
NO 市町村 区 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

122 犬山市 飲食
マクドナルド４１号犬山エッソＳ

Ｓ店
犬山市橋爪東6－6－1

(0568)

63-3125

対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 ）

H31.02.01

123 犬山市 買物
ギフト館　宮鈴

（株）宮鈴マルセイ

犬山市大字五郎丸字隅田

15番地の1

(0568)

62-6777

ポイント2倍進呈

500円割引券進呈

ご進物、ご返礼はマルセイへ！

親切、丁寧、お値打ちなマルセイへ！
H26.09.01

124 犬山市 買物 ヘルスバンク五郎丸店
犬山市大字五郎丸字清水

坪28-2

(0568)

65-1412

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。

【グループ経営理念】

あなたにとっての、いちばんへ　　１st for You.

私たちは、すべてのお客様のためにまごころをつくします。

私たちは、すべてのお客様の美と健康のために奉仕して参りま

す。

私たちは、すべてのお客様にとって、いちばん親切なお店を目指

します。

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。

H28.04.01

125 犬山市 買物 日本調剤堀端薬局
犬山市大字五郎丸字堀端

4番3号

(0568)

63-5266
店内商品購入時5％ＯＦＦ（保険調剤を除く）

日本調剤では新規のかかりつけ薬局として健康サポート、お薬相

談など承っております。

お気軽にお立ち寄りください。

H28.08.01

126 犬山市
生活関連

サービス

株式会社トヨタレンタリース愛知

犬山店

犬山市大字上野字前川田

1280-12

(0568)

62-2585

レンタカー基本料金より15％割引

　（一部車種を除く。他の割引との併用不可）

愛知県のレンタカーなら「トヨタレンタリース愛知」

中部国際空港をはじめ、充実の店舗展開！

大人気のハイブリッドカーをはじめ、引っ越しに便利なバン・ト

ラックなど車種も豊富にご用意しております。

H26.12.01

127 犬山市
生活関連

サービス
BAR・BERマキ 犬山市字惣作75-4

(0568)

67-1086
粗品進呈 － H27.04.01

128 犬山市
生活関連

サービス
ヘアーサロンさかい 犬山市字西唐曽1-43

(0568)

67-3928
粗品進呈 － H27.04.01

129 犬山市
生活関連

サービス
理容みずの 犬山市羽黒古市場33-11

(0568)

67-0164
1,000円分のポイント進呈 － H27.04.01
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130 犬山市
生活関連

サービス
ヘアーサロンKumazaki 犬山市字西北野118-1

(0568)

67-1713
カット（3,700円）につき缶ジュース1缶 丁寧で早く、まごころ込めてサービスします。 H27.04.01

131 犬山市
生活関連

サービス
サロン・ド・バルビエーレ 犬山市楽田山ノ田4-38

(0568)

68-4808
ドリンクサービス（缶コーヒーなど）

当店では、夏場のフェイスパックサービスと、レディースフェイ

スエステに力を入れております。
H27.04.01

132 犬山市
生活関連

サービス
アダムス羽黒

犬山市大字羽黒新田字灸

仕場18

(0568)

67-2181
1割引

公益社団法人日本毛髪科学協会（内閣府認定）の認定講師、毛髪

診断士が相談指導いたします。

特に細毛でパーマ・ヘアダイで毛が痛む方相談してください。

H27.04.01

133 岩倉市 飲食 さくらん坊
岩倉市栄町1丁目66

岩倉市役所2階

(0587)

38-3811
ＰＭ1時以降来店、ご注文のお客様は、合計金額より50円引き

岩倉駅から徒歩3分。観葉植物の多い店内で、長時間くつろぐこ

とができます。お座敷や子供イスも用意してあるので、お子様連

れにも安心してご利用いただくことができます。

H26.09.01

134 岩倉市 飲食 キャナリィ　ロウ岩倉店 岩倉市旭町2丁目15番地
(0587)

66-1455

ランチタイムは、手作りドルチェ2種サービス

ディナータイムは、ディナーコースをお1人様200円ＯＦＦ

＜ランチタイム＞　パスタ・ピザをオーダー頂くと、13種以上の

前菜バイキング＆フリードリンク付です。

＜ディナータイム＞　ディナーコースは、前菜バイキング・フ

リードリンクにケーキのバイキングが付いています。

H26.09.01

135 岩倉市 飲食 ステファン・ペペ 岩倉市栄町2-80
(0587)

