
04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

ｉＰＳ　アイフォトスタジオ 岡山市清水1-6-37 086-271-3214

撮影基本料金割引
おむつ替スペース、お子様の遊具・絵
本等ご用意しています。

アイシティ　岡山
岡山市北区中山下1-10-
30FUKUTAKEジョリービル
７F

086-223-1510

授乳室、キッズルームの提供。商品の
無料発送。

アイナリーホール
岡山市中区中井2-15-19-
2

086-275-9501
講演会・セミナー等の受講料、書籍等
の割引

（株）アサノカメラ 岡山市北区表町1-10-33 086-224-5951

カラープリント・デジタルプリント・携帯プ
リント10％OFF

【多子世帯優遇】カラープリント15％引
き

アラジン城東店
岡山市東区中尾295
わたなべ生鮮館　城東店内

086-278-6888
全ての商品 定価より５％引き。ただし
特価品は除く。

いろは堂本店 岡山市北区問屋町19-103 086-241-3381

ご出産内祝いギフトをお買い上げの方
に、ももっこカードをご提示いただくと、
いろは堂ポイントカードのお買い上げポ
イントを２倍とさせていただきます。※店
頭のみの特典となります。通信販売・
web申込みは対象外となります。

ウィズワタベ裳美岡山店 岡山市北区今6-19-8 086-245-2552
入会金2,000円サービス

ウエスギ（株）岡山店
岡山市北区駅前町1-8-5
ドレミの街4F

086-226-1411
景品のプレゼント

（株）うみの洋品店 岡山市北区表町1-9-58 086-232-0661
５％サービス

ａｕショップ　東岡山 岡山市中区長岡335-4 086-279-1991

ももっこカードカード提示の方には、機
種代金を1,000円値引きします。（新規、
機変とも）お子さまのトイレ休憩等お気
軽にお立ち寄りください。

株式会社ENEOSネット
Dr,Drive神崎店

岡山市東区神崎町80-1 086-946-2811
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive吉備路店

岡山市北区門前379-1 086-287-3100
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive西大寺金岡店

岡山市東区金岡西町80-1 086-943-1911
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Driveセルフ津島店

岡山市北区津島西坂1-5-
22

086-214-0666
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive千両街道店

岡山市南区浦安西町31-9 086-263-0055
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive富田店

岡山市北区富田416-1 086-225-3838
①手洗い洗車10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive中仙道店

岡山市北区田中126-106 086-243-0001
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive野田店

岡山市北区大元上町1-
101

086-246-0088
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive原店

岡山市北区原253 086-228-3039
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive福泊店

岡山市中区福泊町285-1 086-276-4383
①手洗い洗車10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive藤田店

岡山市南区1670-1 086-296-0554
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive箕島店

岡山市南区箕島850-1 086-281-8300
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive柳川セントラル店

岡山市北区富田町2-11-
23

086-225-8915
①手洗い洗車10％OFF

㈱エフウエーブ　岡山直販
店

岡山市北区厚生町3-1-15
岡山商工会議所7F

086-803-2162
カード提示で５％割引（特売、イベント
等できない商品有り）

Ｍ－ｄｅｎねっと　ビナン店
岡山市東区西大寺南1-1-
22

086-942-3224
家事家電製品（ホームランドリー、食器
洗浄機）割引

エンブレムファクトリー楽天
市場

岡山市北区今4丁目9-34-
3F

086-250-3417

お名前づけシール、お名前づけアイロ
ンプリントをご購入の方に、
「CHILD(BABY)　IN  CAR」ステッカーを
プレゼント。お申し込み時に備考欄に
「ももっこカード」とご記入ください。

大森自転車商会
岡山市東区西大寺中3-
20-5

086-942-2067

料金の割引

【多子世帯優遇】割引率アップ

岡本陶器店 岡山市北区表町2-2-78 086-222-4774
全商品１割引

岡山カメラ
岡山市北区下伊福西町7-
46

086-253-2544
デジカメプリント30枚以上20％OFF

岡山後楽園 観射亭 岡山市北区後楽園1-5 086-272-4115
料金割引（５％）、休憩場所の提供

お茶のほんぢ園 岡山市北区表町1-9-49 086-222-5925
定価の商品が10％引き（喫茶コーナー
除く）

（有）小野書店 岡山市北区高松原古才33 086-287-2038
ご来店者への景品プレゼント、選書アド
バイスetc

オレンジローズ
岡山市南区灘崎町西七区
536-1

086-362-1965
ホールケーキ（お誕生日ケーキなど）ご
予約の方は、10％割引します。

（株）カメイメガネ岡山店 岡山市北区大和町1-13-8 086-212-1100
メガネ代金10％OFF

カメラのノグチ・フォトスタジ
オノグチ

岡山市南区並木町1-2-2 086-264-4155
デジタルプリント　10%引き

かもや呉服店 岡山市北区奉還町2-4-18 086-252-5288
表示価格（特価を含む）より５％引き

ガラス工房　Ｌｉｅｎ 岡山市北区吉備津1403-3 086-287-4472

10％OFF

【多子世帯優遇】15％OFF



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

（有）河原オートサービス
岡山市北区御津紙工
2765-2

0867-26-0702
ご来店のお客様にキャンディーor飲み
物プレゼント

ｃａｍｐａｎｅｌｌａ 岡山市北区奉還町2-7-19 086-252-5611
ももっこカード提示にて１アイテム50円
引き

岸佛光堂 岡山市北区奉還町2-4-12 086-252-5065
料金の割引、飲物かお菓子などのサー
ビス

きっずえんじぇる岡山今店 岡山市北区今8-16-108 086-259-2335

販売時、料金の５％割引　買取時、査
定10％アップ

【多子世帯優遇】販売時10％の割引、
買取時査定15％UP

木下ラジオ電化商事（有） 岡山市北区表町3-6-32 086-231-0351
５％サービス

きもの屋　桂
岡山市中区門田屋敷1-6-
8

086-270-0017
価格の５％引き・着物をお買い上げい
ただいた方に着付け無料

工房Noritake 岡山市北区尾上1453 086-284-3718
ベビーリング・ベビースプーン、10％
OFF

㈲金福菓子舗
岡山市北区奉還町4-12-
19

086-252-3531
餅、赤飯をお買上げの方　５％引き

（有）金萬堂本舗
岡山市北区辛川市場642-
1

086-284-2883
５％割引

（有）くにもと
岡山市北区建部町福渡
953

0867-22-0072
10％割引、ポイントアップ

くらや
岡山市北区下中野346-
113

086-243-7529
料金の割引

くらや併設スタジオマーガ
レット

岡山市北区下中野346-
113

086-242-6247
料金の割引又は景品のプレゼント

クローバー 岡山市北区庭瀬234-1 086-293-5284
ポイント２倍押し（一部対象外あり）

ケン・クリエーション
岡山市北区清心町1-21　Ｋ
２ビル１Ｆ

086-252-4384
デジカメプリントＤＳＣサイズ 30枚以上
18円・50枚以上17円（別）

こどもの館（子どもの本専門
店）

岡山市中区中納言町6-30 086-272-4101

初回ご来店時に月刊誌のバックナン
バー１冊を差し上げます。
ポイントカードが一杯になりましたら、
750円料金の割引をいたします。

好月堂 岡山市北区奉還町3-8-2 086-252-1912
桃太郎スタンプ２倍
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

西大寺玩具
岡山市東区西大寺中3-5-
5

086-942-2739
景品のプレゼント

酒のみむら 岡山市北区加茂508 086-287-2156
ポイントカード２倍出し（ただし、他のポ
イントサービスとの併用不可）

笹埜商店
岡山市東区瀬戸町宗堂
482

086-953-0292
１割引

三香堂仏具仏壇店 岡山市北区表町2-6-61 086-231-2466
ミルク用のお湯あります。おむつ交換
の場所あります。

（株）山陽食器　キッチンスタ
ジアム

岡山市南区中畦136-1 086-298-3889
ももっこカード提示で５％ＯＦＦ（セール
期間中及び特価品を除く）

島村写場 岡山市北区天神町2-19 086-222-8472

撮影料金10％OFF

【多子世帯優遇】３名以上のお子様を含
む家族写真の場合、パウチした写真
（カードサイズ）をプレゼントします。

ジャーマンベーカリー 岡山市北区大和町2-7-10 086-221-0101
バースデーケーキお買い上げ時、10％
割引

車検のコバック　岡山北店 岡山市北区玉柏1833-2 086-228-0441
コバックキャラクターグッズのプレゼント

車検のコバック　岡山西店
岡山市北区北長瀬表町2-
3-1

086-241-2097

コバックキャラクターグッズのプレゼント

【多子世帯優遇】世帯の全員の子ども
の枚数分のシールを差し上げる

車検のコバック　バイパス新
保店

岡山市南区西市116-11 086-805-1350
コバックキャラクターグッズのプレゼント

写真　ツシマ 岡山市北区平野343-2 086-283-3647
800円以上購入した場合、フィルムのプ
レゼント

写真のいろは　泉田店 岡山市南区泉田48-22 086-225-2577

誕生・百日・七五三等の撮影割引、エ
コー写真から作る「おなかのアルバム」
など割引

写真のいろは　新保店 岡山市南区新保667-1 086-242-3877

誕生・百日・七五三等の撮影割引、エ
コー写真から作る「おなかのアルバム」
など割引

紳士服のはるやま　岡山青
江本店

岡山市北区青江1-17-21 086-232-2298

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

紳士服のはるやま　岡山大
元店

岡山市北区西古松西町7-
18

086-241-2210

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF

紳士服のはるやま　岡山西
大寺店

岡山市東区西大寺中野
428-1

086-942-0155

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF

紳士服のはるやま　岡山大
安寺店

岡山市北区大安寺南町1-
7-24

086-256-4122

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF

紳士服のはるやま　岡山平
井店

岡山市中区平井3-1072-1 086-274-4129

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF

紳士服のはるやま　岡山平
島店

岡山市東区南古都426-1 086-297-8633

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF

紳士服のはるやま　東岡山
店

岡山市中区長岡428-1 086-278-4029

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF

須々木 岡山市北区表町1-4-64 086-222-5445
10％割引（セール品は除きます）

スポーツオーソリティ岡山店
岡山市北区下石井1-2-1イ
オンモール岡山

086-803-6341

店頭表示価格より現金払いでいつでも
５％OFF　カード払いで３％OFF
（20日、30日は現金払い10％OFF、カー
ド払い８％OFF）

せのをや
岡山市東区西大寺中3-8-
16

086-942-2165
料金の割引

セブン-イレブン　岡山青江1
丁目店

岡山市北区青江1-2-1 086-225-6144
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山朝日
高校前店

岡山市中区古京町2-1-6 086-272-0667
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山足守
大井店

岡山市北区大井2407-5 086-295-0995
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山一宮
高校前店

岡山市北区楢津213-1 086-284-5918
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山今6丁
目店

岡山市北区今6-4-101 086-244-8055
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山今保
店

岡山市北区今保103-1 086-244-7131
ミルクのお湯の提供
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セブン-イレブン　岡山内山
下1丁目店

岡山市北区内山下1-12-1 086-227-0063
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山海吉
店

岡山市中区海吉1752-1 086-277-2510
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山浦安
本町北店

岡山市南区浦安本町340-
1

086-264-7150
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山浦安
本町店

岡山市南区浦安本町65 086-262-3000
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山駅元
町店

岡山市北区駅元町30-12 086-253-6960
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山大元
東公園店

岡山市北区西古松252-
105

086-246-3037
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山岡町
店

岡山市北区岡町17-22 086-222-5577
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山奥田2
丁目店

岡山市北区奥田2-2-10 086-223-3367
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山御南
中東店

岡山市北区田中481-7 086-245-0909
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山可知5
丁目店

岡山市東区可知5-129-24 086-943-5167
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山門田
屋敷4丁目店

岡山市中区門田屋敷4-1-
15

086-270-3611
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山金岡
東1丁目店

岡山市東区金岡東町1-
335-4

086-942-8315
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山芳明
小前店

岡山市南区米倉67-1 086-244-2077
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山桑野
店

岡山市中区桑野335-16 086-276-8261
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山西大
寺駅前店

岡山市東区西大寺上3-3-
20

086-943-5095
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山西大
寺中2丁目店

岡山市東区西大寺中2-
17-9

086-942-1828
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山西大
寺中野店

岡山市東区西大寺中野
875-1

086-942-2536
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山下伊
福1丁目店

岡山市北区下伊福1-7-22 086-253-7772
ミルクのお湯の提供
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セブン-イレブン　岡山下中
野東店

岡山市南区下中野221-1 086-246-1380
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山下中
野店

岡山市北区下中野718-
101

086-246-3032
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山昭和
町店

岡山市北区昭和町10-16 086-255-3818
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山白石
店

岡山市北区白石西新町8-
106

086-255-1380
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山新保
店

岡山市南区新保439-1 086-221-1788
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山洲崎3
丁目店

岡山市南区洲崎3-1-33 086-265-1316
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山妹尾
西店

岡山市南区妹尾1140-1 086-281-7366
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山妹尾
店

岡山市南区妹尾2324-2 086-282-5225
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山大安
寺南2丁目店

岡山市北区大安寺南2-
11-30

086-251-3455
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山大学
前店

岡山市北区津島新野1-6-
40

086-251-2900
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山高松
店

岡山市北区高松原古才
592-1

086-287-8678
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山田中
店

岡山市北区田中137-110 086-244-8558
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山田町
店

岡山市北区田町1-13-11 086-234-0137
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山長利
店

岡山市中区長利311-1 086-278-5628
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山津島
京町店

岡山市北区津京町1-1-1 086-256-0711
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山津島
笹が瀬店

岡山市北区津島笹が瀬1-
6

086-254-6181
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山豊成3
丁目店

岡山市南区豊成3-21-104 086-261-0777
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山中井
店

岡山市中井64-1 086-275-1192
ミルクのお湯の提供



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

セブン-イレブン　岡山中仙
道店

岡山市北区中仙道50-112 086-245-3844
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山中山
下1丁目店

岡山市北区中山下1-2-12 086-234-4334
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山並木
町店

岡山市南区並木町1-17-
15

086-282-0040
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山西市
駅前店

岡山市南区西市104-1 086-244-0252
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山西市
店

岡山市南区西市97-9 086-244-2286
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山錦町
店

岡山市北区錦町6-15 086-232-5877
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山西古
松西町店

岡山市北区西古松西町7-
101

086-246-3881
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山野田4
丁目店

岡山市北区野田4-6-114 086-243-0334
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山浜店 岡山市中区浜617-1 086-272-4535
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山東中
央町店

岡山市北区東中央町5-21 086-222-5710
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山東平
島店

岡山市東区東平島22-1 086-297-6802
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山東古
松2丁目店

岡山市北区東古松2-10-
32

086-232-9580
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山平井4
丁目店

岡山市中区平井4-20-20 086-276-8873
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山平野
店

岡山市北区平野561-2 086-293-5507
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山福田
店

岡山市南区福田726 086-262-7262
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山藤崎
店

岡山市中区藤崎592-5 086-277-3691
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山藤田
錦店

岡山市南区藤田2090-2 086-296-4977
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山藤田
店

岡山市南区藤田2351-4 086-296-3177
ミルクのお湯の提供
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セブン-イレブン　岡山益野
町店

岡山市東区益野町230-2 086-943-2127
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山御津
中山店

岡山市北区御津中山56-1 0867-24-1598
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山南方5
丁目店

岡山市北区南方5-1-4 086-255-0260
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山牟佐
店

岡山市北区牟佐1071-1 086-229-1633
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山桃太
郎大通り店

岡山市北区野田屋町1-1-
15

086-226-8226
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山柳1丁
目店

岡山市北区柳町1-12-1 086-222-5011
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山山崎
店

