協

賛

店

ガ

イ

ド

生活関連
タクシー
協

賛

店

特

典

内

容

(株)サンワタクシー 倉敷営業 タクシー乗車時、愛カードを提示した高齢者の人は、タクシー料金を１０％割
引します。
所
ただし、その他の割引との併用はできません。
運転免許証を自主的に返納した高齢者(65歳以上)の者で、岡山県警察が発行す
る「愛カード」を提示したときに運賃等１割引とします。なお、他の割引との
吉備タクシー(株)倉敷営業所
併用はできません。
｢愛カード｣を提示された方に、タクシー料金を１割引いたします。
但し、他の割引との併用は出来ません。
岡山交通(株)倉敷営業所
岡山市・倉敷市で約300台の台数と｢安全｣｢安心｣をご提供します。
｢愛カード｣を提示された方に、タクシー料金を１割引いたします。
但し、他の割引との併用は出来ません。
岡山交通(株)中庄営業所
岡山市・倉敷市で約300台の台数と｢安全｣｢安心｣をご提供します。
タクシー料金の１割引
両備タクシー(両備ホールディ 但し、その他の割引の併用はできません。
両備タクシーは、安心・安全・まごころからのサービスでご案内いたします。
ングス(株))倉敷営業所
ご利用をお待ちしております。
ご乗車時に「愛カード」を提示された方に、タクシー料金を１割引にします。
とみタクシー
ただし、その他の割引との併用はできません。
ご乗車時に「愛カード」を提示された方に、タクシー料金を１割引いたしま
山陽タクシー(株)西阿知営業所 す。ただし、その他の割引との併用はできません。
運転免許証を自主的に返納した高齢者(65歳以上)の者で、岡山県警察が発行す
る「愛カード」を提示したときに運賃等１割引とします。なお、他の割引との
新中国交通(株)倉敷営業所
併用はできません。
ご乗車時に「愛カード」を提示された方に、タクシー料金を１割引いたしま
倉敷タクシー(株)
す。ただし、その他の割引との併用はできません。
ご乗車時に「愛カード」を提示された方に、タクシー料金を１割引いたしま
(有)早島タクシー
す。ただし、その他の割引との併用はできません。
ご乗車時に「愛カード」を提示された方に、タクシー料金を１割引いたしま
(有)早島タクシー老松営業所
す。ただし、その他の割引との併用はできません。
ご乗車時に「愛カード」を提示された方に、タクシー料金を１割引いたしま
旭交通(株)本社営業所
す。ただし、その他の割引との併用はできません。
ご本人の「愛カード」を提示された高齢者に対し、運賃の１０％を割引しま
下電タクシー 倉敷営業所
す。ただし、その他の割引との併用はできません。
ご乗車時に「愛カード」を提示された方に、タクシー料金を１割引にします。
有限会社 澤田交通
ただし、その他の割引との併用はできません。

所

在

地

電話番号

倉敷市中島

086-460-3133

倉敷市下庄

086-462-1515

倉敷市中島

086-460-0444

倉敷市松島

086-460-0444

倉敷市中島

086-465-6633

倉敷市福島

086-486-5185

倉敷市西阿知町西原

086-465-5100

倉敷市大島

086-422-2671

倉敷市二日市

086-422-5500

都窪郡早島町早島

086-482-1234

倉敷市老松町

086-482-1234

倉敷市新田

086-422-2525

倉敷市幸町

086-422-0244

岡山県都窪郡早島町早島

0120-10-6000

衣料関係
協

賛

店

はるやま商事(株)倉敷店
食品・飲食・スーパー等
協 賛 店

特

典

内

容

販売価格の１０％OFF(税込1,000円以下は除く)
他の割引併用時５％OFF。GMCカード及び提携クレジットカードとの併用不可。

特

典

内

容

・カードを掲示されたお客様へドリンクのサービス
カレーハウスCoCo壱番屋 倉敷 ・同伴された小学生以下のお子様（お孫さんなど）にガチャガチャ１回または
お菓子の引換券
沖店
・ご一緒に来店されたご家族またはグループにフライドポテト１個サービス
商品１点以上購入のお客様にホットコーヒー、ホットティー、アイスコー
モスバーガー倉敷笹沖東店
ヒー、アイスティーから１杯サービス

所

在

地

086-421-5411

倉敷市白楽町

所

在

電話番号

地

電話番号

岡山県倉敷市沖

086-427-6455

岡山県倉敷市新田

086-423-6560

協

賛

店

ガ

イ

ド

ファーストドリンクサービス（580円以下の商品に限る。）５名様まで利用可
能。
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、飲み物代から２０円引き（コー
Leaf`s（リーフ）
ヒー、紅茶、ハーブティ）
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上げ金額から５％値引いた
します。
(株)ハタダ 笹沖店
※他の割引との併用はできません。また、クリスマスケーキ予約等一部対象外
商品があります。本人に限ります。
お買上げ金額に対して、「愛カード」を提示されたご本人様に限り、コープの
通常ポイントに加え、１，０００円お買上げごとに１０ポイントをプレゼント
おかやまコープ倉敷北
いたします
６階レストラン「中国四川料理又来軒」では、午後３時以降、同伴者４名まで
中国四川料理又来軒
杏仁豆腐サービス
６階レストラン手打ちうどん「すぎ茶屋」では、「すぎ茶屋オリジナルポイン
手打ちうどん「すぎ茶屋」
トカード」のポイントを２倍押し
６階レストラン「はむら茶屋」では、各種御膳の通常のデザートを自家製アイ
はむら茶屋
スもなかに。
全商品５％割引
シャトレーゼ 笹沖店
株式会社フレックス モスバー 商品１点以上購入のお客様にホットコーヒー、ホットティー、アイスコー
ヒー、アイスティーから１杯サービス。
ガー早島インター店
直営売場でのお買上げ金額に対して、「愛カード」を提示されたご本人様に限
ハピーズ 倉敷中島店
り、ハピーカードの通常ポイントに加え、1倍ポイントをお付けします。
一口ソフトクリーム人数分又はイモ娘１つサービス（６名様まで利用可能）
かもがた茶屋倉敷平田店

