保存版

第 2 弾

まごころ会員カードを提携店でご提示頂くと下記のサービスを受けることができます。（下記は提携店の特典サービスの一例）最新のサービスは、パソコンから

媽媽や ORIENTAL【岡崎店】

Gourmande グルマンドゥ【安城市】

夜のご飲食お会計から 10％割引！
金･土･日曜は 5％割引！

昼 10％OFF ！、夜１ドリンクサービス！！
※カード払い、他券併用不可

所在地 / 岡崎市上里 2-6-3
電話 /0564-22-3155
定休日 / 年中無休
営業時間 /
火～土 17:00 ～翌朝 5:00
日 17:00 ～深夜 3:00

所在地 / 安城市三河安城町
1-16-17
電話 /0566-77-1128
定休日 / 年中無休
営業時間 /11:00 ～ 22:30

所在地 / 知立市八ツ田町
1-2-17
電話 /0566-85-5141
定休日 / 火曜日
営業時間 /17:00 ～ 03:00
（O.S.02:00)

所在地 / 岡崎市田口町
字福田 71-1
電話 /0564-27-7177
定休日 / 年中無休
営業時間 /9:00 ～ MID

しゃもじや 三河安城店【安城市】

アジアンキッチン 媽媽や【半田店】

M/F ART STUDIO【岡崎市】

Resort Dining

媽媽や 離宮【岡崎市】

焼肉居酒屋

三代目蔵之助【知立市】 ゴールドピア岡崎【岡崎市】

平日お会計から 10％割引！
金･土･日曜は 5％割引！

平日のお会計から 10％割引！
金･土･日曜は 5％割引！

夜のお会計 10％割引！！
※上限 5,000 円、カード払い、他券併用不可

所在地 / 岡崎市梅園町 3-11-7
電話 /0564-66-0636
定休日 / 火曜日
営業時間 /17:00 ～ 03:00
（O.S.02:30）
http://www.mamaya.net

所在地 / 安城市三河安城本町
1-33-4
電話 /0566-77-9025
定休日 / 月曜日
営業時間 /17:00 ～ 24:00
(L.O.23:30)

所在地 / 半田市山代町 1-106-7
三栄ビル 1F
電話 /0569-25-0336
定休日 / 年中無休
営業時間 /17:00 ～ 03:00
(L.O.02:00)

永田屋本店【岡崎市】

粋な下町ダイニング 鮮利休【安城市】
平日お会計から 10％割引！
金･土･日曜は 5％割引！

MAMAYA THE GARDEN【豊田市】
平日お会計から 10％割引！
金･土･日曜は 5％割引！

2,000 円以上お買い上げの皆様に
牛肉コロッケ (120 円 ) をプレゼント！

平日夜のご飲食 10％割引！
金･土･日曜日は 5％割引！

施設利用優待サービス！

※詳細はお問い合わせください

肖像画・ペット画のご依頼は
全て 20％割引！

尾張みかわ銘品探訪

で検索できます。下記サービス特典は 2010 年 1 月末日現在のもので、内容は変更される場合がございます。

愛浄園【刈谷市】

葵製茶【西尾市】

レクチャー代 ( 音響・照明 )￥40,000 無料！
所在地 / 岡崎市小呂町
ミタライ 70-1
電話 /0564-87-3311
定休日 / 月曜日・火曜日
営業時間 /13:30 ～ 20:00
土･日･祝 10:30 ～ 20:00
http://www.priere.co.jp/

ご利用料金 10％割引！
所在地 / 刈谷市相生町
3-20-2
電話 /0120-93-1594
定休日 / 月曜日
お問合わせ /24 時間対応
受付 /10:00 ～ 19:00
http://www.aijyoen.com/

工場見学 ( 無料 ) で、お菓子付きの
お抹茶･お煎茶･グリーンティ試飲サービス！

所在地 / 西尾市上町上屋敷 7 番地
電話 /0120-101-873
定休日 / 第 4 日曜日
※工場見学は平日のみ
見学開始 /9:00 ～ 11:00
13:00 ～ 15:30

所在地 / 知多郡美浜町
小野浦
電話 /0120-41-2618
定休日 / 年中無休
営業時間 /
チェックイン 16:00
チェックアウト 10:00

永田や佛壇店【岡崎市他 全11店舗】

＆ルーチェ・トスカーナ【豊田市】

蒲郡プリンスホテル 【蒲郡市】

粛 海風【知多半島】

レクチャー代 ( 音響・照明 )
￥40,000 無料！

平日限定！宿泊料金 10％～割引！！
（3,000 ～ 6,450 円）

永田や佛壇店ネットショップでご購入の場合
愛知県内無料宅配サービス
所在地 / 永田や佛壇店 全店
電話 /0564-54-2898
定休日 / 年中無休
( 一部店舗を除く )
営業時間 /10:00 ～ 18:00
ネットショップ
http://www.nagataya-shop.jp/

