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はぐみん優待ショップ一覧表 （高浜市）
（平成20年4月1日現在）

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

買物
高浜市立病院
メディカルショップ
くすの木

稗田町三丁目２番地１１ 0566-52-6088
毎週土･日曜日、
祝祭日、年末年
始

1,000円以上お買い上げの方に、記念品贈呈
行政のサポーターとして、地域社会の発展と市民福
祉の向上を目的に、事業展開を図るとともに、社会
への貢献に努め、地域に根ざした企業をめざします。

買物 青木堂 沢渡町四丁目５番地１０ 0566-53-0139 毎週日曜日 1,000円以上お買い上げの方に、記念品贈呈
文房具・事務用品・スチール家具・机イス・コ
ピー機・ＰＣ・プリンター・ＯＡ機器・ソフト
販売・ネットワーク構築・オフィスデザイン

買物 紅屋 Ｔぽーと店 神明町八丁目２０番地１ 0566-52-7403 水曜日（不定休） Ｔぽーとカードの１ポイントと紅屋スタンプ１ポイント

相談のできるお店（病院で相談できない事、
困った事）。あなたの悩みの相談を、医薬品、
化粧品両面にて相談できます。

飲食 キッチンワタル 二池町二丁目３番地２５ 0566-52-3099 毎週木曜日 お誕生日のお客様に限り、飲食代を半額にし
ます。（証明できるものを持参して下さい。）

飲食 七福 神明町六丁目６番地４ 0566-52-5958 毎週月・火曜日 小学生以下ミニドリンク一杯無料サービス
クジ１回当たるもん出来ます。

飲食 家庭フランス料理の店
ヴィラージュ 青木町九丁目６番地１８ 0566-52-0416 毎週月曜日 １８歳未満のお子様に

ドリンク１杯無料サービス
結婚式・パーティ・クラス会・法事など御予
算に応じてご相談承ります。

飲食 梅寿し 芳川町二丁目５番地４６ 0566-53-0531 毎週火曜日
第３月曜日

ご来店のお子様にドリンク１杯無料サービス
します。

お昼は「選べる寿しランチ」￥800でおなか
いっぱいに、夜は旬の魚で刺身・寿しを堪能
して下さい。

飲食 レストラン
音楽のように 湯山町三丁目６番地１８ 0566-53-1836 毎週水曜日 全てのお子様に自家製パンを提供します

（赤ちゃんでも）。

家庭的な雰囲気でお食事が楽しめます。他店
にはない生パスタ・食材を御用意しておりま
す。

飲食 レストハウス「フレイバ」清水町二丁目８番地９ 0566-52-5863 毎週水曜日 500円以上飲食されたお子様に
お菓子プレゼント

モーニング・ランチ・ディナー・ジャンボ盛
り合わせメニュー充実、アットホームなお店
です。ぜひ、ご来店下さい。

飲食 手打ちうどん・そば
安兵衛 芳川町二丁目１１番地２３ 0566-53-2827 毎週水曜日

第１火曜日の夜
平日店内でお食事の際、小学生未満のお子様
にジュース1本無料サービス

「たくさんのお客様に手打ちの味を美味しく楽
しく」をモットーに頑張っています！

飲食 鮨懐石 みどり 碧海町二丁目３番地９ 0566-53-1234
毎週月曜日、
第２月・火曜日
連休

食事をされた小学生以下のお子様にアイスク
リーム又はドリンク１杯無料サービス

鮨懐石と日本料理のお店です。四季折々の新
鮮な素材を使った料理と寿しをお楽しみくだ
さい。西三河一の小粋な店です。

旅行 シンワ観光ツーリスト㈱ 二池町六丁目２番地８ 0566-53-1400 毎週日曜日
祭日

10,000円以上お買上げの方に記念品又は粗
品進呈（但し、一部のお取引・商品を除く）

あなたの町の信頼と実績のある旅行予約セン
ターです。国内・外を問わずあらゆる旅のニ
ーズにお答えします。

旅行 ㈱オレンジツーリスト 沢渡町四丁目６番地５ 0566-52-5281 毎週水曜日
①赤ちゃん連れの旅行お申込の方に赤ちゃんお世話グッズプレゼント
②２才～11才のお子様連れの旅行お申込の方にお菓子プレゼント
③３世代旅行お申込の方、オレンジクラブスタンプポイント２倍進呈

