
はぐみん優待ショップ一覧表（みよし市）

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 
  
みよし店

みよし市三好町上砂後14 0561-33-2588 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！お気軽にご
相談ください。

○

買物
スギ薬局　
三好ケ丘店

みよし市三好丘
五丁目１番地５

0561-33-0670

買物 スギドラッグ　黒笹店
みよし市黒笹いずみ
一丁目１０番地９

0561-33-4250

買物 V・drug　三好中央店
みよし市三好町上ヶ池１４
－７

０５６１－３３－１
４００

毎週月曜日、レジにてカード掲示の方にベビー用
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 ユニット・ハラダヤ
みよし市三好町湯之前3-
6

0561-32-1930 年中無休

一般文房具・事務用品を、店内表示価格より10%
引きにさせていただきます。
（一部商品とカード及び文具券でお支払いの場合
は、対象外とさせていただきます）

当店は、他に雑誌・書籍・教科書も取り扱っていますの
で、ご家庭や学校、会社等で必要なものはほとんど揃
います。店頭にない商品も、即お取り寄せ致します。

　

買物 イオン　三好店 みよし市三好町青木91 0561-33-3000 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日の「イオンデー」は、「イエローレシートキャン
ペーン」を実施しています。 ○

買物
（株）フィットハウス
三好店

みよし市三好町上砂後8‐
4

0561‐33‐3939 年中無休
キッズシューズ・スニーカー全品5％off（一部
除外品あり）

フィットハウスでは、流行に関係なく多彩な商品を
ご用意しております。スタッフ一同心よりご来店お
待ちしております。

○

買物 V・drug　三好ヶ丘店
みよし市三好丘あおば二
丁目17-5

0572-27-3911 年中無休
毎月月曜日、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
ドラッグスギヤマ　
メグリア三好店

みよし市ひばりヶ丘２丁目
１番地５ 
メグリア三好店

0561-33-0051 年中無休

買物
ドラッグスギヤマ
三好店

みよし市三好町弁財天３
５番地

0561-32-3261 年中無休

買物
ギフトアオキ　
アイ・モール三好店

みよし市三好町青木88　
アイ・モール2階

0561-32-3201 年中無休
出産内祝のお買上げ金額より5%off
※一部対象外もございます。

贈り物を通して人と人のつながりを応援します。 　

買物
プレジール　
アイ・モール三好店

みよし市三好町青木88　
アイ・モール2階

0561-33-5622 年中無休

出産内祝のお買上げ金額より5%off
セール品は除外します。一部対象外もございま
す。
他の割引券とは併用出来ません。

プレジールは毎日の生活をハッピーに豊かにする生活
雑貨のお店です。子育てママを応援します！！ 　

買物
ローソン 
東名三好インター

みよし市福谷町字根浦２
７‐２９５

0561-36-3530

買物 ローソン 三好福谷 みよし市福谷町花立５ 0561-36-8510

買物 ローソン 三好丘桜 みよし市三好丘桜５‐１‐４ 0561-36-2868

買物 ローソン 三好上ヶ池
みよし市三好町上ヶ池３‐
１２

0561-32-8050

買物 ローソン みよし木之本
みよし市三好町木之本４
３‐１

0561-56-7298

買物
ローソン 東海学園大学
前

みよし市福谷町大沢９‐１
３８

0561-36-7311

飲食
マクドナルド
三好アイ・モール店

みよし市大字三好字
青木８８番地

0561-33-3226

飲食
マクドナルド
三好弁財店

みよし市三好町上２６４ 0561-33-1477

飲食
マクドナルド
東名三好インター店

みよし市福谷町根浦
２７－１６６５

0561-36-3312

飲食

Asian Rilax Dining & Cafe 
DEAR DEAR ～ディアディ
ア　インド・ベトナム・タイ料
理～　アイモール三好店

みよし市三好町青木88番
地アイモール三好1F

0561-33-3146

年末年始及
びイオン三
好／アイ・
モール休業
日

毎日ディナー１０％ＯＦＦ
※クレジット、他券併用不可
※テイクアウト対象外

当店ではお子様のチェアをはじめ食べやすいお子
様用のメニューもございますので是非ご家族でどう
ぞ。

○

飲食
珈琲所コメダ珈琲店 三好
インター店

みよし市福谷町落合１８
－３

0561-33-0303

飲食
珈琲所コメダ珈琲店 三好
東山店

みよし市三好東山台21-3 0561-33-3585

　

年中無休

はぐみんカードをマクドナルドで提示いただく
と、ハッピーセット「チーズバーガーセット」 を
特別価格にてお楽しみいただけます。
【朝マック時間帯は、ハッピーセット「チキン
マックナゲット」を特別価格にてお楽しみいた
だけます】

マクドナルドはご家族への「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是非ご
来店くださいませ。

○

無

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。
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。

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)

○

年中無休
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。 　

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。
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全国展開
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飲食
ガスト
西加茂三好店

