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ご利用にあたっての注意事項
〇協力店の特典をうける場合は、カード裏面に町内会・自治会名、世帯代表者氏名、世帯人数を必ず記入し、あらかじめカードを提示してください。
〇他のカードやクーポンのサービス、割引等は原則併用できません。
〇特典内容につきましては、協力店に直接ご確認ください。今後、特典内容は変更になる場合があります。ご了承ください。
　また、特典のみの利用ができない協力店もありますので、詳しくは各店舗にご確認ください。

お問合せ / 東区区政協力委員協議会事務局（東区役所地域力推進室）Tel.052-934-1121

まちの人との　　　　　　　　が始まる！敵 な 出 会 い素

Eまっちカード

特典内容は、
協力店の皆さんのご厚意により提供されています。

（R5.3月現在/98店舗）

協力店リスト
（カード有効期限　令和7年5月末）



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
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特典

スポーツサイクルの販売、修理を承っております。修理、整
備のご相談事ありましたらお気軽にご来店下さいませ。

44
代官町24-7

営／11：00～19：00
休／水・木曜日

Tel.052-325-8295CYKICKS
自転車

店頭在庫（子ども車除く）新車ご成約時に
5,000円割引

特典

カギだけでなく、建具・自動ドア・セキュリティ・オートロック
と幅広いサービスで地域の皆様に貢献します。

43
代官町19-1

営／9：00～19：00
休／日曜日・祝日

Tel.052-937-6464代官ロックサービス
住宅関連

合カギ作製、同じカギ2本以上で100円割引、
カギ取替えの出張作業1,000円割引

特典

創業昭和八年、地域密着の酒販店です。

46
筒井2-3-11

営／10：00～20：00
休／日曜日・祝日

Tel.052-935-2951合資会社 岡田屋酒店
買物

5,000円以上お買い上げの場合、粗品進呈
（現金のみ：他のサービスとの併用不可）

特典

昭和32年開店の喫茶店です。車いすでの入店可能です。
全席禁煙。

45
筒井1-15-34

営／7：00～21：00（月～土）
　　7：00～18：00（日・祝）
休／木曜日

Tel.052-935-7711ファミリー喫茶 フレンド
飲食

毎月10日
お会計時にカード提示で粗品進呈

特典

豆腐を使った創作料理をはじめ、市場で仕入れた新鮮な
魚をご用意してお待ちしております。

48
筒井2-9-8
メゾン車道

営／11：30～14：00、17：30～23：00
休／日曜日

Tel.052-934-2100車道トウフ
飲食

17：30～19：00まで
おまかせ焼酎を1杯420円

特典

創業25年のダイニングバーです。お昼はランチ限定で豆
乳ラーメンを提供しております。

47
筒井2-8-14

営／11：30～14：00
　　18：00～27：00
休／日曜日

Tel.052-937-7110Dining bar Montreux
飲食

ランチ：豆乳ラーメンに煮玉子をサービス

特典

自店舗にてクリーニングをしております。しみぬき、修理、
特殊品対応。

50
筒井町4-24

営／8：30～20：00（月～金）
　　8：30～19：00（土曜）
休／日曜日・月曜祝日

Tel.052-936-5852クリーニング ヨシダ
クリーニング

毎週水・木曜日ドライ品10％OFF
（※水洗以外のもの）

特典

生活の中に「炎」をたやすということ。それはわたしたち古
来から続く贅沢な空間です。炎のある暮らしにようこそ。

49
筒井2-10-8

営／10：00～17：30
休／日曜日・祝日

Tel.052-936-3536有限会社 日本煖炉
住宅関連

暖炉、薪ストーブ購入の方に
薪一箱プレゼント（約20㎏）

特典

