
店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

ＲＳＫバラ園 岡山市北区撫川1592-1 086-293-2121 50円引き

池田動物園 岡山市北区京山2-5-1 086-252-2131 20％引き

岡山健康ランド 岡山市南区古新田1233-2 086-281-2626
入館料割引。大人1,575円、小人840
円、学生1,260円

岡山県生涯学習センター
人と科学の未来館サイピア

岡山市北区伊島町3-1-1 086-251-9752

プラネタリウム及び全天周映像番組の
観覧料金の割引（特別投影、イベント等
は除く）

岡山県立博物館 岡山市北区後楽園1-5 086-272-1149

毎土曜日、日曜日、祝日に入館料全額
免除（特別展開催期間中は「家庭の
日」（毎月第３日曜日）に限る。）

岡山県立美術館 岡山市北区天神町8-48 086-225-4800
毎土曜日、日曜日、祝日に限り、常設
展入館料を無料。

岡山後楽園 岡山市北区後楽園1-5 086-272-1148

毎土・日・祝日はカード裏面に記載され
ている小人、入園無料。また、毎月第３
日曜日はカード裏面に記載されている
世帯全員、入園無料。

岡山市シティミュージアム 岡山市北区駅元町15-1 086-898-3000
カード持参者は、常設展を団体料金で
入場可。

岡山ジョイポリス 岡山市北区下石井2-10-1 086-232-8790
UFOキャッチャー、増量クーポン１枚進
呈（１日１回限り）

岡山城天守閣 岡山市北区丸の内2-3-1 086-225-2096

（常設展）大人300円→240円　小人120
円→100円
（特別展）大人800円→640円　小人400
円→320円

岡山市立オリエント美術館 岡山市北区天神町9-31 086-232-3636
カード持参者は、館蔵品展、特別展とも
に団体料金で入館可。

岡山メルパ１ 岡山市北区駅前町1-4-23 086-221-0122

大人1,800円→1,200円　大学高校生
1,500円→1,000円　中学生以下1,000円
→800円

10文化・レジャー施設
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岡山メルパ２ 岡山市北区駅前町1-4-23 086-221-0122

大人1,800円→1,200円　大学高校生
1,500円→1,000円　中学生以下1,000円
→800円

岡山メルパ３ 岡山市北区駅前町1-4-23 086-221-0122

大人1,800円→1,200円　大学高校生
1,500円→1,000円　中学生以下1,000円
→800円

岡山メルパ４ 岡山市北区駅前町1-4-23 086-221-0122

大人1,800円→1,200円　大学高校生
1,500円→1,000円　中学生以下1,000円
→800円

岡山メルパグランド 岡山市北区駅前町1-4-23 086-221-0122

大人1,800円→1,200円　大学高校生
1,500円→1,000円　中学生以下1,000円
→800円

岡山ヤングボウル
岡山市北区北長瀬表町3-
3-20

086-246-6566

グループ全員 学生小人料金 さらに合
計額より１人100円引き

カラオケ　エル･ノーツ岡山
店

岡山市北区田町1-8-10 086-221-4433

ルーム料金10％割引
当店は、全プラン・全時間ドリンクバー
とソフトクリーム無料です！

Karaoke CUBE 妹尾店 岡山市南区箕島1371-1 086-281-6448
室料20％ＯＦＦ（フリータイムの場合は
10％ＯＦＦ）

ゲームアイビス岡山店 岡山市中区高屋308-1 086-901-1115
クレーンゲーム１回無料（１日１回）　メ
ダル貸出20％増量（１日１回）

後楽温泉　ほのかの湯 岡山市北区奥田南町6-27 086-236-1126

受付にてカード提示で 中学生以上 600
円　４歳～小学生 200円　３歳以下 100
円の割引料金でご利用できます。

岡山県青年館 岡山市北区津島東1-4-1 086-254-7722
学生サービス料金にて対応

林原美術館 岡山市北区丸の内2-7-15 086-223-1733
２割引

サンフラワーカラオケスタジ
オ
岡山ジョイポリス

岡山市北区下石井2-10-1 086-232-8778

カラオケルーム使用料20％OFF（１グ
ループ）ただし、フリータイム、他のサー
ビスとの併用不可（平成20年7月25日
オープン）
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サンフラワーボウル
岡山ジョイポリス