岡山市中区山崎42-2 086-277-3012
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山大和
町店

岡山市北区大和町1-12-
10

086-226-4669
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山横井
上店

岡山市北区横井上1286-1 086-294-1166
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　瀬戸沖店
岡山市東区瀬戸町沖209-
1

086-952-3911
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　建部吉田
店

岡山市北区建部町吉田
1168

0867-22-0773
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　灘崎植松
店

岡山市南区灘崎町植松
580-1

086-485-3110
ミルクのお湯の提供

総合衣料　みふね
岡山市北区建部町福渡
952

0867-22-0168
景品・粗品等のプレゼント

総社タイヤ（株）岡山営業所 岡山市南区米倉28-1 086-245-2192
料金の割引（一部対象外あり）

(有)タイヤサービス原田 岡山市北区撫川1397-10 086-903-2345

新品タイヤ組替工賃をサービス

【多子世帯優遇】スタッドレスタイヤレン
タルの割引
タイヤ販売価格の割引
1,000円引き
８％OFF

茶道具 奈々瀬 岡山市北区南方3-8-34 086-225-2434
和三盆（お菓子）プレゼント、お湯提供
（ミルク用）
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デジカメプリント激安王　岡
山店

岡山市北区中井町1-1-12 086-221-1202

デジカメプリント通常１枚37円がカード
提示で１枚19円。同時プリントL版各１
枚付き通常1本(630円～1,160円)がカー
ド提示で１本何枚撮りフィルムからでも
500円。

デジカメプリント激安王　大
安寺店

岡山市北区大安寺南町1-
1-52

086-201-9394

デジカメプリント通常１枚37円がカード
提示で１枚19円。同時プリントL版各１
枚付き通常1本(630円～1,160円)がカー
ド提示で１本何枚撮りフィルムからでも
500円。

デジカメプリント激安王　東
山店

岡山市中区徳吉町2-11-
16

086-273-7827

デジカメプリント通常１枚37円がカード
提示で１枚19円。同時プリントL版各１
枚付き通常１本(630円～1,150円)が
カード提示で１本何枚撮りフィルムから
でも500円。

デジタル写真館「あしあと」
岡山市北区下石井2丁目
3-8木下商工ビル４F

086-238-2930
オリジナルファブリックパネル５％OFF

寺見たたみ店
岡山市北区北長瀬表町三
丁目10-13

086-241-5101

82cm角、厚み19mmたたみ、畳で子育
てのリーフレットプレゼント

【多子世帯優遇】ふあふあたたみとミニ
畳をプレゼントします。

天下一品特産館　サンさん
おかやま

岡山市北区表町1-3-20 086-235-4033
特産品購入金額に対して２倍ポイント

ドコモショップ　岡山瀬戸店 岡山市東区瀬戸町350-3 0120-255-101

・携帯電話購入時に頭金 2,100円割引
・来店のお客様へドコモダケストラップ
プレゼント

ドコモショップ
ジョイフルタウン店

岡山市北区下石井2-10-1
ジョイポリス１Ｆ

086-223-4883

新規・機種変更時の本体代金頭金を
1,050円割引。
頭金設定のない機種をご購入の場合
は、ＡＣアダプター
（945円相当）をプレゼント。

ドコモショップ　平井店
岡山市中区平井6丁目3-
13

0120-887-700

・携帯電話購入時に頭金 2,100円割引
・来店のお客様へドコモダケストラップ
プレゼント

トヨタカローラ岡山㈱
ドリムス岡山店

岡山市北区中仙道270-1 086-242-0035
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱
西長瀬店

岡山市北区西長瀬239-1 086-241-3331
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント
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トヨタカローラ岡山㈱
ドリムス高屋店

岡山市中区高屋326-1 086-270-7833
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱
ドリムス平島店

岡山市東区楢原45-1 086-297-7772
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱
本社鹿田店

岡山市北区鹿田町1-1-26 086-232-3200
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱岡南店 岡山市南区新福1-22-28 086-264-2300
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱大福店 岡山市南区大福217 086-282-3366
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱高屋店 岡山市中区高屋326-1 086-272-7788
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱津高店 岡山市北区栢谷1665-1 086-294-3600
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱平島店 岡山市東区楢原45-1 086-297-2222
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

ナカシマ 岡山市南区中畦782-14 086-298-2655
幼稚園児呉服、小学生服、シャツ、ブラ
ウス等の割引

南條ふとん店 岡山市南区福吉町29-14 086-262-2038
料金10％ＯＦＦ

ナンバホームセンター備中
高松店

岡山市北区小山531 086-287-9511

1,000円以上のお買い上げで１日１つス
タンプカードへ押印。スタンプ10個集め
ていただくと、ナンバポイントカードへ
500ポイント付与。

ネッシー　西大寺店
岡山市東区西大寺中3-
19-22

086-942-3984
ポイントアップ

Patissier honey 2（ハニーハ
ニー）

岡山市北区鹿田町1-5-12 086-232-8282
バースデーケーキ（ホーム）15％ＯＦＦ、
ショートケーキ10％ＯＦＦ

はんこ屋さん21東古松店 岡山市北区東古松483-2 086-233-2355
５％割引　ただし、特価品を除く
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ヒマラヤ岡山久米店 岡山市北区久米310-1 086-805-2235

店内商品自店販売税込価格よりレジに
て３％OFF
※単品商品割引企画、セット企画との
併用可
※他の割引企画、割引券、割引カード、
値引券との併用ができない場合がこざ
います。
※一部使用除外品がございます。（各
種修理加工費、チームオーダー、商品
券、ゴルフクラブなど）

ヒマラヤ岡山豊成店 岡山市南区豊成2-11-8 086-261-2900

店内商品自店販売税込価格よりレジに
て３％OFF
※単品商品割引企画、セット企画との
併用可
※他の割引企画、割引券、割引カード、
値引券との併用ができない場合がこざ
います。
※一部使用除外品がございます。（各
種修理加工費、チームオーダー、商品
券、ゴルフクラブなど）

ヒマラヤ　岡山豊浜店 岡山市南区豊浜町10-60 086-261-5300

店内商品自店販売税込価格よりレジに
て３％OFF
※単品商品割引企画、セット企画との
併用可
※他の割引企画、割引券、割引カード、
値引券との併用ができない場合がこざ
います。
※一部使用除外品がございます。（各
種修理加工費、チームオーダー、商品
券、ゴルフクラブなど）

ファミリーマート伊福四丁目
店

 岡山市北区伊福町4－
1058－1

086-214-3038
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡大前店
岡山市北区津島新野1－
10－2

086-255-8234
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山青江店  岡山市南区新保1138－4 086-227-3470
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山青江六
丁目店

 岡山市南区青江6－5－4 086-801-9771
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山天瀬店  岡山市北区天瀬1－5 086-803-3877
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山今七丁
目店

 岡山市北区今7－6－7 086-242-2755
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山内尾店  岡山市南区内尾301－5 086-282-9566
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山浦安店
 岡山市南区浦安本町88－
10

086-902-0616
ミルクのお湯サービス
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ファミリーマート岡山駅前店
 岡山市北区駅前町2-1-
101

086-234-6171
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山江崎店  岡山市中区江崎82－1 086-274-6856
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山大元二
丁目店

 岡山市北区大元2－2－7 086-805-8251
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山奥田二
丁目店

 岡山市北区奥田二丁目1
－10

086-801-3970
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山兼基店
 岡山市中区関字道面154
－1

086-208-3185
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山京町店  岡山市北区京町11－1 086-236-0603
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山国富店
 岡山市中区国富字中相
625番1

086-901-0011
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山倉富店  岡山市中区倉富367－10 086-200-0233
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山郡店
 岡山市南区郡字中大濱59
－2

086-267-5011
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山下足守
店

 岡山市北区下足守3－56 086-295-9065
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山新福店  岡山市南区新福1－11－1 086-902-5395
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山妹尾店  岡山市南区妹尾2307-1 086-209-1380
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山大供二
丁目店

 岡山市北区大供2－10－8 086-801-0355
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山高屋店  岡山市中区高屋380－1 086-901-0930
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山辰巳店  岡山市北区辰巳30－104 086-242-2281
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山田中店  岡山市北区田中121-108 086-279-7367
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山築港店
 岡山市南区築港栄町30－
18

086-902-5112
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山つしま
西坂店

 岡山市北区津島西坂2－4
－20

086-214-3526
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山中山下
北店

 岡山市北区中山下1丁目
10－10 新田ビル

086-235-0562
ミルクのお湯サービス
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ファミリーマート岡山楢原店  岡山市東区楢原517－1 086-297-0017
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山錦町店  岡山市北区錦町1－13 086-803-3175
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山西古松
店

 岡山市北区西古松13-1 086-212-1108
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山庭瀬店  岡山市北区庭瀬481－2 086-292-8466
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山原尾島
店

 岡山市中区浜620－2 086-901-0171
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山番町店
 岡山市北区番町1丁目3－
5

086-224-1758
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山東島田
店

 岡山市北区東島田町1－7
－17

086-801-7731
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山東妹尾
店

 岡山市南区古新田1117－
3

086-281-9501
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山福島店  岡山市南区福島3-410-5 086-261-8150
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山藤崎店  岡山市中区藤崎497－1 086-200-0622
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山藤田南
店

 岡山市南区藤田227－9 086-296-0014
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山法界院
店

 岡山市北区北方1－1－9 086-212-0566
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山益野店  岡山市東区益野町440－7 086-944-5161
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山目黒町
店

 岡山市東区目黒町25－3 086-944-5120
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート岡山弓之町
店

 岡山市北区弓之町1-101 086-212-1105
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート学南町店
 岡山市北区学南町1丁目2
－2

086-214-3022
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート吉備津駅前
店

 岡山市北区吉備津1370－
3

086-905-0955
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート西大寺可知
店

 岡山市東区可知5-152-5 086-944-8152
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート建部川口店
 岡山市北区建部町川口
1501－1

0867-22-5401
ミルクのお湯サービス



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

ファミリーマート築港新町店
 岡山市南区築港新町1丁
目2番8号

086-902-5033
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート富町店  岡山市北区富町2－57－1 086-214-3055
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート灘崎西紅陽
台店

 岡山市南区西紅陽台1－
58－654

08636-3-9232
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート野田一丁目
店

 岡山市北区野田1丁目10-
2

086-242-2110
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート東岡山駅前
店

 岡山市中区長岡77－1 086-208-6643
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート東古松中央
店

 岡山市北区東古松494－1 086-227-1235
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート御津町野々
口店

 岡山市北区御津野々口
1486－1

0867-24-9366
ミルクのお湯サービス

ファミリーマートReSPOT瀬
戸PA下り店

 岡山市東区瀬戸町大井字
奥長谷649番地

086-953-2029
ミルクのお湯サービス

フォトショップミツバ　マルナ
カ平島店

岡山市東区東平島1609 086-297-6700

デジカメプリント通常１枚37円がカード
提示で１枚23円。同時プリントL版１本
につき780円。家族の証明写真通常900
円がカード提示で690円。

フジパンストアー　ベルナー
ル平福店

岡山市南区平福2-439-2 086-265-7781
お買い上げ金額から５％OFF

フジパンストアー　ベルナー
ル益野店

岡山市東区益野町30-1 086-942-9231
お買い上げ金額から５％OFF

フジパンストアー　ホルン泉
田店

岡山市南区泉田281-1 086-244-2471
お買い上げ金額から５％OFF

フジパンストアー　ホルン岡
北店

岡山市北区中井町2-2-7 086-234-5535
お買い上げ金額から５％OFF

フジパンストアー　ホルン岡
南店

岡山市南区築港新町1-
18-5

086-264-6183
お買い上げ金額から５％OFF

フジパンストアー　ホルン岡
山駅前店

岡山市北区駅前町1-8-5 086-223-4721
お買い上げ金額から５％OFF

フジパンストアー　ホルン卸
センター店

岡山市北区問屋町2-101 086-246-9031
お買い上げ金額から５％OFF

フジパンストアー　ホルン西
大寺店

岡山市東区西大寺南1-2-
5

08694-3-8271
お買い上げ金額から５％OFF

フジパンストアー　ホルン平
島店

岡山市東区東平島163 086-297-4911
お買い上げ金額から５％OFF
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フジパンストアー　ホルン原
尾島店

岡山市中区原尾島1-6-20 0862-72-8003
お買い上げ金額から５％OFF

フラワークラフトあしもり 岡山市北区大井2347-1 086-295-9287
花の種プレゼント

フラワーバード 岡山市北区平野920 086-273-7587
10％OFF

fleul ANTWHERF(ﾌﾙｰﾙ　ｱﾝ
ﾄﾜｰﾌ）

岡山市北区奉還町1-2-17 086-253-6300
お買い上げ金額1,000円以上(税別)で
10％OFF

古本市場　京山店
岡山市北区谷万成1-10-
21

086-255-0313
古本100円（税込）の商品を80円（税込）
に割引

古本市場　高島店 岡山市中区さい136 086-273-8025
古本100円（税込）の商品を80円（税込）
に割引

古本市場　豊浜店 岡山市南区豊浜町2-2 086-225-4568
古本100円（税込）の商品を80円（税込）
に割引

古本市場　中仙道店
岡山市北区北長瀬表町2-
13-10

086-805-1056
古本100円（税込）の商品を80円（税込）
に割引

古本市場　平井店 岡山市中区平井5-6-43 086-276-3332
古本100円（税込）の商品を80円（税込）
に割引

ホームセンタータイム一宮店 岡山市北区楢津574-1 086-284-9232
お買い上げ金額2,000円以上の方に20
ポイントその場で差し上げます。（一部
対象外商品あり）

ホームセンタータイム大安寺
店

岡山市北区野殿西町418-
1

086-214-2338
お買い上げ金額2,000円以上の方に20
ポイントその場で差し上げます。（一部
対象外商品あり）

ホームセンタータイム高屋店 岡山市中区兼基63 086-278-1511
お買い上げ金額2,000円以上の方に20
ポイントその場で差し上げます。（一部
対象外商品あり）

ホームセンタータイム西市店 岡山市南区西市552-1 086-241-5055
お買い上げ金額2,000円以上の方に20
ポイントその場で差し上げます。（一部
対象外商品あり）

ホームセンタータイム平井店 岡山市中区平井6-7-1 086-270-2233
お買い上げ金額2,000円以上の方に20
ポイントその場で差し上げます。（一部
対象外商品あり）

ぼくの字カレンダー　有限会
社クラウデ

岡山市北区富田413-4プラ
ザビル富田202

086-221-9101
ご来店いただいた方は200円引き

ボタンの店　辻吉 岡山市北区表町1-5-1 086-231-6488
料金の割引

（有）毎日
岡山市東区瀬戸町肩脊
410-1

086-952-1641
取扱商品を20％割引で提供

松島写真場 岡山市中区浜1-12-1 086-273-6661
写真代金の10％OFF
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まつだ牧場ミルク工房
岡山市北区御津河内
2987-119

0867-24-3399
ジェラート（ダブルコーン）30円引き（５
名様まで可）

ミスタードーナツ
ハピータウン原尾島ショップ

岡山市中区原尾島1-6-20 086-270-8030

ももっこカードをご提示で、全品10％ＯＦ
Ｆ。※１各種セット、一部商品は対象外
です。　※２セール期間中のご利用は
お断りさせていただきます。　※３他の
優待券との併用はお断りさせていただ
きます。

