08美容
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容

（有）アトリエ ボブ

岡山市北区大供2-6-25

1,000円分スタンプ増押（5万円たまれば
086-801-9801 2,500円引）

アロマテラピー&ボディケア
ＦＬＯＷ

岡山市北区庭瀬269-1

086-292-4553

サロンド コアフュール クロエ 岡山市北区吉備津1551

086-287-3127

サロンドエル

岡山市中区長岡4-81

086-279-9201

そら Natural Hair Design

岡山市北区富町1-20-14

086-251-0005

NATURAL HAIR

岡山市北区庭瀬494-3

Hair Design LINK

岡山市北区牟佐965-1

美容室 フィオーレ

岡山市北区高柳西町1430

全ての施術料金10％OFF
眉カット
料金の割引
前髪カット

施術中も鏡越しにお子様の様子を見て
いただける個室を用意しております。※
ご希望の方はお電話でご予約時にス
タッフに伝えてください。大変、人気の
086-292-2658
個室のため、他のお子様連れのお客様
と相部屋になる可能性がありますの
で、あらかじめご了承ください。
086-229-2433

ポイント２倍押し

キッズカット、カード提示で\2,000→
\5,000他 キッズスペース完備 ☆お店
の様子はこちらから→
086-897-5046
http://www.jpdr.com（トップページ最上
部の動画Ｔ様邸です。見てね！）

ヘアカラー・パーマに限り、2,000～
3,000円OFF
岡山市中区円山90-9 YS
プロフェッショナルサロン 獏
086-276-4332 お子様にはアニメビデオ鑑賞、絵本貸
タウン内
出し、アメ、お菓子など有り
ｈａｉｒ ｐｒｏｊｅｃｔ ｄｅｌｍｏ

岡山市北区中山下1-1154

HAIR ROOM ikoi

岡山市北区広瀬町14-17

hair make Freely

カード提示で初回お子様とその両親
岡山市北区鹿田本町8-45 086-238-4433 10％OFF、2回目以降５％OFF

ミヤケ美容室
ヤマハ美容室
Anniversary美容室Mimore
（ミモレ）

086-283-4515 技術料金５％OFF
0120-998-136
全メニュー10％OFF
086-206-6146

岡山市北区津島西坂2-1全ての施術料金10％OFF！
086-252-7726
3
岡山市中区原尾島2-20子ども料金カット 2,500円→2,000円
086-272-2008
14
カット（500円ＯＦＦ）、パーマ（1,000円ＯＦ
倉敷市西坂1374-110
086-464-6646 Ｆ）、カット＋カラー（1,000円ＯＦＦ）

イマジン

倉敷市児島駅前 パティオ
内

エステティックHARMONY

倉敷市宮前482-1

ももっこカード提示で特別メンバー料金
086-427-1447 にて施術が受けられます。

（有）エムツー

倉敷市真備町箭田875-1

1,000円以上買上げでポイントカード５
0866-98-8005 ポイント進呈

倉敷えびす通商店街
ピースヘアー

倉敷市阿知2-12-3
Ｋ３ビル２Ｆ

086-474-2330

086-421-8776

シャンプー全員無料

300円割引

08美容
店舗・施設名

所在地

Ｇｒｏｗｔｈ Ｍａｍｉ Ｔｒｕｅ店
倉敷市中島2207-1
（グロース マミ トゥルー店）
Ｇｒｏｗｔｈ Ｍａｍｉ Ｈｅａｌ店
（グロース マミ ヒール店）

倉敷市粒江2085-1

Ｇｒｏｗｔｈ Ｍａｍｉ Ｐｉｃｋ店
（グロース マミ ピック店）

倉敷市二子1351-3

Ｇｒｏｗｔｈ Ｍａｍｉ Ｒｉｚｅ店
（グロース マミ ライズ店）

倉敷市平田660-1

Ｇｒｏｗｔｈ Ｍａｍｉ Ｌｕｃｋ店
（グロース マミ ラック店）

倉敷市水江1420-7

ビヤン・コワッフェ三谷

倉敷市茶屋町1643-4

ビューティーサロンじゅん

倉敷市真備町辻田121-6

電話番号

サービス内容

☆カット（500円ＯＦＦ）、☆カット＋カラー
0120-965-335 （1,000円ＯＦＦ）、☆パーマ（1,000円ＯＦ
Ｆ）
☆カット（500円ＯＦＦ）、☆カット＋カラー
0120-575-719 （1,000円ＯＦＦ）、☆パーマ（1,000円ＯＦ
Ｆ）
☆カット（500円ＯＦＦ）、☆カット＋カラー
0120-976-585 （1,000円ＯＦＦ）、☆パーマ（1,000円ＯＦ
Ｆ）
☆カット（500円ＯＦＦ）、☆カット＋カラー
086-426-0317 （1,000円ＯＦＦ）、☆パーマ（1,000円ＯＦ
Ｆ）
☆カット（500円ＯＦＦ）、☆カット＋カラー
（1,000円ＯＦＦ）、☆パーマ（1,000円ＯＦ
086-465-2777 Ｆ）
【多子世帯優遇】３人目より50％OFF
当店のスタンプカードのスタンプ２倍押
086-428-0283
し
1,000円以上買上げでポイントカード５
0866-98-3581 ポイント進呈

毎週、水・木・金に事前予約にてご来店
ビューティーサロンパッピー 倉敷市船穂町船穂2896-6 086-552-3248 の方はポイント２倍
hair GREASE