岡山市北区下石井2-10-1 086-232-8792

ボウリング１ゲーム当たり、50円引き
（本人を含め４名まで可）ただし、他の
サービスとの併用不可（平成20年7月25
日オープン）

ジョリー東宝
岡山市北区中山下1-10-
30

086-221-0122

大人1,800円→1,200円　大学高校生
1,500円→1,000円　中学生以下1,000円
→800円

たけべ八幡温泉
岡山市北区建部町建部上
510-1

086-722-2500
入浴料　おとな650円のところ600円
入浴料　子ども400円のところ330円

ネグザスボウル
岡山市南区並木町2-14-
15

086-265-5656
通常料金から50円引き（同伴者含む）

招き猫美術館 岡山市北区金山寺865-1 086-228-3301
入館料　一般500円→400円　小中学生
300円→250円

夢二郷土美術館 岡山市中区浜2-1-32 086-271-1000
入館料　１割引

両備スポーツセンター 岡山市北区桑田町13-32 086-231-6215

カード提示１枚につき５名様まで貸し靴
を１足100円にて貸し出し
ただし、子供同伴に限る

レイスポーツクラブ岡山 岡山市南区泉田25-3 086-233-2626
子供全教室　初回月無料、妊娠中の方
マタニティアクア１回無料体験

いがらしゆみこ美術館 倉敷市本町9-30 086-426-1919

入館料割引（大人150円割引、中高生・
小人100円割引）
ポストカード１枚プレゼント

大橋家住宅 倉敷市阿知3-21-31 086-422-0007
通常料金より100円引き

大原美術館 倉敷市中央1-1-15 086-422-0005

カード裏面に記載の世帯家族に対して
入館券に団体割引適用（大人1,300円
→1,200円
小中高生500円→300円）

Karaoke CUBE 水島店 倉敷市中畝5-2-2 086-456-0456
室料20％ＯＦＦ（フリータイムの場合は
10％ＯＦＦ）

カラオケひよこちゃん中島店 倉敷市中島2632-1 086-466-2628
部屋代平日無料。OPEN～21:00の内、
３時間分。
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カラオケぽちたま倉敷イン
ター店

