
01岡山市

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121-2 086-225-0123
引越基本料金（車輌費＋人件費）30％
割引（ただし、３月18日～４月10日は
10％割引）

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

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

（有）あいぷらす 岡山市中区桑野714-9 086-274-6402
料金の割引（パソコンサポート）

（有）あいぷらす 岡山市中区桑野714-9
0120-919-702
086-274-6402

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
⇒ 初回無料

（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

朝日こどもクラブ 岡山市北区伊福町4-4-3 086-259-3015

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
きます。

（有）アトリエ　ボブ 岡山市北区大供2-6-25 086-801-9801
1,000円分スタンプ増押（5万円たまれば
2,500円引）

（有）天野薬品 岡山市北区弓之町13-12 086-222-9454
景品のプレゼント、お湯、おしめ替え・
授乳場所の提供

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

086-235-2330

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
可

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

086-253-6118

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
可
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

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。

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
全ての施術料金10％OFF

ｅライフ ブックス
岡山市北区三野2丁目9-
19-1

086-226-6188

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。
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。

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170-108 086-241-5548

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
応援します。

イオン岡山店 岡山市北区下石井1-2-1 086-803-6600

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・子供靴下、おもちゃ、
ゲームソフト、紙おむつ、おしりふき等
がレジにて５％割引。

池田動物園 岡山市北区京山2-5-1 086-252-2131 20％引き

一休法務事務所
岡山市北区野田3-1-1東
光野田ビル３Ｆ

086-259-0193
初回相談料無料

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

ウエディング　ベル　岡山店 岡山市北区石関町2-25 086-224-5155
宮参り、七五三等の貸衣装商品を30％
～50％OFF

ウエハラクリーニング 岡山市東区可知1-94-1 086-942-2461

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
割引きサービスとの併用は除きます。）

ウェブティ
岡山市北区西古松2-20-
22　上杉第8ビル105

086-242-6627
柔道の指導
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

（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

占い　パワーストーン　蓮月 岡山市北区表町2-7-30 086-231-4114
組合せブレスお買い上げの方にタンブ
ル(にぎり玉)プレゼント

（有）えいごリトミックスクー
ル

岡山市南区平福2-7-31 086-263-6362
イベントなどの案内・料金の割引

エイブルネットワーク
岡山駅前店

岡山市北区本町3-6
ワシントンホテルプラザ1F

086-801-5040
仲介手数料10％ＯＦＦ、引越し費用10％
ＯＦＦ

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。

えきまえミヨシノ
喫茶カフェ・ド・パリ

岡山市北区駅前町1-3-3 086-231-3231
飲食合計の５％引き

えきまえミヨシノ
レストランクイーンズエルム

岡山市北区駅前町1-3-3 086-231-3232
飲食合計の５％引き

（株）エスラインギフ岡山支
店

岡山市中区倉田433-3 086-276-6151
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
(ファミリー便)…基本運賃のみ20％割

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

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
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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

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
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エンドオ薬局
岡山市北区高松原古才
254-1

086-287-5158
粗品プレゼント

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。

ＯＳＫＧＹＭ庭瀬 岡山市北区庭瀬163-1 086-259-0500
入会金の免除、イベント参加費を会員
価格にします。

ＯＳＫスポーツクラブ岡山 岡山市北区絵図町1-50 086-252-3111
入会金の免除、イベント参加費を会員
価格にします。

ＯＳＫ西バイパスこども館 岡山市北区田中625-6 086-242-2425
入会金の免除、イベント参加費を会員
価格にします。

ＯＳＫスポーツクラブ藤原 岡山市中区穝84-1 086-271-1711
入会金の免除、イベント参加費を会員
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2-8-
25-202

086-214-2288

入会金（10,500円）、年間諸経費（6,300
円）を無料
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
岡山市北区野田2-7-12
プチブル野田１F

086-239-3470

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
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。

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

（株）岡憲塗装
岡山市南区浦安西町135-
14

086-232-3500
トイレ・キッチン・風呂の清掃（住宅）

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）
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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

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。

岡山自動車教習所 岡山市中区土田320 086-279-1212

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
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。

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。

（株）岡山髙島屋 岡山市北区本町6-40 086-232-1111

①毎月19日にお子様ランチ315円（限定
50食、12歳以下のお子様限定／８Fファ
ミリーローズ ）　②有料文化催事を半額
どちらもカード提示
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岡山プラザホテル 岡山市中区浜2-3-12 086-272-1201
オムツ交換所の提供（ただし、当施設
利用に限る。）