ぬり絵など子供が遊べる小物がいっぱい。パパ
ママはゆっくり旅行相談できますよ。ベビーカ
ーも置いてあるので赤ちゃん連れでも安心。

美容・
理容 美容室 ＧＥＯ（ジオ） 碧海町四丁目３番地２６ 0566-52-7093 毎週月曜日 料金10％off （平日）

美容・
理容 美容室 しらうめ 二池町六丁目２番地６６ 0566-53-0333 毎週月・火曜日 スマイルカードポイント500円分進呈 電話予約優先です。時間外の営業も御相談下

さい。

美容・
理容 ハヤシ美容室 八幡町五丁目２番地１ 0566-53-1769 毎週月・火曜日 かるくシャンプーします。 とっても気持ち良いと好評の頭皮マッサージ

をスカルパンチを使用してサービス中。

美容・
理容 美容室RUMI 沢渡町四丁目７番地８ 0566-52-0058 毎週月曜日

第２・３火曜日
小学生以下のお子様にドリンク一杯
無料サービス

バリアフリーなのでベビーカーで入りやすく
なっています。お母さんのとなりでお待ちい
ただけます。

美容・
理容 モリヤ美容室 青木町五丁目１番地４３ 0566-53-2117 毎週月・火曜日 ご来店の方に商品券差し上げます。

全商品１割引

着付もやらせて頂いております。貸衣裳の紹
介もしております。予約制です。お電話お願
いします。

美容・
理容

リザーブ ビューティー
サロン エクボ 稗田町六丁目３番地２３ 0566-52-6977 毎週月・火曜日 18歳未満に限り、カット料金500円引きと

します。 お電話でお待ち致しております。

その
他 高浜共立運輸（株） 碧海町三丁目７番地５６ 0566-53-0400 毎週土･日曜日

(本社受付)
引越しにおける諸資材、付帯サービスの割引
（但し、３月、４月を除く。）

全国売上５位のハトのマークの引越専門に加
盟。小さな引越から大きな引越、海外引越も
可能です。

その
他 寿写真館 青木町四丁目７番地６ 0566-53-1678 毎週火曜日

記念写真撮影は別カットサービス
（ミニ額入り）
証明写真撮影は５％引き

高浜市唯一の一級写真技能士の店です

その
他 西尾信用金庫 高浜支店 湯山町六丁目５番地１２ 0566-52-3211

毎週土・日曜日
国民の祝日
12月31日～１月３日まで

子育て応援 定期預金 定期積金にて金利優遇、
妊娠中の方についてもお子様一人として優遇

その
他

クリーニング
なかもり本店 青木町四丁目１番地２７ 0566-53-1136 毎週日曜日 500円以上ご利用で小学生以下のお子様に

お菓子をプレゼント。
安心No.１衣服のエステ!!
あなたの街の元気なクリーニング屋さんです。

その
他 ㈱忠ベエ自動車 沢渡町二丁目８番地５ 0566-53-4660

毎週日曜日
祝日 ショウル
ームは年中無休

オイル交換ポイント２倍進呈 新車・中古車・車検・鈑金塗装・保険
車のことならすべて当店で！

その
他

碧海信用金庫
高浜支店 碧海町四丁目３番地２１ 0566-53-1324

毎週土・日曜日 祝日
12月31日・1月2
日・1月3日

子育て応援「のびのび定期積金」 特典内容：
ご契約の方に「図書カード」500円分プレゼ
ント 契約期間：1年以上５年以下 満期契約
額：50万円以上 募集口数（20,000口）
に到達しだい募集を終了いたします。

お子様の未来のため、子育て応援「のびのび
定期積金」をご契約されませんか？碧海信用
金庫は、地域の子育て家庭を応援してまいり
ます。

その
他

碧海信用金庫
吉浜支店 屋敷町一丁目８番地１０ 0566-52-5511

その
他

碧海信用金庫
高浜中央支店 沢渡町一丁目５番地１９ 0566-52-5231

その
他

岡崎信用金庫
高浜支店 青木町四丁目２番地１ 0566-53-0860

毎週土・日曜日
祝日

子育て支援定期積金として固定金利（契約時
の店頭表示の利率＋0.2％を満期日まで適用
します）で預入れしていただけます。
また、住宅ローン・カーライフプラン・教育
ローンでは店頭表示金利△0.1％で借入れし
ていただけます。

岡崎信用金庫は、高浜市と連携して子育て家
庭を応援し、お客さまから愛され、信頼され
る金融機関をめざします。その

他
岡崎信用金庫
高浜東支店 神明町二丁目１８番地１１ 0566-52-7911

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

買物 岩月ふとん店 青木町五丁目８番地６ 0566-53-0004 毎週火曜日 スマイルカードのポイント２倍進呈 寝具の専門店で販売・貸布団・布団仕立て直
し・修理寝具の事なら何でもあります。

