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種別 店舗名 住所 ℡番号 営業時間／学習日 定休日／学習時間 PR サービス内容・PR ホームページ

飲食 赤い屋根 船馬町40 ℡22-6551 9時～24時 ㊡水曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物
赤ちゃんデパート
水谷 　七和店

大仲新田549-5 ℡31-7689 10時～19時 ㊡月曜日 ②ポイントアップ 毎週金曜日にポイントを2倍

飲食 あずまや 川口町10 ℡23-1802 11時～20時 ㊡月曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

大型店
舗 アピタ桑名店 中央町3-21

℡23-8111
（代表）

9時～21時
㊡臨時休業日
（2月・8月に各

1日）
①料金割引

毎月第1日曜日、直営売場の子供服（男児・女児）・ベビー用
品をレジにて5％OFF（他の割引との併用は不可）

http://apita
-
kuwana.com

買物 油清 馬道1-31 ℡22-4451 9時～18時 ㊡木曜日

油清の「桑名の米油」は
市立小学校、幼稚園、保
育所等で使用されていま
す

②ポイントアップ 油清エコカードのポイントを２倍
http://www.
komeabura.c
om

飲食
パスタ＆キッチン
　アンジェリーナ

五反田1504-5 ℡32-1332 9時～21時30分 ㊡火曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

学ぶ
英会話イーオン
　桑名校

寿町2-31-12
　三交桑名駅前
ビル2Ｆ

℡0800-
111-1111
25-0290

〈月～金〉
12：00～21：00

〈土〉
11：00～20：00

①料金割引 新規ご入学時、教材費1,000円OFF(子ども、一般どちらも可）
http://www.a
eonet.co.jp/s
chool/2415/

大型店
舗

イオン桑名
ショッピングセンター

新西方1-22 ℡24-5555

10時～21時
ｲｵﾝ食品売り場は

8時開店
１Fｲｵﾝ直営売場

は9時開店
一部店舗により異

なります

㊡不定休
④施設提供

授乳室
　①１番街１階ＡＮＱゾーンかぞく休憩室内（ＡＴＭ・ＣＤコーナー横）
にソファー、ベビーベッド、授乳できる個室あり　②１番街３階イオン
ゾーンに赤ちゃん休憩室（ベビーコーナー横）ゆったり授乳できる個
室とベビーベッドあり　休憩室前にはみんなの休憩所を併設
ベビーベッド　（トイレでオムツ替えできます）
　１番街　各女性トイレに設置　男性も使用できるベビーベッドは、１
番街１階ANQゾーン多目的トイレ、地下中央多目的トイレに設置

http://aeon
-
kuwana.com

住まい・
暮らし 石原畳店 掛樋13 ℡22-5894 9時～18時 ㊡日・祝日 ③プレゼント 粗品進呈

学ぶ
ECC外語学院
アピタ桑名校

中央町３－21 ℡24-0144
13時30分～21時30分

（土）10時～19時
（日）10時～18時

㊡祝日

ECCは長年のノウハウと
オリジナル教材を基盤と
した年齢・成長に応じた
カリキュラムをご用意して
います。

①料金割引
入学金22,000円（税込）が無料
※月払いコースは8,800円（税込）が無料

https://www.
kids.ecc.jp/sc
hool/mie/kuw
ana/

買物 板吉菓子舗 南寺町60 ℡22-4363 8時30分～18時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

③プレゼント 1,000円以上お買い上げの方にお菓子のおまけプレゼント

飲食 一夢庵 内堀57 ℡22-2264 17時～25時 ㊡第３火曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント
http://www.i
chimuan.co

住まい・
暮らし 稲垣たたみ店 多度町小山1982 ℡48-2166 8時30分～18時 ㊡日曜日 ③プレゼント 粗品進呈

http://www.
h7.dion.ne.jp
/~tata3987/i
nagaki.htm

飲食
ステーキ＆ヒレカツ
　いまい

船着町1064-18 ℡22-3177
11時30分～21時

14時～17時は準備中 ㊡火曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

飲食
カフェテリア
　インディー

額田93 ℡31-5323 6時30分～18時 ㊡月曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物
V・ｄｒuｇ
　桑名中央店