くらしき茶寮

和牛焼肉牛八倉敷店
いわ栄 中庄本店
マクドナルド早島インター店
喫茶フェニックス
カレーハウスCoCo壱番屋
中庄店
CAFE REGOD

倉敷市平田

086-423-8288

倉敷市中島

086-527-6937

倉敷市笹沖

086-426-5678

倉敷市宮前

086-434-2511

倉敷市阿知

086-426-2670

倉敷市阿知

086-426-2637

倉敷市阿知
倉敷市笹沖

086-426-2648
086-435-0005

岡山県都窪郡早島町早島

086-480-1500

倉敷市中島

生ビール又はソフトドリンクサービス（カードをお持ちの方、ご本人に限る）

倉敷市西岡

お味噌汁サービス（カードをお持ちの方、ご本人に限る）

倉敷市中庄

086-460-3622
086-425-8808
086-430-2288
086-435-7005

マクドナルドで愛カードをご提示頂くと下記のメニューを特別価格でご提供。
・プレミアムローストコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
・プレミアムローストアイスコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
※全営業時間販売

岡山県都窪郡早島町早島

086-482-3519

岡山県倉敷市幸町

086-434-3977

岡山県倉敷市松島

086-463-3733

愛カードを提示して頂いたご本人様にランチタイムのみドリンク1杯サービス

倉敷市幸町

086-476-2255

レジ精算時において、お買上の１０％引きとします。
☆愛カード提示
☆他のサービスとは併用出来ません。

倉敷市中庄団地

086-463-4001

倉敷市中庄

086-464-3725

粗品贈呈
・カードを掲示されたお客様へドリンクのサービス
倉敷 ・同伴された小学生以下のお子様（お孫さんなど）にガチャガチャ１回または
お菓子の引換券
・ご一緒に来店されたご家族またはグループにフライドポテト１個サービス

お持ち帰り&ミニカフェ 花か
まくら
全国チェーン 本家かまどや中 ５００円以上のお弁当１個お買い上げでお茶１本をプレゼントします
庄店

倉敷市平田

マルナカ

茶屋町店

毎月１５日に、直営売り場レジでお会計前に「愛カード」ご提示で５％ＯＦＦ
※一部除外品がございます。
※他の割引併用はできません。

倉敷市茶屋町

086-420-0500

マルナカ

中島店

毎月１５日に、直営売り場レジでお会計前に「愛カード」ご提示で５％ＯＦＦ
※一部除外品がございます。
※他の割引併用はできません。

倉敷市中島

086-460-0700

協

賛

店

ガ

イ

ド

マルナカ

天城店

毎月１５日に、直営売り場レジでお会計前に「愛カード」ご提示で５％ＯＦＦ
※一部除外品がございます。
※他の割引併用はできません。

倉敷市有城

086-428-3339

マルナカ

早島店

毎月１５日に、直営売り場レジでお会計前に「愛カード」ご提示で５％ＯＦＦ
※一部除外品がございます。
※他の割引併用はできません。

都窪郡早島町前潟

086-483-0211

倉敷市中島

086-465-3287

倉敷市松島

086-462-8627

倉敷市中央

086-426-5888

倉敷市平田

倉敷市羽島

086-486-3070
086-463-0504
086-463-7733
086-434-0117

倉敷市黒崎

086-489-2006

倉敷市黒崎

086-462-9852

ケーキ全品５％割引いたします。
※焼菓子は割引対象外になります。
お買い上げ商品金額が税抜２，０００円以上でおかやま愛カード提示本人のご
自宅配送無料
※配送区域は岡山県内限定
岡山タカシマヤ川崎ショップ
※一般便で扱える商品に限り対象（崇高品・要冷蔵・要冷凍での配送は対象
外）
愛カードをご提示いただいたお客様に廣榮堂「みずほカード」スタンプ２倍押
株式会社廣榮堂 倉敷店
しさせていただきます。
レジにて、お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、愛カード所有本人様
うどんおよべ倉敷店
と同伴のご家族４名様までに限り、飲食代金から５％割引します。
愛カードをお持ちのお客様はポイントカードのポイントを２倍に致します
パンの店 キャリコ
食後のソフトドリンク１杯無料サービス
曲江春（キョッコウシュン）
「おかやま愛カード」を御注文時にご提示された御本人様にお飲み物を１杯
焼肉ありあり
サービスいたします
「愛カード」を提示された方 ８００円以上お買い上げで
ムッシュ ド ムスタッシュ
１０％offいたします。（パンのみ対象）
株式会社セルフストアーやまも ご来店時愛カードを提示されたお客様に鮮魚コーナー・惣菜コーナーからのお
買物を５％割引に致します。（予約の商品・割引商品は除く）
と

ルシカ

倉敷市黒崎
倉敷市中庄

マルナカ

中庄店

毎月１５日に、直営売り場レジでお会計前に「愛カード」ご提示で５％ＯＦＦ
※一部除外品がございます。
※他の割引併用はできません。

倉敷市中庄

086-435-2100

マルナカ

チボリ店

毎月１５日に、直営売り場レジでお会計前に「愛カード」ご提示で５％ＯＦＦ
※一部除外品がございます。
※他の割引併用はできません。

倉敷市宮前

086-424-8301

マルナカ

倉敷駅前店

毎月１５日に、直営売り場レジでお会計前に「愛カード」ご提示で５％ＯＦＦ
※一部除外品がございます。
※他の割引併用はできません。

倉敷市昭和

086-435-4080

マルナカ

マスカット店

毎月１５日に、直営売り場レジでお会計前に「愛カード」ご提示で５％ＯＦＦ
※一部除外品がございます。
※他の割引併用はできません。

倉敷市松島

086-464-5577

酒工房あおえ

商品をお買い上げのお客様にソフトドリンク１杯サービスいたします。

倉敷市水江

086-465-2413

マルナカ

毎月１５日に、直営売り場レジでお会計前に「愛カード」ご提示で５％ＯＦＦ
※一部除外品がございます。
※他の割引併用はできません。

倉敷市老松町

086-421-6644

倉敷市中島

086-465-5060

倉敷市阿知

086-425-3336

老松店

キッチンカフェ
瀬戸内

海鮮料理

めんどりや
白壁

お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、ご本人様のみ日替り弁当５００
円のところ４９０円で販売させていただきます。
「おかやま愛カード」ご提示されたご本人様にお飲物を１杯サービスいたしま
す。

