
 

所在地 野寄町西浦３６番地２ 

℡（０５８７）７５－３８６８  

 

 

＜ランチタイム＞ パスタ・ピザをオーダー 

頂くと、13種以上の前菜バイキング＆フ 

リードリンク付です。 

＜ディナータイム＞ ディナーコースは、 

前菜バイキング・フリードリンクにケーキの 

バイキングが付いています。  

所在地 旭町２丁目１５番地 

℡（０５８７）６６－１４５５ 

 

 

 

ひつまぶし・名古屋コーチンなど、 

昭和四十八年の老舗の味を創業 

以来岩倉で愛される店『和食にわ』。 

和の料理人が織り成す奥深い味を 

楽しめる和食処です。 

ランチ 800円～、夜 1,400円～ 

所在地 中本町南加路桶１９－１ 

℡（０５８７）６６－３５６１                                                            

 

 

 

 

岩倉駅から徒歩３分。観葉植物の多い店内 

で、長時間くつろぐことができます。お座敷や 

子供イスも用意してあるので、お子様連れに 

も安心してご利用いただくことができます。  

所在地 栄町１丁目６６ 岩倉市役所２階 

℡（０５８７）３８－３８１１  
                                                               

 

 

天然酵母のパンなど素朴なパンを 

提供しております。 

所在地 栄町２－８０ 

℡（０５８７）６６－３５７９  
                                                                

 

石窯で焼く、ナポリピッツァと豊富な 

お食事で皆様のご来店お待ちして 

おります。 

所在地 下本町下市場１２５－３ 

℡（０５８７）３８－３７２０                                                             

 

入れば納得、味の良さ、入れ 

ば感じる和みの心のフレーズ。 

自慢の石焼き丼ぶり・串焼き・ 

串揚げを少人数から大人数で 

気軽に楽しんで下さい。 

所在地 鈴井町上神田１０４－１   

℡（０５８７）３８－５０３８                                                           

 

 

 

＜モーニングサービス＞10種のパンから 

１つ、サラダ、ヨーグルト、スープ、サービス 

＜ランチタイム＞チーズフォンデュ、野菜 

たっぷりカレー、キッシュ、明太焼きそば 

全てサラダ、スープ、デザート付き 

＜アフタヌーンサービス＞ワッフル、ゼリー、サービス  

所在地 東町東市場屋敷２６３－２ 

℡（０７０）５３３５－４１７０                                                       

 

 

 

 

キラキラと輝く色とりどりのケーキが 

並んだショーケースには、季節にあわ 

せたスイーツが続々登場します。 

カフェスペースもあり、ゆったり落ち着 

いた空間でアンジュールのスイーツを食べて「ステキな

一日」、「幸せな一日」を過ごしていただけたらと思いま

す。     

所在地 川井町１４０３－１                                                    

℡（０５８７）３７－１１８８ 

 

 

                                                     岩倉市保健センター発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ☆岩倉市内だけでなく、愛知県内のいろいろな協力店舗でご利用になれます！ 

       健康マイレージ事業 協力店〈愛知県全体１，２０４店舗〉 （平成３１年２月１５日現在） 

     愛知県内の協力店舗と特典はホームページにてご覧いただけます。 

          ホームページアドレス（愛知県のホームページ）  
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/0000075664.html 

☆『まいか』の有効期限は発行日から１年間です。 

     ※『まいか』は記名されたご本人のみ利用できます。 

 

 

                                                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス（特典）内容         
ランチタイムは、手作りドルチェ２種サービス 

ディナータイムは、ディナーコースをお１人様２００円 OFF 

サービス（特典）内容       
お肌ぷるんぷるんコラーゲンボールプレゼント 

サービス（特典）内容      
コーヒーチケットお買上げでお菓子２個プレゼント 

 

サービス（特典）内容         
ＰＭ１時以降来店、ご注文のお客様は、合計金額より 

50円引き 

サービス（特典）内容      

パン（自家製品限定）500 円以上お買い上げ（税込）

でポイント１個、クッキー１枚プレゼント 

サービス（特典）内容       
ディナータイムに、お好きなドリンク１杯サービス サービス（特典）内容      

ランチ 100 円ＯＦＦ、ディナードリンク１杯サービス

（日本酒以外） 

サービス（特典）内容   
ソフトドリンク１本 

サービス（特典）内容       

1,500 円以上お買上げの方に焼き菓子１つ

プレゼント 
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4 

『まいか（あいち健康づくり応援カード）』ご利用方法 

『まいか』を協力店舗・施設で提示すると、サービスや特典が受けられます！ 

 

いわくら健康マイレージ事業 

QR コード 

協力店舗での  

サービス・特典 

さくらん坊 キャナリィ ロウ岩倉店 ステファン・ペペ 

ダールフルット 

串焼菜膳 和み 岩倉店 

和食にわ 

カフェくるり 

ADOOR 

アンジュール 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/0000075664.html


 

菜の花農園は、自然栽培で健康な 

野菜を育て、毎週水曜は、おさや糸店 

２階のかがよひ（11時～18時頃）。 

で、直売しています。 

℡（０５８７）６６－５３３７  
 

                                                              

 

 

 

 

駅から３分で来れる美容室です。 

５分位でヘアセットをするワンコイン 

ヘアメイクも好評なメニューです。 

当日予約ＯＫですが、 

完全予約制です。  

所在地 下本町下市場１１５ 

℡（０５８７）６６－７７６６                                                           

 

 

 

 

 

編み物、ソーイング、手芸全般、 

いろいろ取り揃えています。 

ぜひ、一度ご来店ください。 

名古屋駅から名鉄犬山線快速 

特急にて、お店の中まで、 

17分 45秒!! 近いです。 

所在地 昭和町１－２３ 

℡（０５８７）３７－０００３ 

  
                                                               