（株）みなとや
岡山市東区西大寺中3-8-
19

086-943-2727
料金の割引又は景品のプレゼント

ミリオンカラーあけぼの店 岡山市南区あけぼの町3-2 086-262-5811

サービスデー以外でもサービス価格(ネ
ガ同時プリント)、
デジカメプリント１枚から23円、景品の
プレゼント優先

メガネ＆時計
ジュエリー　コウモト

岡山市北区津島南1-2-7
つしまモール

086-254-8131

子ども用メガネ一式お買上げの際ご提
示いただくと、安心・安全なメガネずれ
防止グッズをプレゼントなど。

眼鏡市場岡山県庁通り店
岡山市北区中山下1-11-
45

086-221-1618

メガネ一式、フレーム換え、レンズ換
え、コンタクトレンズご購入時５％引き
（一部対象外あり）
※他の割引券等の併用はできません。

眼鏡市場岡山新保店 岡山市南区新保393-2 086-234-6358

メガネ一式、フレーム換え、レンズ換
え、コンタクトレンズご購入時５％引き
（一部対象外あり）
※他の割引券等の併用はできません。

メガネの愛眼　伊福店 岡山市北区伊福町3-6-8 086-256-5701

フレーム、レンズ、サングラス　割引価
格よりさらに５％割引
他の割引券との併用はできません

メガネの愛眼　岡山岡南店
岡山市南区築港新町1-2-
1

086-261-2253

フレーム、レンズ、サングラス　割引価
格よりさらに５％割引
他の割引券との併用はできません

メガネの愛眼　岡山本店 岡山市中区原尾島3-8-31 086-271-0018

フレーム、レンズ、サングラス　割引価
格よりさらに５％割引
他の割引券との併用はできません

メガネのタナカ　青江店 岡山市北区青江1-20-1 086-235-4115
自宅で使える簡易視力表をさし上げま
す。

メガマート一宮店 岡山市北区楢津567 086-284-8668

毎月11日はイオンデー。ももっこカード
の提示で、子供服、ベビー服、育児用
品、子供肌着・靴下、おもちゃ、テレビ
ゲームソフト、紙おむつ、おしりふきなど
をレジにて５％割引します。
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メガマート平島店 岡山市東区東平島1001-1 086-297-6572

毎月11日はイオンデー。ももっこカード
の提示で、子供服、ベビー服、育児用
品、子供肌着・靴下、おもちゃ、紙おむ
つ、おしりふきなどをレジにて５％割引
します。

メガリサイクル王国 岡山市北区久米209-1 0120-338-171

ベビー・子ども用品関連商品の割引販
売（10％）、買取価格の５％アップ(金券
類は除く)

メディオ！西市 岡山市南区西市411 086-242-0990
商品をお売りいただいた際にカード提
示でポイント２倍サービス

メディオ！西市ホビー館 岡山市南区西市413-1 086-245-7775
商品をお売りいただいた際にカード提
示でポイント２倍サービス

モリヤス文具 岡山市北区東花尻105-4 086-292-0067
・景品（消しゴムで消せるゲルインキ
ボールペン）のプレゼント　・ポイント
アップ

㈱モンテカルロ青江店 岡山市北区富田525-1 086-221-0880
通常価格から５％割引（特価品、チラシ
の商品は除く。）
※クレジットカードでの支払いは対象外

㈱モンテカルロ高島店 岡山市中区樶147-4 086-271-5511
通常価格から５％割引（特価品、チラシ
の商品は除く。）
※クレジットカードでの支払いは対象外

焼鳥持ち帰り専門店
「とりひろ」

岡山市東区福治640-1 086-943-2220
お買い上げ料金より10％ＯＦＦ（他券併
用不可）

山下屋本店 岡山市北区高松稲荷666 086-287-2116
10％サービス

Ｙａｍａｄａ　ｄｅｌｉ
岡山市北区建部町福渡
494-1

0867-22-0105
トイレの提供

山田養蜂場　岡山一番街店
岡山市北区駅元町一番街
地下１号

086-801-3839
全商品５％OFF(他の割引との併用不
可)

遊器ギャラリー
岡山市北区西古松西町8-
17

086-244-1114
・ももっこカードご提示で５％OFF（セー
ル期間中及び割引商品を除く）
・遊器ギャラリーポイントカード入会時
に入会金1,000円を500円にいたしま

有機食良品館　パンデラン
チ

岡山市北区東古松4-4-3 086-221-7155
お買い上げポイントにプラス５ポイント

洋服の青山　岡山青江店 岡山市北区青江1-24-10 086-226-2200

平成20年1月7日より、①お買上商品の
ご精算時提示にて５％割引②指定クレ
ジットカードとの併用にてさらに全商品
５％割引③誕生月（指定クレジットカー
ドとの併用）15％割引④ポイント通常
４％付与、誕生月が２倍ポイント
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洋服の青山　岡山青江西店 岡山市南区新保412 086-246-3931

平成20年1月7日より、①お買上商品の
ご精算時提示にて５％割引②指定クレ
ジットカードとの併用にてさらに全商品
５％割引③誕生月（指定クレジットカー
ドとの併用）15％割引④ポイント通常
４％付与、誕生月が２倍ポイント

洋服の青山　岡山大安寺店
岡山市北区大安寺南町1-
1-59

086-253-0892

平成20年1月7日より、①お買上商品の
ご精算時提示にて５％割引②指定クレ
ジットカードとの併用にてさらに全商品
５％割引③誕生月（指定クレジットカー
ドとの併用）15％割引④ポイント通常
４％付与、誕生月が２倍ポイント

洋服の青山　岡山平島店 岡山市東区東平島98-1 086-297-6745

平成20年1月7日より、①お買上商品の
ご精算時提示にて５％割引②指定クレ
ジットカードとの併用にてさらに全商品
５％割引③誕生月（指定クレジットカー
ドとの併用）15％割引④ポイント通常
４％付与、誕生月が２倍ポイント

洋服の青山　東岡山店 岡山市中区神下155-1 086-279-7168

平成20年1月7日より、①お買上商品の
ご精算時提示にて５％割引②指定クレ
ジットカードとの併用にてさらに全商品
５％割引③誕生月（指定クレジットカー
ドとの併用）15％割引④ポイント通常
４％付与、誕生月が２倍ポイント

（株）吉田屋呉服店
岡山市北区高松原古才
282

086-287-2034
５％割引

ＲＵＥ　ＤＵ　ＢＡＣ 岡山市北区表町1-9-61 086-226-7750
カード提示で５％OFF

レンズスタイル岡山
岡山市北区中山下1-11-
45(アルク県庁通り店４Ｆ)

086-236-0468

ももっこカードのご提示で、店内コンタク
トレンズ全品、店頭価格より５％値引き
いたします。（備品は除く）他のクーポ
ン、企画、割引との併用はできません。

ロイヤルホームセンター㈱
築港店

岡山市南区築港元町13-
28

086-265-5700
現金会員カード入会時のカード発行手
数料（200円）を無料

Yモバイル岡山
岡山市北区駅元町1-6
岡山フコク生命ビル１Ｆ

086-221-3652
妊娠中の方と小学生以下のお子様向
けの割引プランの提供

（有）石橋冷暖房 倉敷市児島味野4-6-3 086-472-2509
空気清浄機購入時の割引

ウエスギ（株）倉敷店 倉敷市阿知2-11-1 086-423-1723
景品のプレゼント
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

植田タンス店 倉敷市玉島中央町1-7-1 086-522-2951

ももっこカード事前提示で家具・インテリ
アを店頭表示価格より５％OFF。
宮参り、七五三等の貸衣装を特別料金
といたします。ミルクのお湯、おむつ替
えスペース提供。

【多子世帯優遇】提供内容は同じで、ポ
イントを５％OFFを８％OFFに変更しま
す。

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive水島インター店

倉敷市林2213-1 086-470-2500
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive倉敷しらかべ給油処

倉敷市白楽町478-1 086-424-5246 手洗い洗車10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive倉敷店

倉敷市平田640-1 086-424-2871
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive広江店

倉敷市広江2-15-40 086-455-8244
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Driveまきび店

倉敷市真備町川辺84-1 0866-98-7800
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Driveラポール倉敷店

倉敷市川入839-4 086-424-1160
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

株式会社ENEOSネット早島
インター上り線ステーション

倉敷市加須山字中野2-8 086-427-1150
セルフ洗車プリペイドカード10％OFF

エネクス石油販売西日本
(株)　川辺橋給油所

倉敷市真備町川辺276-3 086-698-5915
ガソリン会員価格よりさらに２円引き
お子様にはアメをプレゼント
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

（株）Orb　岡山スタイルショッ
プ

倉敷市阿知1-7-2西ビル
803-1

086-441-5760

購入時備考欄にカードの種類とカード
番号を記載くださったお客様全員に、子
供用マスクをプレゼント※１注文につき
１つ

【多子世帯優遇】購入時備考欄にカード
の種類とカード番号を記載くださった多
子世帯のお客様には、子供用マスクと
ママさんマスクをプレゼント※１注文に
つき各１つ

大原美術館ミュージアム
ショップ㈱

倉敷市中央1-1-15 086-422-0005
カードを提示し、1,000円以上お買い上
げの場合、絵はがきプレゼント

岡山県漁連　ふゅ～ちゃ～ 倉敷市児島駅前3-23 086-473-2778
一部商品を除き５％割引

岡山県西部ヤクルト販売㈱ 倉敷市老松町3-14-20 086-424-8960

子供の誕生日プレゼント、託児所の開
放デー設定
水島地区限定で水島保育所における
一時預かり

奥田玩具・人形店 倉敷市阿知2-23-7 086-422-3052

料金の割引、節句人形お買い上げの
方にはお手入れセット、被布等プレゼン
ト

【多子世帯優遇】割引率アップ

お茶のさらしま園　倉敷販売
店

倉敷市神田2丁目13-39-3 086-444-3060
茶あめをプレゼント

【多子世帯優遇】ほうじ茶20円引き

小野熊商店 倉敷市真備町箭田3661 0866-98-0052
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

小野商店 倉敷市船穂船穂2892-12 086-552-3740
1,000円以上お買上げの方、５％引き

片岡書店　児島駅前店 倉敷市児島駅前1-103 086-474-3158
文具の値引き

（株）カネデン 倉敷市船穂町船穂1478-8 086-552-2319
店内商品お買上げの方、粗品プレゼン
ト

川中屋 倉敷市真備町川辺484 0866-98-0348
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

神原呉服店 倉敷市真備町市場47 0866-98-0128
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

ギフト商品の太陽社
倉敷市児島下の町10-
384-3

086-472-4480
出産内祝品を取り扱っておりますので
割引いたします
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きもの　かぶき 倉敷市水島東常盤町10-8 086-446-5678
料金の割引

倉敷えびす通商店街 ｱｸｾｻ
ﾘｰ・雑貨 ｔｅｓｏｒｏ

倉敷市阿知2-12-21 086-427-5590
商品５％OFF また、お子様３人以上の
方は10％OFF

倉敷えびす通商店街
 アメリカヤ洋装店

倉敷市阿知2-7-16 086-422-0647
最終割引を除く全品５％引き

倉敷えびす通商店街
 大橋帽子店

倉敷市阿知2-11-4 086-422-2783
５％OFF

倉敷えびす通商店街
 子供服 プチ バンビーナ

倉敷市阿知2-12-20 086-423-2880
授乳・おしめ替えスペースやトイレの使
用ができます。

倉敷えびす通商店街
 ｼﾙﾊﾞｰｱｸｾｻﾘｰ古彗函

倉敷市阿知2-13-23 086-421-8825
笑顔サービス！！＆商品５％OFF

倉敷えびす通商店街
 造花と雑貨 アロマサーン

倉敷市阿知2-11-11 086-424-7900
商品５％OFF

倉敷えびす通商店街
 だがし夢や

倉敷市阿知2-13-25 086-422-3104
割引券を発行

倉敷えびす通商店街
 婦人服 ラ､ビュール

倉敷市阿知2-11-13 086-426-6102
全品５％OFF

倉敷えびす通商店街 婦人
服地ｵｰﾀﾞｰタナカ洋装店

倉敷市阿知2-7-14 086-422-1072
お子様用の場合10％の価格サービス、
デザイン・作り方のアドバイス



04小売（卸売）業
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倉敷えびす通商店街
 遊坊屋倉敷

倉敷市阿知2-17-1
　戎ショッピングビル１階

080-3051-
5351

トレカ、おもちゃ、金券等購入の際にポ
イント２倍

倉敷木材株式会社　暮らし
らぼ

倉敷市中島1000-1 086-465-3322
対象品（木のおもちゃ等）に限り５％
OFF、キッズコーナー・おしめ替えス
ペースの提供

Ｇｒｏｗｔｈ　Ｍａｍｉ　Ｔｒｕｅ　Ｓｙ
ａ（グロース　マミ　トゥルー
シャ）

倉敷市中島2207-1 086-466-0303
各種記念写真・七五三・ブライダル出張
ロケ無料

子供服リサイクルショップ
ＳＡＮＴＡ中庄店

倉敷市松島964-7 086-464-0098
2,000円以上お買い上げの方に１ポイン
トサービス

コバヤシ 倉敷市真備町川辺94-4 0866-98-0312

1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

【多子世帯優遇】割引率アップ

小原商店 倉敷市船穂町船穂7950-1 086-552-3418
300円以上お買上げの方にキャンディプ
レゼント

佐藤酒店 倉敷市真備町箭田1033-3 0866-98-0009
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

サラダ館　真備店 倉敷市真備町川辺123-3 0866-98-6684
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

（有）サンジェットアイ 倉敷市玉島八島1987 086-523-5420
家庭用雑貨10％割引

重野鮮魚店 倉敷市真備町箭田4143 0866-98-0045
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

車検のコバック　倉敷中島
店

倉敷市中島1386-3 086-466-2003

コバックキャラクターグッズのプレゼント

【多子世帯優遇】世帯の全員の子ども
の枚数分のシールを差し上げる

車検のコバック　倉敷羽島
店

倉敷市羽島289-14 086-430-3322
コバックキャラクターグッズのプレゼント

シャトレーゼ真備店 倉敷市真備町有井1621-3 0866-98-8282
1,000円以上買上げでマービーポイント
カード５ポイント進呈

紳士服のはるやま　倉敷店 倉敷市白楽町410-1 086-421-5411

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF

紳士服のはるやま　児島店
倉敷市児島下の町1-11-
30

086-474-6729

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF
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紳士服のはるやま　新倉敷
店

倉敷市新倉敷駅前1-8 086-526-2811
店頭価格より10％OFF（他の割引券と
の併用可）

スタジオ オズ新倉敷駅前店 倉敷市新倉敷駅前3-199 086-525-2050
タカハシカメラポイントカードでデジタル
プリントのポイントをさらに２％プラス

スポーツオーソリティ倉敷店
倉敷市水江1　イオンモー
ル倉敷

086-430-5590

店頭表示価格より現金払いでいつでも
５％OFF　カード払いで３％OFF
（20日、30日は現金払い10%OFF、カー
ド払い８％OFF）

清流庵　ＰＲ小林 倉敷市船穂町船穂2978-4 086-552-5959
５％引き

セブン-イレブン　岡山船穂
町店

倉敷市船穂町船穂39-12 086-552-3830
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷有城
店

倉敷市有城612-1 086-428-7362
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷市立
短大前店

倉敷市児島稗田町805-3 086-472-7785
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷イン
ター店

倉敷市西坂21-1 086-421-7507
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷駅前
店

倉敷市阿知2-8-1 086-421-6466
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷沖店 倉敷市沖18-5 086-425-5577
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷帯高
店

倉敷市帯高203-2 086-429-1748
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷亀島2
丁目店

倉敷市亀島2-24-21 086-448-9811
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷黒崎
店

倉敷市黒埼614-2 086-462-8145
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷児島
小川3丁目店

倉敷市児島小川3-4-7 086-474-1770
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷児島
下の町9丁目店

倉敷市児島下の町9-12
サ35

086-473-5523
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷児島
通生店

倉敷市児島通生1057-4 086-473-1514
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷児島
元浜町店