倉敷市平田260-1 086-422-8816
部屋代無料。OPEN～21:00の内、３時
間分。

カラオケぽちたま玉島店 倉敷市玉島740-1 086-522-0696
部屋代平日無料。OPEN～21:00の内、
３時間分。

カラオケぽちたま水玉店
倉敷市連島町鶴新田
1746-1

086-447-0707
部屋代平日無料。OPEN～21:00の内、
３時間分。

旧野崎家住宅 倉敷市児島味野1-11-19 086-472-2001
入館料20％割引

倉敷カフェ 倉敷市玉島爪崎1068-1 086-525-5511

精算時にももっこカード提示にて合計金
額より100円引き（ただし、お子様が同
伴の方のみ）

倉敷刀剣美術館 倉敷市茶屋町173 086-420-0066

主に児童向け文具用品を数種類の中
から選んでいただけるようにしておきま
す（１家庭100円相当のプレゼント）

倉敷民芸館 倉敷市中央1-4-11 086-422-1637
大人　700円→600円

サンフラワーカラオケスタジ
オ

倉敷市松島1177 086-464-0011

カラオケルーム使用料20％OFF（１グ
ループ）
※カード対象のお子様連れグループに
限る。ただし、フリータイム、他のサービ
スとの併用不可。

サンフラワーボウル 倉敷市松島1177 086-462-3131

ボウリング１ゲーム当り50円引き(本人
を含め４名まで可)
ただし、他のサービスとの併用不可

瀬戸大橋温泉　やま幸 倉敷市下庄140-1 086-462-1126
温泉一般料金2,100円のところを25％割
引（1,575円）

玉島プレイランドカラオケぽ
ちたま

倉敷市玉島740-1 086-522-0696
来場の方、飲物進呈（お子様＋同伴の
方）

日本郷土玩具館 倉敷市中央1-4-16 086-422-8058

入館料の割引（大人・大学生400円→
300円、中高生300円→200円、小人200
円→100円、以下無料）

鷲羽山ハイランド 倉敷市下津井吹上303-1 086-473-5111
入園料 大人(中学生以上)・小学生・幼
児とも200円引き
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グリーンヒルズ津山 グラス
ハウス

津山市大田512 0868-27-7140

９月～６月（10ヶ月間）
大人料金　1,230円→1,000円
小学生料金　610円→400円
幼児料金　　300円→200円

つやま自然のふしぎ館 津山市山下98-1 0868-22-3518

入館料金の100円引き
大人700円を600円
小人（小、中学生）600円を500円
幼児（４、５才）400円を300円

津山城（鶴山公園） 津山市山下135 0868-22-4572

入園料の割引
通常：高校生以上300円→240円
※ただし、4/1～15のさくらまつり期間
の券売機での購入は対象となりませ
ん。

おもちゃ王国 玉野市滝1640-1 0863-71-4488

フリーパスセット券…お一人100円引き
（入園料、のりもの乗り放題）
大人（中学生以上）　通常2,600円→
2,500円
小人（２才から小学生）　通常2,400円→
2,300円
※会員様とご家族様　計４名様まで

市立玉野海洋博物館 玉野市渋川2-6-1 0863-81-8111
小人入館料　250円→200円（20％ＯＦ
Ｆ）

笠岡ヤングボウル 笠岡市笠岡2625 0865-63-7600

午前10時～午後５時　グループ全員22
ゲーム　500円

華鴒大塚美術館 井原市高屋町3-11-5 0866-67-2225
団体割引料金に割引、小学生は通年
無料

国民宿舎　サンロード吉備
路

総社市三須825-1 0866-90-0550

吉備路温泉　大人600→500円　小人
300→200円

【多子世帯優遇】小学生以下ランチバイ
キング500円で利用可能

サントピア岡山総社 総社市秦1215 0866-95-8811

通常料金を割引（大人600→400円、小
人300円→200円）
同居の家族全員対象
※必ず小学６年生までの対象のお子様
同伴のこと

ふくろう美術館 総社市岡谷396 0866-94-2960
500円以上お買い上げの方　オリジナ
ルポストカードプレゼント

吉備川上ふれあい漫画美術
館

高梁市川上町地頭1834 0866-48-3664

入館料２割引　大人400円→320円 中
人300円→240円 小人200円→160円
※ただし、他の割引との併用は不可
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高梁市商家資料館 高梁市本町94-1 0866-22-8760
入館料の10％割引

