12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容

アートコーポレーション(株)
岡山支店

岡山市南区西市121-2

引越基本料金（車輌費＋人件費）30％
086-225-0123 割引（ただし、３月18日～４月10日は
10％割引）

（有）あいぷらす

岡山市中区桑野714-9

086-274-6402

（有）あいぷらす

岡山市中区桑野714-9

朝日こどもクラブ

岡山市北区伊福町4-4-3

アミティーイングリッシュス
クール 岡山青江校

岡山市南区新保1128-1
子供英会話アミティー1F

アミティーイングリッシュス
クール 岡山西口校

岡山市北区駅元町13-23
イーオン西日本研修セン
タービル1F

ｅライフ ブックス

岡山市北区三野2丁目919-1

家づくり学校 (株）KG情報
住宅相談カウンター

岡山市北区平田170-108

一休法務事務所

岡山市北区野田3-1-1東
光野田ビル３Ｆ

ウエディング ベル 岡山店 岡山市北区石関町2-25

ウエハラクリーニング

岡山市東区可知1-94-1

ウェブティ

岡山市北区西古松2-2022 上杉第8ビル105

占い パワーストーン 蓮月 岡山市北区表町2-7-30
（有）えいごリトミックスクー
ル

岡山市南区平福2-7-31

料金の割引（パソコンサポート）

保険の見直しに役立つ冊子 無料提供
プロによる保険の見直し相談 1万円
0120-919-702
⇒ 初回無料
086-274-6402
学童保育入所申込みの際の入会金
3,240円を半額の1,620円とさせていただ
086-259-3015
きます。
特典あり（当月キャンペーン内容に準じ
る）※他キャンペーン特典との併用不
086-235-2330
可
特典あり（当月キャンペーン内容に準じ
る）※他キャンペーン特典との併用不
086-253-6118
可
宅配買取の場合、買取依頼商品と一緒
に「ももっこカード」のコピーを同封して
いただくと、本の買取金額を20％アップ
させていただきます。
086-226-6188 出張買取の場合、買取依頼商品と一緒
に「ももっこカード」をご提示していただく
と本の買取金額を20％アップさせてい
ただきます。
住宅情報誌「マイホーム」の最新号をプ
レゼントし、子育て家庭の住宅取得を
086-241-5548
応援します。
086-259-0193

初回相談料無料

宮参り、七五三等の貸衣装商品を30％
086-224-5155 ～50％OFF
カード提示のお客様には合計金額より
10％割引きいたします。（ただし、他の
086-942-2461
割引きサービスとの併用は除きます。）
086-242-6627

柔道の指導

組合せブレスお買い上げの方にタンブ
086-231-4114 ル(にぎり玉)プレゼント

086-263-6362

イベントなどの案内・料金の割引

12その他
店舗・施設名

エイブルネットワーク
岡山駅前店

所在地

岡山市北区本町3-6
ワシントンホテルプラザ1F

電話番号

サービス内容

仲介手数料10％ＯＦＦ、引越し費用10％
086-801-5040 ＯＦＦ

（株）エスラインギフ岡山支
店

岡山市中区倉田433-3

ＯＳＫＧＹＭ庭瀬

岡山市北区庭瀬163-1

宅配便(つばめ便ゆうパック)…運賃を
15％割引（ただしお持込に限る）、引越
086-276-6151
(ファミリー便)…基本運賃のみ20％割
引
入会金の免除、イベント参加費を会員
086-259-0500 価格にします。

ＯＳＫスポーツクラブ岡山

岡山市北区絵図町1-50

入会金の免除、イベント参加費を会員
086-252-3111 価格にします。

ＯＳＫ西バイパスこども館

岡山市北区田中625-6

入会金の免除、イベント参加費を会員
086-242-2425 価格にします。

ＯＳＫスポーツクラブ藤原

岡山市中区穝84-1

入会金の免除、イベント参加費を会員
086-271-1711 価格にします。

オオトリイ・エデュケーショ
ン・ラボラトリー

岡山市北区津島東2-825-202

入会金（10,500円）、年間諸経費（6,300
円）を無料
086-214-2288
イベント・誕生日等でのプレゼント

大原カイロプラクティック

（株）岡憲塗装

岡山自動車教習所

岡山市北区野田2-7-12
プチブル野田１F

カードを提示いただくと、初回検査料
（1,050円）を無料にいたします。リラク
086-239-3470 ゼーションコースは除きます。他の優待
とは併用できません。

岡山市南区浦安西町135トイレ・キッチン・風呂の清掃（住宅）
086-232-3500
14
①ももっこカードをご提示いただくと、一
般の方も学生料金で教習できます。
・普通MT・AT車の場合
一般料金から15,000円の割引（既得
免許なしの方対象）
補習料金無料（普通車のみ）
・普通自動二輪車の場合
普通免許所有の方は一般料金から
岡山市中区土田320
086-279-1212
23,100円の割引
免許なしの方は一般料金から
24,200円の割引
②無料託児室完備。保育士が責任を
もってお世話します。
③お子様連れのお客様には、カバヤ食
品(株)のお菓子をプレゼント。

ＯＧＯスタディーズ

岡山市南区西市522-1

086-241-4160

オレンジ歯科クリニック

岡山市南区新福2-3-18

086-262-4618

入会金半額
歯ブラシプレゼント

12その他
店舗・施設名
カワイ音楽教室 岡山事務
所

所在地
岡山市北区幸町7-34
正田ビル2F

電話番号

サービス内容

入学金20％割引（他キャンペーンとの
086-225-6621 併用不可）
①定期開催しているＯＡセミナー講座
[入門編]無料
[入門以外の講座]10％引き（4,000円
→3,600円）
※どちらも予約が必要。
086-235-9840 ②拠点で随時対応しているＯＡスキル
チェック
無 料（予約不要）
※お子様のＯＡ支援も可能（年齢制限
あり）