倉敷市児島元浜町117-1 086-474-0371
ミルクのお湯の提供
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セブン-イレブン　倉敷古城
池高校前店

倉敷市福田町古新田306-
6

086-456-8575
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷市役
所東店

倉敷市新田1310-10 086-421-4855
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷商業
高校西店

倉敷市白楽町556-26 086-426-4147
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷上東
店

倉敷市上東1166-2 086-463-3323
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷昭和1
丁目店

倉敷市昭和1-1-34 086-434-0771
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷新田
店

倉敷市新田2668-3 086-425-6409
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷田ノ上
新町店

倉敷市田ノ上新町14-1 086-421-6455
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島1
丁目店

倉敷市玉島1-5-1 086-525-3100
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島ｲ
ﾝﾀｰ店

倉敷市玉島長尾3276-1 086-525-8337
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島
上成店

倉敷市玉島上成489-1 086-525-5576
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島
乙島店

倉敷市玉島乙島7281-6 086-525-3978
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島
柏島店

倉敷市玉島柏島48 086-525-7738
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島
掘貫店

倉敷市玉島乙島6719-2 086-522-7113
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島
勇崎店

倉敷市玉島勇崎745-1 086-528-3114
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷茶屋
町店

倉敷市茶屋町1614-3 086-429-0507
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷粒江
店

倉敷市粒江2176-1 086-427-7066
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷連島
鶴新田店

倉敷市連島町鶴新田392-
2

086-448-7811
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷中畝
10丁目店

倉敷市中畝10-4-45 086-456-6080
ミルクのお湯の提供
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セブン-イレブン　倉敷中帯
江店

倉敷市中帯江16-1 086-434-8789
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷中庄
店

倉敷市中庄2306-6 086-463-3220
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷二子
店

倉敷市二子27-1 086-462-6511
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷西阿
知町店

倉敷市西阿知町西原827-
1

086-466-6990
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷浜町2
丁目店

倉敷市浜町2-15-22 086-424-2712
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷東富
井店

倉敷市東富井721-1 086-426-1718
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷福田
観音堂店

倉敷市福田町古新田258-
21

086-455-3625
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷福田
町南店

倉敷市福田町古新田
1209-50

086-456-4450
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷堀南
店

倉敷市堀南852-1 086-427-7677
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷水島
インター店

倉敷市曽原393-1 086-485-4788
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷水島
西千鳥町店

倉敷市水島西千鳥1-16 086-444-5124
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷水島
明神店

倉敷市水島明神町2-46 086-448-5284
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷南町
店

倉敷市南町3-3 086-421-5504
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷美和1
丁目店

倉敷市美和1-8-11 086-425-2485
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷安江
店

倉敷市安江394-2 086-427-0178
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷連島
北店

倉敷市連島町連島4461-1 086-465-2638
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷連島
中央1丁目店

倉敷市連島中央1-1-36 086-446-4665
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷連島
中央3丁目店

倉敷市連島中央3-1-18 086-448-7114
ミルクのお湯の提供
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セブン-イレブン　倉敷連島
町西之浦店

倉敷市連島町西之浦
5662-1

086-446-7234
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷連島
町店

倉敷市連島町連島33 086-444-6911
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　真備川辺
店

倉敷市真備町川辺148-1 0866-97-0307
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　真備町箭
田店

倉敷市真備町箭田771-1 0866-98-7114
ミルクのお湯の提供

総社タイヤ（株）倉敷営業所 倉敷市新田2360-1 086-420-2233
料金の割引（一部対象外あり）

タカハシカメラ倉敷水島本店 倉敷市水島東栄町11-5 086-444-4331
タカハシカメラポイントカードでデジタル
プリントのポイントをさらに２％プラス

タケマサ 倉敷市真備町尾崎2403-4 0866-98-1057
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

デジカメプリント激安王
中庄本店

倉敷市松島1130-1 086-462-1417

デジカメプリント通常１枚37円がカード
提示で１枚19円。同時プリントL版各１
枚付き通常１本(630円～1,150円)が
カード提示で１本何枚撮りフィルムから
でも500円。

デジカメプリント激安王
マルナカチボリ店

倉敷市宮前364-5 086-424-0481

デジカメプリント通常１枚37円がカード
提示で１枚19円。同時プリントL版各１
枚付き通常１本(630円～1,150円)が
カード提示で１本何枚撮りフィルムから
でも500円。

手づくりパンの店　ぱん屋 倉敷市茶屋町274-14 086-428-8850
800円以上お買上げでラスク１ヶ進呈

トヨタカローラ岡山㈱
倉敷東店

倉敷市大島125-1 086-422-2324
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱
ドリムス倉敷店

倉敷市中島2621-3 086-465-8448
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱倉敷店 倉敷市中島2621-3 086-465-7311
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱児島店 倉敷市児島稗田町2423 086-473-2201
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント
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トヨタカローラ岡山㈱玉島店 倉敷市玉島乙島7363-1 086-525-5500
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱水島店 倉敷市東塚7-3-1 086-455-6333
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

ナンバホームセンター倉敷
店

倉敷市笹沖362-7 086-426-9111

1,000円以上のお買い上げで１日１つス
タンプカードへ押印。スタンプ10個集め
ていただくと、ナンバポイントカードへ
500ポイント付与。

ナンバホームセンター児島
店

倉敷市児島駅前1-84 086-472-8911

1,000円以上のお買い上げで１日１つス
タンプカードへ押印。スタンプ10個集め
ていただくと、ナンバポイントカードへ
500ポイント付与。

人形専門店　ミズノ 倉敷市児島味野2-2-51 086-473-5068
景品のプレゼント

（有）ノエビア倉敷販社 倉敷市八王寺町153-17 086-422-6015
ポイントアップ、景品のプレゼント、その
他

（株）野田タンス店 倉敷市玉島阿賀崎1677-3 086-526-0347
カード提示により５％OFF、ご来店記念
品の進呈

樋口芳泉園茶舗 倉敷市玉島中央町1-12-2 086-522-2907
５％割引（茶）

ＰｉＰｉｔ中庄 倉敷市松島964-7 086-464-0020
新規・機種変更とも店頭価格より1,000
円引き、ゲームで景品ゲット

ヒマラヤ　倉敷児島店 倉敷市児島下の町1-1-20 086-470-5711

店内商品自店販売税込価格よりレジに
て３％OFF
※単品商品割引企画、セット企画との
併用可
※他の割引企画、割引券、割引カード、
値引券との併用ができない場合がこざ
います。
※一部使用除外品がございます。（各
種修理加工費、チームオーダー、商品
券、ゴルフクラブなど）

ヒマラヤスポーツ　倉敷店 倉敷市沖92-1 086-435-3939

店内商品自店販売税込価格よりレジに
て３％OFF
※単品商品割引企画、セット企画との
併用可
※他の割引企画、割引券、割引カード、
値引券との併用ができない場合がこざ
います。
※一部使用除外品がございます。（各
種修理加工費、チームオーダー、商品
券、ゴルフクラブなど）
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ビュッフェ＆ベーカリー　チャ
レンジド

倉敷市新田3281-7 086-430-0390
パン・レストラン等割引

ファミリーマートくらしき駅北
店

倉敷市北浜町7-31 086-435-1121
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷老松五
丁目店

倉敷市老松町5-1-17 086-426-9161
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート　倉敷大内
店

倉敷市大内1200-9 086-423-5211
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷児島田
の口店

倉敷市児島田の口6-
3691-1

086-477-7631
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷小瀬戸
店

倉敷市加須山886-1 086-420-2535
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷笹沖店 倉敷市笹沖8-6 086-435-5100
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷下庄店 倉敷市下庄326-7 086-464-4585
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷田ノ上
店

倉敷市田ノ上1114-3 086-430-2603
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷連島店 倉敷市連島町連島110-47 086-440-6110
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷林店 倉敷市林352-1 086-485-3222
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷東町店 倉敷市東町10-52 086-423-7715
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷美観地
区前店

倉敷市阿知3-21-9 086-426-8962
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷福島店 倉敷市福島708-7 086-423-8255
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷二子店 倉敷市二子1355-9 086-464-4330
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート琴浦西店 倉敷市児島下の町5-7-18 086-470-5411
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート連島西之浦
店

倉敷市連島町西之浦425
番3

086-440-2788
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷白楽町
店

倉敷市白楽町385-1 086-430-5366
ミルクのお湯サービス
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ファミリーマート真備町店 倉敷市真備町尾崎966-1 086-698-9180
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷南広江
店

倉敷市広江1-3-56 086-450-2188
ミルクのお湯サービス

藤川（株）
倉敷市児島下の町10-8-
18

086-472-3363
米の５％割引、子育てに関するリフォー
ムの５％割引

フジパンストアー　ホルン倉
敷店

倉敷市笹沖1337 0864-27-3415
お買い上げ金額から５％OFF

ブティック　エマーユ 倉敷市阿知2-2-8 086-425-3211

婦人服５％引き（バーゲンセール期間
中及び特価品は除きます）

【多子世帯優遇】お買上げ金額の８％

フラワーショップ　かねやす 倉敷市茶屋町233-45 086-428-0243
景品のプレゼント

古本市場　倉敷中島店 倉敷市中島1371-3 086-466-3706
古本100円（税込）の商品を80円（税込）
に割引

古本市場　倉敷堀南店 倉敷市堀南703-1 086-434-9696
古本100円（税込）の商品を80円（税込）
に割引

古本市場　花の街店 倉敷市宮前357-1 086-426-7272
古本100円（税込）の商品を80円（税込）
に割引

ホームセンタータイム児島店 倉敷市児島小川町3681-1 086-474-3003
お買い上げ金額2,000円以上の方に20
ポイントその場で差し上げます。（一部
対象外商品あり）

ホームセンタータイム玉島店 倉敷市玉島爪崎1057-1 086-523-0511
お買い上げ金額2,000円以上の方に20
ポイントその場で差し上げます。（一部
対象外商品あり）

ホームセンタータイム中庄店 倉敷市松島1137-1 086-462-0880
お買い上げ金額2,000円以上の方に20
ポイントその場で差し上げます。（一部
対象外商品あり）

（有）真備自動車 倉敷市真備町川辺2126-1 0866-98-2850
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

（株）マルエ 倉敷市真備町尾崎938 0866-98-0013
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

丸正 倉敷市船穂町船穂740-3 086-552-4439
100円以上お買上げにつき粗品プレゼ
ント

眼鏡市場倉敷大高店 倉敷市東富井810-6 086-435-2788

メガネ一式、フレーム換え、レンズ換
え、コンタクトレンズご購入時５％引き
（一部対象外あり）
※他の割引券等の併用はできません。
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眼鏡市場倉敷児島店 倉敷市児島下の町2-1-48 086-470-6048

メガネ一式、フレーム換え、レンズ換
え、コンタクトレンズご購入時５％引き
（一部対象外あり）
※他の割引券等の併用はできません。

眼鏡市場倉敷笹沖店 倉敷市笹沖676-1 086-435-2808

メガネ一式、フレーム換え、レンズ換
え、コンタクトレンズご購入時５％引き
（一部対象外あり）
※他の割引券等の併用はできません。

眼鏡市場倉敷玉島店 倉敷市新倉敷駅前3-170 086-523-6208

メガネ一式、フレーム換え、レンズ換
え、コンタクトレンズご購入時５％引き
（一部対象外あり）
※他の割引券等の併用はできません。

眼鏡市場倉敷中庄店 倉敷市二子355-1 086-461-1658

メガネ一式、フレーム換え、レンズ換
え、コンタクトレンズご購入時５％引き
（一部対象外あり）
※他の割引券等の併用はできません。

メガネの愛眼　倉敷北浜店 倉敷市宮前25-1 086-426-6311

フレーム、レンズ、サングラス　割引価
格よりさらに５％割引
他の割引券との併用はできません

メガマート連島店
倉敷市連島町鶴新田
1140-2

086-446-6700

毎月11日はイオンデー。ももっこカード
の提示で、子供服、ベビー服、育児用
品、子供肌着・靴下、おもちゃ、テレビ
ゲームソフト、紙おむつ、おしりふきなど
をレジにて５％割引します。

メディオ！沖新 倉敷市東富井803-1 086-435-0070
商品をお売りいただいた際にカード提
示でポイント２倍サービス

森田畳店 倉敷市本町10-1 086-422-5366
料金の割引など

（有）守屋石油店 倉敷市真備町箭田33-3 0866-98-6338

1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

【多子世帯優遇】現金で給油のお客様
1,000円につき５円の返金

ヤスタニ寝装店 倉敷市真備町有井57-1 0866-98-1269
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

ヤマザキショップ　カブト 倉敷市玉島長尾177-6 086-526-2239
粗品プレゼント（お買上げ金額500円以
上の方、一部の商品は除く場合あり）

ゆめらんど
倉敷市児島駅前2-35
ﾃﾝﾏﾔﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ児島店2F

086-472-3746
景品のプレゼント
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洋服の青山　倉敷沖新店 倉敷市沖新町61-4 086-421-2125

平成20年1月7日より、①お買上商品の
ご精算時提示にて５％割引②指定クレ
ジットカードとの併用にて更に全商品
５％割引③誕生月（指定クレジットカー
ドとの併用）15％割引④ポイント通常
４％付与、誕生月が２倍ポイント

洋服の青山　倉敷総本店 倉敷市白楽町403-1 086-427-6634

平成20年1月7日より、①お買上商品の
ご精算時提示にて５％割引②指定クレ
ジットカードとの併用にて更に全商品
５％割引③誕生月（指定クレジットカー
ドとの併用）15％割引④ポイント通常
４％付与、誕生月が２倍ポイント

洋服の青山　新倉敷玉島店 倉敷市新倉敷駅前3-8 086-522-2953

平成20年1月7日より、①お買上商品の
ご精算時提示にて５％割引②指定クレ
ジットカードとの併用にて更に全商品
５％割引③誕生月（指定クレジットカー
ドとの併用）15％割引④ポイント通常
４％付与、誕生月が２倍ポイント

（有）赤のれん 津山市京町44-1 0868-22-3516
子供服ドレス　七五三　一割引

赤堀電器 津山市上村234 0868-29-1297
景品のプレゼント

（有）イソダ写真館 津山市日本原301-3 0868-36-2039

記念写真の割引

【多子世帯優遇】割引率20→30％OFF

Ｖａｃｃａ（ヴァッカ） 津山市林田98-1 0868-24-0030
１万円以上の「のし」付のギフトをご注
文いただいた場合、10％の割引

ａｕショップ　津山ウエストラ
ンド

津山市二宮71 0868-28-9171
新規・機種変更ともに店頭価格より
1,890円（税込み）引き

ａｕショップ　津山北園
津山市北園8-4　あけぼの
ビル１F

0120-921-680
新規・機種変更ともに店頭価格より
1,890円（税込み）引き

ａｕショップ津山小田中 津山市小田中1300-17 0868-23-3100
新規ご契約・機種変更の際、粗品プレ
ゼント

かたがわ 津山市堺町14-1 0868-23-0774
料金の割引

（有）カワト
津山市二階町（ソシオ一番
街）

0868-22-4747
カードを持参された方には、販売価格
よりさらに５％引き

茶房　茶入
津山市京町47（ソシオ一番
街）

0868-23-2200
１割引
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山城園
津山市新魚町17 アルネ津
山1F

