
 「あいち健康づくり応援カードまいか」協力店 一覧  

※「愛知県 ホームページ より」 抜粋 (平成 2８年 11月１5日現在) 

サガミ小牧店 小牧市大字小牧原新田字

鷹の橋700-1 

(0568) 

73-0391 

・お食事をされた方に、ドリンク１杯サービス（カード所有者限定）（※7:00～

10:00までのモーニングタイムは使用不可） 

サガミでは、美味しさだけではなく、安心・安全にもこだわった厳選素材の料理を

提供したいと考えています。防腐剤などの添加物を加えないことにも留意してお

り、安心して召し上がっていただける料理でおもてなしをしたいと考えています。 

びっくりドンキー小牧イ

ンター店 

小牧市大字村中字稲荷

708-1 

(0568)             

73-9883 

・毎月第３日曜日に限り、まいかカード持参のうえ、ハンバーグをお召し上がりいた

だいたお客様、お食事代合計金額から１０％割引させていただきます。 

 

お客様への安心・安全を心掛け、誕生以来変わらぬ美味しさで提供しておりま

す。びっくりドンキーのハンバーグを食べて、健康をキープし元気いっぱい生活できる

応援をさせていただきます。ぜひお近くのびっくりドンキーへご来店ください。お客様

のご来店を心よりお待ちしております。 

健康食堂ぷらむはうす 小牧市小牧4-116 （0568）                     

72-6878 

本人にプチデザート又は、ミニドリンク（食事をされた方） ”安心で安全な健康食堂を作ろう”と小牧にOPENしました。バランスのよい日本

型食生活を見直して健康にとの思いで、お米は契約農家の低農薬米を、野菜

は有機を中心に地元農家のものを使用。調味料も手作り味噌や塩麹を使って

無添加、薄味に心がけています。 

パン工房アヴァンセ小

牧本店 

小牧市下小針中島１－１ (0568)    

77-1273 

お買い上げ金額の１０％OFF（他券との併用不可） 

 

アピタ小牧店 小牧市堀の内三丁目15番

地 

(0568) 

41-7811 

・ＵＣＳカード、ユニコカード感謝デー（アピタは毎月19・20日、ピアゴは毎週金

曜日）に、当日の直営店でのお買上げレシート2,000円分（税込）と、優待カ

ード（まいか）をサービスカウンターにお持ち頂くと、ユニーオリジナル「スタイルワン」

ブランドのペットボトル飲料（500ml）をプレゼントします。（※サービス内容は、

時期により変更になる場合があります。） 

UCSカード、ユニコカード感謝デー(アピタは毎月19・20日、ピアゴは毎週金曜

日)にＵＣＳ・ユニコ会員様は、衣料品・食料品・暮らしの品が５％引きにてお

買い物して頂けます。（※一部除外品があります。） 

アピタ桃花台店 小牧市古雅一丁目１番地 (0568) 

78-1111 

・ＵＣＳカード、ユニコカード感謝デー（アピタは毎月19・20日、ピアゴは毎週金

曜日）に、当日の直営店でのお買上げレシート2,000円分（税込）と、優待カ

ード（まいか）をサービスカウンターにお持ち頂くと、ユニーオリジナル「スタイルワン」

ブランドのペットボトル飲料（500ml）をプレゼントします。（※サービス内容は、

時期により変更になる場合があります。） 

UCSカード、ユニコカード感謝デー(アピタは毎月19・20日、ピアゴは毎週金曜

日)にＵＣＳ・ユニコ会員様は、衣料品・食料品・暮らしの品が５％引きにてお

買い物して頂けます。（※一部除外品があります。） 

http://www.sagami.co.jp/
http://www.bikkuri-donkey.com/shop/aichi/1551/
http://www.bikkuri-donkey.com/shop/aichi/1551/
http://www.plum-house.net/
https://www.honma-bread.com/shop/detail.php?shop_id=2
https://www.honma-bread.com/shop/detail.php?shop_id=2
http://www.uny.co.jp/
http://www.uny.co.jp/


