
2

特典

あんかけスパ以外にもハンバーグなど色々なメニューが
あります。

02
相生町89

営／11：00～15：00（LO14：40）
　　17：00～21：00(LO20：40)
休／日曜日

Tel.052-933-7539スパゲッティーハウスナポリ
飲食

毎月7のつく日は、小学生以下のお子様に
ソフトドリンク又はアイスクリームサービス

特典

自慢の地下水は柔らかく、浴室の庭は森林浴気分で癒し
効果抜群。ロビーギャラリー展示も楽しめます。

01
相生町38

営／15：00～22：00
休／火曜日

Tel.052-931-4009平田温泉(へいでんおんせん）
温泉

毎月26日のみ
大人入浴料50円割引

Eまっちカード協力店

冨士中エリア
［東桜・山吹・東白壁学区］

特典

あなたのまちの文具・オフィス用品店。会社の消耗品、小
学校の学習帳など。はじめてのおつかいにもどうぞ。

04
赤塚町18
アースヒル東白壁1F

営／9：00～17：00
休／土・日曜日・祝日

Tel.052-931-2356株式会社キクタケ
買物

文具事務用品
販売価格より10％OFF

特典

和食麺類を中心としたメニュー、麺類は全て自家製。赤塚
町交差点南西角、駐車場完備。

03
赤塚町3

営／11：00～14：00
　　17：00～21：00
休／水曜日

Tel.052-931-3921ひらのや
飲食

カレー煮込みうどん注文の方
もちトッピングサービス

特典

四季の彩りと雅やかな味わいでおもてなしする豆腐・湯
葉料理の豆腐懐石料理店です。

06
飯田町56

営／11：00～14：30（LO13：30）
　　17：00～21：30（LO20：30）
休／月曜ただし祝日の場合は営業、翌日休業

Tel.052-937-0345豆腐懐石くすむら
飲食

1世帯2名様まで
指定ドリンク1杯サービス

特典

創業大正10年（1921年）より、手捏ね、手延べ、手切りを
し、純手打ちを守り続けています。

05
飯田町31

営／11：00～14：00
　　17：00～20：00(LO19：20)
　　（麺が無くなり次第終了）
休／日曜日・祝日

Tel.052-931-0474川井屋
飲食

お支払い金額から5％OFF

特典

服、バッグ、アクセサリー、時計等のブランド品を高価買
取、販売しています。

08
泉1-1-7
徳三ビル外堀館1階

営／11：30～19：30
休／火曜日

Tel.052-973-4300CLOSER
買物

5,000円（税込）以上お買い上げの場合
500円引き

特典

本格ネパール・インド料理のお店です。バターチキン、ほうれ
ん草チキンカレーなど自慢の30種のカレーが楽しめます。

07
泉1-1-6

営／11：00～15：00(LO14：30)
　　17：00～23：00(LO22：30)
休／不定休

Tel.052-973-4199ネパール・インド料理 ヒマルパレス
飲食

ランチ：50円引き（世帯全員）
ディナー：20％OFF（お会計から）

特典

鮮魚を中心にメニューが豊富で居心地の良いお店です。

10
泉1-2-17
レジデンス泉1A

営／17：00～24：00(LO23：30)
休／日曜日

Tel.052-953-5790居酒屋 宴や
飲食

毎週月・火・水曜日は
お支払い金額から5％OFF

特典

オーダーメイドが可能な革製品店です。世界に一つの革
製品を手縫いで制作致します。

09
泉1-1-7

営／完全予約制・HPから申込を。
休／不定休

Tel.非公開GELSO
買物

粗品（キーホルダー等）プレゼント
（1万円以上お買い上げの場合）

特典

泉1丁目（石町）の通りに店を出しています。本業は卸業な
のですが日用品や軽衣料、100均商品を揃えています。

12
泉1-5-19

営／8：30～17：30
休／土・日曜日・祝日

Tel.052-961-0706株式会社フジカ
買物

500円（税込）以上お買い上げの方に
景品（粗品）の贈呈・特価品サービス

特典

アクセサリー、革小物等オリジナルアイテムを取り扱う
GARNIのオンリーショップ

11
泉1-2-17
レジデンス泉1F

営／12：00～20：00
休／火・水曜日

Tel.052-959-4554GARNI nagoya
買物

GARNIアクセサリークリーニング無料

特典

気軽に楽しめるイタリアンです。週替わりのランチはコスパが高い
と好評です。ディナーはお酒に合うメニューをご用意しています。

14
泉1-13-33
ユトリロ栄1A

営／11：30～14：30(LO14：00)