㈱キャリアプランニング

岡山市北区本町6-36
第一セントラルビル6Ｆ

キンダートーネン岡山

岡山市北区下伊福本町1初回登録料50％OFF
086-256-3100
33 3F
販売物を１割引き

草野歯科医院

岡山市北区野田屋町2-7086-221-1174
13
【多子世帯優遇】割引率を2割にする

クリーニング壱屋 大元上町
５％ＯＦＦ
岡山市北区大元上町8-22 086-250-1819
店
一般ドライクリーニング５％ＯＦＦ

クリーニング壱屋 大元店

岡山市北区大元2-8-4

086-239-3020

クリーニング壱屋 庭瀬店

岡山市北区平野66-6

086-293-7024

クリヤランドリー

子供服、学生服のクリーニング10％
岡山市北区岡南町1-1-22 086-223-7881 OFF

公益社団法人日本３Ｂ体操 岡山市北区三野2-11-20- 080-3050協会 岡山県支部
611
3171

一般ドライクリーニング５％ＯＦＦ

（公社）日本３Ｂ体操協会岡山県支部主
催事業の参加費を半額及び個人教室
の体験会１回無料。

大人 入会金 32,400円免除＋コース料
金より５％オフ ジュニア 入会金
086-801-1557
16,200円又は8,750円免除

ＣＯＣＯ塾 岡山校

岡山市北区本町6-30

個別指導キャンパス 門田
屋敷校

岡山市中区門田屋敷2-1入塾金18,000円無料
086-280-0672
4

個別指導キャンパス 高屋
校

岡山市中区高屋219-14

086-250-1906

個別指導キャンパス 津島
校

岡山市北区津島南2-2-5

070-50557770

入塾金18,000円無料
入塾金18,000円無料

12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容

個別指導キャンパス 浜校

岡山市中区浜604-3トラス
入塾金18,000円無料
086-280-0672
トビル井上ビル2F

個別指導キャンパス 東岡
山校

岡山市中区下420-7

070-53073554

入塾金18,000円無料

個別指導キャンパス 弓之
町校

岡山市北区弓之町2-9

070-55258863

入塾金18,000円無料

岡山市中区門田屋敷1-7商談（買い取り）成立で粗品プレゼント
086-272-1833
19
室料10％OFF ※ビッグエコー会員料
金との併用可能※飲み放題・ドリンク
サービカルカイロプラクティッ 岡山市中区円山90-9 YS
086-276-7352 バー付コース、パック、フリータイムはご
クセンター
タウン円山1F
利用代金の総額５％OFF
㈲こやぶ

山陽地所㈱カンパニーハウ
岡山市北区柳町2-4-23
ジング山忠

CKCネットワーク岡山支社

岡山市北区下中野701104スタックⅣビル2F

㈱ＪＫ

岡山市北区東古松3-1-8
（高梁学園教育交流セン
ター内）

島原実税理士事務所

岡山市北区今7-22-17
寺尾第一ビル2F

(株)小山商会 岡山営業所

岡山市北区下中野312113

新築ご契約のお客様にリビングの一角
を仕切ったオリジナル子供コーナーを
086-232-3477
プレゼント
①FまるFAX指導1ヶ月無料体験（無料
体験中のテキスト代０円・FAX機無料貸
し出し、無料体験後入会を希望される
場合、通常21,000円の入会金無料）②
086-280-3225
子どもWeb英会話インジーニアス３回の
レッスン無料体験（無料体験希望者に
はWebカメラ＆ヘッドセット無料プレゼン
ト）
①５％割引
②粉ミルクのお湯の提供・オムツ交換
086-234-5524
場所の提供
086-241-0821

086-243-4121

税務相談40分5,000円を20％OFF
寝具リース、洗濯、シーツ交換の料金
割引
①おひるごはんづくりコース体験無料
（おひるごはんつき） ②おやこカル
チャー講座の託児代500円→無料

食育こどもえん はぐっこ

進学塾サンライズ

じんの矯正歯科

岡山市北区芳賀5113-65

086-284-6307

【多子世帯優遇】①おためしごはんづく
り体験500円→無料
②保育料20％OFF、２人目からは半額

①無料体験授業をご用意 ②オリジナ
岡山市北区津島京町3-2ル下敷きをプレゼント ③オリジナル消
086-255-3519
20
しゴムをプレゼント
歯並びの無料相談、虫歯予防のフッ素
岡山市北区野田屋町1-7086-222-7822 塗布のサービス
17

12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容

水彩工房岡山北長瀬駅前
店（梶岡設備）

岡山市北区北長瀬表町3086-241-1735 販売価格より３％の値引
16-5

スクールＩＥ岡山平福校

無料体験授業、入会時に記念品プレゼ
岡山市南区三浜町1-1-20 086-261-9989 ント
無料体験授業、入会時に記念品プレゼ
086-238-4119 ント

スクールＩＥけやき通り校

岡山市中区浜604-3
トラスト井上ビル1F

（株）鈴武石材

岡山市北区上土田248-1

086-295-1444

studio PADMA

岡山市南区西市263-1

090-28053688

陶山左官工業

岡山市北区間倉1511

086-299-0538

整体院もみのき岡山店

竹内クリーニング

ジュース等ドリンクプレゼント
体験料を無料
料金の割引

カードの提示で、初回検査料（1,050円）
岡山市中区浜604-3トラス
と高濃度酸素バー（1,050円）を無料
086-272-6026
ト井上ビル303
サービス
岡山市南区東畦171

ダスキンレントオール 津高
岡山市北区津高832-1
ステーション
チャイルドアイズけやき通り 岡山市中区浜604-3
校
トラスト井上ビル1F

500円ごとに50円分の金券進呈（しみ抜
086-282-0309 き、特殊品を除く）

086-252-0111

ベビー用品、トラベル用品10％割引

無料体験授業、入会時に記念品プレゼ
086-238-4119 ント
ご来店のお客様に早島町のサクラポイ
086-482-1120 ントをサービス

（有）坪井石材店

岡山市南区箕島278-3

（株）デスクスタイル

岡山市北区本町6-30-7-E 086-283-5160

どいデンタルクリニック

岡山市北区納所254-1

㈱トライネクスト

岡山市北区西古松2-2622
BIOオフィス1012/1013

クオカード1,000円分プレゼント（無料体
験授業を受けられた小中学生対象）
歯科用品の10％割引、フッ素塗布初回
086-292-2226 無料、キッズルーム完備
連絡用（子ども会、幼稚園、その他サー
クル）のＨＰ初期設定半額
086-244-8605
52,500円→26,250円
３時間、一時預かり半額

なないろ保育園 岡山

岡山市北区今1-10-32

086-239-9988

【多子世帯優遇】２人目より半額（一時
預かり）、（１日預かり）、（チケット保
育）、（月極め20,000円）

12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容
３時間、一時預かり半額

なないろ保育園 西大寺

岡山市東区松新町206-1
（カーサ・クラ・益野内）

086-237-9988

（有）生和ハウジング

岡山市北区田原989

086-294-3820

ニチイ 岡山校

ニチイケアセンター岡山南

ニチイケアセンター倉富

【多子世帯優遇】２人目より半額（一時
預かり）、（１日預かり）、（チケット保
育）、（月極め20,000円）
料金の割引

受講申込み時のカードご提示に限り、
対象講座の通常受講料を10％割引（そ
の他割引との併用は不可）
【対象講座】
・医療事務講座（通学・ｾｯﾄｺｰｽ含む）
岡山市北区野田町1-1-15
086-231-8492 ・介護職員初任者研修
岡山桃太郎大通りビル3F
・ベビーシッター講座
・介護事務講座
・実践介護講座
※通信講座、ｗｅｂカレッジは対象外で
す
料金の割引（５％オフ）
見守りながらの家事、子どもの食事の
準備、病欠時の見守り、定期的な通院
岡山市北区下中野324086-805-3502 の付添（タクシーや公共交通機関利
118
用）、塾、学童の送迎（タクシーや公共
交通機関利用）

