
NO 市町村 種別 店舗・施設名 所 在 地 電話 サ　ー　ビ　ス　（特　典）　内　容 店　舗　・　施　設　Ｐ　Ｒ
サービス

開始日

1 北名古屋市 飲食 IL PARCO 北名古屋市弥勒寺東1-81 (0568) 39-5086
お食事をされた方にウエルカムドリンク1杯

サービス

コース料理のお店です。イタリアの四季を日本の季

節の食材で富山の新鮮なお魚、北名古屋市の無農薬

野菜を用いて、イタリア人の視点で表現していま

す。

H28.3.1

2 北名古屋市 飲食
串焼菜膳　和み

北名古屋店
北名古屋市鹿田才海85 (0568) 22-5606

ランチタイム…石焼きランチ200円Off

ディナータイム…夜ランチ御前180円Off

全席掘りごたつの風情ある落ち着いた空間の店内。

ファミリーやカップル、宴会でのご利用も可。

四季折々の和風を中心におもてなし。宴会の際には

送迎サービスも行っております。随時予約を賜って

おります。

H28.3.1

3 北名古屋市 飲食
うなぎ　日本料理

堀場屋
北名古屋市西之保清水田57 (0568) 21-0168

お食事をされた方にソフトドリンク一杯サー

ビス。（お食事ご注文時にカードをご提示く

ださい）

平日お昼のお値打ちランチから、宴会、仏事、慶事

の会席料理まで幅広く御利用いただけます。中でも

自慢のうなぎ料理は甘さひかえめで皮はパリパリ、

身はふっくらと好評です。一度御賞味下さい。

H28.3.1

4 北名古屋市 飲食
天然酵母パン

ブルドック
北名古屋市熊之庄古井237 (0568) 23-7010 パン10%off

愛され続け35年。この地域で古くから天然酵母ル

ヴァンを取り入れ、自然の恵みを生かしたパンは

ハード系からデニッシュ系までどれも絶品！国産小

麦「ゆめちから」など使用し、体にやさしい食材を

吟味してバリエーション豊か、パンの元気が伝わっ

てきます。

H28.4.1

5 北名古屋市 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

象のバリューセットを580円で提供（ビッグ

マック、チキンフィレオ、ベーコンレタス

バーガー、えびフィレオ）

※店内カウンターのみ注文可能です。

※バリューセットは、朝マック販売店舗では

10:30以降利用可能。

※バリューセットは、マックフライポテト

［M］+ドリンク［M］となります。

※カード保有者のみ、1回1セット限り有効

HPで1日に必要なエネルギー・栄養成分のうち、ど

れだけ補えるかを、調べられるコンテンツを公開

中。

（URL:http://www.mcdonalds.co.jp/quality/basic_

information/check.php ）

H31.2.1

6 北名古屋市 買物 ピアゴ西春店
北名古屋市弥勒寺西一丁目108

番地
(0568) 25-3881

毎週金曜日に2,000円以上（税込）のお買い上

げで、ユニーオリジナル「スタイルワン」ブ

ランドのペットボトル飲料（500ml）をプレゼ

ントします。

※「まいかカード」と共に、直営店の当日レ

シート2,000円以上（税込）をサービスカウン

ターまでお持ちください。

※当日のプレゼントは、お一人様1本とさせて

いただきます。

※サービス内容は、時期により変更になる場

合があります。

ー H26.11.1

7 北名古屋市 買物 有限会社　花よし 北名古屋市九之坪寺領47番地 (0568) 22-0343 切り花延命剤小袋1個プレゼント
当店ではお客様の気持ちをお花に変えて真心込めて