66-3579

パン（自家製品限定）500円以上お買い上げ（税込）でポイント1

個、クッキー1枚プレゼント。
天然酵母のパンなど素朴なパンを提供しております。 H26.12.01

136 岩倉市 飲食 ダールフルット
岩倉市下本町下市場125-

3

(0587)

38-3720
ディナータイムに、お好きなドリンク1杯サービス

石窯で焼く、ナポリピッツァと豊富なお食事で皆様のご来店お待

ちしております。
H26.10.01

137 岩倉市 飲食 串焼菜膳　和み　岩倉店
岩倉市鈴井町上新田104-

1

(0587)

38-5038

ランチ100円ＯＦＦ、ディナードリンク1杯サービス（日本酒以

外）

入れば納得、味の良さ、入れば感じる和みの心のフレーズ。自慢

の石焼き丼ぶり・串焼き・串揚げを少人数から大人数で気軽に楽

しんで下さい。

H26.11.01

138 岩倉市 飲食 和食にわ
岩倉市中本町南加路桶

19-1

(0587)

66-3561
ソフトドリンク１パイ

ひつまぶし・名古屋コーチンなど、昭和四十八年の老舗の味を創

業以来岩倉で愛される店『和食にわ』。

和の料理人が織り成す奥深い味を楽しめる和食処です。

ランチ800円～、夜1,400円～

H26.11.01

139 岩倉市 飲食 カフェくるり
岩倉市東町東市場屋敷

263-2

(070)

5335-

4170

お肌ぷるんぷるんコラーゲンボールプレゼント

＜モーニングサービス＞10種のパンから1つ、サラダ、ヨーグル

ト、スープ、サービス

＜ランチタイム＞チーズフォンデュ、野菜たっぷりカレー、キッ

シュ、明太焼きそば全てサラダ、スープ、デザート付き

＜アフタヌーンサービス＞ワッフル、ゼリー、サービス

H27.04.01

140 岩倉市 飲食 ADOOR
岩倉市野寄町西浦36番地

の2

(0587)

75-3868
コーヒーチケットお買上げでお菓子2個プレゼント － H27.04.01

141 岩倉市 飲食 アンジュール 岩倉市川井町1403-1
(0587)

37-1188
1,500円以上お買上げの方に焼き菓子1つプレゼント

キラキラと輝く色とりどりのケーキが並んだショーケースには、

季節にあわせたスイーツが続々登場します。カフェスペースもあ

り、ゆったり落ち着いた空間でアンジュールのスイーツを食べて

「ステキな一日」、「幸せな一日」を過ごしていただけたらと思

います。

H27.04.01
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142 岩倉市 飲食 マクドナルド岩倉店
岩倉市鈴井町下新田114

－1

(0587)

38-0766

対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 ）

H31.02.01

143 岩倉市 飲食 マクドナルド八剱ピアゴ店 岩倉市八剱町長野1－3
(0587)

65-5575

対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 ）

H31.02.01

144 岩倉市 買物 おさや糸店 岩倉市昭和町1-23
(0587)

37-0003
おさや会員、入会金500円を無料

編み物、ソーイング、手芸全般、いろいろ取り揃えています。ぜ

ひ、一度ご来店ください。名古屋駅から名鉄犬山線快速特急に

て、お店の中まで、17分45秒!! 近いです。

H26.09.01

145 岩倉市 買物 菜の花農園

岩倉市栄町2丁目63-2

クッキングスタジオサン

テ前

(0587)

66-5337
毎月第1月曜日、お好きな野菜を1皿50円引き

菜の花農園は、自然栽培で健康な野菜を育て、市内3か所で直売

しています。毎週月曜は左記の場所。水曜は、おさや糸店2階の

かがよひ（11時～18時頃）。金曜は、サンドウィッチ＆カフェ

Ｈｅｒｔｌａｙ前（10時～11時半）で、それぞれ直売していま

す。

H26.10.06

146 岩倉市 買物 ピアゴ八剱店 岩倉市八剱町長野1番地3
(0587)

65-4711

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。

UCSカード、ユニコカード感謝デーの毎週金曜日は、UCS・ユニ

コ会員様は、衣料品・食料品・暮らしの品が5％引きにてお買い

物して頂けます。（※一部除外品があります。）

H26.11.01

147 岩倉市 買物 宇治香園 岩倉市栄町2丁目99
(0587)