マツモトキヨシドラッグ

小牧原店 

小牧市小牧原四丁目１２

３－２ 

（0568)                                

42-0255 

店内商品＜店頭表示価格（税込）より＞５％引き致します 

※但し、カウンセリング化粧品、資生堂・カネボウ・コーセー・ソフィーナの化粧小物

（コットン、パフなど）、食品、菓子、飲料、酒、タバコ、ベビー用おむつ、ベビー用

おしりふき、粉ミルク、ベビーフード、処方箋等 その他一部除外品がございますの

で、不明時は、店舗スタッフへご確認願います） 

※愛知県内の「マツモトキヨシ」、「ヘルスバンク」のお店にて、精算前に優待カード

提示後、ご利用できます （調剤薬局では、利用できません） 

※一部除外店舗もございますので、ご利用前に店舗スタッフへご確認願います 

※他の割引券との併用はできません 

※薬剤師不在時は、法律により要指導医薬品、第Ⅰ類医薬品の販売はできま

せんのでご了承下さい。 

【グループ経営理念】 あなたにとっての、いちばんへ  １st for You.  

私たちは、すべてのお客様のためにまごころをつくします。 

私たちは、すべてのお客様の美と健康のために奉仕して参ります。 

私たちは、すべてのお客様にとって、いちばん親切なお店を目指します。 

 

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。 

 

ヘルスバンク久保一

色店 

小牧市大字久保一色字北

屋敷2936-1 

（0568)                                

71-7633 

店内商品＜店頭表示価格（税込）より＞５％引き致します 

※但し、カウンセリング化粧品、資生堂・カネボウ・コーセー・ソフィーナの化粧小物

（コットン、パフなど）、食品、菓子、飲料、酒、タバコ、ベビー用おむつ、ベビー用

おしりふき、粉ミルク、ベビーフード、処方箋等 その他一部除外品がございますの

で、不明時は、店舗スタッフへご確認願います） 

※愛知県内の「マツモトキヨシ」、「ヘルスバンク」のお店にて、精算前に優待カード

提示後、ご利用できます （調剤薬局では、利用できません） 

※一部除外店舗もございますので、ご利用前に店舗スタッフへご確認願います 

※他の割引券との併用はできません 

※薬剤師不在時は、法律により要指導医薬品、第Ⅰ類医薬品の販売はできま

せんのでご了承下さい。 

【グループ経営理念】 あなたにとっての、いちばんへ  １st for You.  

私たちは、すべてのお客様のためにまごころをつくします。 

私たちは、すべてのお客様の美と健康のために奉仕して参ります。 

私たちは、すべてのお客様にとって、いちばん親切なお店を目指します。 

 

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。 

 

ヘルスバンク小松寺

店 

小牧市大字小松寺字東前

94-1 

（0568)                                

72-2636 

店内商品＜店頭表示価格（税込）より＞５％引き致します 

※但し、カウンセリング化粧品、資生堂・カネボウ・コーセー・ソフィーナの化粧小物

（コットン、パフなど）、食品、菓子、飲料、酒、タバコ、ベビー用おむつ、ベビー用

おしりふき、粉ミルク、ベビーフード、処方箋等 その他一部除外品がございますの

で、不明時は、店舗スタッフへご確認願います） 

※愛知県内の「マツモトキヨシ」、「ヘルスバンク」のお店にて、精算前に優待カード

【グループ経営理念】 あなたにとっての、いちばんへ  １st for You.  

私たちは、すべてのお客様のためにまごころをつくします。 

私たちは、すべてのお客様の美と健康のために奉仕して参ります。 

私たちは、すべてのお客様にとって、いちばん親切なお店を目指します。 

 

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。 

http://www.matsukiyo.co.jp/
http://www.matsukiyo.co.jp/
http://www.matsukiyo.co.jp/map/healthbank
http://www.matsukiyo.co.jp/map/healthbank
http://www.matsukiyo.co.jp/map/healthbank
http://www.matsukiyo.co.jp/map/healthbank