作っております。
H28.2.1

8 北名古屋市 買物
有限会社

ビーアンドエヌ
北名古屋市沖村岡14 (0568) 23-4068

1,000円以上お買い上げで、食パンプレゼン

ト。

当店は、月末の金、土、AM8:00～12:00のみ営業し

ております。卵、乳不使用のもちもちパンはじめ、

各地のグルメ品、スイーツなど卸値で販売します。

直売でしか購入できない商品もたくさんあります。

皆様のご来店をお待ちしております。

H28.3.1

9 北名古屋市 買物 ホンダ薬局 北名古屋市九之坪天神24-2 (0568) 22-2216

お薬、サプリお買い上げ2000円で記念品プレ

ゼント。

※但し、病医院関係の処方箋は対象になりま

せん。

当店は地域密着型「まちかど相談薬局」です。いつ

でも薬剤師のいる店、相談できる店として45年の歴

史があります。

H28.4.1

10 北名古屋市 買物 くすりのカスガ 北名古屋市九之坪山19 (0568) 23-0913
1,000円（税込）以上のお買物で、カスガカー

ドにポイントプラスします。

当店では、お客さんの相談を聞けるようにお待ちし

ております。お気軽にお越しください。
H28.3.1

「あいち健康マイレージ」北名古屋市内協力店一覧
※令和4年3月1日現在の状況です。サービス（特典）内容が変更されることがあります。

※愛知県内の協力店でサービス（特典）を受けることができます。



11 北名古屋市 買物
マツモトキヨシ

パレマルシェ西春店
北名古屋市鹿田字若宮3926－10 (0568) 25-3771

店内商品＜店頭表示価格（税込）より＞５％

引き致します。

※但し、カウンセリング化粧品、資生堂・カ

ネボウ・コーセー・ソフィーナの化粧小物

（コットン、パフなど）、食品、菓子、飲

料、酒、タバコ、ベビー用おむつ、ベビー用

おしりふき、粉ミルク、ベビーフード、処方

箋等　その他一部除外品がございますので、

不明時は、店舗スタッフへご確認願います。

※愛知県内の「マツモトキヨシ」、「ヘルス

バンク」のお店にて、精算前に優待カード提

示後、ご利用できます。（調剤薬局では、利

用できません）

※一部除外店舗もございますので、ご利用前

に店舗スタッフへご確認願います。

※他の割引券との併用はできません。

※薬剤師不在時は、法律により要指導医薬

品、第Ⅰ類医薬品の販売はできませんのでご

了承下さい。

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。 H28.4.1

12 北名古屋市 買物 ヘルスバンク西春店 北名古屋市法成寺松の木48番地 (0568) 26-2111

店内商品＜店頭表示価格（税込）より＞５％

引き致します。

※但し、カウンセリング化粧品、資生堂・カ

ネボウ・コーセー・ソフィーナの化粧小物

（コットン、パフなど）、食品、菓子、飲

料、酒、タバコ、ベビー用おむつ、ベビー用

おしりふき、粉ミルク、ベビーフード、処方

箋等　その他一部除外品がございますので、

不明時は、店舗スタッフへご確認願います。

※愛知県内の「マツモトキヨシ」、「ヘルス

バンク」のお店にて、精算前に優待カード提

示後、ご利用できます。（調剤薬局では、利

用できません）

※一部除外店舗もございますので、ご利用前

に店舗スタッフへご確認願います。

※他の割引券との併用はできません。

※薬剤師不在時は、法律により要指導医薬

品、第Ⅰ類医薬品の販売はできませんのでご

了承下さい。

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。 H28.4.1

13 北名古屋市 買物 魚住ミシン商会 北名古屋市弥勒寺西1-125 (0568) 21-0556
優待カード提示でミシン修理代5%OFFおよび

毎月5.15.25日はレンタルミシン30分無料

ミシンのレンタル実施中（要申込み）

タカケンクリーニング弥勒寺共栄店木曜日サービス

デーです。宅配便取次店です。

H28.4.1

14 北名古屋市 買物 スマイル薬局 北名古屋市西之保才戸28 (0568) 46-4585
絆創膏、使い捨てマスク、熱さまシートのい

ずれか1つプレゼント
－ H28.7.1

15 北名古屋市 買物 愛そよかぜ薬局 北名古屋市徳重米野38-3 (0568) 23-1468 不織布マスク５枚入り240円を150円に値引き
小さい店ですが親身になって医療・介護・健康づく

り・ストレス解消法など相談にのります。
H28.11.15

16 北名古屋市 買物 師勝薬局　本店 北名古屋市鹿田坂巻230－2 (0568) 23-0017
血圧・動脈硬化と血中酸素飽和度を無料にて

測定いたします
健康相談できる薬局です H30.7.1

17 北名古屋市
生活関連

サービス
末広温泉 北名古屋市弥勒寺東1-117 (0568) 21-0009 毎月11日、26日は100円割引

スポーツの後の疲労回復に、仕事で疲れた心身を癒

すのに、また、美容と健康のためにも大きなお風呂

は効果抜群です。

ご家族そろって、気の合ったお友達と一緒に、「ま

ちのお風呂屋さん」で広い・深い・熱いお湯につ

かって体の芯から温まりましょう。

H27.1.1

18 北名古屋市
生活関連

サービス
FAITH hair salon 北名古屋市井瀬木高畑48－3 (0568) 39-5210

初回に限りカット5％オフ、初回に限りパー

マ、カラー10%オフ

髪と肌を美しく、身体への負担を減らし、　人にも

自然にも優しい美容を心がけています
H30.7.1

19 北名古屋市
生活関連

サービス
ファミリーノ師勝 北名古屋市六ツ師道毛184 (0568) 21-0948

葬儀依頼時、料金プランより10％割引　※他

割引との併用不可

創業大正元年の老舗葬儀社で、一宮市を中心に12

ホールを展開しております。家族葬はもちろん、一

般的な葬儀から会社で執り行う大規模な社葬まで、

仏式・神式・キリスト式など、すべての葬儀に対応

いたします。最後の美しいお別れを演出する遺体措

置技術「エンバーミング」は、東海3県では弊社だ

けが提供できるサービスです。

H30.10.1

20 北名古屋市 買物 たんぽぽ薬局 鹿田店 北名古屋市鹿田西村前94番地2 (0568) 24-4551 店内商品5％OFF（保険調剤を除く）

健康のこと、お薬のこと、まずはお近くのたんぽぽ

薬局にご相談ください。「あなたのかかりつけ」と

して、地域のみなさまの健康と幸せをサポートしま

す。

ホームページ：https://www.tanpopo-ph.co.jp/

R3.8.1