所在地 / 豊田市吉原町下細池 7-1
電話 /0565-53-8877
定休日 / 月曜日・火曜日
営業時間 /13:00 ～ 20:00
土･日･祝 10:00 ～ 20:00
http://www.priere.co.jp/

宿泊の場合正規室料より
10％割引きサービス！※除外日あり
所在地 / 蒲郡市竹島町 15-1
電話 /0533-68-1111
定休日 / 年中無休
営業時間 /
チェックイン 15:00
チェックアウト 12:00

岡崎写眞夢楽【岡崎市】

キングファミリー 【安城市】

しあわせ工房【豊川市】

ラグーナ蒲郡【蒲郡市】

買取査定額、いつでも 20％アップ！
所在地 / 安城市緑町 1-25-1
TOCO ビル１Ｆ
電話 /0566-71-0076
定休日 / 年中無休
営業時間 /10:00 ～ 20:00
http://www.kingfamily.
co.jp/

お会計より 10％割引！
所在地 / 豊川市牛久保町
高原 150 番
電話 /0533-80-2442
定休日 / お問合せ下さい
営業時間 /11:00 ～ 19:00
土･日･祝 10:00 ～ 19:00
http://www.priere.co.jp/

ラグナシアチケット 10％割引！
永田や佛壇店各店までお問合わせ下さい。

所在地 / 岡崎市明大寺町
大圦 46－6
電話 /0564-71-5870
定休日 / 日曜日・月曜日
営業時間 /13:00 ～ 20:00

ホテル小野浦【知多半島】

ゲストハウス ソレイユ【岡崎市】

会員限定！驚きの特別サービス実施！！

所在地 / 知多郡南知多町
大字山海字高峯 3-1
電話 /0569-62-2222
定休日 / 年中無休
営業時間 /
チェックイン 15:00 ～ 19:00
チェックアウト 10:00

呼帆荘【知多半島】

所在地 / 安城市錦町
3番5号
電話 /0566-75-0102
定休日 / 月曜日
営業時間 /17:00 ～ 03:00
（O.S.02:30）

所在地 / 豊田市前田町 5-6-1
電話 /0565-37-7276
定休日 / 年中無休
営業時間 /17:00 ～ 03:00
（O.S.02:30）
ランチ / 月～金 /11:00 ～ 15:00

家族写真の撮影のお客様にキャビネ判
政界一の人形展示数！紫峰人形美術館入場
プリント（2,990 に割引
円）をプレゼント！
料￥1,000⇒￥800
所在地 / 岡崎市庄司田 1-14
電話 /0120-927-738
定休日 / 火曜日
営業時間 /9:00 ～ 19:00
（時間外も相談可）

アジアンキッチン 媽媽や【西尾店】

POKHARA( ポカラ )【高浜店・碧南店】

京料理 花かがみ【豊田市】

キッズスタジオ【岡崎市】

まぎし建築設計事務所【碧南市】

ゲストハウス プリエール【豊川市】 猿投温泉 ホテル金泉閣【豊田市】

海風洋館

平日夜のご飲食 10％割引！
金･土･日曜日は 5％割引！

送迎バス 1 台￥20,000 無料！

素泊り料金 10％割引！

所在地 / 豊田市喜多町 2 丁目 160 番地
コモ・スクエア ウェスト
ホテルトヨタキャッスル 2F
電話 /0565-36-0333
定休日 / 年中無休
営業時間 /11:30 ～ 14:30
(L.O.14:00)
17:00 ～ 21:30
(L.O.21:00)

家族写真の撮影のお客様にキャビネ判
設計を依頼され完成された方、メモリアルパ
プリント（2,990 円）をプレゼント！
レットアートプレゼント！

当社へ設計監理を依頼され完成させたお施主さんに
オリジナルステンドグラスをプレゼント！

所在地 / 西尾市住崎 3-8１
電話 /0563-57-1500
定休日 / 年中無休
営業時間 /17:00 ～ 03:00
（O.S.02:30）
金･土 17:00 ～翌 4:00
（O.S. 翌 3:30）
月～金 11:00 ～ 14:00

4 人以上でご飲食の方にチーズナン 1 枚お土産！
11 時～ 12 時は 100 円割引
13 時～ランチ終了までお子様ランチ半額
高浜店 / 高浜市神明町 8-20-24
（T ぽーと隣）
電話 /0566-52-7448
定休日 / 年中無休
営業時間 /11:00 ～ 22:00
http://pokhara-carry.com/