岡山市中区倉富142-1

料金の割引（５％オフ）
見守りながらの家事、子どもの食事の
準備、病欠時の見守り、定期的な通院
086-200-1681 の付添（タクシーや公共交通機関利
用）、塾、学童の送迎（タクシーや公共
交通機関利用）

料金の割引（５％オフ）
見守りながらの家事、子どもの食事の
準備、病欠時の見守り、定期的な通院
ニチイケアセンター瀬戸中央 岡山市東区瀬戸町瀬戸24 086-952-9100 の付添（タクシーや公共交通機関利
用）、塾、学童の送迎（タクシーや公共
交通機関利用）

ニチイケアセンター大供

ニチイケアセンター操山

岡山市北区西古松14

岡山市中区西川原336-1

料金の割引（５％オフ）
見守りながらの家事、子どもの食事の
準備、病欠時の見守り、定期的な通院
086-801-0058 の付添（タクシーや公共交通機関利
用）、塾、学童の送迎（タクシーや公共
交通機関利用）
料金の割引（５％オフ）
見守りながらの家事、子どもの食事の
準備、病欠時の見守り、定期的な通院
086-270-8078 の付添（タクシーや公共交通機関利
用）、塾、学童の送迎（タクシーや公共
交通機関利用）

12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容

ニッポンレンタカー中国株式
岡山市北区厚生町2-2-5
会社 岡山営業所

オプション（ジュニアシート・チャイルド
シート）１日当たり￥525が無料 ※事
086-224-0919
前の申し出が必要となります。

ニッポンレンタカー中国株式
岡山市北区錦町6-16
会社 岡山駅前営業所

オプション（ジュニアシート・チャイルド
シート）１日当たり￥525が無料 ※事
086-235-0919
前の申し出が必要となります。

オプション（ジュニアシート・チャイルド
ニッポンレンタカー中国株式
シート）１日当たり￥525が無料 ※事
岡山市北区日応寺1428-1 086-294-3919
会社 岡山空港営業所
前の申し出が必要となります。

長谷川楽器

パソコン教室
アビバ岡山駅前校

パソナ岡山 岡山本社

パソナ岡山 西大寺支店

ピアノハウス調律リフレッ
シュセンター

岡山市北区表町3-3-20

岡山市北区駅元町1-4
ターミナルスクエアビル2F

岡山市北区駅元町1-6 岡
山フコク生命ビル11階

086-225-2858

音楽教室入会金（3,150円）免除

カードをご提示いただくと
①アビバ入学時に、入学金21,000円
（税込）無料
086-233-0002 ②アビバ入学時に、受講料10％割引
※一部のコースは除きます。また、他の
割引とは併用できません。
当社ＯＡ研修料金割引 ※研修場所：
岡山本社、倉敷支店
（派遣登録者）初級研修：無料、応用研
086-233-0333 修：50％ＯＦＦ
（未登録者）初級研修：50％ＯＦＦ、応用
研修：20％ＯＦＦ

当社ＯＡ研修料金割引 ※研修場所：
岡山本社、倉敷支店
（派遣登録者）初級研修：無料、応用研
岡山市東区西大寺東1-5086-944-7333 修：50％ＯＦＦ
8
（未登録者）初級研修：50％ＯＦＦ、応用
研修：20％ＯＦＦ

岡山市北方3-7-35

アップライトピアノ調律9,000円（＋消費
086-222-4070 税）、ピアノイス50％OFF

12その他
店舗・施設名

（株）ビゼン 岡山店

ビッグエコー 岡山駅前店

所在地

電話番号

サービス内容

キッズルームを常設､子育て応援商品
いずれか１点サービス(①お風呂換気
乾燥機 ②食洗器 ③床暖房 ④リビング
岡山市北区西古松西町8086-243-2222 の壁に漆喰(ただし14帖分) ⑤無垢ドア
21
(ただし６点分) ただし､当社キャンペー
ン期間中は､キャンペーン商品を優先

岡山市北区錦町1-27

ビッグエコー 岡山駅前2号
岡山市北区錦町7-31
店

ビッグエコー 岡山本町店

岡山市北区本町3-23 大
関ビルB1F

ひのき酵素風呂 元気でる
堂

岡山市北区大井2236-2

ひまわり園

岡山市北区西古松1-1522

室料10％OFF ※ビッグエコー会員料
金との併用可能※飲み放題・ドリンク
086-235-0111 バー付コース、パック、フリータイムはご
利用代金の総額５％OFF
室料10％OFF ※ビッグエコー会員料
金との併用可能※飲み放題・ドリンク
086-212-0755 バー付コース、パック、フリータイムはご
利用代金の総額5％OFF
室料10％OFF ※ビッグエコー会員料
金との併用可能※飲み放題・ドリンク
086-801-4700 バー付コース、パック、フリータイムはご
利用代金の総額5％OFF
ももっこカードの提示で入浴料を200円
086-295-0026 割引いたします。（保護者のみ）
通園用セーラー服・帽子・カバンプレゼ
086-243-3477 ント、１日体験保育１回無料
授乳、おむつ替えスペース提供。住宅
建築時、家具プレゼント（ももっこカード
086-262-0633 提示）。ムクの木のベビーベッド無料貸
し出し（先着順）。