協

賛

店

ガ

イ

ド

マクドナルド倉敷バイパス店

マクドナルドで愛カードをご提示頂くと下記のメニューを特別価格でご提供。
・プレミアムローストコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
・プレミアムローストアイスコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
※全営業時間販売

岡山県倉敷市新田

086-425-4191

マクドナルド倉敷アリオ店

マクドナルドで愛カードをご提示頂くと下記のメニューを特別価格でご提供。
・プレミアムローストコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
・プレミアムローストアイスコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
※全営業時間販売

岡山県倉敷市寿町

086-434-1323

マクドナルド倉敷中庄店

マクドナルドで愛カードをご提示頂くと下記のメニューを特別価格でご提供。
・プレミアムローストコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
・プレミアムローストアイスコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
※全営業時間販売

岡山県倉敷市下庄

086-461-2388

おかやまコープ倉敷東部セン
ター

65歳以上のみの世帯でおかやま愛カードをお持ちの方、自動車の運転ができな
い方を対象に、おかやまコープの個別配送に掛かる月額手数料を半額とさせて
頂きます。

倉敷市西尾

086-462-9319

岡山県倉敷市笹沖

086-430-2105

岡山県倉敷市白楽町

086-430-2171

マクドナルドで愛カードをご提示頂くと下記のメニューを特別価格でご提供。
・プレミアムローストコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
マクドナルド倉敷ゆめタウン店 ・プレミアムローストアイスコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
※全営業時間販売
マクドナルドで愛カードをご提示頂くと下記のメニューを特別価格でご提供。

マクドナルド倉敷エス・パーク ・プレミアムローストコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
・プレミアムローストアイスコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
店
※全営業時間販売

マクドナルド倉敷宮前店

マクドナルドで愛カードをご提示頂くと下記のメニューを特別価格でご提供。
・プレミアムローストコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
・プレミアムローストアイスコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
※全営業時間販売

岡山県倉敷市宮前

-430-5712

マクドナルドイオン倉敷店

マクドナルドで愛カードをご提示頂くと下記のメニューを特別価格でご提供。
・プレミアムローストコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
・プレミアムローストアイスコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
※全営業時間販売

岡山県倉敷市水江

086-430-5720

岡山県倉敷市水江

086-430-5720

倉敷市阿知

086-426-2111

倉敷市本町

086-421-3888

マクドナルドで愛カードをご提示頂くと下記のメニューを特別価格でご提供。

マクドナルドイオンモール倉敷 ・プレミアムローストコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
・プレミアムローストアイスコーヒー（Ｍサイズ）１５０円を１００円
店
※全営業時間販売

天満屋

倉敷店

株式会社廣榮堂 倉敷雄鶏店
家電
協 賛 店
エディオン中庄店

お買上2,000円（税抜）以上で自宅配送料無料
※クール品、大型品除く一般送料
※岡山県内限定
愛カードをご提示いただいたお客様に廣榮堂「みずほカード」スタンプ２倍押
しさせていただきます。

特

典

内

容

商品ご購入時に「おかやま愛カード」をご提示頂くと、お買い上げ金額より
５％割引を致します。※他の割引特典との併用はできません。
台数限定商品・日替わり台数限定商品等、一部対象外商品がございます。詳し
くはご利用前に店頭係員にご確認下さい。

所
倉敷市中庄

在

地

電話番号
086-461-2411

協

トモエデンキ

エディオン倉敷本店
清掃・クリーニング等
協 賛 店
ダイヤクリーニングマルナカマ
スカット店
ダイヤクリーニングザ・ビッグ
倉敷店
ダイヤクリーニングマルナカ早
島店
ダイヤクリーニングハローズ中
庄店
ダイヤクリーニングマルナカ茶
屋町店
ダイヤクリーニング白楽町店
ダイヤクリーニングマルナカ中
島店
ダイヤクリーニングマルナカチ
ボリ店
ダイヤクリーニングアリオ倉敷
店
ダイヤクリーニングハピーズ倉
敷中島店
ダイヤクリーニングマルナカ倉
敷駅前店
ダイヤクリーニングハローズ田
ﾉ上店
ダイヤクリーニングハローズ羽
島店
ダイヤクリーニング老松店

賛

店

ガ

イ

ド

修理や点検に伴う出張料金、他店購入商品の設置費、引き取り処分費、訪問サ
ポート料金を２割引
当店購入商品の納入設置費を無料に(工事の伴うものや諸事情により有料となる 倉敷市上東
場合もありますので、その都度お知らせします)
＊ただし併用しての割引はできません。
商品ご購入時に「おかやま愛カード」をご提示頂くと、お買い上げ金額より
５％割引を致します。※他の割引特典との併用はできません。
倉敷市笹沖
台数限定商品・日替わり台数限定商品等、一部対象外商品がございます。詳し
くはご利用前に店頭係員にご確認下さい。

特

典

内

容

ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ダイヤクリーニング笹沖店
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ダイヤクリーニング上東店
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ダイヤクリーニング沖店
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニング西阿知駅前 ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
店
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ダイヤクリーニング水江店
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引