スポーツ車、シティサイクル展示しています。もちろん修
理メンテナンスOKです。お気軽にご相談下さい。

52
百人町16

営／10：00～19：00
休／水曜日

Tel.052-937-7557（有）サワイサイクル
自転車

タイヤ・チューブ交換
1本200円割引

特典

揚げたての天ぷらや飛騨の郷土料理をゆっくりとした時
間の中で堪能して頂けたら幸いです。

51
東桜2-6-17
エフォートⅡ-1F

営／11：30～14：00、
　　18：00～22：00（水～土）
　　18：00～22：00（日・祝）
休／月・火曜日

Tel.052-935-6110月の庭 天ぷら・飛騨郷土料理
飲食

天ぷらを一品サービス　　　　　　　　

特典

２００３年より筒井小グラウンドを使用し活動しております。
野球に興味がある小学生男女大募集！！無料体験実施中。

54
活動時間／
土曜日 10：30～17：30（育成は13：00）
日・祝日   8：30～17：30（育成は12：00）

Tel.090-2180-5639筒井ボンズ
学び

入団プレゼント
⇒筒井ボンズ帽子・シャドー用タオル

特典

お子さまの大会前のケガ、産後のお悩み、痛みや健康に
対しての相談お待ちしております。サポート致します！

53
百人町40-2
第2エムワンビル2F

営／9：00～20：00
休／木・土曜日（午後）、日曜・祝日

Tel.052-933-5155ひがし出来町接骨院
接骨院

初診時の自費メニューから5％OFF
（受診歴のある方もOK）

特典

1日中モーニングが食べられる喫茶店です。まんががたく
さんあるのでゆっくり楽しんでいただけます。

56
古出来2-5-10　1F

営／8：00～15：00（月～金）
　　8：00～13：00（土）
休／日曜日

Tel.052-723-7567喫茶まいける
飲食

珈琲チケット1冊500円引き
特典

地域密着（住居兼店舗）で自営の小さなお店です。安心し
てお越しください。連絡お待ちしております。

55
古出来1-5-16

営／14：00～23：00
　　（営業日／火・木・土曜）
休／月・水・金・日曜日

Tel.052-931-7303茶の　田園 茶商茶房 葦（よし）
飲食

お茶500円（税込）以上お買い上げのお客様にソフトドリンク100円引き。
夜の営業時飲食3,000円（税込）以上で
次回使用のドリンク券1杯かカラオケ5曲サービス。

［葵・筒井学区］ ［旭丘・明倫学区］
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特典

お米の専門家「お米マイスター」が全国から厳選した銘柄
米を店頭で精米します！新鮮なこだわり米をどうぞ！

58
新出来1-5-5

営／9：00～19：00
休／日曜日・祝日

Tel.052-936-7007（有）石うす屋中村米穀
買物

お米1,000円以上お買い上げの方に
ポイントカードにプラス1ポイント進呈

特典

チワワ・プードル・ポメラニアンの仔犬販売、保育園、ドッ
グホテル、トリミングを行っています。

57
古出来2-7-12

営／9：00～20：00
休／木曜日

Tel.052-722-1611プリティー・ワン 古出来町店
ペット

対象のわんちゃん最大5万円引き

特典

お花のことなら、お気軽にご相談ください。

60
出来町1-2-2

営／10：00～18：00
休／日曜日・祝日

Tel.052-935-5289（有）フローリスト花甚
花き

毎月7、8日には5,500円（税込）以上
お買い上げの方10％OFF

特典

世界中の珈琲生豆を、お客様のお好みを伺いその場で焙
煎。焙煎したての新鮮な珈琲の美味しさをお届けします。

59
新出来1-9-19
高木ビル1F

営／11：00～20：00
休／火・水曜日

Tel.052-325-2573豆工房コーヒーロースト 徳川店
買物

コーヒー豆１袋(生豆240g)お買い上げで、オリジナルドリップ
パック2個プレゼント又はお店でローストした素焼ナッツ
（カシューナッツ・アーモンド・ピスタチオ）どれか1ケプレゼント