福富建設 ギャラリー

岡山市南区福富東2-3321

整体院「ふくろう堂」

毎週木曜日午後から小学生以下の無
岡山市北区大和町2-4-30
086-222-5380 料整体施術
スペイン通り１F

ふすま・障子・網戸・ガラス
大久保商店

岡山市北区田中629-9

ベビーマッサージ教室 ～Ｏ 岡山市東区瀬戸町瀬戸
ＨＡＮＡ～
158-1

086-241-3758

086-952-3068

料金の割引

粗品プレゼント（お一人様１回限り）
保険の無料相談にお越しの方、カード
提示で景品プレゼント。

ほけんの窓口 岡山表町店 岡山市北区表町1-9-61

ポレスターマンションギャラ
岡山市北区大供2-4-1
リー 岡山中央販売事務所

086-803-6070 【多子世帯優遇】保健の無料相談にお
越しの方、お子様の人数にあわせて景
品プレゼント（カード提示必要）
086-212-1680

粗品（クオカード1,000円）プレゼント

12その他
店舗・施設名
ぽれぽれ表町分場

まき歯科クリニック

所在地
岡山市北区表町3-5-16

岡山市北区今3-1-35

マキテック(株) お手伝いハ
岡山市北区丸の内1-9-7
ナコ事業部
有限会社 御南塗装工業

MIYAKE ジュニアテニスス
クール

メガエッグ正規代理店
アナハイム（有）

岡山市北区北長瀬本町
20-51
岡山市中区高屋217-3
高屋テニスクラブ内

電話番号
086-222-2250

サービス内容
休憩場所、トイレの提供等

ハミガキが楽しくなる子ども向け歯科用
品の割引、子どもが楽しいキッズルー
086-243-1006
ム完備、保護者の方の治療時の託児
086-238-7853

スポンジプレゼント

建物診断お見積り無料、ご成約時に特
086-214-0202 定プラン工事価格の10％の割引
対象は小１・小２、毎月第３土曜日13:00
～14:15の無料体験レッスンにおいでい
086-265-5122 ただき、入会していただいた方に3,000
円の入会金を無料

中国電力グループの光インターネット
サービス「メガエッグ」を申込みの方、通
常3,000円のキャッシュバックが6,000円
岡山市北区津島東2-7-17 086-253-6888 に。ホームページからの申込みは、申
込みフォーム備考欄に「ももっこカード」
と記載してください。

メディア21岡南店

岡山市南区松浜町15-38

086-263-7865

医療法人メディカルファミ
リー
高原歯科

岡山市東区西大寺中218-2

086-942-2340

矢吹労務マネジメントオフィ 岡山市北区桑田町7－22
ス
1F

086-223-1347

通常価格から50円値引き

スタッフによる子守り

総合労働相談、初回無料
レンタル料金をカタログ表示価格より
５％割引いたします

（株）ヤマサキ

岡山市南区当新田485-18 086-241-1622
【多子世帯優遇】レンタル料金10％割引

ライフサロン 岡山浜けやき
岡山市中区浜606-10
通り店

レオパレスセンター岡山店

岡山市北区本町1-3

ももっこカードを持参され来店、ご相談
のご家族に、ショップオリジナルや保険
会社提供グッズのプレゼント、保険無
086-901-1313
料相談（既契約・新規契約相談とも）
※キッズルーム・ベビーベット完備
086-223-9292

契約時値引サービス（賃貸、マンスリー
12日以上、学割契約が対象）

40分 3,500円→2,600円 60分 5,000円
Ｌａｄｙ'ｓリラクセーションサロ 岡山市北区野田屋町1-7086-225-4776 →3,700円
ン リラージェ
20
(有)ロイヤルＢＭＣ
“おそうじ屋．ｃｏｍ”

ハウスクリーニング・おそうじ全般の清
岡山市北区伊福町1-6-16 086-254-2417 掃料金が10％OFF

12その他
店舗・施設名
(有)アシスト

アットハウジング倉敷店

所在地
倉敷市真備町川辺266-5

倉敷市平田85-1

電話番号

サービス内容

・ファイナンシャルプランニングサービス
0866-98-8377 ・保健相談
ミルク用のお湯の提供（ベビーベット・
キッズルームの設置あり）
086-421-1661 ご希望のお子様には、お菓子・ジュース
をサービスします。

アバンステクノサービス（有） 倉敷市真備町尾崎2679

1,000円以上買上げでポイントカード５
0866-98-3205 ポイント進呈

アミティーイングリッシュス
クール 倉敷校

倉敷市幸町1-7
幸町テナント1F

特典あり（当月キャンペーン内容に準じ
る）※他キャンペーン特典との併用不
086-421-3957
可

アミティーイングリッシュス
クール 倉敷笹沖校

倉敷市吉岡269-5
子供英会話アミティー1F

特典あり（当月キャンペーン内容に準じ
る）※他キャンペーン特典との併用不
086-430-4666
可

ウエディング ベル 倉敷店 倉敷市白楽町108-1

宮参り、七五三等の貸衣装商品を30％
086-427-1188 ～50％OFF

（有）太田防水工業

倉敷市真備町有井69-10

1,000円以上買上げでポイントカード５
0866-98-4888 ポイント進呈

カードボックス 玉島店

倉敷市新倉敷駅前4-28

086-525-2725

由加山 蓮台寺

倉敷市児島由加2855

086-477-6222

倉敷えびす通商店街
英語塾 ＳＥＳ

倉敷市阿知2-13-27

086-427-1917

通常価格から50円値引き
安産祈祷の祈祷料無料

入会金50％OFF

倉敷えびす通商店街振興組
倉敷市阿知２丁目
合

商店街通りに休息用のベンチを複数設
置。子ども向けの本などを備えた休憩
所を設置

色彩心理カウンセリング
ルームてぃんくる☆れーれ

各種セラピー10％OFF、自宅サロンの
ためキッズスペース充実、出張セラピー
可

090-7977倉敷市真備町川辺2099-5
3020

（有）ジャム・コラボレーポ
レーション

倉敷市児島味野1-4-23
児島商工会館2F

妹尾社会保険労務士事務
所

倉敷市西岡275-1-102

９時～15時のパソコン教室受講料２割
引（個人指導）
086-470-0604 URL:http://www.kojima-town.net/
Mail:info@kojima-town.net

086-434-9515

お子様に折り紙作品をプレゼント

12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容

ダスキンレントオール 倉敷
倉敷市吉岡555-1
ステーション

086-426-0188

（株）ティー・アイ・シー

倉敷市新田2757-2

086-430-2566

てご屋

倉敷市林841-1-202

買い物代行サービス基本料20％引き、
0120-961-851 他サービス・工事費10％引き

（有）中島鈑金塗装

倉敷市玉島長尾26-7

工賃を10％割引、修理期間中の代車
086-526-0280 無料

ニチイ 倉敷校

受講申込み時のカードご提示に限り、
対象講座の通常受講料を10％割引（そ
の他割引との併用は不可）
【対象講座】
・医療事務講座（通学・ｾｯﾄｺｰｽ含む）
倉敷市阿知1-15-3 倉敷ビ
086-430-3721 ・介護職員初任者研修
ジネススクエア4F
・ベビーシッター講座
・介護事務講座
・実践介護講座
※通信講座、ｗｅｂカレッジは対象外で
す