所

086-462-0399

086-422-2011
在

地

電話番号

倉敷市松島

086-463-5165

倉敷市笹沖

086-421-0870

都窪郡早島町前潟

086-482-1235

倉敷市松島

086-462-7710

倉敷市茶屋町

086-429-3201

倉敷市白楽町

086-427-9911

倉敷市中島

086-466-4404

倉敷市宮前

086-424-0484

倉敷市寿町

086-421-6999

倉敷市中島

086-466-1906

倉敷市昭和町

086-427-8355

倉敷市田ノ上

086-434-2455

倉敷市羽島

086-421-6911

倉敷市老松町

086-422-6828

倉敷市笹沖

086-422-1705

倉敷市上東

086-462-5920

倉敷市沖

086-427-1144

倉敷市西阿知町

086-466-3223

倉敷市水江

086-465-7003

協
ダイヤクリーニング平田本店
ダイヤクリーニングチョッパー
ズ天城店
ダイヤクリーニングマルナカ老
松店
履物等
協 賛 店
靴工房 グラート
文具・花・日用品等
協 賛 店
サロンド倉敷
印鑑道 倉敷市役所前店
グリーンショップ

清光園芸

(株)伊澤洋行
(有)すみれ花店
印鑑道 倉敷中島店
Ｙ’ｓフラワー倉敷本店
うさぎや倉敷店
うさぎや倉敷西店

賛

店

ガ

イ

ド

ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引
ダイヤクリーニングの会員になっていただき（年会費５００円）、愛カードを
ご提示いただくと、通常会員様２割引のところ３割引

特

典

内

容

インソール、靴、スニーカーをお買い上げの方定価より８％～１０％割引致し
ます。

特

典

内

容

愛カードを提示された方は、ミシン無料点検、修理を致します。
「おかやま愛カード」提示で全商品５％OFF
お会計時に「愛カード」をご提示いただくと、お買上げ金額から５％割引いた
します。
※他の割引との併用はできません。また、薬品等一部対象外商品がございま
す。
一般文具・事務用品２割引。特殊商品(プリンタインク・トナー等)を除く。
生花、造花、鉢物(花束、アレンジ花)3,150円以上現金でお買上げにつき、キー
プ・フラワー(切花延命剤)をプレゼント(配達品は除きます)
「おかやま愛カード」提示で全商品５％OFF
粗品進呈（愛カードご呈示で本人限り初回のみ）
お会計時に「愛カード」をご提示いただくと、お買い上げ金額から５％割引い
たします。（平日のみ）※他の割引との併用はできません。また、一部対象外
がございます。
お会計時に「愛カード」をご提示いただくと、お買い上げ金額から５％割引い
たします。（平日のみ）※他の割引との併用はできません。また、一部対象外
がございます。

便利屋・サービス
協 賛 店
ベンリー全備倉敷中島店
ベンリー倉敷中央病院前店

エアコン・キッチン・バス・フロアー等のクリーニングから家具移動、庭木伐
採、蜂の巣駆除等その他すべての便利サービスを５％引きとします。
１回１万円（税抜）以上のご利用で1,000円割引。

くらしき終活支援センター

遺言書作成や、葬儀後手続き依頼時におかやま愛カードを提示されると、費用
総額から１０％割引きします。ただし、他の割引きとの併用はできません。

特

典

内

容

倉敷市平田

086-425-7113

倉敷市藤戸町天城

086-428-8012

倉敷市老松町

086-421-6603

所

在

地

電話番号
086-476-7725

在

地

倉敷市西田
倉敷市白楽町

電話番号
086-483-0328
086-454-8885

倉敷市早高

086-420-1020

倉敷市日ノ出町
倉敷市中島
倉敷市美和

086-422-5550
086-422-0888
086-460-4511
086-425-7760

倉敷市笹沖

086-421-8989

倉敷市西阿知町

086-465-8000

倉敷市笹沖

所

倉敷市阿知

所

在

地

倉敷市美和

電話番号
0120-826-638
0120-445-456

倉敷市笹沖

086-426-6642

倉敷市中島

金融関係
協 賛 店
(株)トマト銀行早島支店
笠岡信用組合倉敷支店
笠岡信用組合中庄支店
玉島信用金庫倉敷支店
玉島信用金庫中庄支店
玉島信用金庫西阿知支店

特

典

内

容

定期預金の金利優遇
定期預金の金利優遇
定期預金の金利優遇
玉島信用金庫で年金をお受取りいただくお客様専用のフリーローンで、「おか
やま愛カード」を提示していただくことにより、0.５％の優遇金利を適用いた
します。
玉島信用金庫で年金をお受取りいただくお客様専用のフリーローンで、「おか
やま愛カード」を提示していただくことにより、0.５％の優遇金利を適用いた
します。
玉島信用金庫で年金をお受取りいただくお客様専用のフリーローンで、「おか
やま愛カード」を提示していただくことにより、0.５％の優遇金利を適用いた
します。

都窪郡早島町早島
倉敷市白楽町
倉敷市松島

所

在

地

電話番号
086-482-0603
086-422-5815
086-463-6800

倉敷市老松町

086-422-8311

倉敷市松島

086-462-1300

倉敷市中島

086-466-1311

協
玉島信用金庫早島支店
玉島信用金庫鶴形支店
玉島信用金庫笹沖支店
玉島信用金庫小溝支店
玉島信用金庫八王寺支店
玉島信用金庫寿支店

賛

店

ガ

イ

ド

玉島信用金庫で年金をお受取りいただくお客様専用のフリーローンで、「おか
やま愛カード」を提示していただくことにより、0.５％の優遇金利を適用いた
します。
玉島信用金庫で年金をお受取りいただくお客様専用のフリーローンで、「おか
やま愛カード」を提示していただくことにより、0.５％の優遇金利を適用いた
します。
玉島信用金庫で年金をお受取りいただくお客様専用のフリーローンで、「おか
やま愛カード」を提示していただくことにより、0.５％の優遇金利を適用いた
します。
玉島信用金庫で年金をお受取りいただくお客様専用のフリーローンで、「おか
やま愛カード」を提示していただくことにより、0.５％の優遇金利を適用いた
します。
玉島信用金庫で年金をお受取りいただくお客様専用のフリーローンで、「おか
やま愛カード」を提示していただくことにより、0.５％の優遇金利を適用いた
します。
玉島信用金庫で年金をお受取りいただくお客様専用のフリーローンで、「おか
やま愛カード」を提示していただくことにより、0.５％の優遇金利を適用いた
します。
定期預金の金利優遇
定期預金の金利優遇
定期預金の金利優遇
店頭で「愛カード」ご提示ですてきなプレゼントを進呈します。
店頭で「愛カード」ご提示ですてきなプレゼントを進呈します。
店頭で「愛カード」ご提示ですてきなプレゼントを進呈します。
店頭で「愛カード」ご提示ですてきなプレゼントを進呈します。
店頭で「愛カード」ご提示ですてきなプレゼントを進呈します。
定期預金の金利優遇
定期預金の金利優遇。
定期預金の金利優遇
店頭で「愛カード」ご提示ですてきなプレゼントを進呈します。
定期預金の金利優遇
定期預金の金利優遇
店頭で「愛カード」ご提示ですてきなプレゼントを進呈します。