特典

創業11年東区から世界中に食べてもらえるからあげ屋を目指して
家族で頑張ってます！是非、稲葉家のからあげ食べに来てください！！

62
出来町3-19-2

営／11：00～20：00
休／月曜日

Tel.052-737-1785ハッピーからあげ178
飲食

全てのお会計から5％OFF
特典

お店では、ご家庭用の海苔の他、昆布、わかめ、ひじき、にぼしの
海産物、椎茸、きくらげなど全て国内産を取り揃えております。

61
出来町2-1-2

営／9：30～18：00
休／日曜日・祝日

Tel.052-936-2604大勝海苔店
買物

初めてのご来店でお買い上げ500円（税抜）ごとにたまる、
スタンプカードにプラス1ポイント進呈

特典

名古屋名物「天むす」のみのほか、天むすとお惣菜を盛り
込んだお弁当も販売しております。

64
徳川1-739

営／9：00～17：00（LO16：00）
休／不定休

Tel.052-934-1064地雷也 徳川本店
買物

毎月15日のみ、1,000円（税抜）以上購入の場合
「地雷也スタンプカード」の通常での進呈スタンプ数に加えて
1つスタンプを進呈（徳川本店に限ります）

特典

いつも明るい素敵な店主がいる、まちの自動車整備工場
です。みなさんお気軽にきてね。

63
徳川1-509

営／9：00～17：00
休／日曜日・祝日

Tel.052-935-8741加清モータース
自動車整備

修理・車検・点検などで粗品進呈

特典

歴史資料によるﾍｱｶﾗｰ文化の展示、体験を通しての魅力
展示、ホーユー100年の挑戦を紹介しています。

66
徳川町903

営／一般公開は2023年5月9日～
　　原則予約制

Tel.052-559-4931ホーユー ヘアカラーミュージアム
ミュージアム

ミュージアム販売品（グッズ）購入された方へ
粗品進呈

特典

天然素材をたっぷり使ったラーメン店です。

65
徳川町201

営／11：00～14：30、17：30～22：30
休／火曜日

Tel.052-937-9228徳川町 如水
飲食

煮玉子、替え玉いずれかサービス
（徳川町如水本店に限ります）

特典

完全個室美容室!!　ゆっくりとしたスペースでおくつろぎ
ください。

68
東大曽根町16-11

営／9：30～19：30
　　9：30～21：00（金）
休／原則月曜日・第3日曜日

Tel.052-325-3457美容室remercie(ルメルシー）
美容院

シャンプー・カット500円OFF
特典

居心地のいい店内で、ゆっくりとお酒を飲みながら美味
しいお食事をどうぞ。

67
徳川町1904

営／11：00～14：30（LO14：00）
　　17：00～22：00（LO21：30）
休／木曜日のDinner

Tel.052-938-9108KITEYA
飲食

お会計から5％OFF（Dinnerのみ）

特典

地域密着のお店です。よろしくお願いします。

70
東大曽根町30-20

営／10：00～18：30
休／水・日曜日

Tel.052-935-7876(株）ニシオスポーツ
買物

定価より20％OFF（一部除外品あり）
特典

大曽根駅からすぐ！極上の温泉12種類の湯巡り。ナノミ
スト新導入！美容に特化した雲海健美房誕生！

69
東大曽根町28-7

営／6：00～25：00
休／年中無休

Tel.052-933-0261大曽根温泉 湯の城
温泉

特典①レンタルタオルセット150円（250円から100円割引）2セットまで
特典②ぷるぷるかき氷100円（160円から60円割引）2セットまで
※イベント価格からの割引なし。1日1回の利用とする。
特典③新規会員登録無料（入会金100円引き）1名様まで