37-7566

抹茶一服、ソフトクリーム20円引き

・その他、全商品も1点に付き20円引き
各産地の銘茶、抹茶、茶道具、家庭用陶器 H26.11.08
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NO 市町村 区 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
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148 岩倉市 買物 アピタ岩倉店 岩倉市旭町1丁目25番地
(0587)

66-7111

毎月9・19・29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。

UCSカード、ユニコカード感謝デーの毎月9・19・29日は、

UCS・ユニコ会員様は、衣料品・食料品・暮らしの品が5％引き

にてお買い物して頂けます。（※一部除外品があります。）

H31.03.01

149 岩倉市
スポーツ・

レジャー
舩橋楽器資料館 岩倉市八剱町石橋11

(0587)

37-5100

入館料を50円引き。

　大人500円→450円、大学生400円→350円、

　中高生300円→250円、小学生200円→150円

全国的にも珍しい、世界の民族楽器を集めた資料館です。世界各

地の貴重で珍しい民族楽器約1,800点を集めました。世界中のあ

らゆる民族が”音”を楽しむために作った道具である「楽器」を通

して、人にとって音楽とは何か？を楽しく考える資料館です。

H26.11.08

150 岩倉市
生活関連

サービス
ビューティサロンいとうラベゼ 岩倉市昭和町1-33

(0587)

66-1223

新規ご来店の方は技術料金20％ＯＦＦ

2回目以上ご来店の方は500円サービス

図書館と公園の目の前にある、アットホームなヘアサロンです。

赤ちゃんからお年寄りの方まで、広い年齢層のお客さまにご来店

していただいてます。

H27.04.01

151 岩倉市 その他 花小径 岩倉市下本町真光寺247
(0587)

37-4568

花束、アレンジを5,000円（税抜）以上お買い上げで5％OFF

ハーブティーと紅茶400円（税込）を350円（税込）に！

アレンジ教室初回のみ3,000円（税込）を2,500円（税込）に！

当店では、花を見ながらゆっくりとお茶を楽しんでもらえます。

ガーデニングや植え替えなどもやっており、花の育て方などお気

軽におたずね下さい。花束、アレンジなどお客様のこだわりに合

わせ、作成しておりますのでご相談下さい。ご来店お待ちしてい

ます。

H26.11.15

152 大口町 飲食 川喜大口店
丹羽郡大口町下小口5－

127

(0587)

95-3456

「まいかカード」持参で、お食事をされたグループ5名様まで、

ソフトドリンク1杯ずつサービスします。

創業50年になる和食の老舗です。四季折々の会席料理・旬菜御膳

が特におススメ。また昼限定の御膳や各種御膳もとりそろえてお

ります。お気軽にお越し下さい。

※営業時間　11:00～15:00 17:00～21:00（土日祝は16:30～）

※定休日　火曜日

H30.01.02

153 大口町 飲食 マクドナルド大口アピタ店 丹羽郡大口町丸2－36
(0587)

94-0080

対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 ）

H31.02.01
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NO 市町村 区 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
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154 大口町 買物
薬マツモトキヨシ　ＭＥＧＡド

ン・キホーテＵＮＹ大口店

丹羽郡大口町丸2丁目36

番地

(0587)

94-0018

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。

【グループ経営理念】

あなたにとっての、いちばんへ　　１st for You.

私たちは、すべてのお客様のためにまごころをつくします。

私たちは、すべてのお客様の美と健康のために奉仕して参りま

す。

私たちは、すべてのお客様にとって、いちばん親切なお店を目指

します。

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。

H28.04.01

155 大口町
スポーツ・

レジャー

カラオケ ミューズ＆ビッグエ

コー　大口店

丹羽郡大口町上小口2丁

目156-1-52階

(0587)

81-4556

ご利用代金の総額20％OFF　※パーティーコース利用は、総額

5％OFF

カラオケのミューズ＆ビッグエコー大口店は扶桑駅より徒歩30

分！お得な学割や60歳以上のお客様に好評なシニア割も実施中♪

最新機種のライブダム・スタジアムはもちらん、さまざまなタイ

プのカラオケルームをご用意しております！

H28.06.20

156 大口町
生活関連

サービス
Ｒi容室　チョッキン２

丹羽郡大口町中小口3-

120-2

(0587)

95-0258

カット、シェービング、シャンプーをしてくださったお客様に、

ハンドマッサージをサービス

お客様に癒しのひとときを！くつろぎの空間と技術で満足してい

ただけたら幸いです。

ご来店を心よりお待ちしています。

H27.02.11

157 大口町
生活関連

サービス
理容ネオアルプス

丹羽郡大口町上小口三丁

目22番地

(0587)