ニッポンレンタカー中国株式
倉敷市昭和1-3-20
会社 倉敷営業所

（有）土師クリーニング店

パソコン教室
アビバ倉敷校

パソナ岡山 倉敷支店

（株）ビゼン 倉敷店

ベビー用品、トラベル用品10％割引
ライフプラン無料サービス

オプション（ジュニアシート・チャイルド
シート）1日当たり￥525が無料 ※事前
086-421-0919
の申し出が必要となります。

1,000円以上買上げでポイントカード５
倉敷市真備町箭田1715-2 0866-98-0124 ポイント進呈
カードをご提示いただくと
①アビバ入学時に、入学金21,000円
（税込）無料
倉敷市阿知1-7-2
②アビバ入学時に、受講料10％割引
くらしきシティプラザ西ビル 086-427-0003 ③アビバキッズ入学時に、入学金5,000
2F
円（税込）無料
※一部のコースは除きます。また、他の
割引とは併用できません。

倉敷市老松町4-7-37

倉敷市片島町5-7

当社ＯＡ研修料金割引 ※研修場所：
岡山本社、倉敷支店
（派遣登録者）初級研修：無料、応用研
086-426-5330 修：50％ＯＦＦ
（未登録者）初級研修：50％ＯＦＦ、応用
研修：20％ＯＦＦ
キッズルームを常設､子育て応援商品
いずれか１点サービス(①お風呂換気
乾燥機 ②食洗器 ③床暖房(６帖分) ④
086-465-5000
無垢ドア(ただし６点まで) ただし､当社
キャンペーン期間中は､キャンペーン商
品を優先

12その他
店舗・施設名

所在地

ビッグエコー 倉敷南口駅前
倉敷市阿知3-2-2
店

ビッグエコー 倉敷南口駅前
倉敷市阿知2-2-5
2号店

ブライダル館 Ｇｒｏｗｔｈ Ｍａ
ｍｉ Ｔｒｕｅ Ｓｙａ（グロース
倉敷市中島2207-1
マミ トゥルーシャ）

ベビーマッサージ教室 紅り
倉敷市中島1261-11
んご

蒔田石材店

みかみＦＰ事務所

倉敷市真備町箭田892-1

倉敷市笹沖395-7

電話番号

サービス内容

室料10％OFF ※ビッグエコー会員料
金との併用可能※飲み放題・ドリンク
086-435-5166 バー付コース、パック、フリータイムはご
利用代金の総額５％OFF
室料10％OFF ※ビッグエコー会員料
金との併用可能※飲み放題・ドリンク
086-430-0555 バー付コース、パック、フリータイムはご
利用代金の総額５％OFF
各種パックプラン御利用の方、衣装（和
0120-965-335 装・洋装）レンタルプレゼント
カード提示で粗品プレゼント（お１人様１
回限り）
086-465-2820
【多子世帯優遇】レッスン料割引（初回
のみ）
1,000円以上買上げでポイントカード５
0866-98-0188 ポイント進呈
①「生活設計の手引き」をプレゼント
②家計、保険、マイホーム、育児費用
086-426-6642
に関する相談１回45分サービス
ももっこカード提示で２・３歳は毎月の月
謝500円引き。入会時には楽しい記念
品をプレゼント。（大好評☆音楽大好き
086-522-2802 ママのための月謝割引コースもありま
す。子連れレッスンＯＫ）

みき音楽教室

倉敷市玉島1320

メディア21倉敷店

倉敷市田ノ上1125-1

086-430-5400

メディア21連島店

倉敷市連島2-10-20

086-440-5686

メディア21真備店

倉敷市真備町川辺1904-1 0866-98-9655

通常価格から50円値引き
通常価格から50円値引き
通常価格から50円値引き

ももっこカードご提示で、モーリーファン
タジーＦＣカードにスタンプを４個付与。
モーリーファンタジー イオン 倉敷市水江1番地 キッズ
ポイント数に応じてプレゼント品に交換
086-430-5708
倉敷店
パブリック内
いたします。
詳しくは店舗スタッフへお尋ねください。
木材端材の無料提供（木工作、夏休み
086-528-2121 の宿題用に！）

（株）森本工務店

倉敷市玉島勇崎1026

やさしい整体 ＲｅＣｕｒｅ[リ
キュア]

カードをご提示いただくと、初回料
倉敷市西中新田632-1 き
(1,000円)を無料にいたします。他の割
086-422-5035
くやビル2Ｆ
引との併用はできません。

12その他
店舗・施設名

悠生塾

由加山 由加神社本宮

所在地
倉敷市沖276-14
太陽不動産ビル２Ｆ

倉敷市児島由加山2852

電話番号

サービス内容

入塾料5,000円を無料とします。
入塾生にペンケース、文鎮並びに文具
086-422-4300
券進呈、そろばん値引販売
安産、初宮、七五三で祈祷された方
に、ちびまる子ちゃんのお守りを無料で
086-477-3001
プレゼント

One to One～ファイナンシャ 倉敷市茶屋町233-2 ﾁｬﾔｽ
保険の見直し相談無料
086-428-4434
ルプランナーズオフィス～
ﾀ1F
Ａｔｅｌｉｅｒ Ｐｎｏｒ(アトリエ ピ
ノー）

津山市高野山西388-6

0868-26-9507

体験レッスン初回に限り５％ＯＦＦ

ウエディング ベル 津山店 津山市小原129-17

宮参り、七五三等の貸衣装商品を30％
0868-31-0170 ～50％OFF

おそうじ本舗 津山院庄店

津山市久米川南2865

0868-57-7760

清心観整体院

津山市高野本郷1274-13

0868-26-2621

河本工業

津山市下野田285-3

0868-29-0245

コーベベビー岡山支店

津山市上村381-9

布おむつのレンタル料金を毎月10％
0868-29-3751 OFF

津山市押入494-7

親子同室で施術が受けられるキッズス
ペースの設置とコースの設定、産後の
骨盤矯正メニューの実施、カード提示で
0868-26-8998 初回検査料500円割引

各サービスメニュー８％OFFサービス

作楽整体院

（有）宝興産

津山市久米川南2845

0868-57-7291

ダスキンレントオール 津山
津山市北園町36-10
ステーション

0868-25-0188

田村工務店（株）

0868-57-2456

ニチイケアセンター津山

津山市桑上21-1

施術料10％OFF
料金の割引

【多子世帯優遇】初回検査料800円割
引
扱っている商品・事業について８％OFF
ベビー用品、トラベル用品10％割引
住環境の相談に応じます

料金の割引（５%オフ）
見守りながらの家事、子どもの食事の
準備、病欠時の見守り、定期的な通院
津山市堺町12 タツヤビル
0868-31-2451 の付添（タクシーや公共交通機関利
2F
用）、塾、学童の送迎（タクシーや公共
交通機関利用）