　　17：30～23：00
休／日曜日

Tel.052-253-7486イタリアン酒場 THE MARCHE
飲食

ランチ：対象ドリンク1杯サービス/ご来店人数分
　　　（アイスコーヒー・アイスティー・アイスカフェオレ）
ディナー：いつでも18：30までのご来店で10％OFF

特典

お手入れから仕立直しなど、着物に関することでしたら
何でもお気軽にご相談下さい。詳細は杉本屋HPまで。

13
泉1-6-32
サンステージ泉1F

営／9：00～18：00
休／日曜日・祝日

Tel.052-962-4161優雅なきもの 杉本屋
買物

七五三・成人式・卒業袴セット
各種レンタル10％OFF



特典

久屋大通の居酒屋さのやです。自慢の串かつ1本80円。
おかわりが止まらない!!あなたはソース派？それとも味噌派？

16
泉1-16-15

営／17：30～23：00（月～金）
　　18：00～23：00（土）
　　（LO22：30)
休／日曜日・祝日

Tel.052-951-6415居酒屋さのや
飲食

Eまっちカードお持ちの方を含め5名様まで
お一人串かつ3本サービス（現金払いに限る）
※テイクアウトはご利用できません。

3

特典

創業して50年がたちました。アットホームな雰囲気で営
業しています。

15
泉1-15-5

営／11：00～13：00
　　17：00～23：00(LO22：30)
休／土・日曜日・祝日

Tel.052-971-7456居酒屋 ふた村
飲食

生ビール・ハイボール・ソフトドリンクのいずれか1杯
御来店人数分サービス（夜の営業時のみ）

Eまっちカード協力店

冨士中エリア
［東桜・山吹・東白壁学区］

特典

創業昭和42年、朝挽きの三河鶏を1本1本素早く仕込み、
炭火で焼き上げています。ぜひご賞味ください。

18
泉1-17-31

営／17：30～23：30
休／日曜日

Tel.052-963-3865炭火焼鳥 しげ 泉店
飲食

小学生以下のお子様に
アイスクリームサービス

特典

東区泉に”OPENして”39年になります。地域の皆様のお
かげで今まで続けてこられた事、感謝しています。

17
泉1-17-3
オレンジタウン1F

営／9：30～19：00
休／なし

Tel.052-951-3305カフェレストランる・るぽオレンジタウン店
飲食

単品でのドリンク各種5％OFF

特典

30種類以上の絶品オリジナル串料理とご飯やパスタな
どのお食事もできるお店です。

20
泉1-19-8
フロンティアビル1F

営／17：00～24：00
　　(LO料理23：00/ドリンク23：30)
休／不定休

Tel.052-951-0003イズミ ピンチョ
飲食

3名様までドリンク1杯サービス
※除外品あり　※他のサービスとの併用不可

特典

岐阜県のブランド豚「瑞浪ボーノポーク」を使用したしゃ
ぶしゃぶを中心とした豚料理専門店です。

19
泉1-17-32

営／17：00～24：00（LO23：00)
休／なし

Tel.052-953-7140別邸 豚道 泉
飲食

しゃぶしゃぶ2人前以上ご注文のお客様
特製コロッケを人数分サービス

特典

大正7年創業の楽器卸小売店です。各種音楽教室も運営
中。音楽のことならなんでもご相談下さい。

22
泉2-28-8

営／10：00～17：30
休／第2.4土曜日、日曜日、祝日

Tel.052-937-7531宮地楽器株式会社
学び

①ヤマハ音楽教室、ピアノ他楽器レッスン入会金2,000円引き
②楽器販売特別価格

特典

ふとんの打ち直し、羽毛のリフォーム、ふとんの丸洗いな
ど寝具のことなら何でもお問合せ下さい。

21
泉2-17-9

営／10：00～18：00（月～土）
　　10：00～15：00（日・祝）
休／不定休

Tel.052-931-5648水野ふとん店
買物

店内商品自店平常価格から5％OFF
※他の割引、特典との併用不可

特典

主にパナソニック製品を取り扱っています。

24
白壁4-5

営／8：00～18：00
休／日曜日・祝日

Tel.052-931-9108ニシムラデンキ
買物

1,000円以上のお買い上げで
粗品進呈

特典

創業25周年です。印鑑、ゴム印、名刺、ハガキ、封筒印刷
をきれいに早く、お値打ちに販売しています。

23
白壁3-1-2

営／9：00～18：00
休／土・日曜日・祝日

Tel.052-933-7015美愛石（ビーアイシー）印舗
買物

3,300円（税込）以上の印鑑お買い上げのお客様に
捺印マットをプレゼント!!