95-2082
粗品進呈 － H27.02.11

158 大口町 その他 ジェイエムアート
丹羽郡大口町奈良子一丁

目257番地

(0587)

95-0340
10％割引（全品）

古美術、骨董、アンティークの売買です。

実店舗及びＩＴ・ＩＴオークション。

全品信用値札付にて安心購入いただけます。

H26.10.01

405 江南市 飲食 一不二支店 江南市赤童子町大堀90
(0587)

54-1111

グループ（5名様以上）でおひとり様につき800円以上のお食事で

ホットコーヒーをサービスさせていただきます。

当店は江南市役所の中にある食堂です。市職員さんだけでなく、

一般のお客様も大歓迎です。定食物、丼物、めん類など、たくさ

んのメニューを取りそろえております。ご来店をお待ちしており

ます。

H27.11.01

5/11



NO 市町村 区 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

「あいち健康マイレージ」協力店一覧（全体1,268店） 2020/05/28

406 江南市 飲食 マクドナルド江南ピアゴ店 江南市村久野町金森127
(0587)

57-0559

対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 ）

H31.02.01

407 江南市 飲食 マクドナルド江南平和堂店 江南市上奈良町栄61－3
(0587)

52-1711

対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 ）

H31.02.01

408 江南市 飲食 マクドナルド江南西アピタ店 江南市松竹町上野206
(0587)

54-0302

対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 ）

H31.02.01

409 江南市 飲食 マクドナルド江南店 江南市五明町天王137
(0587)

54-5637

対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 ）

H31.02.01

410 江南市 買物 オゼキ制服
江南市古知野町桃源75番

地

(0587)

55-1463
当店発行ポイントカード2倍進呈（指定制服除く）

当店は常備、工業ミシン、工業プレスなど、店内にて設置。ス

ラックスの直し、ヤブレなど即修理します。
H26.10.01

6/11



NO 市町村 区 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

「あいち健康マイレージ」協力店一覧（全体1,268店） 2020/05/28

411 江南市 買物 アピタ江南西店
江南市松竹町上野205番

地

(0587)

54-6411

毎月9・19・29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。

UCSカード、ユニコカード感謝デーの毎月9・19・29日は、

UCS・ユニコ会員様は、衣料品・食料品・暮らしの品が5％引き

にてお買い物して頂けます。（※一部除外品があります。）

H31.03.01

412 江南市 買物 ピアゴ布袋店
江南市布袋下山町西19番

地

(0587)

54-9511

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。

UCSカード、ユニコカード感謝デーの毎週金曜日は、UCS・ユニ

コ会員様は、衣料品・食料品・暮らしの品が5％引きにてお買い

物して頂けます。（※一部除外品があります。）

H26.11.01

413 江南市 買物 ピアゴ江南店
江南市村久野町瀬頭163

番地

(0587)

57-5331

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。

UCSカード、ユニコカード感謝デーの毎週金曜日は、UCS・ユニ

コ会員様は、衣料品・食料品・暮らしの品が5％引きにてお買い

物して頂けます。（※一部除外品があります。）

H27.05.01

414 江南市 買物 マツモトキヨシピアゴ江南店
江南市村久野町瀬頭163

ピアゴ江南1階

(0587)

52-3456

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。

【グループ経営理念】

あなたにとっての、いちばんへ　　１st for You.

私たちは、すべてのお客様のためにまごころをつくします。

私たちは、すべてのお客様の美と健康のために奉仕して参りま

す。

私たちは、すべてのお客様にとって、いちばん親切なお店を目指

します。

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。

H28.04.01

7/11



NO 市町村 区 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

「あいち健康マイレージ」協力店一覧（全体1,268店） 2020/05/28

415 江南市 買物 ヘルスバンク今市場店 江南市今市場町高根144
(0587)

56-5392

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。

【グループ経営理念】

あなたにとっての、いちばんへ　　１st for You.

私たちは、すべてのお客様のためにまごころをつくします。

私たちは、すべてのお客様の美と健康のために奉仕して参りま

す。

私たちは、すべてのお客様にとって、いちばん親切なお店を目指

します。

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。

H28.04.01

416 江南市 買物 ヘルスバンク松竹店 江南市松竹町高山2番1
(0587)

56-5748

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。

【グループ経営理念】

あなたにとっての、いちばんへ　　１st for You.