［旭丘・明倫学区］

6

Eまっちカード協力店

桜丘中エリア



特典

要介護者の生活機能の維持向上を目的とした機能訓練
特化型デイサービスです。（ADL機能訓練）

72
山口町11-13
サンニシキ1B号

営／9：00～16：30
休／日曜日

Tel.052-933-0080ブリッジライフ徳川
介護

当施設で契約された方に
マスク1箱プレゼント

特典

365日使い放題で基本月額3,278円。家族4人まで通え
るフィットネスジム。

71
明倫町2-14
マックスバリュ徳川明倫専門店内

（平日10：00～20：00）
営/24時間営業
休/なし

Tel.0570-030-365FIT365 マックスバリュ徳川明倫
健康づくり

当月ご入会キャンペーン＋月会費1カ月分無料
※他キャンペーン併用不可

特典

創業150年竹の専門店、竹垣や簾などを製作。「竹」の魅力を
いかした和洋問わず生活に溶け込む竹製品を揃えています。

74
山口町44

営／8：00～18：00（月～金）
　　8：00～17：00（土）
休／日曜日・祝日・第2.4土曜日

Tel.052-935-7227合資会社  臼井竹材店
買物

店内商品自店平常価格から5％OFF
（一部除外品あり）

特典

創業60年！腕時計・掛時計・目覚し時計は常に20％OFF！
国産・舶来時計の分解掃除、修理の見積もりは無料です。

73
山口町36

営／9：00～19：00
休／日曜日・祝日　駐車場あり

Tel.052-936-8453鈴木時計舗
買物

時計の電池交換、時計1個につき200円サービス
年に3～4回売出しセール!! 宝石・ネックレス・めがね「30％OFF」

特典

昼はごま油を使わずあっさりとしたこだわり天丼！！夜は鮪
が美味しい寿司！！

76
砂田橋5-2-7
レジュネミズノ1F

営／11：30～14：00、17：30～22：00
休／日・月曜日（予約で貸切可）

Tel.052-719-0282天どん、寿しやじま。
飲食

名古屋市ふるさと納税返礼品に選ばれているやじま。
コーヒー1杯御来店人数分サービス！（夜の営業時のみ）

特典

お野菜・お肉・お魚・惣菜が新鮮お値打ち！毎週土曜日は朝
市開催中。

75
砂田橋3-2-102棟
大幸東団地

営／9：00～18：00
休／日曜日

Tel.052-723-2824スーパーヤマト大幸店
買物

1,000円以上お買い上げのお客様、
MSサイズ10個入り玉子1パックまで162円（税込）

特典

愛知県産小麦、日間賀島の蛸、地産地消のたこやき。市
場より新鮮鮮魚を買い付け、旬の料理でおもてなし。

78
砂田橋5-3-32

営／17：30～22：00
　　（月～水曜は予約のみ営業）
休／店舗改装中、R5.7月OPEN予定

Tel.052-721-5927たこ焼き鉄板 よどや
飲食

次回使える金券プレゼント
特典

ごま油を使わずあっさりとしたこだわり天ぷら。旬の素材
を厳選し、最大限生かした形で天ぷらをご提供します。

77
砂田橋5-2-10
ロアールビル1F

営／11：30～14：00、17：30～22：00
休／日・月曜日

Tel.052-711-0182天ぷらやじま。
飲食

名古屋市ふるさと納税返礼品に選ばれているやじま。
コーヒー1杯御来店人数分サービス！（夜の営業時のみ）

特典

創業36年、シュークリーム、かっちゃんプリンで親しまれており
ます。各種ケーキや焼き菓子等、60～70種類ほどございます。

80
矢田1-3-25

営／10：00～19：00
休／木曜日、第2.4水曜日

Tel.052-711-8884プチフレーズ 大曽根店
買物

1,500円（税込）以上お買い上げのお客様に
シュークリーム1個サービス ※テイクアウトのみ対象

特典

心も身体も快適な生活を送っていただける様、「施術」と
「トレーニング」の両面から、お手伝いさせていただきます。

79
砂田橋5-9-13

営／9：00～12：00、15：30～20：00
休／木曜日AM・日曜日と祝日PM

Tel.052-722-0626ふくおか接骨院
接骨院

初診の方に限り、初回施術料金・
パーソナルトレーニング料金500円引き

特典

おいしいお酒と野菜と食品と煙草のある、立ち呑みもで
きるお店です。

82
矢田1-5-33

営／  9：00～22：00（月～金）
　　10：00～20：00（土・祝）
休／日曜日

Tel.052-722-0308みのや 北村酒店
買物

割引除外品を除く1品5％OFF
※1日1回1品まで

特典

美容国際免許取得の技術を持つ美容師です。全国美容院1％
限定薬剤使用店。髪に悩みのある方の美容院（病院）です。

81
矢田1-4-35

営／9：30～18：00
休／月・火曜日

Tel.052-723-5504美容室巴亜摩屋（ぱあまや）
美容院

新規のお客様限定、金券プレゼント5,000円分
※カット、カラー、パーマの各メニューに１枚ずつ利用可（各全頭使用）

特典

アンチックな店内。ランチタイム食事の方、コーヒー又は
紅茶半額。

84
矢田1-7-19

営／9：00～14：00
休／土・日曜日

Tel.052-711-5808ダンカン
飲食

モーニングサービス9：00～11：00
（例）コーヒー￥380　パン＋目玉焼にEまっちカード提示で
　　サラダまたはアイスクリームサービス

特典

各メニュー色々と取り揃えておりますので、お問い合せ下
さい。

83
矢田1-7-7
アマノハイツ1F

営／10：00～18：00
休／月曜日・第2火曜日・第3日曜日

Tel.052-737-3301Salon de Jua
美容院

初回来店のお客様10％OFF

［矢田・砂田橋学区］［旭丘・明倫学区］