倉敷市児島味野1-1-30

ヘアーサロンアキ

倉敷市福田町古新田
1209-48

ｈａｉｒ ｓｍｉｌｅ Ｓｏ

ヘアメイクワンズ

ｂａｂｙ ｌｅａｆ

ロン美容室

SUM Life

倉敷市中島177-7

技術料金５％割引き、親子ペア技術料
086-472-0600 金10％割引
086-456-0661

料金の割引、その他

①キッズカット・スクールカット（小学生
以下）を半額で
②妊娠中の方・小学校６年生以下のお
086-441-6210 子様がいる世帯をを全メニュー15％
OFF

【多子世帯優遇】ポイント２倍
妊娠されている方又は小学校６年生ま
での子供さんがいる家族は技術料金よ
倉敷市真備町川辺1796-7 0866-98-5514 り５％割引。お子様にはお菓子・ハン
ディティッシュをプレゼント。

倉敷市西富井636-91

０歳からのキッズカット\1,000、家族全
員は￥1,000引き、赤ちゃん筆の製作
５％引き。お子様は専用キッズチェアー
でアニメを見ながら楽しくカット。ママの
086-436-7760
カラーやパーマの間も脇に座ってアニメ
の視聴が可能。ママも150タイトル以上
のＤＶＤの視聴が可能。

倉敷市児島下の町9-12シ子供シャンプー全員無料
086-472-9789
14
リラクゼーションメニュー30分以上の
コース５％OFF
津山市川崎150-1

0868-26-3477

【多子世帯優遇】現サービス内容か、施
術10分延長か選んでもらえるサービス

08美容
店舗・施設名

所在地

電話番号

アップ フォレスト ヘアー

総社市井尻野1380-1

0866-94-3369

㈲こにし美容室

総社市駅前1-8-43

0866-93-1011

サロン・ド メイ
ビューティースタジオ
ＪＵＮＯＮ

サービス内容
ポイントカード２倍押し
スタンプ２倍押し

総社市中央1-5-28 金子ビ
ポイントアップ
0866-93-7256
ル1F
お子様のカット５％割引、お菓子のプレ
総社市総社1134-3
0866-94-1200 ゼント

美容室エンジェル

総社市久代5410-1

赤ちゃん筆の製作５％引き、子どもシャ
0866-96-2204 ンプー無料

ヘアーショップ サンローゼ

総社市門田309-11

0866-92-6119

ｈａｉｒ ｍａｋｅ ｆｕｒｕｙａ

高梁市栄町1946

平日のみ小学３年生以下半額、小学４
0866-22-3378 ～６年生20％引き

橋本美容室

備前市日生町日生887-8

美容料金10％OFF、店内販売商品５％
0869-72-0020 OFF

美容室クードゥアンジュ

子育て中のお母さんと子供の施術料金
瀬戸内市邑久町尾張1050869-24-2488 を５％OFF
1

HAIR DRESS

赤磐市日古木793-3

ヤング カット＆パーマ

赤磐市稗田855-1

落合ショッピングセンター内
真庭市落合垂水628
高橋美容院

（有）野村美容室
北房ほたるカード会
パール美容院
北房ほたるカード会
美容室 パルパル

真庭市久世2209-1

086-958-5100

全メニュー５％ＯＦＦ。ドリンクサービス

お菓子プレゼント

カット料金
大人4,000円→3,000円 こども2,700円
086-995-0542
→2,000円
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
0867-52-3065 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。
３才まで1,500円→1,000円、小学校入
学まで1,800円→1,500円、小学生2,000
0867-42-3104
円→1,800円 (※料金は税抜き)

真庭市呰部645

0866-52-2086

真庭市上中津井649

0866-52-4544

美容室 おしやれ泥棒

美作市入田221

0868-72-6655

ビューティーサロン ウタカ

和気郡和気町福富613-9

0869-93-0337

美容室 おしやれ泥棒

勝田郡勝央町黒土94-4

0868-38-4471

Hair&Make chaton

勝田郡勝央町植月北2532 0868-38-1000

久米南スタンプ会加盟店
在里美容室

久米郡久米南町下弓削
371

久米南スタンプ会加盟店
髪家 華

久米郡久米南町下弓削
418

ポイント２倍出し
ポイント２倍出し
ファミリー200円引き、トイレ・お茶提供
清麻呂カードポイントサービス
ファミリー200円引き、トイレ・お茶提供

技術料金20％OFF（＊他の割引サービ
スとの併用不可）
お買い物１回につき久米南スタンプ会
0867-28-2516 発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈
お買い物１回につき久米南スタンプ会
0867-28-3350 発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈

08美容
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容

サロン・ド Ｍｙ

お買い物１回につき久米南スタンプ会
0867-28-2821 発行のエンゼルポイントを１ポイント進
呈
久米郡美咲町大戸下217景品のプレゼント
0868-62-0314
10
久米郡美咲町藤田上307景品のプレゼント
0868-64-0878
2
景品のプレゼント
久米郡美咲町原田3212-1 0868-66-2821

篠原美容室

久米郡美咲町西川552

久米南スタンプ会加盟店
ゆうび美容室
梶尾美容室
小林美容院

久米郡久米南町下弓削
446-1

ビューティーサロン カゲヤ
マ

0867-27-2131

子育ての悩み相談、絵本コーナーを設
置
料金の割引、景品のプレゼント

久米郡美咲町原田1933-5
0868-66-1088
天満屋ﾊﾋﾟｰﾏｰﾄ亀甲店2F
久米郡美咲町錦織1834景品のプレゼント
ビューティーサロン・モリオカ
0868-66-1777
14
料金の割引、景品のプレゼント、乳母
美容室 アルス
久米郡美咲町原田3211-5 0868-66-2927 車の設置
Ｔｏｎａｒｉ（トナリ）

加賀郡吉備中央町湯山
1280-57

平日のみ子どものカット 500円（予約
0866-56-6188 が必要）