大福324-1 ℡27-3530 9時～21時

買物
V・ｄｒuｇ
　桑名東店

福島970-28 ℡41-3335 9時～21時

買物
V・ｄｒuｇ
　陽だまりの丘店

陽だまりの丘２-2903 ℡33-1022 9時～21時

買物 魚末商店 南寺町57 ℡22-1295 8時～18時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

①料金割引 商品10％OFF（特価品は除く）

買物 ウサキッズ 北寺町31 ℡87-5434 11時～19時
㊡月曜日

（祝日の場合
は翌日）

ブランド子供服の買取販
売　新品子供服　オリジ
ナルハンドメイド商品を
販売しています

②ポイントアップ お買い上げの方にポイント2倍
http://usaki
ds.shop-
pro.jp

買物 うなぎや 南寺町65 ℡21-7014 8時～19時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

③プレゼント お買い上げの方に粗品進呈

飲食 英国館 新矢田2-22 ℡21-2333 7時30分～19時 ㊡水曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物 栄昌堂 中央町2-42 ℡22-1668
8時～19時

日祝日は17時まで

㊡月曜日
（祝日の場合

は営業）

「春花秋月」四季の風情
を和菓子に込めて

①料金割引 全商品5％OFF

飲食 エバーグリーン 星見ヶ丘3-101 ℡31-3160 8時～19時 ㊡日曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

飲食
らーめんレストラン
　エンシュウヤ

桑名一番街 ℡22-4792 11時～19時 ㊡木曜日 ①料金割引 フレッシュジュース400円を半額の200円

買物 器の店　大倉 吉津屋町10 ℡22-1135
9時30分～18時30

分

㊡月曜日
(但し催事によ

り代休有）
創業明治8年器の専門店 ①料金割引 全商品10％OFF

買物 小川茶店 堤原14 ℡22-1308
8時30分～19時30分

（日・祭日は18時まで） ㊡無休
明治15年創業の味と香り
のお茶処

②ポイントアップ
毎週土日、祝日サービス券2倍
ご来店のお子さんに有機抹茶あめプレゼント

買物 お花・果物のアサキ 南寺町62 ℡22-2036 7時30分～19時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

新しいお花・果物・野菜を
お安く奉仕

③プレゼント お買い上げの方に粗品進呈

買物
おはなちゃん
　生花店

南寺町16 ℡22-1091 8時30分～18時30分 ㊡正月三日間 昭和5年創業の老舗です ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物
総本家貝新
新七商店 本店

有楽町57 ℡22-0440 9時～20時 ㊡無休
志ぐれ蛤・志ぐれ煮の専
門店

①料金割引 志ぐれ煮コーナー5％OFF（一部除外品有）
http://www.
kaishin8.co.j
p

買物 貝新フーズ㈱ 南寺町46 ℡21-6663 8時30分～19時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

②ポイントアップ ポイントカード　ポイント2倍

写真 貝塚カメラ店 桜通9 ℡22-4371 7時～19時30分 ㊡日曜日
1枚1枚お客様の身に
なって丁寧にプリント仕
上げます

①料金割引
デジカメプリントＬ判１枚25円
デジカメプリントＫＧサイズ（ハガキサイズ）１枚35円

く　わ　な　ス　ク　ス　ク　カ　ー　ド　協　賛　店　一　覧　表

毎週月曜日　ベビー用品5％OFF
http://www.
vdrug.co.jp/

医薬品・化粧品・日用品・
商品等を取り揃え、お客
様の健康なライフスタイ
ルをサポートするバロー
グループのドラッグストア
です

①料金割引

【ご利用上の注意】

　・ご利用の際は、店舗に必ずくわなスクスクカードを提示してください。また、三重県が実施している子育て応援クーポンの協賛店舗でも利用できます。

　・カードを利用できるのは市内に住所があり、18歳の年度末までの子どもがいる家庭及び妊娠中の方がいる家庭です。有効期限は一番下の子どもが18歳に達して最初に迎

　　える３月31日までです。

　・各種サービス内容はすべて協賛店舗のご好意によるものであるため、随時内容が変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にサービス内容を確認してください。

