「あいち健康マイレージ（とよはし健康マイレージ）」

協力店一覧【豊橋市】

※順不同
平成29年1月11日現在

飲
店舗・施設名
出雲そば

千成

清水庵

清水庵

中野店

ジャパンクレープ
カルミア

信州庵

中浜本店

鈴八庵

食
所 在 地

電

話

サービス（特典） 内容

店舗・施設

ＰＲ

店舗・施設名

所 在 地

電

話

お会計の総額より10%割引
(他のサービス券との併用不可)

豊富なメニューが自慢のお店です。ランチのご飯は白米、
十五穀米、炊き込みご飯の三種類から選んで頂くことがで
きます。

勢川 吉田方店

高洲町高洲52-3

31-1275

まいかカードご持参の方に限りお 当店ではボリュームのある手づくりの日替わりランチを提
供できるよう心掛けています。
食事代より50円引き

大清水町字娵田54

25-4556

お会計の総額から100円サービス

豊橋市の最南端にある、うどん・そば専門店。もっちり太
麺が自慢の自家製麺のお店です。そして毎日煮出す黄金の
ダシに秘伝の返しを合わせ、うどん・そばにぴったりの味
を引き出しています。

蕎麦匠まつや

松葉町3-63-4

52-4950

「玄米ご飯」を白飯と同じ価格で 創業50年を迎える「そば屋」です。手づくりをモットーと
して、旬の素材を活かした献立がご好評頂いております。
お召し上がり頂けます。

中野町野中25-1

47-0305

カード掲示の方のみ
100円引き

大正庵

南松山町121-2

52-5638

カードご持参の方のみ
デザート１品サービス

純国産の江丹別そば粉100%使用、お出しするのはその日打った蕎麦
のみ。うどんも地粉「きぬあかり」100%使用。自然であること、体
に良いこと、そしてなにより“おいしい”こと。大正庵のこだわり
は、ここから始まっています。

花田町西宿無番地
カルミアB1F

52-8611

クレープ50円引き

日本初の米粉１００％使用のグルテンフリークレープ。小
麦粉を一切使用せず米粉のみで仕上げています。地元豊川
の音羽米使用、フルーツも地元の物を使用しています。

東京庵本店

大手町135

52-3487

カードご持参の方のみ
50円引き

明治17年創業。豊橋市ではもっとも歴史のあるうどん・そ
ば屋。黒っぽいそばと甘めのつゆが絶妙の取り合わせ。ボ
リューム満点の定食などもありますよ！

中浜町83-5

46-5335

カードご持参の方のみ
お食事100円引き(他の割引との併
用不可)

「重ね天ざる」、「味噌煮込み」が当店の人気メニューで
す。他にも「黒カレーうどん」や「あんかけ天丼」といっ
たオリジナルメニューもご好評いただいておりますので、
是非お召し上がりください。

西幸町浜池7

37-7140

1グループ様にご飲食代100円引き うどん限定サービス。器はそのまま、でも量は多め「鈴八
盛り」が好評です。※但し鍋類、そばは不可。
(他の割引との併用不可)

ナザレうどん

豊橋甲羅本店

花田町中ノ坪35-1

31-0125

1ドリンクサービス(5名様まで)
お客様に美味しい「かに」を存分に味わっていただくた
1500円以上ご注文の方
め、鮮度と品質を追求。産地直送の旨みたっぷりの「か
オーダー時に優待カードをご掲示 に」を手頃な価格でご提供いたします。
ください。

豊橋保健センター
ほいっぷの森

中野町中原100

38-0112

食事、飲み物を注文し、優待カー 広い窓に囲まれ明るい店内で、他店より安くて美味しい食
ドを提示された方に、プリンを１ 事の提供に心がけ、日替わり弁当の内容にも工夫を凝ら
し、楽しく食事をしていただけます。
個サービス。

仲ノ町80-1

61-0530

もち天トッピング

とんこつ、とりがら、黄金スープの『ナザレうどん』は、当店にし
かないオリジナル。『豊橋カレーうどん』『豊橋うどん（にか
け）』など、添加物を加えないヘルシーなうどんで皆様の健康づく
りを応援いたします。
でのん！＾皿＾ほい。