 

 

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％引きにてお買い物し 

て頂けます。（※一部除外品があります。） 

所在地 八剱町長野１番地３ 

℡（０５８７）６５－４７１１ 

 

 

 

 
                                                                

 

各産地の銘茶、抹茶、茶道具、 

家庭用陶器    

所在地 栄町２丁目９９ 

℡（０５８７）３７－７５６６ 

 

                                                      

 

全国的にも珍しい、世界の民族楽器を集めた 

資料館です。世界各地の貴重で珍しい民族 

楽器約 1,800点を集めました。世界中の 

あらゆる民族が”音”を楽しむために作った 

道具である「楽器」を通して、人にとって音楽 

とは何か？を楽しく考える資料館です。 

所在地 八剱町石橋１１ 

℡（０５８７）３７－５１００ 

                                                           

 

図書館と公園の目の前にある、アットホームなヘアサ

ロンです。赤ちゃんからお年寄りの方まで、広い年齢

層のお客さまにご来店していただいてます。 

所在地 昭和町１－３３ 

℡（０５８７）６６－１２２３ 

 
                                                      

 

 

 

当店では、花を見ながらゆっくりとお茶を 

楽しんでもらえます。 

ガーデニングや植え替えなどもやっており、 

花の育て方などお気軽におたずね下さい。 

花束、アレンジなどお客様のこだわりに合 

わせ、作成しておりますのでご相談下さい。ご来店お待ちしています。 

所在地 下本町真光寺２４７ 

℡（０５８７）３７－４５６８                                                          

 

 

 

クッキングスタジオサンテは、日々の食生活に役立つ

初心者の方でも気軽に受講していただける料理教室で

す。また、「名古屋めし」をはじめ地域の郷土料理の普

及にも力を入れております。 
℡（０５８７）８１－７７５８                                                  

 

  

 
 

 

 
 

 HPで 1日に必要なエネルギー・栄養成分のうち、どれだけ補えるかを、調べられる  

コンテンツを公開中。 

（URL:http://www.mcdonalds.co.jp/quality/basic_information/check.php） 

所在地 鈴井町下神田１１４－１ 

℡（０５８７）３８－０７６６ 

 

 
                                                     

 

 

 HPで 1日に必要なエネルギー・栄養成分のうち、どれだけ補えるかを、調べられる 

コンテンツを公開中。 

（URL:http://www.mcdonalds.co.jp/quality/basic_information/check.php） 

所在地 八剱町長野１－３ 

℡（０５８７）６５－５５７５ 

 

 

 

 

 

 

UCSカード、ユニコカード感謝デーの毎月 9・19・29日は、 

UCS・ユニコ会員様は、衣料品・食料品・暮らしの品が５％ 

引きにてお買い物して頂けます。（※一部除外品があります。）   

所在地 旭町１丁目２５番地 

℡（０５８７）６６－７１１１  

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

  

 

 

 

 

サービス（特典）内容    
毎月第１月曜日、お好きな野菜を１皿 50円引き 

サービス（特典）内容 

・新規ご来店の方は技術料金 20％ＯＦＦ 

・２回目以上ご来店の方は 500円サービス 
 

サービス（特典）内容   
料理教室の入会金（3,780円）を半額割引 

（割引併用不可） 

サービス（特典）内容  
おさや会員、入会金 500円を無料 

サービス（特典）内容              
・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。 

※「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。） 

サービス（特典）内容  
・抹茶一服、ソフトクリーム 20円引き 

・その他、全商品も１点に付き 20円引き 
サービス（特典）内容       
入館料を 50円引き。 

 大人 500円→450円、大学生 400円→350円、 

 中高生 300円→250円、小学生 200円→150円 

サービス（特典）内容   

・新規来店の方は技術料金 20％ＯＦＦ 

・２回目以上来店の方は 500円ＯＦＦ 

サービス（特典）内容              
・花束、アレンジを 5,000円（税抜）以上お買い上げで５％OFF 

・ハーブティーと紅茶 400円（税込）を 350円（税込）に！ 

・アレンジ教室初回のみ 3,000円（税込）を 2,500円（税込）に！ 

 

マクドナルド岩倉店 
マクドナルド八剱ピアゴ店 

アピタ岩倉店 

サービス（特典）内容            

・対象のバリューセットを 580 円で提供（ビッグマック、チキンフィレオ、ベーコン

レタスバーガー、えびフィレオ） 

※店内カウンターのみ注文可能です。   

※バリューセットは、朝マック販売店舗では 10:30以降利用可能。 

※バリューセットは、マックフライポテト［M］+ドリンク［M］となります。   

※カード保有者のみ、1回 1セット限り有効 

サービス（特典）内容           

・対象のバリューセットを 580 円で提供（ビッグマック、チキンフィレオ、ベ

ーコンレタスバーガー、えびフィレオ） 

※店内カウンターのみ注文可能です。   

※バリューセットは、朝マック販売店舗では 10:30以降利用可能。 

※バリューセットは、マックフライポテト［M］+ドリンク［M］となります。   

※カード保有者のみ、1回 1セット限り有効 

サービス（特典）内容                      

・毎月 9・19・29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。 

※「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。 

 
 

おさや糸店 菜の花農園 ピアゴ八剱店 

宇治香園 
舩橋楽器資料館 

ラベゼシャンドラ 

ビューティサロンいとうラベゼ 

クッキングスタジオ サンテ 

花小径 

http://www.mcdonalds.co.jp/quality/basic_information/check.php
http://www.mcdonalds.co.jp/quality/basic_information/check.php