1 / 4 ページ



種別 店舗名 住所 ℡番号 営業時間／学習日 定休日／学習時間 PR サービス内容・PR ホームページ

買物 貝増　寺町支店 南寺町70 ℡22-1411 9時～19時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

名産しぐれ煮・佃煮・手
作りのお惣菜を販売して
ます

①料金割引 店頭商品10％OFF（三八の市を除く）

買物 貝増商店 鍛冶町20 ℡22-0543 9時～18時 ㊡水曜日 ③プレゼント
子どもナフキン・ハンカチ・タオル・うちわのいずれかをプレゼ
ント

理美容・
癒し

カイロプラクティック
ＳＯＵ

陽だまりの丘6-706 ℡87-7224
9時～12時
14時～21時

㊡木曜日
子育て世帯を健康に　お
子様連れ、当日予約も可
です

①料金割引 平日9時～16時カード提示で500円ＯＦＦ
http://www.
sou-
chiro.com/

飲食 喫茶　かとれあ 北寺町10 ℡21-8531 6時30分～18時 ㊡月曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物
㈲かぶら煎餅本舗
本店

南寺町15 ℡22-1394 8時～19時
㊡月曜日

(祭日の日は火
曜日）

①料金割引 5％OFF（特価商品は除外）

飲食 ＫＡＹＯＮ（かよん） 八幡町70 ℡24-6125 12時30分～22時 ㊡水・木曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

飲食 から助　桑名大福店 大福327 ℡27-1001 11時～21時 年末年始
揚げたてのご提供、電話
予約可（翌日分まで）

①料金割引 10%OFF

飲食 喫茶　川蝉 坂井51-10 ℡31-0200 7時～17時 ㊡水曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物 ブティック 紀久 桑栄町2  桑栄メイト1階 ℡24-0787 10時～19時 ㊡木曜日 ①料金割引 10％OFF

飲食 キッチン寿 吉之丸58 ℡22-8488 11時～21時 ㊡水曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物 ギフトプラザくわな 大央町49-1 ℡21-9987 10時～19時 ㊡火曜日 ①料金割引 １個からメンバーズ価格にてお買い上げ

買物
GALLICO 21
(ｷﾞｬﾘｺ ﾂｴﾝﾃｨｰﾜﾝ)

星川785
　サンシティ1階 ℡31-8360 10時～20時 ㊡無休
①料金割引
③プレゼント

有名ブランド子ども服10％OFF　お買い上げ（5,250円以上）
の方に金券500円プレゼント（有効期限なし）　子どもが遊べ
るスペース有

買物 金時薬局 神成町2丁目72-1 ℡22-6626 9時～18時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

②ポイントアップ ポイントカード　1ポイントUP

買物 靴のハットリ 南寺町47 ℡22-5882 9時～18時30分
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

①料金割引 5％OFF（特価品は除く）

買物 化粧品のマルキ 寿町一番街
℡0120-
37-0716

10時～18時 ㊡木曜日
②ポイントアッ

プ
⑤その他

税抜￥1,000で1ﾎﾟｲﾝﾄ、40ﾎﾟｲﾝﾄで￥4,000の商品券
お客様の指定された場所（自宅・職場など）まで配達可

住まい・
暮らし 小池畳店 馬道1-16 ℡22-1693 8時～18時 ㊡日・祝日 ③プレゼント 粗品進呈

学ぶ

KOZO　BOXING
FITNESS　GYM
　（コーゾー　ボクシ
ング　フィットネス

有楽町50
　アクトビル3階 ℡24-4800
小・中学生

(水曜16時～17時30分
土曜10時～12時)

㊡日曜日 ①料金割引 入会金3,000円OFF
http://www.
kozo-
gym.co.jp

飲食
コーヒーアンドレスト
　プロムナード

額田314 ℡21-8627 8時～18時30分 ㊡水曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物 ㈱五大 南寺町69 ℡23-2918 9時～18時30分