全品50円引き、ライス大盛り無料
うどんに合う野菜タップリメニューが豊富。
(お食事に限る)

高師店

西高師町小谷35

47-2563

砂場

つつじが丘

つつじが丘3-2-1

61-2523

カードご持参の方のみ
100円引き

Facebookページあります。手打ち蕎麦処砂場
(https://www.facebook.com/sunaba17/?fref=nf)

花屋うどん

西幸町古並44-1

48-1102

勢川

磯辺店

駒形町下田92-2

46-4662

会計時、お食事された合計より5%
割引(当店発行の他サービスとの
併用不可)

すべての調理にアルカリイオン水を使用し、お茶はすりお
ろしの茶葉にて提供しています。米は契約農家より仕入れ
るコシヒカリクロレラ米を使用。又、お客様の健康を願い
すべてのうどんに梅干を入れてあります。

びっくりドンキー
豊橋藤沢店

潮崎町51

46-5200

当店では、季節に応じご当地産の小麦をはじめ、日本全国
の内麦(地粉)を厳選し独自のブレンドをした粉を使用して
います。小麦本来の風味と、自家製手打ち式麺の食感をお
楽しみください。

びっくりドンキー
三ノ輪店

三ノ輪町3丁目1-1

61-2772

めん処 しなの庵

中原町東山82-5

レストランケイ

駅前大通1-55
ホテルアークリッ
シュ豊橋16階

勢川

大岩店

大岩町火打坂11-11

41-1156

カードご持参の方のみ
11時～17時 :50円サービス
17時～20時30分:100円サービス

勢川

新吉店

新吉町24

55-6323

カードご持参の方のみ
100円OFF

当店では、メニューのカロリー表示が各テーブルに置いて
ありますので、健康に注意しているお客様も安心してご来
店できます。

62-8011

カードご持参の方のみ
100円引き

うどん・そばは国産の粉を、野菜は地元の野菜を使ってい
ます。

つつじが丘2-3-7

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。

41-5225

カードご持参の方のみ
100円引き

当店では、丼ぶりとセットメニューが充実しています。天
丼、いくら丼、ソースカツ丼・・・あなたならにかけと
セットで何にする!?ご来店お待ちしております。

51-1116

料理飲料の5%OFF※割引対象外の きる、ホテル最上階のレストラン。料理のテーマは、
商品もございます。詳しくはご予 MIKAWA ism contemporary cuisine。三河が誇る新鮮な山
海の幸と世界中から厳選した食材をマリアージュし、ARC
約時にご確認ください。

海・山・まちに包まれた東三河の素晴らしい景色を堪能で

RICHE STYLEとして創り上げます。

ホテルバイキングを優雅に満喫できる。季節のお料理を約
40種ご用意する人気のランチバイキング。日替わりのシェ
フサービスやデザートコーナーの焼きたてワッフルがオス
スメです。

ロワジールホテル豊橋

勢川

西駅店

花田一番町185

32-7067

デザート一品サービス

勢川

二川店

東高田町774

41-6452

カードご持参の方のみ
50円引き

勢川本店

松葉町3丁目88

54-0614

1枚につき5名様まで一律50円引き 創業101年を迎える老舗です。昔ながらの味を守り続けて
います。
でお受けします。

勢川

神野新田町イノ割
73-5

32-3366

会計時お食事された合計より5%割
引(当店発行の他のサービスとの
併用不可)

牟呂店

ＰＲ

63-8095

砂場

つつじが丘店

店舗・施設

飯村南2丁目26-8

カード掲示でライス、麺の大盛り うずらフライ、素揚げの野菜を加えた豊橋カレーうどんが
人気のお店です。
無料

勢川

サービス（特典） 内容

コーヒーショップ
フォーシーズンズ
安い！早い！そしてボリューム満点！のんほいパーク(西
門)のすぐ目の前！お座敷もあり、小さなお子様も安心し
てお食事が出来ます。お１人様からご家族の方まで、お気
軽にご利用ください。

丁寧に踏み込んだこだわりの麺は、つるりとした喉ごしと
もっちり感が身上。日替わりランチ、マグロづけ丼ランチ
など６種類のランチが好評。ランチは750円から、レ
ディースランチなども好評。