(株)トマト銀行笹沖支店
(株)トマト銀行八王寺支店
(株)トマト銀行鶴形支店
水島信用金庫 羽島支店
水島信用金庫 西阿知支店
水島信用金庫 倉敷駅前支店
水島信用金庫 藤戸支店
水島信用金庫 中島支店
(株)トマト銀行倉敷営業部
株式会社香川銀行 倉敷支店
(株)トマト銀行中庄支店
水島信用金庫 茶屋町支店
(株)トマト銀行中島支店
(株)トマト銀行茶屋町支店
水島信用金庫 笹沖支店
介護・福祉関係
協 賛 店
特
典
内
容
ダスキン西岡山ダスキンライフ ご高齢者の身の回りのお世話
身体介護・家事・認知症の方のお世話・外出のお付添など、お気軽にご相談下
ケア倉敷駅前ステーション
さい。ご契約時に愛カード提示で初回サービス１０％割引。
株式会社
倉敷店

光電補聴器センター １台につき１００，０００円以上の補聴器購入の場合、１０，０００円お値引
きいたします。

都窪郡早島町早島

086-482-0073

倉敷市鶴形

086-422-3511

倉敷市笹沖

086-422-5301

倉敷市中島

086-466-1021

倉敷市八王寺町

086-426-0432

倉敷市日ノ出町

086-421-1200

倉敷市笹沖
倉敷市八王寺町
倉敷市鶴形
倉敷市羽島
倉敷市西阿知町
倉敷市阿知
倉敷市藤戸町天城
倉敷市中島
倉敷市中央
岡山県倉敷市田ノ上
倉敷市松島
倉敷市茶屋町
倉敷市中島
倉敷市茶屋町
倉敷市笹沖

086-423-1100
086-426-0666
086-422-6226
086-427-4500
086-466-1521
086-425-1313
086-428-7655
086-465-2525
086-422-6226
086-422-5252
086-463-1334
086-428-6221
086-465-3834
086-428-1241
086-426-1551

所

在

地

電話番号

倉敷市昭和

086-435-2285

倉敷市鶴形

086-425-1233

※両耳、ご夫婦、ご友人同士等も可能です

運輸・建設等
建設・設備・石材・看板等
協 賛 店
浜塗装(有)
山陽石材
自転車・修理修繕等
協 賛

店

特

典

内

容

住宅塗装工事、その他TOTO光触媒も含む防水工事、板金工事、全て５％引きと
します。
墓石、仏壇、墓石工事、その他として１割引きに致します。（愛カード提示さ
れた方）

特

典

内

容

所
倉敷市西田

電話番号
086-482-3566

倉敷市中庄

086-476-6052

所

在

在

地

地

電話番号

協
サイクルベースあさひ倉敷北店
サイクルベースあさひ倉敷笹沖
店
サイクルショップ 輪坊
自動車等
協 賛 店
岡山トヨペットYAHHO倉敷
佐野モータース
岡山トヨペットYacht Land中庄
(株)藤原車輌

賛

店

ガ

イ

ド

電動自転車の購入時に３０００円までのパーツ１点をサービス

倉敷市宮前

086-435-7813

電動自転車の購入時に３０００円までのパーツ１点をサービス

倉敷市笹沖

086-435-0731

岡山県倉敷市大島

086-421-7810

電動自転車の購入時に３,０００円までのパーツ１点進呈

特

典

内

容

愛カードを所持されているご家族を対象に新車購入時に、用品30,000円分プレ
ゼント
粗品進呈(愛カードご提示で同居のご家族に限り初回のみ)
愛カードを所持されているご家族を対象に新車購入時に、用品30,000円分プレ
ゼント
電動車いす購入時ボディーカバー12,000円サービス
ご家族の自動車のエンジンオイル交換３０％割引
ご家族の自動車修理代工賃１０％割引

所

在

地

倉敷市平田

電話番号
086-465-2666
086-483-0742
086-427-5000

倉敷市加須山

086-428-2008

倉敷市中島
都窪郡早島町早島

石油・ガス等
協 賛 店
(株)マティクス セルフ早島イ
ンター給油所
(株)マティクス セルフ新中庄
給油所
(株)マティクス セルフ倉敷福
井給油所

特
①
③
①
③
①
③

典

内

容

ご家族の方の車検割引 ② ご家族の方の中古車購入割引
灯油配達割引（配達エリアに制限があります）
ご家族の方の車検割引 ② ご家族の方の中古車購入割引
灯油配達割引（配達エリアに制限があります）
ご家族の方の車検割引 ② ご家族の方の中古車購入割引
灯油配達割引（配達エリアに制限があります）

所

在

地

電話番号

都窪郡早島町早島

086-482-1829

倉敷市二子

086-464-0808

倉敷市福井

086-434-8866

レジャー等
温泉
協 賛 店
瀬戸大橋温泉やま幸
玩具・楽器・音楽
協 賛 店
メディオ！沖新
レジャー・観光・娯楽等
協 賛 店
両備ホールディングス 倉敷観
光センター
カラオケステージ陽だまり