0868-31-2015
全商品５％割引

写真工房　つやま 津山市山北410-5 0868-24-3628

デジカメプリント・携帯プリントご注文の
方
50～99枚で10％OFF、100枚以上で
20％OFF

（有）城山百貨店 津山市上村146-1 0868-29-0220
ベビー子供服５％引き、子供の遊び場
開設・提供

紳士服のはるやま　津山イ
ンター店

津山市河辺915-2 0868-26-7977

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF

紳士服のはるやま　津山院
庄店

津山市院庄929-1 0868-28-4925

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF

鈴鹿屋一番街店 津山市京町46 0868-23-2296
15％引き（ただし特価品は除く）

スローライフプラザ　こだわり
本舗

津山市京町44-2 0868-22-5899
該当商品５～10％割引

セブン-イレブン　久米町宮
尾店

津山市宮尾739-1 0868-57-9201
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山北園
店

津山市北園町22-8 0868-22-7133
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山国分
寺店

津山市国分寺139-1 0868-26-6670
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山高野
本郷店

津山市高野本郷2511 0868-26-9977
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山高野
山西店

津山市高野山西845 0868-26-5580
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山西吉
田店

津山市酉吉田竹長14-1 0868-26-0133
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山野介
代店

津山市野介代928-1 0868-24-5221
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山東一
宮店

津山市東一宮47-4 0868-27-2955
ミルクのお湯の提供

総社タイヤ（株）津山営業所 津山市下高倉西648-1 0868-29-7665
料金の割引（一部対象外あり）



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

ソフトバンク津山
津山市吹屋町21 アイふき
や1F

0868-22-6300
新規ご契約・機種変更の際、粗品プレ
ゼント

ソフトバンク津山河辺 津山市河辺1000-1 0868-20-1221
新規ご契約・機種変更の際、粗品プレ
ゼント

武田待喜堂 津山市宮脇町23 0868-22-3676
カードを提示されたお客様に当店の商
品をプレゼント

デジカメプリント激安王　ウ
エストランド店

津山市二宮71　マルイウエ
ストランド内

0868-28-0095

デジカメプリント通常１枚37円がカード
提示で１枚19円。同時プリントL版各１
枚付き通常１本(630円～1,160円)が
カード提示で1本何枚撮りフィルムから
でも500円。

【多子世帯優遇】年会費1,000円無料

ドコモショップ　津山店 津山市小田中1445-1 0120-317-303

・携帯電話購入時に頭金 2,100円割引
・来店のお客様へドコモダケストラップ
プレゼント

トヨタカローラ岡山㈱
ドリムス津山店

津山市津山口128-3 0868-24-0123
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

トヨタカローラ岡山㈱津山店 津山市津山口128-3 0868-22-7226
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

ＴＲＯＩＳ 津山市京町53-2 0868-22-5445
10％OFF

ナンバホームセンター院庄
店

津山市院庄927-1 0868-28-1911

1,000円以上のお買い上げで１日１つス
タンプカードへ押印。スタンプ10個集め
ていただくと、ナンバポイントカードへ
500ポイント付与。

ナンバホームセンター河辺
店

津山市国分寺25-1 0868-26-4811

1,000円以上のお買い上げで１日１つス
タンプカードへ押印。スタンプ10個集め
ていただくと、ナンバポイントカードへ
500ポイント付与。

NEST
津山市河辺1000-1イオン
モール津山２F

0868-35-3000

毎月５日、15日、25日はももっこカード
をご提示で３%OFF。※セール品、福袋
等、一部商品割引対象外。

ヒマラヤ　津山インター店 津山市河辺911-1 0868-26-1213

店内商品自店販売税込価格よりレジに
て３％OFF
※単品商品割引企画、セット企画との
併用可
※他の割引企画、割引券、割引カード、
値引券との併用ができない場合がこざ
います。
※一部使用除外品がございます。（各
種修理加工費、チームオーダー、商品
券、ゴルフクラブなど）



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

（有）ビューティーテラス・ヤ
マシタ

津山市川崎1341 0868-26-1054
ポイントアップ

ファミリーマート津山川崎店  津山市川崎1902-5 0868-32-0355
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート津山昭和町
店

 津山市昭和町2－19－1 0868-32-1256
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート津山沼店  津山市沼21－2 0868-32-2515
ミルクのお湯サービス

不二屋宝飾店
津山市新魚町17 アルネ津
山1F

0868-22-3914
全品10％引き（純金地金は除外）

プチ 津山市京町39 0868-22-7514
10％ＯＦＦ

Plus*イオンモール津山店
津山市河辺1000-1イオン
モール津山2F

0868-35-3345

毎月５日、15日、25日はももっこカード
をご提示で３%OFF。※セール品、福袋
等、一部商品割引対象外。

（有）平和堂楽器店 津山市京町53-1 0868-23-5266
カードを発行し、お買上げ毎にポイント
付与

（有）ほんごう 津山市日本原328 0868-36-2025
ブルーチップスタンプ２倍サービス

ミスタードーナツ　津山ショッ
プ

津山市河辺1155-9 0868-26-0141

ももっこカードをご提示で、全品10%ＯＦ
Ｆ。※１各種セット、一部商品は対象外
です。　※２セール期間中のご利用は
お断りさせていただきます。　※３他の
優待券との併用はお断りさせていただ
きます。

みのや化粧品店
津山市京町55（ソシオ一番
街）

0868-22-4761
化粧品15％OFF　エステ20％OFF

（株）メガネ金楊堂 津山市二階町33-1 0868-22-2332
10％OFF（特価品等省く）、購入後視力
が変わった場合、３か月以内無料

眼鏡市場津山店 津山市小田中1313-1 0868-32-0009

メガネ一式、フレーム換え、レンズ換
え、コンタクトレンズご購入時５％引き
（一部対象外あり）
※他の割引券等の併用はできません。

メガネのカメイ
津山市堺町1（ソシオ一番
街）

0868-22-3497
10％OFF（特価品等は除く）

Mobile Station　HASHITSU 津山市池ヶ原866-1 0868-21-7131
新規･機種変更ともに店頭価格より
1,890円(税込み)引き(au商品に限り)

もり毛糸店 津山市堺町8 0868-22-2968
10％OFF（特価品は除く）

洋服の青山　津山院庄店 津山市院庄1001-6 0868-28-4675

平成20年１月７日より、①お買上商品
のご精算時提示にて５%割引②指定ク
レジットカードとの併用にて更に全商品
５%割引③誕生月（指定クレジットカード
との併用）15%割引④ポイント通常４%付
与、誕生月が２倍ポイント
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

吉田楽器 津山市戸川町27 0868-22-0000
ピアノレンタルの割引10％程度

レディースショップ　フジヤ 津山市堺町2-5（一番街） 0868-22-3775
全商品１割引

いづみオート(株) 玉野市長尾109 0863-71-2253
コバックキャラクターグッズのプレゼント

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive田井ポート店

玉野市田井3-1-1 0863-31-2310
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

（株）加藤商店 玉野市宇野4-15-4 0863-31-2155
白湯の提供、授乳場所・おむつ交換場
所の提供

紳士服のはるやま　玉野店 玉野市宇野1-29-23 0863-32-4129

店頭価格より10％OFF。ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF。

セブン-イレブン　玉野宇野1
丁目店

玉野市宇野1-21-10 0863-32-5366
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　玉野宇野4
丁目店

玉野市宇野4-9-6 0863-32-0070
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　玉野宇野
駅前店

玉野市築港1-4-1 0863-31-7188
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　玉野荘内
店

玉野市迫間2128-1 0863-71-4477
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　玉野田井3
丁目店

玉野市田井3-29-16 0863-31-5977
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　玉野八浜
町店

玉野市八浜町見石1606-
11

0863-51-3911
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　玉野東紅
陽台店

玉野市東紅陽台2-19-215 0863-71-5912
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　玉野和田5
丁目店

玉野市和田5-17-24 0863-81-2622
ミルクのお湯の提供

船舶ニューポート 玉野市玉4-16-20 0863-31-2195
ポイントアップ

ソフトバンク玉野紅陽台 玉野市東紅陽台1-19-305 0863-71-6776
新規契約・機種変更代金を店頭価格か
ら1,000円割引きいたします。

トヨタカローラ岡山㈱玉野店 玉野市築港3-1-7 0863-31-1261
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

ファミリーマート玉野宇野店  玉野市宇野8－5－8 0863-33-8722
ミルクのお湯サービス
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

ファミリーマート玉野八浜店
 玉野市八浜町八浜1440－
1

0863-51-1266
ミルクのお湯サービス

フジパンストアー　ホルン玉
野店

玉野市宇野1-38-1 0863-32-4766
お買い上げ金額から５％ＯＦＦ

（有）みやけ家電 玉野市西田井地2281-4 0863-41-1688
ポイントup or 料金の割引 or 景品のプ
レゼント

（有）三宅商店 玉野市番田1619 0863-66-5024
マリンカードのポイント２倍

山田快進堂 玉野市八浜町八浜968 0863-51-1508
お買上げの方に粗品プレゼント

青山茶舗 笠岡市十一番町5-3 0865-63-0288
お菓子のプレゼント又はお茶（煎茶又
は抹茶）の試飲

ウエスギ（株）笠岡店
笠岡市笠岡2388
笠岡シーサイドモール2F

0865-69-0377
景品のプレゼント

学生服の店　まるみ屋
笠岡市笠岡2211（東本町
商店街）

0865-62-2537
粗品プレゼント

紳士服のはるやま　笠岡店 笠岡市富岡475-15 0865-63-7008

店頭価格より10％OFF。ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF。

セブン-イレブン　笠岡イン
ター店

笠岡市小平井1756-5 0865-63-1080
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　笠岡五番
町店

笠岡市五番町5-55 0865-63-1414
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　笠岡西ノ浜
店

笠岡市笠岡5914-1 0865-63-3898
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　笠岡茂平
店

笠岡市茂平1729-13 0865-66-4022
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　笠岡吉浜
店

笠岡市吉浜2391-1 0865-69-6266
ミルクのお湯の提供

トミヤ 笠岡市中央町8-11 0865-62-2361

お買上げ商品５％割引
授乳・おむつ替えの場所及び本（１～６
才）・おもちゃの提供

ファッションプラザ丸幸 笠岡市中央町31-11 0865-62-4393

①スタンプポイント２倍押し　②粗品進
呈

【多子世帯優遇】ポイントカード２倍押し

ファミリーマート笠岡里庄口
店

笠岡市絵師406-1 0865-62-0266
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート笠岡市民病
院前店

笠岡市笠岡5611-5 0865-69-0322
ミルクのお湯サービス
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

ファミリーマート笠岡スポー
ツ公園前店

笠岡市山口1124-1 0865-69-5335
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート笠岡中央店 笠岡市笠岡5279-1 0865-62-0885
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート笠岡富岡店 笠岡市富岡438-1 0865-69-7730
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート笠岡用之江
店

笠岡市用之江2276-3 0865-69-6855
ミルクのお湯サービス

フジイ洋品店 笠岡市中央町26-11 0865-62-3663
割引カード発行

（有）丸辰商店 笠岡市中央町34-12 0865-62-2552
サービス品のプレゼント

メガネのツザキ 笠岡市中央町22-6 0865-62-2815
店頭価格より25％引き

ゆめらんど
笠岡市笠岡2388
笠岡シーサイドモール1F

0865-69-1433
景品のプレゼント

株式会社両備エネシス　セ
ルフ笠岡東給油所

笠岡市西大島新田80-1 0865-67-6688
セルフ洗車プリペイドカード10％OFF

ワタナベ文具 笠岡市中央町22-3 0865-62-3080
授乳とおむつ替えの場所の提供

（有）石井写真館 井原市井原町1070 0866-62-0151
百日・入園・入学など記念写真撮影の
方に「フォトカード」進呈

ウエスギ（株）井原店 井原市井原41 0866-63-1881
景品のプレゼント

笹井呉服店 井原市井原町807 0866-62-0449

お買い上げの方に景品プレゼント
お買い上げの方に着付けサービス（お
宮参り、七五三、浴衣　他）

セブン-イレブン　井原岩倉
町店

井原市岩倉町342-2 0866-63-0751
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　井原上出
部町店

井原市上出部町511 0866-63-2831
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　井原高屋
町店

井原市高屋町246-1 0866-67-1900
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　井原西江
原店

井原市西江原1811-1 0866-62-8461
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　井原東江
原店

井原市東江原町斗代983-
1

0866-63-3629
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山芳井
町店

井原市芳井町簗瀬266-1 0866-72-0940
ミルクのお湯の提供

田辺商店 井原市芳井町西三原2359 0866-74-0652
ポイントアップ
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

（有）西江原石油 井原市西江原町675-1 0866-62-1050
ガソリン・軽油の値引き

ホームセンターサンショップ
川田金物（有）

井原市西江原町983 0866-62-0519

お買上げ商品の５％の割引サービスを
します（特価品を除く）

【多子世帯優遇】軍手手袋をサービスし
ます

（有）赤木薫畳工業所 総社市種井731-4 0866-99-1239
いぐさ製品プレゼント

㈲あんしん堂 総社市中央3-14-115 0866-94-8115
ローソク・線香　５％割引

（株）郁文社印刷 総社市中央1-3-28 0866-92-0336
料金の割引

㈱イリエ岡山総社店 総社市中央5-2-101 0866-93-6666
キャンディのプレゼント

岩佐自動車 総社市駅前2-9-115 0866-92-3274
値引き

インテリア　スギハラ 総社市駅前2-15-18 0866-92-5690
料金の割引

インテリア・イケガミ 総社市総社1-10-21 0866-93-1451

料金割引

【多子世帯優遇】割引率UP

インテリア館マルセン 総社市中央2-5-10 0866-93-2878
粗品プレゼント

エディオン総社西店 総社市上原480-1 0866-94-3171 景品のプレゼント

オオツキ　グレイス 総社市駅前2-6-1 0866-93-1129

婦人服５％引き（バーゲンセール期間
中及び特価品は除きます）

【多子世帯優遇】お買上げ金額の８％
割引

御菓子司　備菴 総社市総社3-1-10 0866-92-0441

和菓子全品10％割引

【多子世帯優遇】全品５％割引

岡山ダイハツ販売㈱　吉備
路店

総社市三須1111 0866-93-5156
お子様にお土産プレゼント。調乳用の
お湯・水の提供

カーフレンド浅野 総社市総社2-3-42 0866-93-3885
割引、プレゼント

ＣａｒＲｅａｌｉｚｅ　カーリアライズ 総社市総社1-1-40 0866-31-7400

①当店で車検をうけていただくと、「店
内インポート＆ハンドメイド雑貨500円
割引！
②当店にお車を売っていただくと、「マッ
クカード￥5,000円分！」プレゼント！！
③当店にてお車を買っていただいたら、
「新品チャイルドシート」無料無期限レン
タル！！いたします。
 