ロワジールホテル豊橋

中華料理「豊華楼」

藤沢町141

48-3131

1グループ様にご飲食代金を
10%OFF(他の割引との併用不可)

四季折々の食材が持つ風味特徴を大切に、料理長が工夫を
凝らして作る日本料理の粋を堪能できる。寿司職人が握る
ネタもお楽しみ下さい。

ロワジールホテル豊橋

日本料理「藤さわ」

韓国料理居酒屋
辛韓 豊橋店

愛知の名工を受賞した料理長がうでを振う本格中華を気軽
にオーダーバイキングでも楽しめ、ホテルならではの贅沢
気分を味わえる。

東脇3-14-7

33-0760

飲食代金より5%OFF

個室、ロースター席有り。宴会90名様までＯＫ！
週末5時まで営業。無料送迎バス有り。
宴会予約特典いっぱいあります。
詳しい内容はＨＰへ！

買
店舗・施設名

アピタ向山店

物
所 在 地

向山町字中畑1-1

生活関連サービス
電

話

56-6400

サービス（特典） 内容

店舗・施設

ＰＲ

毎月19・20日に2,000円以上（税込）
のお買い上げで、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 UCSカード、ユニコカード感謝デーの毎月19・20日は、
す。
UCS・ユニコ会員様は、衣料品・食料品・暮らしの品が5%
※「まいかカード」と共に、直営店の当日レシート
引きにてお買い物して頂けます。（※一部除外品がありま
2,000円以上（税込）をサービスカウンターまでお持
す。）
ちください。
※当日のプレゼントは、お一人様1本とさせていただ
きます。
※サービス内容は、時期により変更になる場合があり
ます。

北島農園

日本調剤豊橋薬局

ピアゴ大清水店

花田町西宿無番地
カルミア2Ｆ

55-2713

佐藤1丁目14-24

62-2216

南大清水町富士見
700-1

25-6641

ギフトフラワー（切り花に限る）をお
買い上げの時、料金の１割分のお花を
上乗せします。（２０００円以上お買
い上げの方）

贈る人への気持ちをお花にのせて素敵な花束・アレンジメ
ントをお作りします。お誕生日,記念日,季節行事,送別会
等お花をプレゼントしてみませんか？お電話での注文もお
受けしておりますので、ご予約していただけるとスムーズ
ex.３０００円の花束をご注文された場合、
にお渡しできます。
３３００円分のお花が入ります。

店内商品購入時５％ＯＦＦ
（保険調剤を除く）

日本調剤では新規のかかりつけ薬局として健康サポート、
お薬相談など承っております。
お気軽にお立ち寄りください。

毎週金曜日に2,000円以上（税込）の
お買い上げで、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。 UCSカード、ユニコカード感謝デーの毎週金曜日は、UCS・
ユニコ会員様は、衣料品・食料品・暮らしの品が５％引き
※「まいかカード」と共に、直営店の当日レシート
2,000円以上（税込）をサービスカウンターまでお持 にてお買い物して頂けます。（※一部除外品がありま
ちください。
す。）
※当日のプレゼントは、お一人様1本とさせていただ

店舗・施設名
カメラの店
泉崖堂（株）

所 在 地
広小路3丁目54-6

電

話

52-7539

株式会社トヨタレンタ
大橋通1丁目61
リース愛知
第一愛豊ビル2Ｆ
豊橋駅前店

57-5700

株式会社トヨタレンタ
リース愛知
佐藤2丁目9-12
豊橋佐藤店

(0120)
331319

株式会社トヨタレンタ
リース愛知
花田一番町58
豊橋新幹線口店

33-0700

ほの国百貨店

駅前大通2丁目10

マツモトキヨシ
花田町西宿無番地
豊橋駅ビルカルミア店

マツモトキヨシドラッ
グSEQVo！（エクボ） 柱五番町116-1
とよはし店

54-1211

52-2263

創業87年の信頼の店。親切・丁寧がモットーです。
ご来店お待ち申し上げます。

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。

スポーツ・レジャー
店舗・施設名

スポーツクラブ
アクトス豊橋店

所 在 地

前田南町2-17

38-8122

パフォーマンスリハセ
伝馬町14
ンター

電

話

ホリデイスポーツクラブ

店内商品＜店頭表示価格（税込）
より＞5%引き致します

メディカルフィットネス

豊橋店

ＰＲ

55-6000

施設利用料（ビジター利用料通常
4,000円を1,500円（税別）個人会
員入会特典として、入会金・登録
手数料を無料

県下に18店舗を展開するアクトスが皆さまの健康づくりを
サポートいたします。本格的な施設と豊富なプログラムで
充実したフィットネスライフをお楽しみください。（店舗
ごとに内容が異なりますので、予めホームページなどでご
確認ください）