買物 メガネ・宝石・時計・補聴器
カワスミ 湯山町五丁目６番地１３ 0566-53-0800 毎週火曜日 スマイルカードのポイント２倍進呈 安心・お得・カワスミのメガネセット

買物 紅屋 本店 春日町五丁目８番地２ 0566-53-1506 毎週日曜日 スマイルカードの１ポイントと紅屋スタンプ
１ポイント

相談のできるお店（病院で相談できない事、
困った事）。あなたの悩みの相談を、医薬品、
化粧品両面にて相談できます。

買物 十字堂 稗田町五丁目１番地２５ 0566-53-3369 毎週火曜日 腕時計電池交換 ５割引 スマイルカードのポ
イントを(土)(日)のみ２倍

宝石、時計、メガネ、補聴器、手作りジュエ
リーリフォームの店

買物 吉浜人形 屋敷町一丁目５番地１４ 0566-52-2111
11月～５月のシーズン
無休 オフシーズン
毎週土曜・日曜

ご来店のお子様、女の子には「ももちゃんの
ひなまつり」、男の子には「だいちゃんのよろ
いかぶと」の絵本をもれなくプレゼント。

「うれしいひなまつり」をテーマに節句人形を「未来
をひらく子供のため」と考えて、人形を通して子育て
支援を行っております。店内に授乳スペースを完備

買物 八興食糧（株） 二池町六丁目６番地２５ 0566-53-3200 毎週土・日曜日 全商品 ５％引き お米の専門店

買物 メガネ・宝石・時計
オザキ 湯山町一丁目１番地１３ 0566-53-0765 毎週火曜日 ポイント ２倍 メガネセール 開催中

買物 生活雑貨 すぎひこ 春日町六丁目２番地２４ 0566-53-0921 毎週日曜日 ポイント ３倍進呈 対面販売なのでお子様連れでも安心

買物 ファッション＆インテリア
うめや 沢渡町四丁目８番地１６ 0566-53-1591 毎週火曜日 全商品１０％割引 婦人服 カーテン じゅうたんの店

買物 おとうふ市場 大まめ蔵 豊田町一丁目２０５番地５ 0566-52-0140 １月１日～３日 全商品１０％割引 （特売品は除く）
毎月第一土曜日は朝市を開催、楽しいイベン
ト、限定商品、お値打ち商品をたくさん揃え
てお待ちしております

買物 魚松 屋敷町七丁目７番地１ 0566-53-0416 毎週火曜日 スマイルカードのポイント 割増 新鮮な海の幸に舌つづみ、御宴会・御料理・
仕出し承ります。

買物 ゴア 神明町八丁目２０番地１ 0566-52-7431 水曜日（不定休）お香プレゼント 若い世代や主婦の方、妊婦の方にも人気のエ
スニック雑貨、衣料が盛りだくさん！

買物 アイメガネ
高浜湯山町店 湯山町五丁目６番地４ 0566-52-8240 年中無休

優待カードご提示で5,000円以上お買上げの方、店頭表示価格より10％
引 対象商品：メガネフレーム・メガネレンズ・サングラス・コンタクト
レンズ（使い捨てコンタクトレンズは５％引とさせていただきます。）

広いキッズ遊び場コーナーあります。パパも
ママもゆっくりお買物をお楽しみ下さい。

買物 美味良酒 マルア 春日町三丁目６番地２１ 0566-53-0551 毎週火曜日 1,000円以上お買い上げの方にスマイルカー
ドポイントを1,000円分追加サービス

地酒とワインの専門店。こだわりのおいしい
食品もいっぱいあります。

買物 まんきゅう本店
画廊アートフロア 屋敷町一丁目７番地４ 0566-52-0025 毎週火曜日

お買い物の時、お申し出の方にご予約券お渡
し 画廊でおしゃべり コーヒー、ケーキ付
き（無料 第２金曜日）

高浜市で創業８０年、これからもお客様に満
足していただけるたしかなお店を目指してい
ます。皆様お揃いでご来店ください。

買物 伊勢子米穀店 青木町四丁目７番地７ 0566-53-0507 毎週日曜日 お米１０ｋｇお買い上げの方に粗品進呈
電話一本でお米５ｋｇより配達無料（市内）
米穀一般・業務用米・クリーニング取次・灯
油等も取り扱っています。