みよし市三好町三好字弁
財天３７

0561-33-5011
HPでご確認
ください

第3日曜日、お食事注文のお客様に限り会計
時に税込価格からレジにて５％割引（ご家族6
名様まで）
オーナー様割引券・家族優待券との併用はで
きません

○

学習
明光義塾
三好ヶ丘教室本校

みよし市三好丘1-12-7 1F 0561-31-0188

学習
明光義塾
三好ヶ丘教室高校生部

みよし市三好丘2-1-11 0561-36-9911

金融・保
険

碧海信用金庫　
みよし支店

みよし市三好町上259番
地

0561-34-2551
土日・祝日
12月31日
1月2・3日

定期預金（契約額50万円以上）・定期積金（満期
契約額50万円以上）または、お子様名義の新規
普通預金を開設された方に「めりっとくんノート2
冊セット」をプレゼント。

"へきしん"は、子育て家庭を応援するとともに、地
域の成長、発展を支援していきます。 　

金融・保
険

岡崎信用金庫
三好支店

みよし市三好町前田11番
地1

0561-34-0111
土・日・祝
日、12/31
～1/3

子育て支援定期積金として契約時に店頭表示金
利＋０．０７０％（満期日まで適用します。）で預け
入れしていただけます。

岡崎信用金庫は、みよし市と連携して子育て家庭
を応援し、お客様から愛され信頼される金融機関
を目指します。

　

金融・保
険

豊田信用金庫
三好支店

みよし市三好町湯之前
119番地

0561-32-2311

金融・保
険

豊田信用金庫
三好北支店

みよし市福谷町蓬平池22
番地1

0561-36-3551

金融・保
険

あいち豊田農業協同組
合
三好支店

みよし市三好町湯ノ前4-5 0561-32-2124

金融・保
険

あいち豊田農業協同組
合
三好南支店

みよし市明知町下細口
41-1

0561-32-1633

金融・保
険

あいち豊田農業協同組
合
三好北支店

みよし市福谷町大日13-1 0561-36-1020

金融・保
険

あいち豊田農業協同組
合
三好西支店

みよし市三好町原前10 0561-34-1591

金融・保
険

保険コンパス　
アイモール三好店

みよし市三好町青木８８　
アイモール三好店2階

0561-56-8206 なし

・小学生以下のお子様におもちゃプレゼント
・親子の遊び場スペースの設置（動画視聴、
おもちゃ、絵本を用意）

子育て中の方が安心して気軽に立ち寄れるお店を
目指しています。お客様のライフプランにぴったり
の保険をおすすめします。

子どもの遊び
場(ｷｯｽﾞｺｰ
ﾅｰ･ﾌﾟﾚｲｽﾍﾟｰ
ｽ)

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場　
三好丘支部

みよし市ひばりケ丘2-1-1
三好丘交流センター

090-4261-3466　

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場　
三好支部

みよし市三好町池ノ原１
三好公園総合体育館

090-4213-4974

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場　
三好南支部

みよし市明知町上細口27
三好南部小学校（体育
館）

090-4468-1350

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場　
三好中央支部

みよし市三好町上205-4
水野接骨院（３F）

090-4196-6535

レジャー・
スポーツ

日本空手道不動会・道場　
みよし福田支部

みよし市福田町東屋敷８
４
みよし福田福祉館

090-1419-2430

その他
就業支援専門　
放課後等デイサービス　
てぃーせる

愛知県みよし市三好丘緑
3-1-1　アールビル　A-2

0561-56-1570
日曜日、年
末年始、お
盆

アロマ雑貨進呈
障がいのあるお子様の将来に不安のある親御様
へ　障がいのある小学生～高校生までのお子様
専門の就業・学習支援施設です。

　

その他
ちびっこランド
三好ケ丘園

みよし市三好丘2-6-4 0561-36-6763
土日祝日　
トヨタカレン
ダー休日

入園時に通園バックをプレゼント
６ケ月～３歳までの大切なお子様を安心して預け
られるように努力しています。見学入園は随時受
付中です。お気軽にご相談ください。

　

土日・祝日
12月31日
～1月3日

土・日・祝
日・年末年
始（12/31
～1/3）

　

※詳しく
は、各支部
にお問い合
わせくださ
い。

①空手道無料体験
②入会金（1,000円）免除
③全日本空手道選手権大会ＤＶＤ進呈
※練習日等詳しくは、支部にお問い合わせくださ
い。

「礼儀とは人のために自分を活かすこと」
はじめての習い事に空手はいかがですか？
こころと身体を鍛えます！

○

○

日曜日
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。

　

お客様とふれあい、お客様と考え、お客様と歩む。
豊田信用金庫は、地域の皆様にお役に立つコミュ
ニティ・バンクを目指します。

○子育て支援定期積金
・特典内容：適用金利：年0.10%（税引後　年
0.079%）
・預金種類　：一口あたり満期契約額50万円
以上300万円以下で、 契約期間3年以上5年
以内のスーパー積金

【子育て応援定期積金】
店頭金利　プラス0.15％～0.35％
【子育て応援定期貯金】
店頭金利　プラス0.10％～0.25％
 ※詳しくは、窓口までお問い合わせください。

ＪＡあいち豊田では、「食・農・くらし」を軸に地域の
つながり、コミュニティづくりなど、皆さまの暮らしを
サポートするさまざまな協同活動を展開しておりま
す。
食農教育活動「キッズサマースクール」をはじめと
する、こども参加型のイベントもございます。是非
ご参加ください。