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

㈲カーリーペアー吉備路 総社市三須1133-1 0866-92-7755
料金について相談に乗ります。
（自動車修理・販売・板金）

学生服ムラキ 総社市中央2-17-25 0866-93-4810

お買上げ時ポイントサービス。当店の
商品に限りお直しサービス。新入学生
割引券プレゼント。

家具の大丸 総社市中央1-2-108 0866-93-2245
商品５％引き

㈱カザハヤスポーツ　本店 総社市総社2-21-35 0866-93-3221
単価1,000円以上　10％引き

㈱カザハヤスポーツ・ポテト
館

総社市中央6-15-102 0866-92-7100
単価1,000円以上　10％引き

かしはら（有） 総社市中央2-15-1 0866-92-0587
子ども部屋のカーテン＆じゅうたん10％
引き

㈲栢原商店 総社市総社3-6-2 0866-92-0931
全商品５％引き
　※ただし、仕出しは対象外。

㈲栢原商店　リブ総社店
総社市門田187 リブ総社店
内

0866-92-3908

全商品５％引き
※ただし、ハピーカードとの併用はでき
ません。

（有）角井杭木店 総社市槙谷1553 0866-95-8181

料金の割引

【多子世帯優遇】割引率アップ（15％割
引）

㈱角藤田　総社ＳＳ 総社市総社1-18-37 0866-92-0860
燃料油　現金会員価格での提供

㈱角藤田　総社インターＳＳ 総社市長良924-1 0866-94-3911
燃料油　現金会員価格での提供

㈱角藤田　総社吉備路ＳＳ 総社市三須26-1 0866-92-3990
燃料油　現金会員価格での提供

㈱角藤田　総社中央ＳＳ 総社市中央2-5-1 0866-92-6936
燃料油　現金会員価格での提供

㈱角藤田　総社西ＳＳ 総社市門田305 0866-92-1199
燃料油　現金会員価格での提供

川上備芳園 総社市中央2-19-10 0866-92-4136
商品割引、抹茶ソフトクリーム￥150に
て（期間４月～10月下旬）

吉備路花田ＦＦ 総社市宿1317 0866-92-7787
商品５％割引

吉備寿園 総社市門田187　リブ２１内 0866-93-8129
ソフトクリーム　50円引き

九城トレイド 総社市駅前2-11-30 0866-92-1220
５％引き、粗品進呈

（有）グランディーオート 総社市井手209-1 0866-94-8408

料金の割引

【多子世帯優遇】洗車半額



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

車の事なら何でもおまか
せ！
サンオート

総社市窪木1029-1 0866-93-6174

カブトムシ、クワガタをプレゼント。
自動車販売、修理、車検、カー用品の
値引き

小僧寿し　総社店 総社市中央町4-1-101 0866-93-5802
1,000円以上お買い上げのお客様に、
お味噌汁１つサービス。

小西屋 総社市中央2-11-29 0866-92-1464
お子様に駄菓子の掴みどり

コンフェクショナリー
コトブキ　リブ総社店

総社市門田187 0866-92-7292
プティラグセ　10％引き

酒の赤鬼 総社市中央5-4-102 0866-93-9039
商品のお買い上げ時に景品のプレゼン
ト

さのオートセンター 総社市溝口2-1 0866-93-5688
新車・中古車お買い上げのお客様に納
車時ガソリン満タンにいたします。

山陽新聞総社西販売所 総社市中央3-14-102 0866-92-0791
駄菓子のプレゼント（子供へ）

Ｃｉｅｌ　ｂｌｅｕ 総社市三輪674-1 0866-94-8870
小学生以下のバースデーケーキ　10％
引き（1,500円以上の商品が対象）

車検のコバック　総社店 総社市井手1167 0866-92-2395
コバックキャラクターグッズのプレゼント

写真アオブチ 総社市総社2-21-41 0866-92-0261

各種証明写真・記念写真　料金５％引
き　待合室に絵本（岡山のむかしばなし
等）・岡山の歴史（漫画）等を待っている
間に退屈しないように置いています。

シャディ「サラダ館」総社店 総社市駅前1-6-36 0866-92-8757

①会員価格にて販売②会員ポイント進
呈③５万円以上お買上げの方へ、赤
ちゃんが寝ている時に身長を測れるバ
スタオルプレゼント④出産内祝をお買
上げの方へ、自宅用額入り命名札のプ
レゼント⑤結婚内祝を５万円以上お買
上げの方へお赤飯セットプレゼント⑥最
近のギフトに関するアドバイス

紳士服のはるやま　総社店 総社市総社1009 0866-93-7449

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF

瀬戸内ファーム㈲ 総社市駅前2-11-30 0866-92-1220
葬儀基本料３％引き

セブン-イレブン　総社大橋
東店

総社市真壁1144-4 0866-92-8091
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　総社小寺
店

総社市小寺668-1 0866-94-8611
ミルクのお湯の提供
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

セブン-イレブン　総社種井
店

総社市種井139 0866-99-1772
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　総社中央5
丁目店

総社市中央5-2-103 0866-94-5454
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　総社真壁
店

総社市真壁2105 0866-92-7594
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　東総社駅
前店

総社市総社1-17-16 0866-93-6817
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　備中国分
寺店

総社市宿313-2 0866-94-2307
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　山手吉備
路店

総社市地頭片山1-4 0866-94-1254
ミルクのお湯の提供

総社自動車（有） 総社市総社1017-1 0866-92-0112
エンジンオイル、オイルエレメント交換
工賃無料、５％割引

総社スズキ販売㈱ 総社市小寺1-3 0866-93-0021

オイル交換SM（5W-30）　50％ＯＦＦ　※
ガソリン車のみ（税込）　「軽四」￥2,400
→￥1,200、「2000ccまで」￥3,400→
￥1,700、「3000cc以上」￥4,400→2,200

総社タイヤ（株） 総社市溝口116-1 0866-93-3560
料金の割引（一部対象外あり）

ソフトバンク総社東 総社市井手早溝588-1 0866-90-1006
付属品購入時　10％割引

大黒屋 総社市中央1-6-23 0866-92-3993
新品商品以外５％引き

大惣㈱　つぼい亭 総社市真壁181-1 0120-33-7211

誕生・初節句・紐落し・七五三や入園・
入学・卒業等小学校卒業までの祝い膳
及びつぼい亭でのお祝いの宴会を５％
引きに（おせちを除く）

タイヤワールド 総社市井手609-2 0866-92-6567

ファミリーカード（カーメンテナンス割引
カード）会員入会金無料、オリジナルフ
ワフワ風船プレゼント、チャイルドス
ペース完備

（有）武田ガラス建装 総社市東阿曽1961-3 0866-99-9424
料金の割引

デオデオ美袋店 総社市美袋1270-1 0866-99-0177
お子様連れのお客様には、お菓子又は
ジュースを！

徳満米穀㈲ 総社市総社1-7-1 0866-93-3636
景品のプレゼント

ドコモショップ　総社店 総社市中央4丁目22-111 0120-299-131

・携帯電話購入時に頭金 2,100円割引
・来店のお客様へドコモダケストラップ
プレゼント
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

トヨタカローラ岡山㈱総社店 総社市真壁1638-9 0866-92-3681
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

（有）ながたや 総社市総社1-5-10 0866-92-0416
当店の商品1,000円以上お買上げのお
客様にお菓子を差し上げます。

中ヒラノヤ靴店 総社市総社2-10-13 0866-92-0216
通学靴　１割引

ねむねむ　フジイ 総社市中央2-11-25 0866-92-0346

商品お買上げ時に料金の割引（全商
品・特価品も含む）及び時期によって異
なりますが、景品のプレゼント

延代　西店 総社市総社1-2-3 0866-93-3315
ポイントスタンプ付加（スタンプカードの
み）

ハウス　エビスヤ 総社市宿935-1 0866-90-1234
全商品５％ＯＦＦ

（有）橋本金物店 総社市総社1-2-25 0866-92-0410 ５％割引

長谷川タイヤ商会　総社店 総社市井尻野319-1 0866-93-0728
タイヤ４本購入時　５％割引

花の店　クローバー 総社市井手1092-1 0866-93-8341
１ポイントサービス

ハピーテレピット　リブ総社
店

総社市門田187
リブ総社店３Ｆ

0866-90-1908
景品のプレゼント

林 畳商店 総社市中央4-23-110 0866-92-4648
景品のプレゼント

平川本店 総社市井手589-1 0866-92-0058
あめプレゼント

ファミリーショップ　豪渓 総社市槙谷380-5 0866-95-8123
お菓子プレゼント

ファミリータウン　モリヤス 総社市駅前2-6-11 0866-93-5525
ランドセル５％ＯＦＦ

ファミリーマート総社溝口店 総社市溝口34-4 0866-90-0061
ミルクのお湯サービス

（有）フジヤマ 総社市駅前1-2-15 0866-92-3881
粗品プレゼント

ブティック　エバ 総社市中央2-2-11 0866-92-6447
ドリンクサービス

ブティック　フルール 総社市中央4-20-110 0866-94-3222
料金の割引（５％引き）

フラワー＆グリーン　フミー
ズハウス

総社市井手1256 0866-93-8283
切り花を１本プレゼント

有限会社　平和モータース 総社市総社2-15-1 0866-92-0333
エンジンオイル交換50％ＯＦＦ
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

ベーカリートングウ 総社市駅前1-2-3 0866-92-0236
パン商品に限り５％割引

（有）法雲堂 総社市駅前2-7-104 0866-93-3568
景品のプレゼント

マルタケ総社店 総社市井手934-1 0866-94-1256
1,000円以上お買上げの方のみ、５％割
引

マル徳精肉店 総社市中央1-12-34 0866-93-2149
景品のプレゼント又は料金の割引

まるみ麹本店 総社市美袋1825-3 0866-99-1028
まるみ手作り味噌教室参加料　20％引
き

miz　リブ総社店 総社市門田187　リブ２１内 0866-92-8074
ミズスタンプカード２倍押し

メガネのタナカチェーン㈱
総社店

総社市井手609-1 0866-90-2311
景品のプレゼント

メガネのはちや 総社市中央4-20-110 0866-94-1211

お買い上げ価格よりさらに10％引き

【多子世帯優遇】３人目からは、20％引
き

メガネのひらまつ　総社店 総社市駅前2-7-12 0866-94-1010

小学校６年生までのメガネ　５％割引
（他の割引サービスとの併用不可）
小学校６年生までのメガネのレンズ　２
年間保証
（メガネお渡し日から１回目は無料、２
回目以降は片眼1,050円で、２年以内で
あれば何回でも上記金額で対応）

【多子世帯優遇】

友愛自動車 総社市中原819-3 0866-92-1517
料金の割引

（有）赤木製畳 総社市久米432-5 0866-99-9369
景品のプレゼント

ヨイキゲン㈱ 総社市清音上中島372-1 0866-94-0011
携帯ストラップ（酒ストラップ）プレゼント

洋服の青山　総社店 総社市総社3-1-46 0866-92-6108

平成20年１月７日より、①お買上商品
のご精算時提示にて５％割引②指定ク
レジットカードとの併用にてさらに全商
品５％割引③誕生月（指定クレジット
カードとの併用）15％割引④ポイント通
常４％付与、誕生月が２倍ポイント

リブ21〈１階〉アン 総社市門田187 0866-93-8132

毎月第１土曜日　５％OFF
※一部洋服・セール品・小物雑貨・マル
カン商品は除く

リブ21〈１階〉ウィズ 総社市門田187 0866-93-8122

ウィズメンバーズカード２倍押し
※その他のサービスとの併用はできま
せん

リブ21〈１階〉ジュエル・ダン 総社市門田187 0866-93-8131
全品５％OFF　※セール期間中・特価
品は除く
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

リブ21〈１階〉パル 総社市門田187 0866-93-8134
カードを提示された方は、スタンプを２
個サービス

リブ21〈１階〉ピコ 総社市門田187 0866-93-8130
毎週土曜日　布・手芸用品など…全品
５％OFF

リブ21〈１階〉マキノカメラ 総社市門田187 0866-93-8127

ﾈｶﾞﾌﾟﾘﾝﾄ･ﾃﾞｼﾞｶﾒﾌﾟﾘﾝﾄ･CD-R書き込み
販売価格より１割引
※ﾌﾟﾘﾝﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ及びｾｰﾙ･各種ｶｰﾄﾞ割
引特典等の併用はできません

リブ21〈１階〉ヨコタ 総社市門田187 0866-93-8135
2,000円以上の品　全品５％OFF
（学校規定品・赤札・特価品は除く）

リブ21〈２階〉サンスポーツ 総社市門田187 0866-93-8118
サンスポーツメンバーズカード２倍押し

リブ21〈２階〉サンセリテ 総社市門田187 0866-93-8115

婦人服・IKUKO　５％OFF
※バーゲン期間中及び一部商品は対
象外

リブ21〈２階〉ホッタ 総社市門田187 0866-93-8116
時計・宝石・メガネ　メーカー希望小売
価格の20％OFF

リブ21〈２階〉マツヤ 総社市門田187 0866-93-8136
１万円お買上げごとに、500円のマツヤ
お買物券進呈

リブ21〈２階〉マルイ 総社市門田187 0866-93-8114
１万円お買上げごとに、500円のマルイ
商品券進呈

リブ21〈２階〉むらきや 総社市門田187 0866-93-8112

１万円お買上げごとに、500円のむらき
や商品券進呈
※次回のお買物でご利用ください

リブ21〈３階〉ヨシダ 総社市門田187 0866-92-1308

お誕生日月にご来店くださった方に21
カード10倍ポイントサービス（特価品は
除きます）

（有）レオ・コーポレーション 総社市清音柿木285 0866-93-0058
景品のプレゼント

ろわーるどっと混む 総社市中央1-6-18 0866-94-6333
一点税込500円以上の商品を５％割引

Ｙ－ＳＴＹＬＥ　タイヤワールド
総社店

総社市井手609-2 0866-92-6567
会員　入会金　無料

ワタナベめがね店 総社市中央1-5-1 0866-93-2758
セットめがねレンズ無料（別作除く）

石田商店 高梁市成羽町下原484 0866-42-2073
景品のプレゼント

いわさ 高梁市中原町1084-1 0866-21-0377

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

きらら 高梁市中原町1084-1 0866-22-8555

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り

ジョニー＆キャビン 高梁市中原町1084-1 0866-22-7757

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り

スーパーストア　まるかわ 高梁市成羽町下原1006-1 0866-42-2225
お菓子のプレゼント

セブン-イレブン　高梁落合
町店

高梁市落合町阿部1841-3 0866-23-1337
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　高梁横町
店

高梁市横町1078-1 0866-23-1700
ミルクのお湯の提供

タツミヤ 高梁市中原町1084-1 0866-22-8171

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り

津々甲三堂印判 高梁市栄町1954-4 0866-22-2451
印章全般20％引き　仏具10％引き

花かまくら 高梁市中原町1084-1 0866-22-4646

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り

パブトリーＴＡＮＡＫＡ 高梁市中原町1084-1 0866-22-8456

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り

パル 高梁市中原町1084-1 0866-22-4633

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り

ぴのきお 高梁市中原町1084-1 0866-22-0785

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り

ブーケ 高梁市中原町1084-1 0866-22-4187

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り

フジパンストアー　ホルン高
梁店

高梁市落合町阿部1700 0866-22-6131
お買い上げ金額から５％ＯＦＦ

ぽぷり 高梁市中原町1084-1 0866-22-8182

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り

雅彩 高梁市中原町1084-1 0866-22-2454

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り
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ヨコタ 高梁市中原町1084-1 0866-22-0031

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り

ラ・ポートKAJIWARA 高梁市中原町1084-1 0866-22-5325

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り

リトルマーメイド　ポルカ店 高梁市中原町1084-1 0866-22-8335

お買上1,050円以上でポルカカードポイ
ント10ポイント進呈※お一人様１店舗一
回限り

青柳本舗 新見市新見919 0867-72-0359
全商品10％OFF、ポイントカード記入

ａｕショップ　サンパーク新見 新見市正田橋ノ本433-6 0867-71-2501
新規ご契約・機種変更の際、粗品プレ
ゼント

おしゃれの店　土井 新見市哲西町畑木793-5 0867-94-2095
２倍出しポイント

カツマル醤油醸造（株） 新見市新見854 0867-72-2251
10％値引

こめ工房 新見市哲西町矢田3604 0867-94-2205
500円以上お買上げにつき２倍出し

ささきストアー 新見市哲西町矢田3565-5 0867-94-2408
ポイント３倍

（有）佐々木文正堂 新見市新見920 0867-72-0173
８％割引　その他特価品有

㈱さつき屋 新見市金谷1165-2 0867-72-2177
ご来店お持ち帰りのみ商品割、ミルク
のお湯提供

郷趣膳　水上
新見市哲西町上神代
3620-1

0867-94-2352
哲西こいこいカード　ポイント３倍出し

頌山堂 新見市西方4160-3 0867-72-0143
料金の割引

神郷特産物展示直売所 新見市神郷下神代4898-2 0867-93-6239
神ＧＯ郷カード　ポイント２倍出し

難波花環店 新見市哲西町畑木857-1 0867-94-3351
雑貨小物（ハンカチ等）プレゼント

フラワーステーション 新見市哲西町矢田3637-1 0867-94-2887
山野草プレゼント

（株）本多食品事業 新見市正田236 0867-72-2911
10％～20％割引

（有）みすみストアー 新見市哲西町八鳥1029-1 0867-94-2526
ポイントの倍出し

道の駅「鯉が窪」 新見市哲西町矢田3585-1 0867-94-9017
利用料金の10％割引（売店・食堂とも）

ミツミ電気商会 新見市哲西町畑木799-8 0867-94-2356
景品のプレゼント
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