㊡月曜日
（祝日、三と八
の市の場合は

火曜休）

仏壇・仏具販売 ②ポイントアップ 五大で使えるお買い物スタンプカードへのスタンプを２倍
http://www.
magokoro-
godai.co.jp/

住まい・
暮らし （資）後藤畳店 紺屋町27 ℡22-1854 8時30分～18時30分 ㊡無休 ②ポイントアップ 粗品進呈

買物
サウンド・イン・
マツオカ

桑名市一番街 ℡22-6380 10時～18時30分 ㊡木曜日 CD、DVD、テープ販売 ①料金割引 全商品5％OFF

飲食 喫茶　サフラン 相川町45 ℡21-0989 7時～17時 ㊡月曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物 はんの店 山榮堂
新西方1-22-115
イオン桑名ＣＳ1番街
ｱﾝｸ専門店街1階

℡21-2000
27-0715

10時～21時 ㊡不定休 ①料金割引
5％OFF（セール品、機械彫り、落款印、印刷、カード払いは
除く）

買物 ㈱山榮堂 中央町1丁目75 ℡22-1987
9時～19時

(日,祝は10～19時) ㊡木曜日 ①料金割引
5％OFF（セール品、機械彫り、落款印、印刷、カード払いは
除く）

大型店
舗 サンファーレ 桑栄町１ ℡22-8522

10時～21時
（一部店舗により

異なります）

㊡第2・3木曜
日

（一部店舗によ
り異なります）

④施設提供

ベビーキープを備え付けたトイレが1階に1か所、２階に２か
所あり　一時保育さんさんルームや幼児教室といったお子様
向けの施設あり、詳細はお尋ね下さい　市民広場は展示会
などでの使用時以外では休憩スペースとして利用可

http://sunfa
re.jp

買物 塩良呉服店 南寺町42 ℡22-0451 9時～19時

㊡月曜日
（祝日、三と八
の市の場合は

火曜休）

呉服、和装小物、結納、
ちりめん和雑貨、綿和調
ブラウス

⑤その他
現金にてお買い上げ500円ごとにスタンプ1個
スタンプ20個で300円の商品券と交換

買物
シャディサラダ館
　益生駅前店

馬道1-20 ℡27-3132 9時～20時 ㊡水曜日
ギフトカタログ無料でお
届け　駐車場完備

③プレゼント お買い上げ金額に応じて景品プレゼント
http://www.
rakuten.co.jp
/kyowa/

飲食 シャトークワナ 内堀120 ℡21-4188 7時30分～22時 ㊡水曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

飲食 上海や 江場中野726-1 ℡24-3545
11時30分～14時30分

17時～24時 ㊡月曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物 十一ヤ洋品店 馬道3-817 ℡22-0938 8時30分～19時30分 ㊡第２･４日曜日 ③プレゼント 現金で3,000円購入毎に1枚百円金券進呈

買物 ㈲正直仏壇具店 鍛冶町11 ℡22-2408 9時～18時30分 ㊡月曜日 ①料金割引 線香を10％OFF（一部商品を除く）

飲食 すいーと 福江町29 ℡22-1220 8時～19時 ㊡水曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント
理美容・

癒し スタイリック　ギャル 山ノ手通114 ℡23-4406 9時～18時30分
㊡月曜日と第
２・３火曜日

①料金割引
親子カットの場合、合計金額より500円引き
母パーマは1,000円引き、カラーは500円引き

学ぶ
スマイルスタジオ
新西方

新西方3-45 ℡82-6167 9時～21時 ㊡日・祝日

子ども向けダンス教室か
らヨガなどのエクササイ
ズ教室まで幅広く開講し
ています

①料金割引
④施設提供

小さいお子様連れで受講できるレッスン有　体験レッスン500
円OFF

http://www.
smile-
career.co.jp/
studio

買物
メガネ・宝石・時計
　正確堂

南寺町65 ℡22-2860 9時～19時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

①料金割引 5％OFF（割引済みの商品は除く）

買物
㈲餅菓子工房
 大黒屋

南寺町67 ℡22-0418 8時～18時30分
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

お餅やお団子を食べて
元気に出産、子育てをし
てください！

①料金割引 ５％ＯＦＦ（特価品は除く）
http://www.o
nimanju.com

買物 高須屋 南寺町51 ℡22-1969 9時～18時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