私たちは、すべてのお客様のためにまごころをつくします。

私たちは、すべてのお客様の美と健康のために奉仕して参りま

す。

私たちは、すべてのお客様にとって、いちばん親切なお店を目指

します。

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。

H28.04.01

8/11



NO 市町村 区 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

「あいち健康マイレージ」協力店一覧（全体1,268店） 2020/05/28

417 江南市 買物 ヘルスバンク三心江南店
江南市大字野白町字野白

46

(0587)

53-7802

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。

【グループ経営理念】

あなたにとっての、いちばんへ　　１st for You.

私たちは、すべてのお客様のためにまごころをつくします。

私たちは、すべてのお客様の美と健康のために奉仕して参りま

す。

私たちは、すべてのお客様にとって、いちばん親切なお店を目指

します。

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。

H28.04.01

418 江南市 買物 日本調剤江南薬局 江南市高屋町北上34番地
(0587)

51-1766
店内商品購入時5％ＯＦＦ（保険調剤を除く）

日本調剤では新規のかかりつけ薬局として健康サポート、お薬相

談など承っております。

お気軽にお立ち寄りください。

H28.08.01

419 江南市
スポーツ・

レジャー
書道の美術館　晴嵐館 江南市大海道町青木16

(0587)

56-3170
展示室入場料2割引の上、粗品プレゼント

名鉄電車江南駅と布袋駅の間に位置する書道の美術館です。

ウォーキング15分して庭でくつろいで書道を見る。それから布袋

大仏をめざしてウォーキング15分。お散歩感覚でどうぞ。大人と

同伴ですと子供は無料。自由宿題のテーマとしていらして下さ

い。

H26.11.15

420 江南市
生活関連

サービス
栄温泉

江南市古知野町北屋敷

212

(0587)

56-2538
毎月0がつく日は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。

H31.04.01

421 江南市
生活関連

サービス

株式会社トヨタレンタリース愛知

江南店
江南市赤童子町桜通21

(0587)

59-8900

レンタカー基本料金より15％割引

　（一部車種を除く。他の割引との併用不可）

愛知県のレンタカーなら「トヨタレンタリース愛知」

中部国際空港をはじめ、充実の店舗展開！

大人気のハイブリッドカーをはじめ、引っ越しに便利なバン・ト

ラックなど車種も豊富にご用意しております。

H26.12.01

422 江南市
生活関連

サービス
カットハウスカミーリャ 江南市前野町南158

(0587)

53-5150
カット、シェービング、シャンプーされた方にパックサービス

お客様とのコミュニケーションを大切に、ご希望に応じたヘアス

タイルをつくりあげる努力をしております。

ぜひご来店ください。

H27.02.11

9/11
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423 江南市
生活関連

サービス
松竹温泉　天風の湯

江南市前飛保町栄378-

15

(0587)

53-4126

松竹温泉天風の湯会員カード

通常200円→半額100円

当店は江南市唯一の自家掘りの天然温泉が湧き出るスーパー銭湯

でございます。ファミリーやご年配の方にもごゆっくりとしてい

ただける広いロビーが特徴的です。健康面では「天風房」という

岩盤浴施設がありますので、1日を「湯ったり」とお過ごしくだ

さい。

H27.10.01

424 江南市
生活関連

サービス
わたらい整体院 江南市東野町長幡寺9

(0587)

53-8217

初回500円割引（60分以上整体施術の方のみ）※他のサービス券

との併用はできません。

お客様とのコミュニケーションを大切にして、体に合わせた施術

を努力し、心がけています。ご来店ください。
H29.11.01

425 江南市
生活関連

サービス
ファミリーノ赤童子 江南市赤童子町南山163

(0587)

53-0948
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。

H30.10.01

1090 扶桑町 飲食 石田家Pizzeria
丹羽郡扶桑町斎藤座敷野

165

(0587)

92-1199
飲食代より5％ＯＦＦ

当店では、お客様に安心して召し上がって頂くため「手作り」に

こだわり、ソース、パン、デザートなど心を込めて手作りしてい

ます。扶桑の特産品「桑茶」を練り込んだ美味しくて健康にも良

い石田家の名物「桑茶ピッツァ」をぜひご賞味ください。

H26.09.01

1091 扶桑町 飲食 マクドナルドイオンモール扶桑店
丹羽郡扶桑町大字南山名

高塚5－1

(0587)

91-3169

対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 ）

H31.02.01

1092 扶桑町 買物 ジュエリー　オリエント
丹羽郡扶桑町大字柏森字

寺裏104

(0587)