特

典

内

容

一般入館料2,000円が愛カードの提示により、本人と同伴者２名までは1,300円
に割引

特

典

内

容

店内商品お買い上げ時に｢おかやま愛カード｣ご提示で、ファンカードポイント
を通常の２倍進呈。

特

典

内

容

両備バスフレンズパック５％割引
(※ ご本人様のみ適用)
「愛カード」を提示された方にリクエストカード２枚進呈
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、２時間以上のご利用で１時間無
料。フリータイムの場合、基本料金１０％ＯＦＦとさせていただきます｡※他
カラオケハニービー中庄店
券・他サービスとの併用は出来ません｡
サンフラワーカラオケスタジオ 入店時に愛カードをご提示ください。カラオケルーム料２０％引き(１グルー
プ、他のサービス券との併用不可。フリータイムは除く)
倉敷中庄店
サンフラワーフィットネスクラ 愛カード持参の方は入会金無料。「健康はタカラ」、「継続はチカラ」。当ク
ラブは快適な環境とサービスを用意している施設です。
ブ
入店時に愛カードをご提示ください。ボウリングゲーム料 １ゲーム50円引き
サンフラワーボウル倉敷中庄店 (本人含め４人まで、他のサービス券との併用不可)

所

在

地

電話番号
086-462-1126

在

地

電話番号
086-435-0070

地

電話番号

倉敷市下庄

所

倉敷市東富井

所

在

倉敷市昭和

086-422-2700

倉敷市中庄

086-486-3477

岡山県倉敷市二子

086-697-5570

倉敷市松島

086-464-0011

倉敷市松島

086-463-1331

倉敷市松島

086-462-3131

医療・健康等
薬
協

賛

店

特

典

内

容

所

在

地

電話番号

協

賛

店

ガ

イ

ド

お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
ザグザグ笹沖店
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
お会計前におかやま愛カードをご提示いただくと、OTC商品に限りお買い上げ金
アイ薬局 阿知店
額から８％割引いたします。ただし、他の割引との併用はできません。
岡山県内のひまわり各店対象
全品店頭価格より５％割引
※一部商品(酒、たばこ、調剤)を除きます
(株)ププレひまわり茶屋町店
※他のサービスと併用はできません
※ポイントサービスも併用できません
岡山県内のひまわり各店対象
全品店頭価格より５％割引
※一部商品(酒、たばこ、調剤)を除きます
(株)ププレひまわり中島店
※他のサービスと併用はできません
※ポイントサービスも併用できません
岡山県内のひまわり各店対象
全品店頭価格より５％割引
(株)ププレひまわりグラン倉敷 ※一部商品(酒、たばこ、調剤)を除きます
※他のサービスと併用はできません
※ポイントサービスも併用できません
岡山県内のひまわり各店対象
全品店頭価格より５％割引
※一部商品(酒、たばこ、調剤)を除きます
(株)ププレひまわり大高店
※他のサービスと併用はできません
※ポイントサービスも併用できません
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
ザグザグ早島店
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
ザグザグ上庄店
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
岡山県内のひまわり各店対象
(株)ププレひまわりププレ中庄 全品店頭価格より５％割引
※一部商品(酒、たばこ、調剤)を除きます
店
※他のサービスと併用はできません
※ポイントサービスも併用できません

ザグザグ薬局中庄店

有限会社アイ薬局

茶屋町店

お会計前におかやま愛カードをご提示いただくと、ＯＴＣ商品に限りお買い上
げ金額から８％割引きいたします。ただし、他の割引との併用はできません。

お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
岡山県内のひまわり各店対象
全品店頭価格より５％割引
※一部商品(酒、たばこ、調剤)を除きます
(株)ププレひまわり田ノ上店
※他のサービスと併用はできません
※ポイントサービスも併用できません
岡山県内のひまわり各店対象
(株)ププレひまわりサプラス西 全品店頭価格より５％割引
※一部商品(酒、たばこ、調剤)を除きます
阿知
※他のサービスと併用はできません
※ポイントサービスも併用できません

ザグザグ水江店

倉敷市中庄

086-435-0367

倉敷市笹沖

086-423-5255

岡山県倉敷市阿知二丁目

086-486-3307

倉敷市茶屋町

086-441-2553

倉敷市中島

086-460-1237

倉敷市川入

086-435-4202

倉敷市東富井

086-430-6388

都窪郡早島町前潟

086-482-3900

倉敷市上東

086-464-5544

倉敷市松島

086-462-3514

倉敷市茶屋町

086-420-1755

倉敷市西阿知町

086-466-7739

倉敷市田ノ上

086-441-2307

倉敷市西阿知町

086-441-3870

協
ザグザグ薬局花の街店
ザグザグ平田店
ザグザグ中庄店
ザグザグ天城店
ザグザグ加須山店
ザグザグ稲荷町店
ザグザグ西原店
ザグザグ西阿知店
ザグザグ花の街店

賛

店

ガ

イ

ド

お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お買上金額から５％引き。
※他サービスとの併用はできません。
※調剤、酒、たばこ、指定ゴミ袋、一部対象外商品がございます。

倉敷市宮前

086-435-3114

倉敷市平田

086-430-2322

倉敷市中庄

086-435-0368

倉敷市藤戸町天城

086-420-1241

倉敷市加須山

086-420-2340

倉敷市稲荷町

086-435-2411

倉敷市西阿知町西原

086-460-1189

倉敷市西阿知町

086-460-5255

倉敷市宮前

086-435-3911

理容・美容等
協 賛 店
ＢＥＥＴ ＨＡＩＲ中島店
POLA エステイン・昇ショップ
POLA エステインBerisショッ
プ
POLA 花華ショップ
ボーマリス（Beaumaris）
理容イソムラ
ヘアーサロンイシガキ
BALANCE．Beauty resort
有限会社理容藤岡