おしゃれな婦人服をお値
打ちに提供します

①料金割引 3,000円以上買い上げにつき5％OFF

飲食 たなか珈琲 筒尾6-7-5 ℡31-1436 10時～19時
㊡水曜日と第

３木曜日
③プレゼント お菓子のプレゼント

飲食 玉寿司 寿町錦通1-21 ℡22-0772
11時～22時

＊14時～17時準備中
㊡木曜日（祭

日営業）
昼の昼食11時～14時、
夜のコースも有

③プレゼント 食事をされた方のうち子どもさんに景品プレゼント

写真 ディノスタジオ 末広町43 ℡24-6822 9時～18時
㊡火曜日・第2

月曜日

記念写真、証明写真、衣
装各種、特殊デジタル加
工

①料金割引
子どもさんの証明写真（パスポート、ビザ、学生証etc.）定価
より500円引き

http://www.
dino-st.com

飲食 てっぱんや 星見ヶ丘2-1409 ℡32-7466 17時～24時 ㊡月曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント
住まい・
暮らし 冨田畳店 北別所1145-1 ℡22-9026 8時～20時 ㊡日曜日 ③プレゼント 粗品進呈

飲食 喫茶　どんぐり 野田3-7-9 ℡31-3932 8時30分～18時30分 ㊡日曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物 長島屋 南寺町50 ℡22-6748 9時～19時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

①料金割引 5％OFF(バーゲン品除く）

買物 ㈱永餅屋老舗 本店 有楽町35 ℡22-0327 8時～19時30分 ㊡無休 ③プレゼント お子様に粗品進呈
http://www.
nagamochiya
rouho.co.jp
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車
㈱日進モータース
商会

江場1391-2
℡0120-
24-9871
22-0147

8時30分～19時
㊡無休（連休

は除く）
③プレゼント 全てのお子様にお菓子・ドリンクサービス

http://nissin
m.co.jp

車
日進モータース
　車検センター

江場420-1 ℡23-3147 8時30分～17時30分 ㊡日曜日・祝日
③プレゼント
④施設提供 全てのお子様にお菓子・ドリンクサービス　キッズルーム完備

http://nissin
m.co.jp

買物 日盛堂 北寺町37 ℡23-2058 9時30分～18時30分 ㊡日曜日 ①料金割引 黒檀既製認印10.5mm丸　1,000円を500円

飲食 喫茶　にわ 大央町15 ℡21-2271 7時30分～18時30分 ㊡土曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物 婦人服 ぬなみ 南寺町61 ℡22-3045 9時～17時30分
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

婦人服販売 ②ポイントアップ 3,000円のお買い上げごとに100円分のポイント

飲食 喫茶　野路 柳原131-2 ℡21-9096 7時～18時30分 ㊡火曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物 ㈲花甚 北寺町40 ℡22-1441
8時30分～18時30

分
㊡月曜日

お客様のご要望に真心と
笑顔でお答えします

③プレゼント 小さなかわいいブーケ（花束）プレゼント

買物

花キューピットの店
㈲
　花清

三ツ矢橋35-2 ℡22-8241 8時～19時30分 ㊡正月三日間
年中無休にて営業してお
ります

②ポイントアップ 三ツ矢橋商店街で使えるあきない会（サービス券）2倍
http://www.
e-
hanasei.com

飲食 喫茶　はまべ 地蔵447-3 ℡23-5078 7時30分～19時 ㊡無休 ③プレゼント お菓子のプレゼント

宿泊・旅
行

ビジネスホテル
ビーエル

額田317 ℡23-5593
ﾁｪｯｸｲﾝPM4時

ﾁｪｯｸｱｳﾄAM10時
シングルから和室大部屋
まであります

①料金割引
ご宿泊代金10％OFF　ご予約の際、特典利用と連絡　チェッ
クイン時、カードを提示

http://www.
b-l.jp

買物 日永屋 寺町店 北寺町45 ℡22-1234 9時30分～18時30分
㊡月曜日（祝日・
三と八の市の場

合は翌日）

衣料品から寝装品インテ
リアまで幅広く揃え、家
庭的な接客に心がけて
います

③プレゼント
3,000円お買い上げにつき100円の商品券を進呈（最高10枚
まで、一部対象除外商品もあり）

　