メガネ、写真のナンバ 新見市大佐小阪部1391 0867-98-3489
通常価格より10％割引

（有）ライフストア 新見市神郷下神代3607-1 0867-92-6011
小学生以下のお子様連れで、500円以
上お買上げの方にお菓子プレゼント

えいぶる 備前市西片上1275 0869-64-2373
誕生日にお買上げで当店プレゼント
カード　ポイント２倍

ａｕショップ　備前片上 備前市西片上17-1 0869-63-8855

ももっこカードカード提示の方には、機
種代金を1,000円値引きします。（新規、
機変とも）お子さまのトイレ休憩等お気
軽にお立ち寄りください。

CAKE＆PAIN　ミシエール・
ニブ

備前市西片上1465-2 0869-63-2535
ポイントアップ、教育・学習（主に英語）
に関する手づくりプリント等提供

衆楽館 備前市伊部597 0869-63-1019

10％OFF

【多子世帯優遇】商品・飲食５％OFF
食事の場合、全員食事された方のみ

（株）杉本地星堂 備前市西片上1261 0869-64-2121
売価の５％引き

セブン-イレブン　岡山備前
インター店

備前市穂浪1289-1 0869-67-0173
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　備前伊部
店

備前市伊部1281-1 0869-63-2366
ミルクのお湯の提供

竹原花店 備前市西片上1253 0869-64-2630
緊急時、タクシー無料で呼びます

トヨタカローラ岡山㈱備前店 備前市伊部2188-1 0869-64-2500
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

中川時計店 備前市東片上38-4 0869-64-4054
お買上げの20％割引、ヨーヨー、風船
のプレゼント

なんばストアー 備前市香登本497-1 0869-66-7754
料金の割引

ナンバホームセンター備前
店

備前市香登西167-1 0869-66-8000

1,000円以上のお買い上げで１日１つス
タンプカードへ押印。スタンプ10個集め
ていただくと、ナンバポイントカードへ
500ポイント付与。

（有）馬場商店 備前市香登本868 0869-66-9027
商品代の10％ＯＦＦ

フルーツパークびぜん・物産
店

備前市佐山5249 0869-65-2225
商品代の５％引き

ベスト電器　クサカ備前店 備前市東片上514-22 0869-64-2334
トイレ等休憩所の提供、自宅、110番へ
のTEL無料提供
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ベルモール　フードショップ
やすい

備前市吉永町吉永中761-
1

0869-84-3000
文具１割引

ホームセンタータイム備前店 備前内東片上1092 0869-63-6955
お買い上げ金額2,000円以上の方に20
ポイントその場で差し上げます。（一部
対象外商品あり）

明石衣料雑貨店
瀬戸内市長船町飯井367-
1

0869-26-3067
学校図書等の充実支援サービスなど

石井書店 瀬戸内市牛窓町牛窓3888 0869-34-2056
子どもに優しい施設の提供

ａｕショップ　瀬戸内邑久
瀬戸内市邑久町尾張191-
1

0869-22-4577

ももっこカードカード提示の方には、機
種代金を1,000円値引きします。（新規、
機変とも）お子さまのトイレ休憩等お気
軽にお立ち寄りください。

長船町繊維組合 瀬戸内市長船町福岡856 0869-26-2002
学校図書等の充実支援サービスなど

祇園商店 瀬戸内市牛窓町牛窓3040 0869-34-2130
子どもに優しい施設の提供、季節によ
り景品のプレゼント

久山呉服店
瀬戸内市長船町牛文
1623-1

0869-26-2106
学校図書等の充実支援サービスなど

暮らしの衣料　おかむら
瀬戸内市長船町土師
1193-1

0869-26-2078
学校図書等の充実支援サービスなど

サラダ館　牛窓店
瀬戸内市牛窓町牛窓
4946-3

0869-34-2542
景品のプレゼント

写真のマサモト 瀬戸内市牛窓町牛窓3086 0869-34-2602
子どもに優しい施設の提供

セブン-イレブン　瀬戸内長
船店

瀬戸内市長船町長船286-
1

0869-66-8345
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　瀬戸内市
役所前店

瀬戸内市邑久町尾張338-
1

0869-24-0798
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　瀬戸内土
師店

瀬戸内市長船土師137-1 0869-26-5866
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　瀬戸内豆
田店

瀬戸内市邑久町豆田156-
4

0869-24-2322
ミルクのお湯の提供

ナカニワヤ 瀬戸内市牛窓町牛窓3017 0869-34-2128
子供のお菓子買上げ時に５％割引

ひまわり手芸店
瀬戸内市牛窓町牛窓
4792-4

0869-34-2263
料金の割引、子どもに優しい施設の提
供

ファミリーマート牛窓町店
 瀬戸内市牛窓町牛窓3911
－3

0869-34-9180
ミルクのお湯サービス
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

フォトプラザパステル
瀬戸内市長船町土師147-
7

0869-26-2760
大伸しプリント(100名限定)、バラエ
ティープリント(100名限定)の無料サー
ビス

ホームセンタータイム長船店
瀬戸内市長船町福岡
1165-1

0869-26-8650
お買い上げ金額2,000円以上の方に20
ポイントその場で差し上げます。（一部
対象外商品あり）

まじめな店　とみき屋
瀬戸内市長船町土師144-
15

0869-26-2509
学校図書等の充実支援サービスなど

（株）ミュージックパークコダ
マ

瀬戸内市長船町土師148-
8

0869-26-4490
楽器の割引、音楽教室レッスンチケット
１枚進呈

裳掛食糧企業組合 瀬戸内市邑久町虫明4390 0869-25-0727
子どもに優しい施設の提供

赤磐酒造（株） 赤磐市河本1113 086-955-0130
トイレ使用可、おむつ替え所使用可、飲
料水有り（水道水）

（有）石美 赤磐市中島65-1 086-955-8587
子供関連（知的玩具、おもちゃ）の商品
のみ20％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive岡山ネオポリス店

赤磐市桜が丘西2-22-1 086-955-6056
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

小宮山酒造（株） 赤磐市周匝718-2 086-954-2711
つちのこカードポイント２倍出し

紳士服のはるやま　岡山山
陽店

赤磐市河本1105-1 086-955-0053

店頭価格より10％OFF　ただし、他の割
引特典と併用する場合は、販売価格の
５％OFF

セブン-イレブン　赤磐五日
市店

赤磐市五日市259-1 086-956-0784
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　赤磐円光
寺店

赤磐市円光寺13-1 086-995-3316
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　赤磐福田
店

赤磐市福田345-1 086-954-0733
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　赤磐町苅
田店

赤磐市町苅田524-2 086-957-4450
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　岡山山陽
団地口店

赤磐市河本1076-1 086-956-1455
ミルクのお湯の提供

（有）地久屋 赤磐市周匝16-618 086-954-0588
吉井つちのこカードポイント２倍出しな
ど

トミヤ眼鏡店 赤磐市桜が丘東5-5-201 086-995-0218
５％割引
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

（有）桃茂実苑 赤磐市上市218 086-955-1928

当店オリジナルスタンプカードポイント２
倍（1,000円で１ポイントのところ500円で
１ポイント）とし、満ポイント（20ポイント）
でソフトクリームと交換

【多子世帯優遇】ゼリー２個プレゼント
（お買上げの方に）

（有）永宗鮮魚店 赤磐市周匝1486-6 086-954-0417
吉井つちのこカード２倍出し

ナンバホームセンター山陽
店

赤磐市高屋421-1 086-955-4911

1,000円以上のお買い上げで１日１つス
タンプカードへ押印。スタンプ10個集め
ていただくと、ナンバポイントカードへ
500ポイント付与。

（有）沼本呉服店 赤磐市周匝1369 086-954-0416
ポイントアップ

原セイコー堂 赤磐市周匝717-3 086-954-0513

料金の割引、ポイントアップ、景品のプ
レゼント

【多子世帯優遇】割引率アップ

びさくギフト 赤磐市周匝748-2 086-954-2929
地元の吉井サービススタンプ会発行の
「吉井つちのこカード」のポイント倍出し

ファミーユぬもと 赤磐市周匝715-1 086-954-2581
ポイントアップ

ファミリーマート赤磐中島店  赤磐市中島69－1 086-956-4070
ミルクのお湯サービス

ホームセンタータイム山陽店 赤磐市上市180-1 086-955-3411
お買い上げ金額2,000円以上の方に20
ポイントその場で差し上げます。（一部
対象外商品あり）

山本写真館 赤磐市周匝805-1 086-954-0424
つちのこポイントカード２倍出し

（有）山本製菓 赤磐市下市381-5 086-955-0067
1,000円以上お買上げの方に景品のプ
レゼント

遊宇眠 赤磐市周匝728-4 086-954-0165

吉井つちのこカードポイント２倍出し

【多子世帯優遇】寝具インテリアに関し
ては割引いたしたいと思います。申し出
てほしいです。

ルーブル山陽店 赤磐市下市479－1

086－955－
9393
0120－969－
715

①ルーブルポイントカード２倍出し(通常
1,000円で１ポイント付加、50ポイントで
500円のルーブル専用お買い物券と交
換)
②授乳、おむつ替えスペース提供(平成
24年3月1日より授乳室店内に設置)

アルティ専門店街
杉山カメラ　アルティ店

真庭市久世2415 0867-42-7135
デジカメプリント20％引き　同時プリント
20％引き
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アルティ専門店街
原フトン店

真庭市久世2415 0867-42-7125
全商品１割引

アルティ専門店街
ベークショップ神戸屋 アル
ティ店

真庭市久世2415 0867-42-7137
景品のプレゼント

伊藤写真館　写留夢 真庭市落合垂水628 0867-52-2418

カードをお持ちの方にスタンプカード差
し上げます。サンプラザ全コーナー
1,000円お買上げで１つ捺印。20ヶで
200円商品券になります。

落合ショッピングセンター内
おおたけ

真庭市落合垂水628 0867-52-2476

カードをお持ちの方にスタンプカード差
し上げます。サンプラザ全コーナー
1,000円お買上げで１つ捺印。20ヶで
200円商品券になります。

落合ショッピングセンター内
クレヨンハウス

真庭市落合垂水628 0867-52-2455

カードをお持ちの方にスタンプカード差
し上げます。サンプラザ全コーナー
1,000円お買上げで１つ捺印。20ヶで
200円商品券になります。

落合ショッピングセンター内
五向園

真庭市落合垂水628 0867-52-4059

カードをお持ちの方にスタンプカード差
し上げます。サンプラザ全コーナー
1,000円お買上げで１つ捺印。20ヶで
200円商品券になります。

落合ショッピングセンター内
サンエトワール

真庭市落合垂水628 0867-52-5023

カードをお持ちの方にスタンプカード差
し上げます。サンプラザ全コーナー
1,000円お買上げで１つ捺印。20ヶで
200円商品券になります。

落合ショッピングセンター内
タイム

真庭市落合垂水628 0867-52-0631

カードをお持ちの方にスタンプカード差
し上げます。サンプラザ全コーナー
1,000円お買上げで１つ捺印。20ヶで
200円商品券になります。

落合ショッピングセンター内
ブックタウン本佛

真庭市落合垂水628 0867-52-2451

カードをお持ちの方にスタンプカード差
し上げます。サンプラザ全コーナー
1,000円お買上げで１つ捺印。20ヶで
200円商品券になります。

落合ショッピングセンター内
フローラ谷本

真庭市落合垂水628 0867-52-3737

カードをお持ちの方にスタンプカード差
し上げます。サンプラザ全コーナー
1,000円お買上げで１つ捺印。20ヶで
200円商品券になります。
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落合ショッピングセンター内
細井

真庭市落合垂水628 0867-52-0330

カードをお持ちの方にスタンプカード差
し上げます。サンプラザ全コーナー
1,000円お買上げで１つ捺印。20ヶで
200円商品券になります。

落合ショッピングセンター内
萬足屋

真庭市落合垂水628 0867-52-2428

カードをお持ちの方にスタンプカード差
し上げます。サンプラザ全コーナー
1,000円お買上げで１つ捺印。20ヶで
200円商品券になります。

サンプラザ食品館 真庭市落合垂水628 0867-52-2411
お買い上げ1000円以上でポイントカー
ド３ポイントプレゼント

セブン-イレブン　落合栗原
店

真庭市栗原891-8 0867-54-7112
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　落合福田
店

真庭市福田355-29 0867-52-2515
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　久世イン
ター店

真庭市目木1795-1 0867-42-6633
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　久世草加
部店

真庭市久世3247-2 0867-42-5531
ミルクのお湯の提供

ソフトバンク久世
真庭市久世2415 久世アル
ティー内

0867-42-7400
新規ご契約・機種変更の際、粗品プレ
ゼント

（株）道満石油店　落合イン
ター給油所

真庭市開田188 0867-52-0175
洗車割引

トヨタカローラ岡山㈱落合店 真庭市下市瀬1257-7 0867-52-1225
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント

ナンバホームセンター落合
店

真庭市中392-3 0867-42-4211

1,000円以上のお買い上げで１日１つス
タンプカードへ押印。スタンプ10個集め
ていただくと、ナンバポイントカードへ
500ポイント付与。

下湯原温泉　ひまわり館 真庭市下湯原24-1 0867-62-7080
店内2,000円以上お買上げ１回につき
保護者１名入浴無料券進呈

フクダ洋服店 真庭市勝山285 0867-44-2316
景品のプレゼント、子どもに優しい施設
の提供

Plus*久世店
真庭市久世2415マルイア
ルティ内

0867-41-0131

毎月５日、15日、25日はももっこカード
をご提示で３%OFF。※セール品、福袋
等、一部商品割引対象外。



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

北房ほたるカード会
池奥食料品店

真庭市宮地1212 0866-52-2827
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
小田印刷

真庭市下呰部268 0866-52-2007
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
コスモスの里

真庭市上水田6328 0866-52-3191
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
コンビニエンスライト

真庭市上呰部11-3 0866-52-2927
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
つじ衣料

真庭市下呰部574 0866-52-2228
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
津田商店

真庭市上水田6067 0866-52-3014
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
寺沢酒店

真庭市下呰部277-1 0866-52-2203

ポイント２倍出し

【多子世帯優遇】ポイント５倍

北房ほたるカード会
友平時計店

真庭市下呰部255-4 0866-52-2621
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
中島呉服店

真庭市下中津井479 0866-52-2618
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
ひらかた商店

真庭市上中津井1128-2 0866-52-2308
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
平田酒店

真庭市山田1930 0866-52-3025
ポイント２倍出し



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

北房ほたるカード会
北房仏花堂

真庭市宮地1338-1 0866-52-2371
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
宮田松月堂

真庭市上水田2924 0866-52-2103
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
みよし

真庭市上水田5430-1 0866-52-3511
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
（有）片場商店

真庭市下呰部2422-1 0866-52-2718

ポイント２倍出し

【多子世帯優遇】ポイント２倍、３倍等

北房ほたるカード会
（有）正直屋

真庭市下呰部285-8 0866-52-2333
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
（有）トヨタ