特典

創業大正3年以来、豆腐づくり一筋。お豆腐とお豆腐惣
菜の販売店です。

26
橦木町3-79

営／10：00～18：00
休／なし

Tel.052-931-1456豆腐処味匠くすむら本店
買物

くすむらポイントカード
ダブルスタンプ

特典

＊NewOpen＊　小さな空間に個性豊かなお花とスキン
ケアアイテムがつまっています。

25
白壁4-5

営／9：00～17：00
休／木・日曜日

Tel.052-931-9108mazaran(マザラン）
買物

1,000円以上のお買い上げで
粗品進呈

特典

洒落た雰囲気の和風喫茶です。大好評のモーニングやお
抹茶、甘味類と多彩なﾒﾆｭｰを取り揃えお待ちしています。

28
主税町4-72
アーバニア主税町1F

営／7：30～23：00（LO22：30）
休／なし

Tel.052-931-2346白壁カフェ 花ごよみ
飲食

コーヒーチケットを
お値打ち価格にて提供

特典

藤田嗣治、梅原龍三郎、棟方志功、加山又造、横山大観、
杉山寧、三岸節子などの作品を展示。

27
主税町4-4-2

営／13：00～17：00（入館16：30まで）
　　（開館日／金・土・日曜日・祝日）
休／月～木曜日

Tel.052-979-5717文化のみち堀美術館
ミュージアム

お一人様につき特別観覧料800円（通常より200円割引）
なお、カード持参の方と同時入館の同一世帯の方もご利用いただけます。



特典

地域の方々に「愛される」いこいの場となるようにサービスの提
供をして参ります。みなさんお気軽にお立ち寄りくださいませ！！

30
代官町1-21

営／火～金16：00～24：00
　　（LO料理23：00/ドリンク23：30）
　　土・日祝12：00～24：00
休／月曜ただし祝日の場合は営業、翌々日休

Tel.052-908-9829肉乃小野寺
飲食

塩ねぎ牛タン　通常1,380円→980円（税込）
※お1人様3,000円以上のご飲食毎に適応

［東桜・山吹・東白壁学区］ ［葵・筒井学区］

4

特典

カット4,950円～　カット＆カラー11,000円～　
カット＆パーマ11,000円～　トリートメント3,850円～

29
代官町1-3-4

営／9：30～（最終受付 カット18：00
　　　　　　パーマ・カラー17：30）
休／毎週月曜日、第2・3火曜日

Tel.052-934-1515general hair（ジェネラル ヘアー）
美容院

新規のお客様限定ALL20％OFF

特典

創業120年受け継がれる秘伝のたれ。蔦がからまる都会
のオアシスで厳選されたうなぎをお召し上がり下さい。

32
東桜2-15-22

営／11：00～14：00(LO13：30)
休／月曜日

Tel.052-931-4104多門亭ひつまぶし
飲食

ソフトドリンク又はフルーツ
サービス

特典

コンセプトは「我が家」おひとりおひとりの想いを大切に。
その想いに相応しい最後の時をお過ごしいただける空間。

31
徳川1-913

営／年中無休
休／なし

Tel.052-930-4444紫雲殿徳川斎場
冠婚葬祭

粗品進呈

特典

完全予約少人数貸し切り制のワインバー。

34
東外堀町32
鈴木ビル2階

営／12：00～23：30
休／不定休

Tel.非公開ワインの森 PAR AVION
飲食

さんけん茶ペットボトル
1本（500ml)プレゼント

特典

東桜で10年以上経営している家族でがんばるトルコ料理店
です。お子様にも食べやすいパスタやピザもありますよ！

33
東桜2-15-39
グランドール東桜1F