12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

050-13563274

サービス内容
入居時、「ももっこカード」提示された方
は１か月分のフリーレントをおつけしま
す。契約更新手続時、「ももっこカード」
提示で5,000円分の金券をプレゼント。
ただし、特典利用時は１年間契約解約
料の特約を付帯します。
ドリンクサービス

パールヴィラ二宮

津山市二宮56-4

（有）松本製材所

津山市加茂町公郷1670-2 0868-42-2929

ラベンダー津山店

津山市上河原207-6

来店時に抽選くじを引いていただき、景
0868-24-0780 品をプレゼント

合資会社 ＦＰオフィス・バ
リュース

玉野市山田3795-1

相談料1,000円（初回のみ）、出張相談
0863-43-9805 料金無料

玉野ランドリー

玉野市宇野2-19-19

カードに対していつでも５倍ポイントを
0863-21-2269 つけます

三井造船（株）玉野事業所

玉野市玉3-1-1

春・夏・冬休み中の進水式に親子で来
0863-23-2010 所の方に記念グッズを進呈

エム企画
笠岡市小平井3403-4
(測量・設計・宅地開発申請)

大井伸学ゼミナ→ル

笠岡市大井南20-8

ＴＳＧＦ英会話教室

笠岡市五番町5-84

マイホーム新築に伴う開発行為許可申
請（都市計画法第34条第11号）の申請
0865-63-6435 手数料（県証紙代8,900円）相当分を
サービス
①無料体験カード進呈②入塾時に記念
品プレゼント③さらにスタディポイント50
0865-62-3836
ポイントを差し上げます。
無料体験レッスン 入会時には楽しい
0865-63-2206 記念品をプレゼント

ホワイトクリーニング大仙院
笠岡市中央町9-17
店

0865-62-2972

メディア21井原店

井原市笹賀町454-5

0866-65-0168

あおぞら歯科クリニック

総社市東阿曽1897-1

0866-99-7118

秋山伸 税理士事務所

総社市中央6-7-112

税務相談 通常１時間 5,000円 →
0866-94-3440 1,000円

明日葉鍼灸治療院

総社市総社2-1-30

アド・ミューズ㈱

総社市井尻野817-3

授乳とおむつ替えの場所の提供
通常価格から50円値引き
子ども向け歯科用販売品 10％ＯＦＦ

妊娠中のつわり、むくみの施術（アロ
マ・灸・マッサージ）の500円割引、産後
0866-94-8566
の骨盤メンテナンスの割引
0866-92-0234

お菓子のプレゼント

12その他
店舗・施設名

アリコジャパン代理店
かわた保険事務所

所在地

総社市西阿曽249-1

電話番号

サービス内容

ライフプランナーによる子育て家庭の生
0866-99-9111 活設計相談 無料
入会金無料、無料体験レッスン

ｅ－Ａｉｍ 英会話スクール

総社市中央6-15-107

0866-93-9391 【多子世帯優遇】同時入学に限りテキス
ト代無料

ＥＣＣ豪渓教室

総社市見延1173

子育てに関する相談、学習意欲につい
ての相談、生活習慣についての相談、
0866-95-8805
文具又はおやつのプレゼント、トイレも
利用可

（有）岩佐損害保険事務所

総社市総社31-1

0866-92-6171

事故相談
料金の割引

ウォーターワークス クワダ 総社市三須500-30

0866-94-8570

うれしい生活 ヒガシ

生活（家計の節約）に関わる情報の無
0866-99-9557 料提供

総社市東阿曽1652

保険無料診断サービス、景品のプレゼ
ント
（株）ＡＭＡ

総社市三輪675-1

0866-90-0320
【多子世帯優遇】優先してお使いいただ
きます。
料金の割引

（有）エクステリア設備

総社市新本1127-2

0866-96-1259

エグチ動物病院

総社市真壁1151-1

0866-92-8118

ＯＳＫスポーツクラブ総社

総社市門田381

入会金の免除、イベント参加費を会員
086-694-0888 価格にします

㈱岡本工業所

総社市総社1288

0866-92-4076

岡本車体

総社市井尻野1690-1

0866-92-4074

小野隆史社会保険労務士
事務所

総社市中央6-21-105

働く女性の育休等の相談（無料、事前
0866-92-6566 連絡要）

㈱風早

総社市真壁123-10

料金の割引

季節の野菜プレゼント
料金の割引

見積をさせていただいた方･････お菓子
の詰め合せプレゼント（一家族お子様
の人数分）もしくは、トランポリン教室体
験会１回（約２時間）親子ペアプレゼント
（保険込み）
0866-92-1496 工事をさせていただいた方･････金額に
応じて豪華商品プレゼント（タオル、
ゲームソフト、おせち料理など）もしく
は、トランポリン教室体験会３回まで
（約２時間×３回）親子ペアプレゼント
（保険料込み）

12その他
店舗・施設名
ＫＡＷＡＨＡＲＡ

所在地
総社市三輪674-6

吉備路歯科医院

総社市三輪1121-1

きびロック

総社市三輪1230-65

電話番号
0866-90-0662

サービス内容
料金の割引

歯ブラシ・歯磨き粉のプレゼントや院内
イベントに参加できる会員制こどもクラ
0866-94-8226 ブ「吉備路むしばゼロ王国」への入会割
引。院内にはキッズスペース・授乳室完
備
全て10％ＯＦＦ
0866-93-2005
駐車、駐輪後 30分間無料

清音産業社

杭田建設株式会社

総社市清音上中島180-2

総社市真壁882-1

0866-93-1710

【多子世帯優遇】

お菓子とドリンクの提供、絵本・おも
ちゃ・ぬり絵・ビデオなど子どもが遊べ
るスペースを提供。
0866-93-5578 ぬり絵やボールなどのおもちゃをプレゼ
ント。
トイレにオムツ交換ベットを設置。

㈱久代屋ランドリー 本社工
総社市真壁908
場

小学６年生までのお子様の衣類のク
リーニング１点に付き50円割引サービ
0866-92-0431
ス（他のサービスとの併用不可）

㈱久代屋ランドリー 溝口本
総社市溝口231-2
店

小学６年生までのお子様の衣類のク
リーニング１点に付き50円割引サービ
0866-92-1685
ス（他のサービスとの併用不可）

クリーニングショップ エンゼ
ル
総社市駅前1-2-1
駅前店
クリーニングショップ エンゼ
ル
総社市中央4-3-101
総社東店
クリーニングショップ エンゼ
ル
総社市中央6-2-105
中央店

クリーニングショップ エンゼ
ル
総社市溝口81-1
天満屋ハピーマート溝口店

小学６年生までのお子様の衣類のク
リーニング１点に付き50円割引サービ
0866-93-8671
ス（他のサービスとの併用不可）
小学６年生までのお子様の衣類のク
リーニング１点に付き50円割引サービ
0866-93-2845
ス（他のサービスとの併用不可）
小学６年生までのお子様の衣類のク
リーニング１点に付き50円割引サービ
0866-94-2781
ス（他のサービスとの併用不可）