提示後、ご利用できます （調剤薬局では、利用できません） 

※一部除外店舗もございますので、ご利用前に店舗スタッフへご確認願います 

※他の割引券との併用はできません 

※薬剤師不在時は、法律により要指導医薬品、第Ⅰ類医薬品の販売はできま

せんのでご了承下さい。 

 

ヘルスバンク小牧パワ

ーズ店 

小牧市間々原新田字下新

池944番地 

（0568)                                

41-5778 

店内商品＜店頭表示価格（税込）より＞５％引き致します 

※但し、カウンセリング化粧品、資生堂・カネボウ・コーセー・ソフィーナの化粧小物

（コットン、パフなど）、食品、菓子、飲料、酒、タバコ、ベビー用おむつ、ベビー用

おしりふき、粉ミルク、ベビーフード、処方箋等 その他一部除外品がございますの

で、不明時は、店舗スタッフへご確認願います） 

※愛知県内の「マツモトキヨシ」、「ヘルスバンク」のお店にて、精算前に優待カード

提示後、ご利用できます （調剤薬局では、利用できません） 

※一部除外店舗もございますので、ご利用前に店舗スタッフへご確認願います 

※他の割引券との併用はできません 

※薬剤師不在時は、法律により要指導医薬品、第Ⅰ類医薬品の販売はできま

せんのでご了承下さい。 

【グループ経営理念】 あなたにとっての、いちばんへ  １st for You.  

私たちは、すべてのお客様のためにまごころをつくします。 

私たちは、すべてのお客様の美と健康のために奉仕して参ります。 

私たちは、すべてのお客様にとって、いちばん親切なお店を目指します。 

 

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。 

 

ヘルスバンク郷中店 小牧市郷中1丁目242 （0568)                                

75-2839 

店内商品＜店頭表示価格（税込）より＞５％引き致します 

※但し、カウンセリング化粧品、資生堂・カネボウ・コーセー・ソフィーナの化粧小物

（コットン、パフなど）、食品、菓子、飲料、酒、タバコ、ベビー用おむつ、ベビー用

おしりふき、粉ミルク、ベビーフード、処方箋等 その他一部除外品がございますの

で、不明時は、店舗スタッフへご確認願います） 

※愛知県内の「マツモトキヨシ」、「ヘルスバンク」のお店にて、精算前に優待カード

提示後、ご利用できます （調剤薬局では、利用できません） 

※一部除外店舗もございますので、ご利用前に店舗スタッフへご確認願います 

※他の割引券との併用はできません 

※薬剤師不在時は、法律により要指導医薬品、第Ⅰ類医薬品の販売はできま

せんのでご了承下さい。 

【グループ経営理念】 あなたにとっての、いちばんへ  １st for You.  

私たちは、すべてのお客様のためにまごころをつくします。 

私たちは、すべてのお客様の美と健康のために奉仕して参ります。 

私たちは、すべてのお客様にとって、いちばん親切なお店を目指します。 

 

従業員一同、皆様のご来店をお待ちしております。 

 

http://www.matsukiyo.co.jp/map/healthbank
http://www.matsukiyo.co.jp/map/healthbank
http://www.matsukiyo.co.jp/map/healthbank


名鉄セントラルフィッ

トネスクラブ小牧 

小牧市中央1-260 

名鉄小牧駅ビル2Ｆ 

(0568) 

76-1701 

・施設利用料1,000円（税別） 

・姿勢分析+ショートカウンセリング無料（施設利用初回時のみ） ※要予約 

・入会時のカード発行手数料通常2,000円（税別）を無料 

「一生涯の健康づくりに貢献する」という経営理念の下、愛知県民の皆さまの一

生涯にわたる健康づくりのお手伝いをさせて頂きたいと思っております。県内７店

舗あるセントラルフィットネスクラブから、健康への第一歩を進めて頂きますよう心よ

りお待ちしております。 

ブイトピアスポーツクラ

ブ小牧 

小牧市久保一色16 (0568)                  