買物 辻屋茶店 青木町三丁目２番地１０ 0566-53-0412 毎週火曜日 全商品１０％割引 お茶・茶道道具類の販売

買物 加美屋 田戸町二丁目３番地２２ 0566-52-0717 毎週月曜日 毎月第二・第四火曜日にスマイルカードポイ
ント通常の３倍 ひだまり肌着とカシミヤセーター取扱い

買物 ミツバトヤ 青木町五丁目８番地３ 0566-52-0953 毎週火曜日 保育園・幼稚園スモック ポイント２倍 高浜一番の学生服専門店

買物 シューズショップ
クツのすぎうら T・ぽーと店 神明町八丁目２０番地１ 0566-52-7468 水曜日（不定休）T・ぽーとカードポイント２倍サービス

足にやさしいシューズショップ クツ・バッ
クの修理も取り扱っていますのでお気軽にご
来店下さい。

買物 スペシャルティコーヒー
ナチュカフェ 湯山町五丁目２番地３ 0566-52-8505 毎週日・月曜日 ポイント２倍進呈

「コーヒーってこんなに美味しかったの！」世
界各国の本当に美味しいコーヒー豆を自家焙
煎してお届けしています。

買物 碧海養鰻漁業協同組合 芳川町三丁目５番地２ 0566-53-0792
10月～４月：月・火・
水・木曜日 ５月～９
月：月・木曜日

うなぎ３本お買い上げでたれ（小）１本サー
ビス

組合員が大切に育てた安心・安全な美味しい
鰻をお手ごろ価格で販売しています。

買物 レディース ヒデ 神明町八丁目２０番地１ 0566-52-7432 水曜日（不定休）毎月木曜日は全商品５％引き ヤングミセス・ミセスのセレクトショップ

買物 寝具用品 やまなか 田戸町四丁目７番地１９ 0566-53-1991 毎週火曜日 全商品１０％引 又は、スタンプポイント３
倍

布団打直し・介護用品・布団丸洗い・羽毛布
団・真綿布団・子供布団

買物 サンポーズ ふくや 青木町四丁目５番地２５ 0566-53-0540 毎週水曜日 スマイルカードポイント２倍進呈 個性豊かな“おしゃれ”を提供出来る様、日
夜努力しています。

買物 かど屋衣料服店 青木町七丁目６番地２３ 0566-53-0806 毎週火曜日
毎週金曜日サービスデー スマイルカードポ
イント２倍 各セール中はポケットティッシュ
（新入学・衣替え・商店振興会の冬セール中）

市立保育園・幼稚園、小中学校規定の帽子・
制服・体操服・上ぐつ・カバンなどの学生用
品など。

買物 山脇薬局 青木町四丁目７番地４４ 0566-53-0080 毎週日曜日 全てのお買い物にスマイルポイントカード２
倍（但し、タバコは除く）

病気に負けない身体作り！健康を願う方のお
手伝いを心がけています。薬・健康・美容・
食事、何でもお気軽にご相談下さい。

買物 御菓子司　松鶴園
本店 青木町四丁目２番地３４ 0566-53-0123 毎週火曜日 自店のポイントカードのポイント２倍進呈

お子様の成長を祝う行事に和菓子・お赤飯を。
その他季節の和菓子などございます。ぜひご
来店ください。

買物 御菓子司　松鶴園
沢渡店 沢渡町四丁目５番地７ 0566-53-6240 毎週火曜日

第２月曜日 自店のポイントカードのポイント２倍進呈
お子様の成長を祝う行事に和菓子・お赤飯を。
その他季節の和菓子などございます。ぜひご
来店ください。

買物 石のなかい 神明町八丁目１７番地１２ 0566-54-6648
0566-54-3535

毎週水曜日・年末
年始
（12/30～1/4）

エコバックさし上げます。低学年の子どもさ
んはガチャガチャできます。

気軽に寄れる石屋さんです。石のことならお
気軽にご相談ください。

買物 衣料ショップ　竹内 湯山町八丁目１４番地３５ 0566-53-3085 毎週火曜日 保育園・幼稚園スモック、小学校入学児の体
操服などスマイルカード２倍

保育園から高校まで学生衣料を取りそろえて
おります。

買物 手作りのパン
スカイラーク 沢渡町三丁目５番地１０ 0566-53-4780

毎週水曜日
（月１回連休有・
不定）

０歳～小学校低学年のお子様にオリジナルラ
スク又はクッキーをプレゼント

店是として「楽しい人生　楽しい食生活」を
目指して！

 