買物 日永屋 西別所店 西別所1063-1 ℡22-0100 10時～19時
㊡月曜日

（祝日の場合
は翌日）

衣料品から寝装品インテ
リアまで幅広く揃え、家
庭的な接客に心がけて
います

③プレゼント
3,000円お買い上げにつき100円の商品券を進呈（最高10枚
まで、一部対象除外商品もあります）

買物
有限会社
　平田花園

千代田町41 ℡22-1587 9時～19時 ㊡なし
フラワーギフト専門店で
です　プリザーブドフラ
ワーも多数ございます

②ポイントアップ 当店ポイントカード（\1,000に1個）を２倍
http://www.
hirata-
kaen.jp

買物 廣房打刃物店 鍛冶町54 ℡22-1623 8時～19時30分 ㊡月曜日 ①料金割引 商品の割引（一部商品除く）

写真
フォトスタジオ
　ピント・ハウス

星見ヶ丘8-403 ℡33-0380 9時30分～18時30分
水・木曜日

（七五三時期
以外）

衣装・美容・着付・撮影す
べて揃った写真館　レン
タルおでかけパックもあ
ります

①料金割引
証明写真を除く記念写真で500円引き　ただし他券との併用
は不可

http://www.
ric.hi-
ho.ne.jp/pint
ohouse753/

飲食 喫茶　フォレスト 新屋敷55-1 ℡22-5576 7時～17時 ㊡木曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

飲食 喫茶　フキー 坂井108-10 ℡31-3759 8時～18時 ㊡不定休 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物 福井屋 新西方店 新西方1-5 ℡24-9366 10時～19時 ㊡月曜日
明治より創業、品質と信
用を大切にしています

①料金割引 1,000円以上お買い上げの方に5％OFF

買物 福井屋仏壇店 北寺町54 ℡22-3121 8時30分～19時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合火曜休）

明治より創業、品質と信
用を大切にしています

①料金割引 1,000円以上お買い上げの方に5％OFF

理美容・
癒し

HAIR　OF　RANDY
（ヘアーオブランディ）

東方1159-6 ℡23-6203 9時～19時 ㊡火曜日
ゆったりした空間で一人
一人納得頂けるカウンセ
リングをして行います

①料金割引 カードを提示して頂いた御家族様10％OFF

飲食 喫茶　ペニーレイン 西別所1733-5 ℡21-4364 8時30分～19時 ㊡日曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント
大型店

舗
星川ショッピング
タウン　サンシティ

星川785 ℡31-8311 10時～20時 ㊡無休 ②ポイントアップ
第１土曜・日曜は、専門店で、サンシティカード2倍ポイント
（バロー、スギ薬局、びっくりドンキー除く）

買物
御菓子司　保々屋
寺町店

北寺町58 ℡22-1304 9時～18時30分
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は翌日）

創業1920年、伝統の和
菓子を作り続けておりま
す

②ポイントアップ お買い物スタンプカードへのポイントを２倍

買物
御菓子司　保々屋
大山田店

松ノ木1-8-5 ℡88-5567 9時～18時30分
㊡月曜日

（祝祭日の場
合は翌日）

創業1920年、伝統の和
菓子を作り続けておりま
す

②ポイントアップ お買い物スタンプカードへのポイントを２倍
http://hobo
ya.mie1.net/

飲食 珈琲店　ホリ 中央町2-11 ℡22-3098 7時30分～21時30分
㊡不定休（基
本的に無休）

③プレゼント お菓子のプレゼント

買物
トータルファッション
　ホリタ

馬道3-318
℡0120-
531-129

8時～21時
㊡第２・３木曜

日
①料金割引

毎月1日・15日は10％OFF　メーカー肌着30％OFF　毎月10
日・20日・30日は5％OFF（一部商品を除く）
全日、あきない会おたのしみ券２倍サービス・メーカー肌着２
０％OFF