所在地 / 岡崎市欠町石ヶ崎 5-1
（吉浜人形岡崎店１Ｆ）
電話 /0120-65-8323
定休日 / 水曜日・第二火曜日
営業時間 /10:00 ～ 19:00
土･日･祝 9:00 ～ 19:00

傳の蔵（でんのくら）【西尾市】

松鶴園 本店・沢渡店【高浜市】

海鮮・鮨 祥安【豊田市】

岡崎創寫舘 本店【岡崎市】

サンセイタイヤサービス【刈谷市･岡崎市】 ハウスアシスト【知多市】

ご飲食の方にお土産（商品粗品）
をプレゼント！

2,000 円以上お買い上げで
味噌饅頭 2 個サービス！
本店 / 高浜市青木町
4-2-34
電話 /0566-53-0123
定休日 / 火曜日
営業時間 /8:30 ～ 20:00
沢渡店 /8:30 ～ 19:30

家族写真の撮影のお客様にキャビネ判
プリント（2,990 円）をプレゼント！
所在地 / 岡崎市柱曙
1-11-4
電話 /0120-54-1085
定休日 / 水曜日
第二火曜日
営業時間 /9:00 ～ 19:00

夏タイヤ、スタッドレスタイヤ・ホイールセット
新品 5％OFF ！中古 10％OFF ！
刈谷店 / 刈谷市築地町 2 丁目 6 番地 4
電話 /0566-25-0950
定休日 / 年中無休
営業時間 /9:30 ～ 20:00

所在地 / 岡崎市伝馬通 2 丁目 10
電話 /0564-21-0771
定休日 / 年中無休
営業時間 /10:00 ～ 18:00
揚げたてお惣菜は 17 時まで

ご質問・お問合わせ ０５６４ ５-７ ０-１３０

所在地 / 西尾市吾妻町 22 番地 3
はと屋みそ蔵敷地内
電話 /080-3312-8852
定休日 / 火曜日
営業時間 /
昼 11:30 ～ 14:30（L.O.14:00）
夜 18:00 ～ 22:00（L.O.21:30）

昼夜を問わず、お会計から 10％割引！

お料理のお会計のみ 5％割引！
所在地 / 豊田市美里 3-15-15
電話 /0565-88-3302
定休日 / 月曜日
営業時間 /11:00 ～ 22:00
http://syouan-katsu.com

所在地 / 碧南市城山町 5-50
電話 /0566-42-5566
定休日 / 日曜日・祝日
営業時間 /9:00 ～ 18:00
http://magishi.com/

※岡崎店でも同様の
サービスが受けられます
http://sanseityre.com/

所在地 / 豊川市正岡町
縄手越 113
電話 /0533-84-2311
定休日 / お問合せ下さい
営業時間 /11:00 ～ 20:00
土･日･祝 10:00 ～ 20:00
http://www.priere.co.jp/

エアコン内部クリーニング
通常 1 台 12,000 円を 7,800 円！
所在地 / 知多市八幡
字西水代 7‐2
電話 /0120-931-614
定休日 / 年中無休
営業時間 /8:00 ～ 17:00
日･祝 9:00 ～ 19:00

所在地 / 蒲郡市海陽町
2 丁目 3 番地
電話 /0533-58-2700
定休日 / お問合わせ下さい
営業時間 /10:00 ～ 17:00
（※詳細はお問合わせ下さい）

宿泊 ( 昼･夕会席の ) 基本料金から 10％割引！
カラオケ室料 500 円引き！

平日宿泊料金 10％～割引！
所在地 / 知多郡南知多町
内海浜岡部 19-1
電話 /0569-62-0033
定休日 / 年中無休
営業時間 /
チェックイン 15:00 ～ 20:00
チェックアウト 10:00

プルメーリア【知多半島】

所在地 / 豊田市加納町
馬道通 21
電話 /0565-45-6111
定休日 / 年中無休
営業時間 /
チェックイン 15:00 ～
チェックアウト 10:00 まで

所在地 / 知多郡南知多町
内海小桝 12
電話 /0569-62-2222
定休日 / 年中無休
営業時間 /
チェックイン 15:00 ～
チェックアウト 10:00

日帰り温泉 岩風呂【豊田市】

海風スカイビラ【知多半島】

大人通常料金 1,500 円⇒1,050 円
子供 1,000 円⇒630 円、回数券を 10％割引！

所在地 / 豊田市加納町
馬道通 21
電話 /0565-45-5800
定休日 / 年中無休
営業時間 /10:00 ～ 24:00
日･祝 9:00 ～

平日限定！宿泊料金 10％割引！！
所在地 / 知多郡南知多町
大字山海字高峯 3-1
電話 /0569-62-2222
定休日 / 年中無休
営業時間 /
チェックイン 15:00 ～
※粛 海風にて受付