72－5051 

・ビジター料金2,700円のところ1,080円/１回にてジム・スタジオ・プールの利

用、レッスンが受けていただけます。さらに体内成分分析（筋肉・脂肪・骨等）

測定およびカウンセリングを無料で実施いたします。（電話予約をお願いしま

す）                                            

      ・さらに入会いただく際には、入会金10,800円を3,240円に70％

OFFします。 

初めての方にやさしいスポーツクラブです。健康維持や筋力アップ、減量のために

運動を始めよう思っている方、すでに行っている方に親切・丁寧・わかりやすくお客

様にあったプログラムを提供します。元気なライフスタイルを一緒に作りましょう！！ 

こりとりマッチョ＆パーソ

ナルフィットネスRS 

小牧市外堀３丁目213 (0568) 

54－8894 

 

・パーソナルトレーニング入会金19,800円→9,800円(10,000円off)。 

・トレーニングジム入会金10,000円→5,000円(5,000円off)。 

・全身もみほぐし60分以上のコース300円引き 

体の疲れをとり、健康を促す「もみほぐし」と、体を鍛え、真の健康を手にする施設

を両方やっています。栄養指導から運動指導まで、オールマイティーなのが特徴で

す。 

株式会社トヨタレンタ

リース愛知 小牧イン

ター店 

小牧市曙町116番地 (0568) 

73-0100 

・レンタカー基本料金より15％割引 

 （一部車種を除く。他の割引との併用不可） 

愛知県のレンタカーなら「トヨタレンタリース愛知」 

中部国際空港をはじめ、充実の店舗展開！ 

大人気のハイブリッドカーをはじめ、引っ越しに便利なバン・トラックなど車種も豊富

にご用意しております。 

ミーティア 小牧市外堀3-176 － ・お見積り後に優待カード提示で、デザイン代10％OFF（最大5,000円まで） 印刷物、ホームページの制作なら「ミーティア」 

ミーティアでは、名刺やチラシ、看板、ポスター、ホームページなどの広告物をお客

様の希望に添えるようにデザインからシステムまでフルオーダーで制作致しておりま

す。 

美容室 優 小牧市新町2-189 (0568)    

77-9768 

・技術料金１０％OFF                                      

・８０才以上の方 パーマ染め２０％OFF 

みなさんの癒しの場、女性専用サロン「美容室 優」へ、ぜひおいで下さい。お悩

みごとの相談も承ります。お気軽にどうぞ。 

美容室 combout 小牧市若草町223 (0568) 

77-6543 

・カード提示の方に限り、シャンプーをサービス。前髪カットサービス。カラーメニュー

をされた方は、プラチナコラーゲントリートメントをサービスします。 

ストレートパーマは5種類。パーマメニュー7種類用意してます。お客様の髪質、又

は仕上げたいスタイルに合わせて薬剤、施術工程を変えています。ぜひ、サラフワ

ヘアを御体験いただきたいです。 

http://www.central.co.jp/club/meitetsu-komaki/index.html
http://www.central.co.jp/club/meitetsu-komaki/index.html
http://www.vtopia.jp/
http://www.vtopia.jp/
http://www.trl-aichi.co.jp/
http://www.trl-aichi.co.jp/
http://www.trl-aichi.co.jp/
http://office-meteor.jp/


宝飾工房K’s 

CRAFT 

小牧市小牧3－147  

PERSON to PERSON 2F 

(0568) 

75-1001 

・展示商品3,000円（税込）以上お買い上げで500円割引致します。（一部

除外品有） 

当工房にてデザイン製作致しましたオリジナルジュエリーをメインに展示・販売いた

しております。現在、お客様がお餅の宝飾品のリフォームや修理等もご相談を常

時承っております。お気軽にご来店下さい。 

アイ・トレーニング 視

快研 小牧 

小牧市中央1－239 3F (0568) 

42-6388 

・視力測定無料。視力回復トレーニング体験1回無料。 スマホ、PC,ゲームの急速な普及や生活習慣の変化により、小学生の30％以上

が視力1.0未満となってしまいました。年に1～2回の学校検眼では、子供の視

力低下の発見が遅れがちです。当店では、地域の方々の視力を守る為、随時

視力チェックを受け付けております 

 