飲食
喫茶
　ほわいとはうす

大仲新田378 ℡31-0345 7時30分～18時30分 ㊡金曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

飲食 喫茶　ボン 蓮花寺163-1 ℡21-2304 6時30分～17時 ㊡木曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント
理美容・

癒し
美容室
　まあちすりい

有楽町44 ℡24-2824 9時～16時 ㊡月曜日 ②ポイントアップ 子どものみポイント2倍

飲食
まいどおおきに桑名
大福食堂

大福327 ℡27-0039 11時～21時 年末年始
家庭的な料理がいっぱ
い、お値打ち弁当あり
（予約可）

①料金割引 10％OFF

写真 ㈱マスオカメラ 本店 馬道1-48-2 ℡22-2480 9時30分～19時
㊡日曜日（ご予
約あれば営業

致します）

各種カメラ及び写真焼付
け並びにスダジオ写真撮
影

①料金割引
スタジオ写真撮影で10％OFF　お宮参り、入園、入学、卒業、
七五三等、おなか（エコー）の写真、及び誕生写真アルバム

飲食 喫茶　松屋 南寺町59 ℡23-6666 7時～18時 ㊡月曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物
三重北農業協同組合
　米ひろば大山田店

播磨1412-1 ℡21-6788
10時～18時

(10月から3月は10
時～17時)

㊡水曜日 ②ポイントアップ ポイント2倍

買物
三重北農業協同組合
　米ひろば額田店

額田350 ℡25-2627 10時～18時 ㊡月曜日 ②ポイントアップ ポイント2倍

住まい・
暮らし 水谷畳装飾店 深谷町2259 ℡29-1115 8時～18時 ㊡日曜日 ③プレゼント 粗品進呈

住まい・
暮らし 水谷タタミ店 多度町猪飼799 ℡48-2215 8時～18時 ㊡不定休 ③プレゼント 粗品進呈

買物
婦人服 水谷屋洋品
店

南寺町54 ℡22-3607 9時～18時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

①料金割引 5％OFF(特価品除く）

飲食 純喫茶　美濃里
東方458-3
　富士コーポ1階

℡23-2523 7時～17時 ㊡不定休 ③プレゼント お菓子のプレゼント

飲食 みどり亭 南高砂町504 ℡29-1007 9時～22時 ㊡火曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

買物 明月堂 常盤町31 ℡22-1286 8時～19時 ㊡無休
季節のお菓子、あられ等
各種取り揃えております

①料金割引 商品５％OFF

買物 もみじや化粧品店 北寺町50 ℡23-1128 8時30分～18時30分
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は翌日）

資生堂化粧品と袋物（美
容相談お受けします）

①料金割引 2,000円以上お買い上げにて5％OFF（割引商品は除く）

買物
㈲やま治
 近藤陶器店

南寺町63 ℡22-1923 8時30分～19時
㊡月曜日

（三と八の市の
場合は火曜休）

食器類全般、総合ギフト ①料金割引 全商品10％OFF

安心のお値打ち修理で
す。新車・中古車全メー
カー販売しています。信
頼できる「街のカーウン
セラ」まずはお見積りか
らお気軽に。
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住まい・
暮らし 横井畳店 三之丸78 ℡23-1476 8時～18時 ㊡日・祝日 ③プレゼント 粗品進呈

飲食 うなぎ 与八 大仲新田319-42 ℡32-1548 11時～20時30分 ㊡木曜日 ③プレゼント お菓子のプレゼント

住まい・
暮らし

リフォーム ラボ
 　ＩＴＯＮＥＮ

江場508-2 ℡22-1778 8時～19時 ㊡日曜日

食品レベルの安全素材
を使用したリフォームに
取り組んでいます（アト
ピーシックハウスに関心
のある方洋服と同じよう
に「住まいの試着」もでき
ます

③プレゼント
リフォーム利用のお客様に「選べるインテリアグッズ」を1点プ
レゼント（時計、フロアーライト、観葉植物など）

http://www.i
tonen.jp

※　桑名市ホームページにも一覧を掲載しています
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