69-5655

パーソナルトレーニング(6,500
円) 1回無料

当店は医療系国家資格をもち、プロスポーツ選手に携わっ
ているトレーナーが在籍しているため、スポーツ選手はも
ちろん、ロコモ予防のトレーニングや身体に痛みや不安を
持っている方でも安心してトレーニングを行い、「あなた
らしい健康」をサポートしています。

39-1333

1日無料体験チケット（2,700円相 をコンセプトに、皆様の健康づくりを応援しています。ま
た、初心者の方でも安心してご利用できる場所を提供して
当）プレゼント

中野町平北80

おります。

メイツクラブ
【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。

店舗・施設

サービス（特典） 内容

ホリデイスポーツクラブは、遊ぶ、楽しむ、フィットネス

(1回のお会計で税別1000円以上のお買 催しております。皆様のご来店をおまちしております。
物が対象となります。食料品・金券等
除外品もございます)

※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。

ＰＲ

証明写真(履歴書・パスポートな
ど)半額
通常価格1組1,080円→540円

きます。
※サービス内容は、時期により変更になる場合があり
ます。

ほの国百貨店1階「ご案内カウン
ター」にまいかをご提示いただき
東三河唯一の百貨店。11ブランドがラインナップする化粧
ますと、お買物が5%引きになる
品は多くのお客様からご支持をいただいております。また
「お買物優待券」を進呈します。 8階催事場では、物産展や各種セールなどの催物を毎週開

店舗・施設

サービス（特典） 内容

平川南町74

66-3332

ご入会いただいた方に、メイツク
ラブオリジナルタオルをプレゼン
ト。

メイツクラブが運営するメディカルフィットネスクラブで
す。健康な方はもちろん、お身体に不安をお持ちの方でも
安心してご利用いただけます。測定結果を元にお一人お一
人に合った運動プログラムをご提案させて頂きます。

そ の 他
店舗・施設名

所 在 地

電

話

店舗・施設

サービス（特典） 内容

ＰＲ

カラオケのビッグエコー豊橋北山店は豊橋鉄道渥美線南栄

カラオケ ビッグエコー

豊橋北山店

北山町西ノ原40-12

45-9991

ご利用代金の総額20％OFF
駅より徒歩１６分！にお得な学割や60歳以上のお客様に好
※パーティーコース利用は、総額 評なシニア割も実施中♪最新機種のライブダム・スタジア
ムはもちらん、さまざまなタイプのカラオケルームをご用
5％OFF
意しております！

カラオケのビッグエコー豊橋藤沢店はJR豊橋駅より車で５

カラオケ ビッグエコー

豊橋藤沢店

藤沢町83-2F

38-9355

ご利用代金の総額20％OFF
分！にお得な学割や60歳以上のお客様に好評なシニア割も
※パーティーコース利用は、総額 実施中♪最新機種のライブダム・スタジアムはもちらん、
さまざまなタイプのカラオケルームをご用意しておりま
5％OFF
す！

シダックス

豊橋大池通りクラブ

愛知県内では、他にも様々な店舗がお得な特典をご用意してお待ちしております。
詳しくは愛知県ホームページをご覧ください。

向山町三ノ輪2-2

66-2200

シダックスでは楽しいイベントやお得なサービスが盛りだ
くさん！おいしい料理と飲み物で、カラオケがとっても楽
（他のサービス券との併用不可）フリータイ しくなります！
ム・各種パックご選択の場合は5%割引（他の 大人数でのパーティーにも対応可能！
サービス券との併用不可）
１次会、２次会、３次会・・・迷わずシダックスへ！

2時間以上のご利用でルーム料金
が1時間無料