営／11：00～15：00(LO14：30)
　　17：30～23：00(LO22：15)
　　日・月17：30～22：00(LO21：15)
休／火曜日

Tel.052-931-3131トルコ料理とイタリアンのお店  TAXiM
飲食

1,000円以上のご飲食で、お子様（中学生以下の方）に
トルコアイス（ミニ）をサービス

特典

横山美術館は明治・大正時代に日本で制作され海外に輸
出された陶磁器の里帰り品を展示してある美術館です。

36
葵1-1-21

営／10：00～17：00
休／月曜日（祝日の場合は翌平日休）

Tel.052-931-0006公益財団法人 横山美術館
ミュージアム

入場券200円割引　一般1,000円⇒800円
高大学生・シニア65歳以上800円⇒600円

特典

全席ソファー席で、くつろげる隠れ家シーシャカフェです。
物販も充実の品揃えでお待ちしております。

35
東外堀町32
鈴木ビル3F

営／18：00～25：00（月～土）
　　18：00～23：00（日）
休／不定休

Tel.052-746-9389Shisha Café POLARIS
飲食

シーシャ料金を1台につき、税抜価格から200円引き
（その他のサービス併用不可）

特典

朝挽きの地鶏を使用したやきとりと創作串揚げ。アットホ
ームでくつろげるお店。お子様連れもOK！

38
葵2-4-1　三恵ビル1F

営／月～金
　　11：30～14：00
　　17：00～23：00(LO22：00)
　　土
　　17：00～23：00(LO22：00)
休／日曜日・祝日

Tel.052-932-0655串焼き、串揚げとおばんざいのもみじ
飲食

串盛り合わせ
1,000円⇒800円にてご提供

特典

インドアゴルフ練習場です。３打席、弾道計測器、パター練
習、予約・入店・支払はすべてスマホで完結。

37
葵2-3-22
ハウスアベニュー1F

営／365日24時間営業
休／なし

Tel.052-933-4422Golf Avenue(ゴルフアベニュー）
レジャー

入会金5,500円を無料！

特典

バラのお取り扱い豊富です！観葉植物、胡蝶蘭もお取り扱いして
おります！お客様のご要望に合わせてお作りさせていただきます！

40
葵2-4-12

営／10：00～18：00
休／木・日曜日

Tel.052-936-8383フラワーショップ MARUMATSU
花き

お買い物2,000円以上のお客様へ
バラ1輪プレゼント

特典

名古屋めし、炭火やきとりが自慢の居酒屋です。ご家族
連れにも安心な食事メニューも豊富にございます。

39
葵2-4-7
アンシャンテ車道1F

営／17：00～24：00（LO23：30）
休／なし

Tel.052-979-2555我楽多文庫 車道店
飲食

農家直送のお米で炊き上げたごはんセット
（ご飯、みそ汁、漬物）1組1セットサービス

特典

杵つきミキサーを使った”もっちもち・ふっわふわ”の超加水
食パンが自慢。ハード系パンも豊富に取り揃えています。

42
代官町17-23

営／9：00～無くなり次第終了
休／水・日曜日・祝日

Tel.052-939-0130太陽のパン屋さん 食パン工房陽だまり
買物

全商品5％OFF
特典

名刺から封筒・チラシ・パンフレットなどのデザインから印刷
に加え、HP制作・社員証・会員証も企画制作しております。

41
葵2-4-19

営／11：00～18：00
休／土・日曜日・祝日

Tel.052-979-5530有限会社ケントス
その他

合計請求金額から10％OFF

Eまっちカード協力店

冨士中/あずま中エリア

タクシム