93-4556

毎月「10日・20日・30日」のオリエントの日にお買い上げいた

だいた方は、お買い上げ金額から5％割引いたします。

ジュエリー　オリエントは地元に密着した小さな貴金属店です

が、「お客様に喜んで頂ける事」を大切に、貴金属の修理、加

工、買取りなど幅広く対応しております。また、ジュエリーコー

ディネーター資格を持ったスタッフもおりますので、お気軽にご

相談下さい。

H29.10.01

1093 扶桑町
スポーツ・

レジャー
スポーツクラブアクトス扶桑店

丹羽郡扶桑町柏森字中島

218-1

(0587)

93-1400

施設利用料（ビジター利用料）通常4,000円を1,500円（税別）

個人会員入会特典として、入会金登録手数料を無料

県下に18店舗を展開するアクトスが皆さまの健康づくりをサポー

トいたします。本格的な施設と豊富なプログラムで充実した

フィットネスライフをお楽しみください。（店舗ごとに内容が異

なりますので、予めホームページなどでご確認ください）

H26.09.01

10/11
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1094 扶桑町
スポーツ・

レジャー
オークビレッチ

丹羽郡扶桑町大字高雄字

覚王寺25番1

(0587)

92-1313
入場料無料

オークビレッチは、自然芝の練習場でゴルフ練習の調整には大変

適した練習場です。場内に支配人がいる時は、気軽にゴルフのア

ドバイスもいたしておりますので、気軽に声をかけてください。

場内には支配人の写真が掲示してあります。

H26.12.10

1095 扶桑町
生活関連

サービス
ヘアークラフトカナモリ

丹羽郡扶桑町柏森中切

297

(0587)

93-4718
粗品プレゼント － H27.04.01

1096 扶桑町
生活関連

サービス
オオハシ理容

丹羽郡扶桑町柏森花立

474

(0587)

93-1537
粗品贈呈 － H27.02.11

1097 扶桑町
生活関連

サービス
キムラ理容院

丹羽郡扶桑町大字柏森字

御字神150

(0587)

93-0712
粗品進呈 － H27.02.11

1098 扶桑町
生活関連

サービス
理容　谷川

丹羽郡扶桑町大字高雄字

米ノ山94

(0587)

93-4055
一般調髪のお客様「スポーツドリンク」贈呈 お客様の癒しのひとときを提供できれば H27.02.11

1120 犬山市
生活関連

サービス
アダムスヘアー塔野地店 犬山市塔野地杉ノ山9-3

(0568)

61-3619
100円引き

男性カツラ、女性カツラ（医療用）、カット、パーマ、毛染め、

女性顔そり
H31.03.01

1173 扶桑町 買物 ドラッグスギヤマ扶桑店
丹羽郡扶桑町大字高雄字

宮島222番地

(0587)

91-0201

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。

＊土曜日が、ゼロのつく日の2倍ポイントデーや臨時2倍ポイント

デーの場合は2倍までとなります。その他一部除外があります。

ドラッグスギヤマでは医薬品、化粧品を中心として、日用品や食

料品、高齢化社会に対応した介護用品など、お客様の生活に密着

した商品を幅広く取り揃えております。地域の皆様の『健康』や

『美』に貢献できるようご奉仕させて頂きます。

R2.01.04

1188 扶桑町 買物 ドラッグスギヤマ柏森店
丹羽郡扶桑町大字斎藤字

旭369番地

(0587)

91-2651

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。

＊土曜日が、ゼロのつく日の2倍ポイントデーや臨時2倍ポイント

デーの場合は2倍までとなります。その他一部除外があります。

ドラッグスギヤマでは医薬品、化粧品を中心として、日用品や食

料品、高齢化社会に対応した介護用品など、お客様の生活に密着

した商品を幅広く取り揃えております。地域の皆様の『健康』や

『美』に貢献できるようご奉仕させて頂きます。

R2.01.04

1209 江南市 買物 ドラッグスギヤマ古知野店
江南市古知野町宮前128

番地

(0587)

51-6501

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。

＊土曜日が、ゼロのつく日の2倍ポイントデーや臨時2倍ポイント

デーの場合は2倍までとなります。その他一部除外があります。

ドラッグスギヤマでは医薬品、化粧品を中心として、日用品や食

料品、高齢化社会に対応した介護用品など、お客様の生活に密着

した商品を幅広く取り揃えております。地域の皆様の『健康』や

『美』に貢献できるようご奉仕させて頂きます。

R2.01.04

11/11