高梁市武家屋敷（旧折井
家）

高梁市石火矢町23-2 0866-22-1480
入館料の10％割引

高梁市武家屋敷（旧埴原
家）

高梁市石火矢町27 0866-22-1330
入館料の10％割引

グリーンミュージアム神郷 新見市神郷高瀬3188-1 0867-93-5106
温泉入浴料　２割引

新見千屋温泉いぶきの里 新見市千屋花見1336-5 0867-77-2020
小学生入浴料　400円→350円

加子浦歴史文化館 備前市日生町日生801-4 0869-72-9026
大人200円→100円　こども100円→50
円

ＢＩＺＥＮ　中南米美術館 備前市日生町日生247-1 0869-72-0222
団体料金と同じ。ただし、２名様まで。

備前市日生鹿久居島古代
体験の郷　まほろば

備前市日生町日生鹿久居
島地内

0869-72-1000
入郷料　小人200円を100円　大人300
円を200円

牛窓海遊文化館 瀬戸内市牛窓町牛窓3056 0869-34-5505
入館料割引　大人300円→240円、小・
中学・高校生150円→120円

コーシンボウル
瀬戸内市長船町長船
1245-1

0869-26-2223
通常料金50円引き

寒風陶芸会館 瀬戸内市牛窓町長浜5092 0869-34-5680
陶芸教室利用料金、土ひねり、絵付け
２割引

備前長船刀剣博物館 瀬戸内市長船町長船966 0869-66-7767
入館料割引　大人500円→400円、高・
大学生300円→250円

岡山農業公園ドイツの森 赤磐市仁堀中2006 086-958-2111
入園料 大人1000円→800円、子ども
600円→400円
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Karaoke CUBE 山陽店 赤磐市下市130-1 086-955-9336
室料20％ＯＦＦ（フリータイムの場合は
10％ＯＦＦ）

蒜山高原温泉　快湯館 真庭市蒜山上長田2300-1 0867-66-2155

料金の割引（大人740円→600円、小人
420円→300円）

【多子世帯優遇】多子世帯の親子は半
額（両親と子どものみ）ただし多子世帯
を証するもの掲示された時

大芦高原温泉　雲海 美作市上山1735 0868-74-2585
日帰入浴料　大人600円→500円、小人
（小学生）300円→200円

現代玩具博物館・オルゴー
ル夢館

美作市湯郷319-2 0868-72-0003
博物館入館料の10％割引（通常：大人
700円／小人300円）

美作市愛の村パーク 美作市後山1872 0868-78-0202

天然温泉ゆらりあ 入浴料金
大人600円→500円
小人250円→200円

美作市愛の村パーク 美作市後山1872 0868-78-0202

期間限定　体験料割引（500円→250
円）
ハーブ石鹸作りorドライフラワーアレン
ジメントor森の動物作り

武蔵の里 五輪坊 武蔵資料
館

美作市宮本82-1 0868-78-0634

武蔵資料館の入館料金
大人400円→300円
小人200円→150円

クアガーデン武蔵の里 美作市宮本82-1 0868-78-0634

中学生以下プール利用料100円引き
中学生（大人）600円（通常）→500円
小学生（小人）300円（通常）→200円

浅口市かもがた町家公園 浅口市鴨方町鴨方240 0865-45-8040
カードを提示した方に粗品進呈（カード
１枚につき１回）

旧矢掛本陣 小田郡矢掛町矢掛3079 0866-82-2110
入園料を団体扱いにする　小・中学生
200円→150円

勝央美術文学館
勝田郡勝央町勝間田207-
4

0868-38-0270
入館料２割引

勝央文化ホール
勝田郡勝央町勝間田211-
1

0868-38-7060

ホールが主催する事業で、ポスター及
びチラシで「おかやま子育て家庭応援
カード協賛事業」と記載したものについ
て、入場料の１割を減免する。

奈義町現代美術館 勝田郡奈義町豊沢411 0868-36-5811
入館料の割引
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大茅スキー場 英田郡西粟倉村大茅1094 0868-79-2201
スノーボード（ソリ）のレンタル料金　300
円→150円

湯～とぴあ黄金泉
英田郡西粟倉村影石
2072-6

0868-79-2334
入湯料　一般800円→500円　小学生
400円→300円　（小学生未満無料）

せきがね湯命館
鳥取県倉吉市関金町関金
宿1139

0858-45-2000
入浴料金大人100円引き、小学生50円
引き

若杉高原おおやスキー場
兵庫県養父市大屋町若杉
99-2

079-669-1576

カード提示で中学生以下のお客様の１
日リフト券を無料　※同伴者様（１日若
しくは４時間）リフト券購入の場合に限り
ます。