特

典

内

容

５％の割引き
無料肌分析。無料フェイシャルケア。サンプルプレゼント。（同伴者２名まで
同サービス可能）
無料肌分析。無料フェイシャルケア。肌悩みに合わせたサンプルプレゼント。
（同伴者２名まで同サービス可能）
無料肌分析。無料フェイシャルケア。肌悩みに合わせたサンプルプレゼント。
（同伴者２名まで同サービス可能）
「おかやま愛カード」提示された方ご本人様に１０％割引いたします
調髪３，５００円を３，０００円にします。
全メニュー１０％OFF（他の割引サービスとの併用は不可）
顔剃り、毛染め等単品メニューも受付中です
女性の方もお気軽にお越しください
ポイント２倍
お会計前に「愛カード」をご提示いただくと、お支払い金額から５％割引いた
します。

所

在

地

倉敷市上東

電話番号
086-466-2747
086-441-5146

倉敷市大島

086-441-5693

倉敷市新田
倉敷市中庄
倉敷市中庄

086-434-0023
086-463-4555
086-462-9721

倉敷市中庄

086-462-6644

倉敷市福島

086-424-1177
086-422-5637

岡山県倉敷市中島

倉敷市幸町

その他
メガネ・カメラ・写真・時計・宝飾等
協 賛 店
眼鏡市場

倉敷中庄店

メガネの三城
敷店

特

典

内

容

メガネ・サングラス・補聴器、店頭価格より５％割引。
（備品は除く、他割引との併用不可）
メガネの無料洗浄・調整サービス

イオンモール倉 「愛カード」ご提示でメガネのお手入れグッズプレゼント

所

在

地

電話番号

倉敷市二子

086-461-1658

倉敷市水江

086-430-5216

協
眼鏡市場

アリオ倉敷店

メガネのサトウ
メガネの三城 中庄店
メガネのひらまつ中庄店

メガネのひらまつ田ノ上店

メガネのひらまつ福島店
メガネのひらまつ本店
眼鏡市場

倉敷大高店

フォトショップ
ジオ ノベル)
眼鏡市場

ナカイ(スタ

倉敷笹沖店

メガネの三城 倉敷水江店
メガネの三城 倉敷南店
メガネの三城 笹沖店
セレモニーホール等
協 賛 店

賛

店

ガ

イ

ド

メガネ・サングラス・補聴器、店頭価格より５％割引。
（備品は除く、他割引との併用不可）
メガネの無料洗浄・調整サービス
10％割引（通常価格より）
「愛カード」ご提示でメガネのお手入れグッズプレゼント
・ご連絡頂ければ、ご自宅からお店まで無料送迎させて頂きます。
・眼鏡、サングラスを愛カードをご提示頂きましたら５％割引させて頂きま
す。
(但し、セール、特価商品は除く。その他割引サービスとの併用不可)
お店までの無料送迎サービス。調整、修理、配達もご自宅や会社へ無料でお伺
いいたします。
愛カードをご提示いただくと、メガネ、サングラス、補聴器を５％割引いたし
ます。
(但し、セール品、特価商品は除く。その他割引サービスとの併用不可)
・ご連絡頂ければ、ご自宅からお店まで無料送迎させて頂きます。
・眼鏡、サングラス、補聴器を愛カードご提示で５％割引させて頂きます。
(但し、セール、特価商品は除く。その他割引サービスとの併用不可)
・ご連絡頂ければ、ご自宅からお店まで無料送迎させて頂きます。
・眼鏡、サングラス、補聴器を愛カードご提示で５％割引させて頂きます。
(但し、セール、特価商品は除く。その他割引サービスとの併用不可)
メガネ・サングラス・補聴器、店頭価格より５％割引。
（備品は除く、他割引との併用不可）
メガネの無料洗浄・調整サービス
愛カードを提示して頂いたお客様ご本人に限り、４切サイズ付スタジオ肖像撮
影料金(通常10,500円)を３割引の7,350円に致します。
メガネ・サングラス・補聴器、店頭価格より５％割引。
（備品は除く、他割引との併用不可）
メガネの無料洗浄・調整サービス
「愛カード」ご提示でメガネのお手入れグッズプレゼント
「愛カード」ご提示でメガネのお手入れグッズプレゼント
「愛カード」ご提示でメガネのお手入れグッズプレゼント

特

典

内

容

倉敷市寿町

086-435-1628

倉敷市西阿知町
倉敷市二子

086-265-0101
086-463-9077

倉敷市松島

086-461-1010

倉敷市田ノ上

086-430-1010

倉敷市福島

086-425-1010

倉敷市新田

086-421-1010

倉敷市東富井

086-435-2788

倉敷市中島

086-466-3633

倉敷市笹沖

086-435-2808

倉敷市水江
倉敷市笹沖
倉敷市笹沖

086-466-6050
086-422-6770
086-425-2462

所

在

地

電話番号

ファミリエ西阿知町

基本祭壇料金の１０％割引
倉敷市西阿知町
( 同居のご家族様も使用できますが、他の契約との併用割引はいたしかねます)

086-486-3000

ファミリエ茶屋町

基本祭壇料金の１０％割引
倉敷市帯高
( 同居のご家族様も使用できますが、他の契約との併用割引はいたしかねます)

086-429-3000

アーバンホール中庄

アーバンホール藤戸

○「愛カード」をご提示いただくと、祭壇セット料金の１０％割引いたしま
す。
○祭壇セットにはお棺・骨箱等を含んでおります。
○３０万セットからの適用になります。
○他の特典・割引とは併用できません。
○「愛カード」をご提示いただくと、祭壇セット料金の１０％割引いたしま
す。
○祭壇セットにはお棺・骨箱等を含んでおります。
○３０万セットからの適用になります。
○他の特典・割引とは併用できません。

倉敷市中庄

086-425-9900

倉敷市藤戸町天城

086-420-0440

協

アーバンホール老松

アーバンホール堀南
エヴァホール倉敷
エヴァホール中央
通信機器
協 賛 店
ドコモショップ倉敷店
株式会社パーソナルネットソフ
トバンク倉敷中島店
ドコモショップ倉敷インター店
株式会社パーソナルネットソフ
トバンク倉敷中庄店
ソフトバンク笹沖
ドコモショップ倉敷中庄店
ドコモショップイオンモール倉
敷店
ドコモショップ倉敷笹沖店
仏具等
協 賛 店
法要庵 倉敷中央会館
(株)中原三法堂 倉敷店
法要庵 倉敷北会館
エントランス･プランニング倉
敷北店
石材センター飛鳥 倉敷中央店
石材センター飛鳥