小学６年生までのお子様の衣類のク
リーニング１点に付き50円割引サービ
0866-94-2329
ス（他のサービスとの併用不可）

来店時に抽選くじを引いていただき、景
品をプレゼント
元気サロン アイ・ユー

総社市中央3-6-101

0866-92-6010 【多子世帯優遇】子どもの人数がわか
れば、現在のサービスをいつでも子供
の人数分受けていただけます。

12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容

豪渓開発㈱

総社市穴粟193-1

お子様ドリンク１杯サービス又は駄菓子
0866-95-8012 プレゼント

㈱こやま塗装

総社市久米489-1

0866-99-7272

三共リース㈱

総社市三須11-1

0866-92-8622

サンコー印刷㈱

総社市真壁871-2

0866-93-2121

見積書から５％割引
景品のプレゼント
お絵かき帳プレゼント

電化住宅の見積、火災報知器の購入、
電気工事・水道工事の施工済時に景品
0866-95-8171
プレゼント

山陽電設㈱

総社市秦3727-2

医療法人 真和会 タナベ歯
科医院

総社市中央2-7-33

虫歯予防のフッ素塗布のサービス、歯
0866-93-6480 ブラシプレゼント

（有）鈴木建具店

総社市中央2-18-1

0866-93-2426

（株）スタジオ・ケン

総社市中央2-17-25 中央
ビル2F

0866-92-7730

㈱ステップワン

総社市中央2-3-20

0866-94-2929

住田自動車板金塗装

総社市門田725-1

0866-92-3207

襖・障子・網戸の張替 ５％割引
休憩場所や茶菓子の提供
飲み物サービス
部品を除く修理工賃の15％引き

小学６年生までのお子様の衣類のク
リーニング１点に付き50円割引サービ
0866-92-0211
ス（他のサービスとの併用不可）

洗濯名人ピコショップ

総社市井手1051-8

総社妹尾電気工事（有）

総社市三輪1070-3

0866-93-4886

総社土地開発㈱

総社市総社2-19-11

賃貸物件をご契約の方 図書カードプ
0866-92-0636 レゼント

総社花萬（株）

総社市中央2-11-28

御供物（花環､生花､かご盛等）１～２割
0866-92-0125 引 物により異なります

㈱総社不動産センター

総社市井尻野1620-1

当社分譲土地を購入された場合 10万
0866-93-6100 円値引き

㈲総社ランドリー コープ店 総社市総社1366-4

0866-94-3200

㈲総社ランドリー 中央店

総社市中央1-3-18

0866-93-6208

㈲総社ランドリー 本店

総社市総社2-4-24

0866-92-0293

オリジナルカレンダープレゼント

５％割引（サービス品を除く）
５％割引（サービス品を除く）
５％割引（サービス品を除く）
景品のプレゼント

医療法人 高木歯科医院

総社市真壁1021

0866-93-6710 【多子世帯優遇】試供品の提供（多子
世帯である提示があれば）

髙橋歯科医院

総社市久代3814-1

0866-96-0118

診療後のフッ素塗布を無料提供

12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容

竹田整体院

総社市駅前2-6-21

施術料500円割引
0866-94-2297 URL:http://www.takeda-seitai.com

Ｄｏｇ Ｓａｌｏｎ みゆき

総社市総社1-8-14

0866-94-0966

（株）ナルミ

総社市上林1753-4

住宅の屋根、外壁等の塗り替え３％引
0866-93-5310 き。粗品プレゼント

西日本開発㈱

総社市中央1-6-27

0866-93-4609

日本習字教育財団 正木支
総社市久代3446-2
部

0866-96-0249

ニュードレミファ 総社店

総社市中央4-2-102

0866-94-4615

白馬看板店

総社市総社2-7-11

0866-92-1200 ８％割引

㈲畑中（Live Wood）

総社市総社2-10-5

0866-92-6966

はっとり歯科クリニック

総社市井手605-5

景品のプレゼント、おむつ交換スペース
0866-90-0801 の提供

はやし歯科クリニック

総社市溝口122-11

歯科衛生用品（販売しているもの）
0866-90-1418 10％ＯＦＦ

ばんばんスリム 総社店

総社市真壁660-6

犬用おやつプレゼント

仲介手数料一律５％ＯＦＦ

新入会の会員に習字セット進呈

お子様ドリンク１杯サービス

料金の割引

足のむくみ取り（エアーマッサージ）30
分500円
0866-93-6501 ・妊婦の方もＯＫ
・要予約

①お子様のご入会金 50％引き（お１人
での入会の時）
ＰＣらいふ パソコンスクール 総社市門田187天満屋ハッ
兄弟同時入会でご入会金 無料（お２
0866-93-8182
総社校
ピータウンリブ総社店3F
人以上での入会の時）
②文字入力早見表プレゼント
ピタットハウス総社店

総社市中央6-8-106

0866-94-5600

仲介手数料 ５％ＯＦＦ
ポイントアップ

ペットサロン ウィング

総社市溝口10-3

0866-94-4881

ポーラ エステ・ラ・ヴィ

総社市中央2-17-22

0866-93-5122

総社市小寺1539-7

新築はプロの美装業（依頼）を無料。増
0866-92-8867 築・改築はインテリア雑貨プレゼント。

マシュハウス株式会社

【多子世帯優遇】ポイント倍押し
化粧品サンプルプレゼント

12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容

歯科販売用品１割引き、フッ素塗布
サービス（キッズスペース完備）
0866-92-0181 キシリトール100%のチョコガムのおあじ
み袋プレゼント

みやお歯科クリニック

総社市真壁156-1

宮脇歯科医院

総社市清音軽部770-2

院内販売の割引（子どもの歯を守る「す
0866-93-6627 まいるクラブ」あります。）

むらき歯科医院

総社市門田364-12

0866-93-9876

㈲桃太郎ロックサービス

総社市中央3-14-112

0866-92-6969

柳本印刷（株）

総社市総社1-10-24

0866-92-0055

ユーミーマンション

総社市総社1-1-50

ユーミーマンションの仲介手数料 50％
0120-888-509 ＯＦＦ

院内販売品の割引
合カギ作製、商品 10％引き
1万円以下の品物について８％割引で
サービス

物品を10％OFF、お子様への景品プレ
ゼント
吉井歯科医院

総社市総社1-11-8

0866-92-5370
【多子世帯優遇】割引率アップ

ラベンダー本店

リブ21〈１階〉デシべール

総社市中央3-6-101

総社市門田187

（株）リョービツアーズ総社支
総社市中央4-1-106
店
㈱渡辺組

総社市井尻野1661-1

アミティーイングリッシュス
クール 高梁校

高梁市横町1540

mamacomo

高梁市有漢町上有漢
8019-2

来店時に抽選くじを引いていただき、景
0866-92-6010 品をプレゼント
クリーニング ５％OFF
※他のサービス（売り出し商品等）との
0866-93-8124
重複はできません
0866-93-3381