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特典

一般衣類から布団やスニーカーなどの特殊クリーニング、
着物・皮革・毛皮などの外注品も承っております。

86
矢田1-8-27　コーポ長谷川

営／7：00～21：00
　　9：30～21：00（土・日・祝）
休／水曜日

Tel.非公開 エンジェル(クリーニング)
クリーニング

５％OFF＆Yシャツ特別価格
（リフォーム等、一部除外品あり）※他のサービスとの併用不可

特典

2021年8月末にオープンしたハンドドリップのコーヒー
と手作りケーキお店です。

85
矢田1-8-24
フレンドビル1階KAZU COFFEE

飲食

1,000円以上のお会計の方
50円引き

特典

店内で毎日焼き上げる自家製バゲットに手作り具材を挟
んだボリューム満点のサンドイッチが自慢です。

88
矢田4-3-7

営／11：00～15：00
休／水・木曜日

Tel.052-737-8147ジューシーバインミー
飲食

バインミー（サンドイッチ）のトッピングをお1人様1点プレゼント
※120円までのトッピングに限る。
※他の割引、特典との併用不可※カード1枚で3名様まで

特典

大曽根駅から北へ徒歩5分。矢田商店会内（駐車場有）

87
矢田1-12-38

営／（月～金）11：00～14：00
　　　　　  17：00～20：00
　　（土・祝）11：00～14：00
休／日曜日

Tel.052-711-9261大黒屋
飲食

全商品50円引き
（1日1品のみ）

特典

昭和53年創業の老舗居酒屋です。和食から中華までメニューが幅広く、令和
3年から「名代宇奈とと」と契約し鰻も安価で提供しております。駐車場あり。

90
矢田5-4-39　パレグロワール1F

営／11：30～14：00
　　17：00～23：00
休/月曜日（4/1からは日曜定休）

Tel.052-712-0699味鷹はなれ・宇奈とと
飲食

11：30～14：00までの間、1枚につき
4名様までソフトドリンク無料サービス

特典

2004年創業の居酒屋です。お店で人気のゴーヤチャン
プルー、ピザがおすすめです。お待ちしております。

89
矢田5-1-3　矢田ビル1F

営／17：00～24：00（LO23：30）
休／日曜不定休

Tel.052-722-0054居酒屋ぐらんでいちゃ
飲食

ご飲食代から5％OFF

特典

ラーメン、まぜそば、チャーハン、カレーライス、餃子など
メニューが豊富です！

92
矢田5-8-53

営／月～金 11：00～14：00
　　17：30～23：30（LO23：00）
　　土日祝 11：00～15：00
　　17：30～23：30（LO23：00）
休／なし

Tel.052-711-7676麺屋ささき
飲食

麺類ご注文のお客様50円割引
特典

店主の地元愛西市の名産蓮根が自慢です。ヘルシーな蓮
根料理をお楽しみください。

91
矢田5-8-4　久保田ビル1F

営／11：30～14：00（LO13：45）
　　17：00～24：00
休／日曜日
　　（ただし、ドームイベント日は営業）

Tel.052-723-2828居酒屋 巡蓮家
飲食

10％OFF（夜の営業時のみ）

特典

くつ修理や合カギ作製など様々なリペアをしております。

94
矢田南4-102-3
イオンモール ナゴヤドーム前1F

営／10：00～21：00
Tel.052-725-6531リアット！

サービス

くつ修理1足のみ5％OFF
（一部対象外有り・他の割引との併用不可）

特典

近くて便利、豊富な品揃えでお待ちしております。
上記特典は他の割引との併用不可です。

93
矢田南4-102-3
イオンモール ナゴヤドーム前1F

営／10：00～21：00
Tel.052-719-5911コンタクトのアイシティ

買物

1dayタイプのコンタクトレンズ10％OFF（一部除外品有り）
コンタクトレンズのケア用品全品10％OFF

特典

幅広いジャンルのお洋服をご用意しております。

96
矢田南4-102-3
イオンモール ナゴヤドーム前3F

営／10：00～21：00
Tel.052-768-7687GORGE BE

買物

店内商品5％OFF
（他の割引との併用不可）

特典

現代のライフスタイルにあった現代仏壇店です。お線香
や蝋燭、念珠など小物類も多数取り揃えております。

95
矢田南4-102-3
イオンモール ナゴヤドーム前3F

営／10：00～21：00
Tel.052-726-5117ギャラリーメモリア

冠婚葬祭

店内商品自店平常価格から5％OFF
（他の割引との併用不可）

特典

メンズファッションの専門店。ビジネスからカジュアルまで
取り揃えております。

98
矢田南4-102-3
イオンモール ナゴヤドーム前3F

営／10：00～21：00
Tel.052-725-6570MALE＆Co.

買物

店内商品自店平常価格から5％OFF
（一部除外品有り・他の割引との併用不可）

特典

GOTCHA、MCD、GOTCHAGOLF、NESTA、キッズ
を取り扱うアパレルショップです。

97
矢田南4-102-3
イオンモール ナゴヤドーム前3F

営／10：00～21：00
Tel.052-725-6595G-LAND EXTREME

買物

5%OFF
（一部除外品有り・他の割引との併用不可）

［矢田・砂田橋学区］

8
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営／11：00～19：00（月～金）
　　10：00～19：00（土）
　　10：00～18：00（日・祝）
休／水曜日

Tel.052-711-9905


