07理容
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容
子どもに優しい施設の提供他

090-78922252

ＣＡＲＬＳＯＮ Ｈａｉｒ

岡山市中区湊119-9

カットハウス ドルフィン

岡山市南区築港元町1-27

086-264-9680

カットルーム オーニシ

岡山市北区南方5-4-2

086-253-1956

田渕理容室

岡山市北区建部町宮地83

0867-22-1774

ＢＡＲ ＢＥＲ フジワラ

岡山市東区政津1285

086-948-3883

【多子世帯優遇】ファミリー割引１回の
予約で３人以上の場合、小学生まで３
人目～７００円割引
200円引き 親子ペアで500円引き

ＢａｒＢｅｒ ＴＯＭ

岡山市北区今保281-17

ファミリーサロン フレンド
（理容室フレンド）

岡山市北区今7-8-12
(今幼稚園南50m)

ＨＡＩＲ ＲＯＡＤ ＫＥＮ

岡山市中区国富1-10-22

カット料金10％OFF
ポイントアップ
500円割引（小学生以下）

平日10時00分～17時00分に予約にて
ご来店に限り
086-244-3755 お子様カット1,000円、女性のお顔剃り
1,500円にてご提供！
子どもカット通常2,200円を平日に限り
1,500円で提供
086-245-7477 お子様向けビデオを見ながらカット
赤ちゃんの毛で筆作成 1万円から
小学生以下のお子様にお菓子をプレゼ
086-272-1688 ント
①100円割引②バースデイ割引（誕生
月）③シルバー割引（65才～）

ヘアーあらかると ワタナベ

岡山市南区三浜町1-5-13

086-263-6566
【多子世帯優遇】
200円引き

ヘアーサロン オオタ

岡山市中区土田315-18

086-279-1011

ヘアーサロン かんばら

岡山市北区学南町1-4-3

086-252-6645

ヘアーサロン モリ

岡山市中区平井1183-15

カード提示の小学生以下のお子様カッ
086-277-0727 ト料金500円OFF

ヘアーサロンカズミの店

岡山市北区万成西町19-2

086-253-8913

ヘアーシェイパー かどき

岡山市小橋町2-2-5

086-272-1030

ヘアーショップ ゴウ六

岡山市中区森下町4-1

086-272-0540

YOU：STYLE

岡山市北区表町3-15-9

086-232-3920

理容イシカワ

岡山市北区奉還町2-3-1

086-253-0410

５％割引

ポイントカード、料金の割引、訪問理美
容
技術料金の200円引き
200円引き
平日 小学生以下 500円割引
通常料金（2,000円）の200円～300円引
き
【多子世帯優遇】一人につき２割程度

07理容
店舗・施設名
理容つちや

おしゃれサロンＦＵＪＩＯＫＡ

髪処藤岡

所在地
岡山市北区広瀬町2-43

倉敷市西富井636-91

倉敷市浜町1-9-36

電話番号

サービス内容

086-224-2846 料金200円OFF
キッズカット￥1,000、中学生以上1,000
円引き、赤ちゃん筆は５％引きで製作
086-423-2375 いたします。専用キッズチェアーでアニ
メを見ながら楽しくカットできます。
キッズカット￥1,000
専用キッズチェアーでアニメを見ながら
086-422-1592
楽しくカット
小学生以下のお子様に、お菓子のプレ
ゼント
086-463-3173 通常料金より、200円引き（他のサービ
ス券との兼用可）

ヘアーボーイズ（理容）

倉敷市中庄3524-1

メンズ・サロン・トマリ

倉敷市真備町箭田2-13

0866-98-5365

リゾートサロン ICHIMONJI

倉敷市北畝3-15-14

086-455-4523

景品プレゼント、ポイント２倍
10％OFF、ポイント２倍

女性「カット・顔剃・パーマ」で1,000円割
引、「カット・顔剃」で500円割引、乳幼児
0868-36-2278
～小学６年生まで500円割引

テラサカ理容院

津山市日本原329-3

ヘアーサロン 原野

玉野市木目1345-5

ニシマ理容室

総社市総社3-3-11

乳幼児・学生・妊婦の方の料金500円
0863-71-1209 OFF
（他カードとの併用はできません）
カット200円引き
0866-92-0775

ファミリーサロン花月

総社市中央1-22-104

お子様200円引き。一緒に御来店され
0866-31-7839 た御家族様も200円引き

ヘアー・デザイン
ＥＮＤＬＥＳＳ

総社市井尻野1681-2

0866-94-5113

ヘアーサロン イリエ

総社市中央2-17-2

0866-92-1002 10％割引

スタンプ１個サービス

小学生以下500円引き
ヘアーサロン ヒロ

総社市中央6-8-120

0866-93-7975 【多子世帯優遇】３人目からは半額を今
もしています。

理容男爵

総社市中央2-1-23

0866-92-0663

理容 友保

総社市西阿曽1236

料金の割引、ポイントアップ、景品のプ
0866-99-9661 レゼント

ヘアーサロンタケナカ

備前市香登本306-5

0869-66-8305

ヘアーブレス東南

瀬戸内市長船町土師
1192-2

0869-26-2282

カット５％引き

ポイントアップ
500円割引

07理容
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容
ポイント２倍押し、10ポイントでヘアケア
商品進呈

ヘアサロン尾形

瀬戸内市牛窓町鹿忍
5308-3

0869-34-5019

Hair shop ＲＡＭＢＬＥ

赤磐市沢原1115

086-995-0022

さんぱつやミズシマ

真庭市勝山256

0867-44-3472 500円引き

ヘアーサロン やまもと

真庭市蒜山上長田1222-7

0867-66-2622

メンズ アクセンテート

真庭市蒜山西茅部517-8

0867-66-7090

理容 三船

真庭市蒜山上福田757-9

0867-66-3247

理容 花本

真庭市粟谷40

お子様にはお菓子を進呈、母親同伴の
0867-65-2018 方はレディースシェービングを10％OFF

ヘアーサロン ナガハラ

都窪郡早島町早島338

ご来店のお客様、お子様に、ガチャポ
086-482-0597 ンをサービスの上、景品をプレゼント

ヘアーサロン
ＢＡＲＢＥＲ’ｓ Ｋ

都窪郡早島町早島236-1

086-482-0850

【多子世帯優遇】さらに１ポイントおつけ
します。
くじ引き等

平日 小学生以下 200円引き
平日 小学生以下 200円引き
平日 小学生以下 200円引き

小学生以下のお子様は通常料金より
300円の割引。ご来店のお子様にお菓
子等をプレゼント。※他のサービス券と
の併用不可
【多子世帯優遇】兄弟人数分のアメ・お
菓子をプレゼント！

料金の割引、ポイントアップ、景品のプ
0868-54-3937 レゼント

カットクラブ スミヨシ

苫田郡鏡野町薪森原7684

フュージョンヘアー

久米郡美咲町原田177-1

0868-66-3618

ヘアーサロン はっぴー

久米郡美咲町原田1624

0868-66-2898

理容 うえき

久米郡美咲町打穴中
1907-8

0868-66-2045

理容 たいら

久米郡美咲町打穴里72-1

0868-66-0338

ハルエ理容室

加賀郡吉備中央町竹荘
720-9

料金の割引、景品のプレゼント
料金の割引、景品のプレゼント
景品のプレゼント
景品のプレゼント

ももっこカード提示の方には、小学生以
0866-54-0921 下割引プラスお菓子プレゼント