真庭市宮地1243 0866-52-2371
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
（有）フクエー建材店

真庭市下呰部19 0866-52-2632
ポイント２倍出し

（有）槙本風味堂 真庭市蒜山上福田712 0867-66-3061
当店製造のお菓子お買上げ時に10％
割引

ミスタードーナツアルティ
ショップ

真庭市久世2415-1 0867-42-7565

ももっこカードをご提示で、全品10%ＯＦ
Ｆ。※１各種セット、一部商品は対象外
です。　※２セール期間中のご利用は
お断りさせていただきます。　※３他の
優待券との併用はお断りさせていただ
きます。

道の駅　風の家 真庭市蒜山上徳山1380-6 0867-66-4393
館内レジにて５％引き（ただし、野菜
コーナーは除く。）

森本時計店 真庭市勝山264-1 0867-44-2307
料金の割引

ａｕショップ　美作 美作市明見8-1 0120-921-683
新規・機種変更ともに店頭価格より
1,890円（税込み）引き

えびす屋 美作市江見465 0868-75-0118
子供用品のお買い上げ５％引き



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

ナンバホームセンター美作
店

美作市楢原下1275-1 0868-72-8011

1,000円以上のお買い上げで１日１つス
タンプカードへ押印。スタンプ10個集め
ていただくと、ナンバポイントカードへ
500ポイント付与。

ベストフレンドショップ大原店
（有）共栄電化ストアー

美作市古町1644 0868-78-2840
ポイントアップ

印刷のよこやま 浅口市鴨方町益坂270 0865-44-3042
料金割引（５％～30％）又は、粗品のプ
レゼント

ａｕショップ　イオンタウン鴨
方

浅口市鴨方町鴨方950-2
（イオンタウン鴨方店）

0865-44-7644

カード提示で新規・機種変更1,000円
OFF
同伴のお子様にお菓子プレゼント

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive鴨方インター店

浅口市鴨方町鴨方1644-1 0865-44-1222
①手洗い洗車10％OFF　②セルフ洗車
プリペイドカード10％OFF

（株）オオシマ
浅口市鴨方町六条院中
1458-1

0865-44-3500
ガソリン、軽油の値引

セブン-イレブン　浅口六条
院中店

浅口市鴨方町六条院中
3951

0865-44-0023
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　鴨方イン
ター店

浅口市鴨方町鴨方1535-1 0865-44-1151
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　金光学園
前店

浅口市金光町占見新田
329-25

0865-42-4800
ミルクのお湯の提供

タイヤガーデン笠岡
浅口市鴨方町六条院中
3537-1

0865-44-9833
タイヤ購入時、カード提示でタイヤ本体
価格より８％値引き

トレジャーショップ 浅口市鴨方町鴨方1113-3 0865-44-0061
・ミニＳＬ＜予約＞　・ミニソフト(100円）
・お楽しみプレゼント（お子様１人１回）

中山建具店 浅口市鴨方町鴨方1273 0865-44-2841
料金割引（５％～）又は、粗品プレゼン
ト

ナンバホームセンター鴨方
店

浅口市鴨方町六条院中
3470-2

0865-44-1311

1,000円以上のお買い上げで１日１つス
タンプカードへ押印。スタンプ10個集め
ていただくと、ナンバポイントカードへ
500ポイント付与。

ファミリーマート鴨方町本庄
店

浅口市鴨方町本庄640-12 0865-45-9055
ミルクのお湯サービス

丸本酒造 株式会社　売店 浅口市鴨方町本庄2485 0865-44-3155 お子様に景品プレゼント

洋菓子工房ベルジェ
浅口市金光町占見新田
335-23

0865-42-5276
商品お買い上げ時に焼き菓子（又は生
菓子）プレゼント

宇治橋書店 和気郡和気町衣笠950 0869-92-0116
清麻呂カードポイントサービス



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

小笠原スポーツ店 和気郡和気町衣笠957-1 0869-93-0055
清麻呂カードポイントサービス

おしゃれの店　まつみや 和気郡和気町衣笠947-4 0869-93-0107

清麻呂カードポイントサービス

【多子世帯優遇】清麻呂カードポイント
20ポイントプレゼント（お買い物をした
方）

オプタイムおか 和気郡和気町父井原430 0869-88-0068
ポイントカード２倍出し

河本書店 和気郡和気町米沢712-2 0869-88-0027
ポイント２倍出し

グリーンストアーさわだ 和気郡和気町佐伯292 0869-88-0026
ポイント２倍出し

サエキストアー 和気郡和気町父井原430 0869-88-1106
ポイントカード２倍出し

（有）サソー 和気郡和気町父井原430 0869-88-1803
ポイント２倍

サダクニラジオ 和気郡和気町福富612 0869-93-0203
清麻呂カードポイントサービス

さわや 和気郡和気町佐伯204 0869-88-0462
ひまわりカード２倍出し

菅﨑商店 和気郡和気町佐伯370 0869-88-0072
ポイント２倍出し

セブン-イレブン　和気衣笠
店

和気郡和気町衣笠668-1 0869-92-0310
ミルクのお湯の提供

福屋 和気郡和気町衣笠949 0869-92-0209
清麻呂カードポイントサービス

藤尾商店 和気郡和気町福富608 0869-92-0267
清麻呂カードポイントサービス

プチデューク 和気郡和気町衣笠949-1 0869-92-0210
清麻呂カードポイントサービス

松笠酒造 和気郡和気町福富616-3 0869-92-0022
清麻呂カードポイントサービス

メガマート和気店 和気郡和気町福富442-1 0869-92-2001

毎月11日はイオンデー。ももっこカード
の提示で、子供服、ベビー服、育児用
品、子供肌着・靴下、おもちゃ、紙おむ
つ、おしりふきなどをレジにて５％割引
します。

横林酒店 和気郡和気町矢田340-1 0869-88-0052
ポイント２倍出し

ライフ 和気郡和気町佐伯544-1 0869-88-0348
ポイント２倍出し

レディースショップ　アカシヤ 和気郡和気町福富607 0869-92-1933

和気清麻呂カードポイント10ポイントプ
レゼント
※ただし、1万円以上お買い上げの方
に限ります。

和気文具 和気郡和気町福富610-4 0869-92-0013
清麻呂カードポイントサービス

和田時計店 和気郡和気町福富610-4 0869-92-0378
清麻呂カードポイントサービス、全商品
２割引



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

青木酒店 都窪郡早島町早島3996-5 086-482-1105
ご来店のお客様に早島町のサクラポイ
ント２倍押し

石井豆腐店 都窪郡早島町早島274 086-482-0253
料金の割引他

大森サイクルセンター 都窪郡早島町早島2320 086-482-0321

ご来店のお客様には、通常料金より割
引をさせていただきます。
自転車等へのタイヤへ空気の無料補
填をさせていただきます。

お酒のつなしま 都窪郡早島町前潟25 086-482-0169
ご来店のお客様に早島町のサクラポイ
ント２倍押し

片山商店
都窪郡早島町早島4227-
102

086-483-0623
ご来店のお客様、お子様に粗品・お菓
子等をプレゼント

きくや 都窪郡早島町早島1994-2 086-482-0671
ご来店のお客様に早島町のサクラポイ
ント２倍押し

小池化粧品店 都窪郡早島町早島1271 086-482-0505

ご来店のお客様に、化粧品のサンプル
をプレゼント
さくらカード２倍ポイント

【多子世帯優遇】さくらカード３倍ポイン
ト

サフラン洋菓子店 都窪郡早島町早島1284 086-480-0311
ご来店のお客様に全商品５％割引

スタジオ カメラ サトウ 都窪郡早島町前潟110 086-482-0115
ご来店のお客様に早島町のサクラポイ
ント２倍押し

（有）宅配システム　さわだ
都窪郡早島町大字早島
575

086-482-0530
商品のサービス他

デンキのヒラオカ 都窪郡早島町早島1987 086-482-0340
ご来店のお客様に早島町のサクラポイ
ント２倍押し、又は景品をプレゼント

（株）肉の丸栄 都窪郡早島町早島1979 086-482-0332
ポイントアップ、粗品のプレゼント

ふじた花店 都窪郡早島町早島1269-1 086-482-0880
ご来店のお客様に切花又は花の苗を
プレゼント

（株）円広満貨 都窪郡早島町早島1988-1 086-482-0662

ご来店のお客様で、幼稚園、小学校、
中学校用品購入時に、カードを提示し
ていただくと景品をプレゼント

磯千鳥酒造（株） 浅口郡里庄町新庄306 0865-64-3456
料金の割引

セブン-イレブン　里庄町里
見店

浅口郡里庄町里見9271-2 0865-64-7285
ミルクのお湯の提供

トヨタカローラ岡山㈱笠岡店 浅口郡里庄町浜中75-4 0865-64-3000
おむつ交換スペースの提供、オリジナ
ルぬりえプレゼント



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

ファミリーマート里庄里見店
浅口郡里庄町里見2729番
1

0865-69-4707
ミルクのお湯サービス

（有）佐伯文具店 小田郡矢掛町矢掛3172 0866-82-0074
矢掛町ポイントカード会　ポイント２倍進
呈

セブン-イレブン　矢掛江良
店

小田郡矢掛町江良2490-2 0866-83-0007
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　矢掛小田
店

小田郡矢掛町小田5540-2 0866-83-2233
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　矢掛東町
店

小田郡矢掛町矢掛1878 0866-82-5567
ミルクのお湯の提供

髙草商店 小田郡矢掛町矢掛1987 0866-82-0069
大名カード　ポイント２倍進呈

平井米店 小田郡矢掛町矢掛3053 0866-82-0113
景品のプレゼント

ぼっこう堂 小田郡矢掛町矢掛3198 0866-82-0369
矢掛町ポイントカードの２倍出し

ヤマザキショップ　なかにし 小田郡矢掛町矢掛3192 0866-82-0409
矢掛町ポイントカード会　大名カード２
倍進呈

道の駅メルヘンの里新庄 真庭郡新庄村2190-1 0867-56-2908
3,000円以上お買上げの方に姫ちゃん
湯呑みプレゼント

（有）写真のマエハラ 苫田郡鏡野町布原260-1 0868-54-0303

ネガ・デジカメ・携帯プリント 30枚以上
10％OFF
　　　　  〃　　　              100枚以上
20％OFF

セブン-イレブン　苫田鏡野
町店

苫田郡鏡野町円宗寺55-1 0868-54-4501
ミルクのお湯の提供

山田養蜂場　お菓子工房ぶ
んぶんファクトリー

苫田郡鏡野町円宗寺51-1 0868-54-3939
3,000円以上のご購入で蜂蜜石鹸１個
プレゼント

山田養蜂場　りとるびーはう
す

苫田郡鏡野町市場187 0868-54-3800
全商品５％OFF(他の割引との併用不
可)

あかぎ
勝田郡勝央町勝間田757-
3

0868-38-2056
カードを提示したお子様の文具購入代
金を５％引き

（有）スポーツショップ　ムサ
シ

勝田郡勝央町勝間田755-
6

0868-38-5656
店頭価格よりさらに３％OFF（一部商品
除く）

ファミリーマート勝央町植月
店

 勝田郡勝央町植月北字南
平3097－1

0868-38-7671
ミルクのお湯サービス

（有）福島車輌整備工場 勝田郡勝央町黒土102 0868-38-4135
エンジンオイル交換時１回につき1,000
円値引します。
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

久米南スタンプ会加盟店
岡山木村屋弓削専売店

久米郡久米南町下弓削
1153

0867-28-2832

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
坂手呉服店

久米郡久米南町里方876 0867-28-2752

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
シャディサラダ館くめなん店

久米郡久米南町里方816 0867-28-2103

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

【多子世帯優遇】ポイントサービス

久米南スタンプ会加盟店
杉本呉服店

久米郡久米南町下弓削
524

0867-28-2331

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
（株）富屋呉服店

久米郡久米南町上神目
751-1

0867-22-0790

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
フードセンター灰原

久米郡久米南町下弓削
371-1

0867-28-2452

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
ふくや

久米郡久米南町上神目
571-3

0867-22-0791

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
本郷商店

久米郡久米南町下弓削
1022

0867-28-2433

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
（株）三船商店

久米郡久米南町里方825 0867-28-2633

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
もむらや

久米郡久米南町下弓削
487-2

0867-28-2531

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

久米南スタンプ会加盟店
（有）神目電機商会

久米郡久米南町上神目
571-8

0867-22-1388

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
（有）坂田百貨店

久米郡久米南町上神目
558-1

0867-22-0801

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
（有）高田電機工業所

久米郡久米南町上神目
510

0867-22-1221

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
（有）直進

久米郡久米南町里方756-
1

0867-28-2282

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
（有）前呉服店

久米郡久米南町里方872-
2

0867-28-2701

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

久米南スタンプ会加盟店
（有）松岡商店

久米郡久米南町里方873 0867-28-2717

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
（有）森本屋商店

久米郡久米南町上神目
509

0867-22-1633

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

久米南スタンプ会加盟店
（有）山本呉服店

久米郡久米南町下弓削
371-8

0867-28-2851

お買い物１回につき久米南スタンプ会
発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

近藤書店
久米郡久米南町下弓削
1019

0867-28-2350
５％値引

セブン-イレブン　久米弓削
高前店

久米郡久米南町上弓削
1678-3

0867-28-2610
ミルクのお湯の提供

ファーマーズマーケット サン
サンくめなん

久米郡久米南町下二ヶ
1369-1

0867-28-4696
1,000円以上お買い上げの方にカード
提示で100円キャッシュバック

丸美屋本店
久米郡美咲町原田1933-5
サンエースSC内

0868-66-0015

毎月５日、15日、25日はももっこカード
をご提示で３％OFF。※セール品、福袋
等、一部商品割引対象外。

ＭｉｌｋＭｉｌｋｙ 久米郡美咲町小原417-3 0868-66-7070
税込2,000円以上お買い上げの方、景
品プレゼント

いのうえ
加賀郡吉備中央町加茂市
場647

0867-35-0022
ポイント３倍

えばらストアー
加賀郡吉備中央町尾原
603-3

0867-35-0513
せんたろうカードの３倍ポイント



04小売（卸売）業

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

小林豊稔堂
加賀郡吉備中央町竹荘
494-1

0866-54-1014
ポイント２倍（サービス日を除く）

トムエリーゼ
加賀郡吉備中央町吉川
4860-6

0866-56-8322
ポイント２倍（サービス日を除く）

ファッションプラザおおつか
加賀郡吉備中央町竹荘
750

0866-54-1391
ポイント２倍（サービス日を除く）

（有）フクニシ
加賀郡吉備中央町下加茂
13-2

0867-34-1006
文具＆菓子プレゼント

道の駅「かよう」 加賀郡吉備中央町北1974 0866-55-6008

道の駅「かよう」ソフトクリーム売り場に
てソフトクリームをお買い上げの方に
カードの提示により50円引き

千趣会サービス販売(株)
広島市中区本川町2-1-13
和光パレス21 4F

082-532-9881

ベルメゾン「マタニティーカタログ」（最大
1,500円OFF！）を無料でお送りさせて
いただきます。カタログをご希望の方
は、お電話（フリーダイヤル0120-81-
0860）又は電子メール
（arita@senshukai.co.jp)にてお申込くだ
さい。

なかよしメガネ
庄原市東城町川東1184-8
ジュンテンドー側

08477-3-0178

メガネレンズを子供１人で10％､２人で
20％､３人以上で40％割引
世帯を共にする全員様が対象です。

【多子世帯優遇】子どもが２人であれば
さらに500円引、３人であれば1,000円引
き、４人以上は2,000.円引き　（レンズ半
額より）

道の駅「犬挟」
鳥取県倉吉市関金町山口
2030-46

0858-45-1313
お買い上げ金額の５％を値引きしま
す。