倉敷北店

岸佛光堂 倉敷店
(株)中原三法堂 本通店
(株)中原三法堂 羽島店
(株)中原三法堂 笹沖店
エントランス･プランニング倉
敷中央店
(株)わたる 倉敷営業所

賛

店

ガ

イ

ド

○「愛カード」をご提示いただくと、祭壇セット料金の１０％割引いたしま
す。
○祭壇セットにはお棺・骨箱等を含んでおります。
○３０万セットからの適用になります。
○他の特典・割引とは併用できません。
○「愛カード」をご提示いただくと、祭壇セット料金の１０％割引いたしま
す。
○祭壇セットにはお棺・骨箱等を含んでおります。
○３０万セットからの適用になります。
○他の特典・割引とは併用できません。
基本祭壇料金の１０％割引 ( 同居のご家族様も使用できますが、他の契約との
併用割引はいたしかねます)
基本祭壇料金の１０％割引 ( 同居のご家族様も使用できますが、他の契約との
併用割引はいたしかねます)

特

典

内

容

倉敷市老松町

086-430-2299

倉敷市堀南

086-426-7788

倉敷市二日市

086-429-1000

倉敷市稲荷町

086-421-1000

倉敷市沖

電話番号
0120-279-899

岡山県倉敷市中島

086-460-1855

倉敷市西岡

0120-122-436

岡山県倉敷市松島

086-463-2055

倉敷市笹沖

086-430-2255

倉敷市中庄

0120-137-766

端末購入者へアクセサリ商品１，０８０円（税込）値引

倉敷市水江

0120-354-060

端末購入者へアクセサリ商品１，０８０円（税込）値引

倉敷市笹沖

0120-368-768

新規・機種変更の際、愛カード提示でご家族含めて機器代金を１，０００円引
き（３親等以内に限る）（特価機種を除く）
契約事務手数料無料。当店で新規・機種変更ご契約時に愛カードをご提示いた
だくと事務手数料分キャッシュバックいたします。
新規・機種変更の際、愛カード提示でご家族含めて機器代金を１，０００円引
き（３親等以内に限る）（特価機種を除く）
契約事務手数料無料。当店で新規・機種変更ご契約時に愛カードをご提示いた
だくと事務手数料分キャッシュバックいたします。
事務手数料還元
（翌々月の１０日に振込での還元）
新規・機種変更の際、愛カード提示でご家族含めて機器代金を１，０００円引
き（３親等以内に限る）（特価機種を除く）

特

典

内

容

所

在

地

葬儀の祭壇セット、価格より５％の割引
「愛カード」提示で、仏壇・仏具・墓石５～２０％割引致します。
葬儀の祭壇セット、価格より５％の割引

倉敷市笹沖
倉敷市鶴形
倉敷市生坂

電話番号
086-424-5550
086-422-2730
086-464-0810

愛カード提示でギフト商品を販売価格より５～20％割引

倉敷市生坂

086-464-0810

倉敷市笹沖

086-424-5333

倉敷市生坂

086-464-0810

倉敷市中島
倉敷市阿知
倉敷市羽島
倉敷市笹沖

086-465-1655
086-426-6777
086-427-3338
086-430-2233

愛カード提示でギフト商品を販売価格より５～20％割引

倉敷市笹沖

086-424-5550

墓石、仏壇５％～割引、お墓クリーニング２０％割引とさせていただきます。

倉敷市新田

0120-65-1880

墓石の販売価格より10％の割引および墓石販売に付帯する工事、修理、雑工事
等の代金を５％割引
墓石の販売価格より10％の割引および墓石販売に付帯する工事、修理、雑工事
等の代金を５％割引
「おかやま愛カード」をご提示いただくと、仏壇･仏具・神具を10～15％割引い
たします。(特価品を除きます)
「愛カード」提示で、仏壇・仏具・墓石５～２０％割引致します。
「愛カード」提示で、仏壇・仏具・墓石５～２０％割引致します。
「愛カード」提示で、仏壇・仏具・墓石５～２０％割引致します。

所

在

地

協
小林朱雲堂

賛

店

ガ

イ

ド

線香、ローソク１０％割引 お念珠２０％割引
仏壇、仏具特別割引(一部商品を除きます)
お気軽にお寄り下さいませ。
仏壇の販売価格より10％の割引
倉敷北店
仏具の販売価格より５％の割引
仏壇の販売価格より10％の割引
倉敷中央店 仏具の販売価格より５％の割引

笹沖本店

仏壇・仏具あすか

仏壇・仏具あすか
その他
協 賛 店
倉敷自動車教習所

特

典

内

容

倉敷市笹沖

086-422-4543

倉敷市生坂

086-464-0810

倉敷市笹沖

086-424-5333

所

在

愛カードを持っている家族(同居に限る)の方を対象に入所時点の設定料金(検定
倉敷市中島
料金を含む全ての教習料金)より５％割引させて頂きます。
御成約時に賃貸仲介手数料を半額サービス。
倉敷市東町
ハート不動産
※他のサービスと併用できません。
ＰＣらいふパソコンスクール茶 新規ご入会時に「おかやま愛カード」をご提示いただくと入会金を半額引きい
倉敷市茶屋町
たします
屋町校

地

電話番号
086-465-9222
086-427-0888
086-441-1447

(株)クラボウドライビングス
クール

運転免許証を自主返納された高齢者のご家族等が当スクールに入所していただ
ける場合、教習料金を５％割引させていただけます。
※ 入所申込みの際、職員に「愛カード」を提示し、続柄をご説明ください。

倉敷市北浜町

086-422-3500

倉敷自動車学校

運転免許証自主返納高齢者の同居の家族が、普通免許又は普通自動二輪免許を
取得する際、教習所料金を５％割引します

倉敷市中庄

086-462-1810