パッケージ商品の割引

通常二度目からの割引を初回から適用
0866-92-3456 （工事金額３％ＯＦＦ）
特典あり（当月キャンペーン内容に準じ
る）※他キャンペーン特典との併用不
0866-23-0901
可
080-40366551

初回１回のみレッスン参加費無料

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
0866-22-0786
回限り

ラビット

高梁市中原町1084-1

赤木工務店

新見市哲西町矢田1592-1 0867-94-2248

安達動物病院

新見市哲西町大竹133-2

こども部屋のリフォーム工事 ５％OFF

景品のプレゼント、子どもに優しい施設
0867-94-2327 の提供

12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

・ご利用金額から10％引きさせていた
だきます。
・授乳スペース、おむつの交換スペー
ス、玩具や簡易ベイビーベッドなどあり
0867-72-0633
ますので、小さなお子様連れの方も安
心して受けていただけます。どうぞリ
ラックスしてご来院ください。

佐々マッサージ治療院

新見市高尾792-5

スミカワ設備

新見市哲西町畑木206-1

（有）ヤスダ工業

新見市哲西町矢田3579-4 0867-94-3039

片岡聖観

備前市伊部2714-5

0867-94-3900

0869-64-2682

備前市東片上646-1

（有）アイドル二十一

瀬戸内市邑久町豊原99-8 0869-24-0666

オフィスＴＴツアーズ

瀬戸内市邑久町福中44-3 0869-22-5111

セレモニー長船（(有)はなわ 瀬戸内市長船町長船
屋）
1220-3

0869-66-8765

中條歯科医院

瀬戸内市長船町土師8-7

0869-26-4874

（有）西村機械

瀬戸内市長船町土師144

0869-26-5141

ニチイケアセンター長船

北房ほたるカード会
（株）ミヤタライフサービス

水まわり リフォーム工事代金 ５％割引
水まわり、リフォーム工事代金５％割引
陶芸教室、備前焼 割引

料金の割引（５％オフ）
見守りながらの家事、子どもの食事の
準備、病欠時の見守り、定期的な通院
0869-63-7331 の付添（タクシーや公共交通機関利
用）、塾、学童の送迎（タクシーや公共
交通機関利用）

ニチイケアセンター備前

ニチイケアセンター邑久

サービス内容

ぬりえプレゼント
取扱手数料 お子様割引

トイレ提供、駐車場提供

専任保育士が常駐する託児室を設置
子どもに優しい施設の提供

料金の割引（５％オフ）
見守りながらの家事、子どもの食事の
準備、病欠時の見守り、定期的な通院
瀬戸内市邑久町尾張2770869-22-9200 の付添（タクシーや公共交通機関利
10 ＹＳハウス1F
用）、塾、学童の送迎（タクシーや公共
交通機関利用）
料金の割引（５％オフ）
見守りながらの家事、子どもの食事の
準備、病欠時の見守り、定期的な通院
瀬戸内市長船町土師1140869-26-8481 の付添（タクシーや公共交通機関利
3 マキノビル1F
用）、塾、学童の送迎（タクシーや公共
交通機関利用）

真庭市上水田3026

0866-52-5727

ポイント２倍出し

12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容
ポイント２倍出し

北房ほたるカード会
（有）北房ランドリー

真庭市下呰部249

0866-52-2416

【多子世帯優遇】ポイント３倍

車検・点検料金の割引、オイル交換時
ポイントＵＰ
0868-75-0802 （割引の内容などについては、確認願
います。）

（有）橋本自動車

美作市土居870

（株）広瀬住建

美作市中尾111-3

0868-72-2512

むつみ総業

美作市三保原597-5

090-37499155

子どもに優しい施設の提供
ご契約いただいた方にプレゼント進呈
家庭訪問を希望されたとき、粗品プレ
ゼントいたします。

ゆき助産院

美作市大井が丘700-822

090-11710212

いしい脊椎矯正院

浅口市鴨方町深田112-3

0865-44-1130

RTA指定スクール ころん

和気郡和気町衣笠311-1

0869-92-1356

【多子世帯優遇】
家庭訪問を希望されたとき、生後３か
月までのベビーの沐浴を１回のみ介助
いたします。
施術料をカード提示の方20％割引しま
す。
【多子世帯優遇】通常施術価格から３割
引き
粗品プレゼント

シックハウス診断士１級・２級のスタッフ
が、子供の成長過程で大切な住環境を
086-480-0670 お客様と相談しながら、体に優しい家作
りの提案・提供に取り組みます。

（有）ＲＴＣ建築工房

都窪郡早島町早島1506

白栄舎

ご来店のお客様に早島町のサクラポイ
都窪郡早島町早島274-14 086-482-1140 ント２倍押し

レッスン料金 100円引き
ベビーマッサージ教室 ひな 勝田郡勝央町勝間田5200868-38-6456 （ただし、体験レッスンは除く）
たぼっこ
6-3
芦田製作所

勝田郡奈義町柿1223

0868-36-3222

（有）宝興産 奈義町営業所 勝田郡奈義町小坂270-2

0868-57-7291

梅川珠算道場

0868-66-0131

久米郡美咲町原田1378

ドリンクサービス
扱っている商品・事業について８％OFF

料金の割引、無料体験入学
基本料金から、10%割引

☆Happy Smile☆ ～赤ちゃ
080-5618久米郡美咲町原田3231-7
んとママの魔法の時間～
4040

【多子世帯優遇】３人目からは30％OFF
（１人目、２人目の参加はなくても、３人
目ということがわかれば）

12その他
店舗・施設名

所在地

電話番号

サービス内容
入学景品プレゼント

賀陽珠算学院

加賀郡吉備中央町竹荘
826-3

（有）賀陽ランドリー

加賀郡吉備中央町竹荘
789-4

（株）近藤建設興業

加賀郡吉備中央町小森
268

0866-54-1171 【多子世帯優遇】３人目の生徒さんは入
会金無料
ももっこカードをご提示いただいた方
に、ご利用合計金額の５％割引いたし
0866-54-0939 ます。（ただし、外注品や販売品等は除
く。）
新築→食洗機１台プレゼント
0867-34-1615 リフォーム→工事価格３％値引

