OFF

お引越はもちろん、私たちアートコーポレーションは
「あったらいいな」の気持ちを大切に皆様に「暮らし方を
提案する」ため反省と挑戦をし続けています。お気軽に
ご連絡下さい。

○