OKAYAMA MOVE UP!! Cafe 岡山市北区田町1-2-4 2F 086-207-2283
子供用ドリンク１杯プレゼント（子供の
人数分）　※注文時にカードをご提示く
ださい

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

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

ＯＧＯスタディーズ 岡山市南区西市522-1 086-241-4160
入会金半額

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

オレンジ歯科クリニック 岡山市南区新福2-3-18 086-262-4618
歯ブラシプレゼント

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。

ＣＡＲＬＳＯＮ　Ｈａｉｒ 岡山市中区湊119-9
090-7892-
2252

子どもに優しい施設の提供他

【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
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かえる薬局　楢津店 岡山市北区楢津1203-4 086-239-8280

経口補水液・おくすり服用ゼリー・マス
ク・熱冷却シートの割引

【多子世帯優遇】景品プレゼント

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
200円引き　親子ペアで500円引き

カットルーム　オーニシ 岡山市北区南方5-4-2 086-253-1956
カット料金10％OFF

かっぱ寿司　岡山大福店
岡山市南区大福字前阪
381-1

086-281-9393

ベビーカーのままでのご入店、多目的ト
イレ、おむつ台、哺乳瓶へのお湯のご
提供
幼児用補助椅子、ベビーフードの販売

金光薬品　岡山浦安店
岡山市南区浦安本町74-
10

086-265-9251

キッズ商品お買い上げで、火曜日から
土曜日までTポイント全品３倍ポイント
（他の特典（サービス）との併用はでき
ません）

金光薬品　岡山当新田店 岡山市南区当新田73-6 086-805-6866

キッズ商品お買い上げで、火曜日から
土曜日までTポイント全品３倍ポイント
（他の特典（サービス）との併用はでき
ません）

金光薬品　岡山山崎店 岡山市中区山崎25-3 086-274-8100

キッズ商品お買い上げで、火曜日から
土曜日までTポイント全品３倍ポイント
（他の特典（サービス）との併用はでき
ません）

金光薬品　西大寺店
岡山市東区西大寺中野本
町8-32

086-944-1815

キッズ商品お買い上げで、火曜日から
土曜日までTポイント全品３倍ポイント
（他の特典（サービス）との併用はでき
ません）

金光薬品　大安寺店 岡山市北区野殿東町1-55 086-214-3377

キッズ商品お買い上げで、火曜日から
土曜日までTポイント全品３倍ポイント
（他の特典（サービス）との併用はでき
ません）

金光薬品　庭瀬店 岡山市北区平野850-1 086-292-6078

キッズ商品お買い上げで、火曜日から
土曜日までTポイント全品３倍ポイント
（他の特典（サービス）との併用はでき
ません）

（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



01岡山市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

かもがた亭　岡山一宮店 岡山市一宮129-1 086-284-9088
お子様におもちゃプレゼント（お一人様
一個）

かもがた亭　岡山高柳店 岡山市北区高柳西町8-21 086-253-8855
お子様におもちゃプレゼント（お一人様
一個）

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

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）

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

カレーハウスCoCo壱番屋
岡山けやき通り店

岡山市中区浜608-1 086-270-5519

店内でご飲食いただく小学生以下のお
客様に限り、次のいずれか１つサービ
スの提供
①ドリンク１杯サービス
②お菓子１個サービス
③ガチャガチャ１回サービス

カレーハウスCoCo壱番屋
岡山岡南店

岡山市北区岡南町2-6-52 086-225-5575

店内でご飲食いただく小学生以下のお
客様に限り、次のいずれか１つサービ
スの提供
①ドリンク１杯サービス
②お菓子１個サービス
③ガチャガチャ１回サービス
その他（絵本設置、終日禁煙、オムツ
交換シート設置）

カレーハウスCoCo壱番屋
岡山下中野店

岡山市北区下中野344-
102

086-246-1203

店内でご飲食いただく小学生以下のお
客様に限り、次のいずれか１つサービ
スの提供
①ドリンク１杯サービス
②お菓子１個サービス
③ガチャガチャ１回サービス
その他（絵本設置、終日禁煙、オムツ
交換シート設置）



01岡山市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

カレーハウスCoCo壱番屋
　岡山大安寺店

岡山市北区大安寺南町1-
7-3

086-214-1677

店内でご飲食いただく小学生以下のお
客様に限り、次のいずれか１つサービ
スの提供
①ドリンク１杯サービス
②お菓子１個サービス
③ガチャガチャ１回サービス
その他（絵本設置、終日禁煙、オムツ
交換シート設置）

カレーハウスCoCo壱番屋
　岡山中山下店

岡山市北区中山下1-6-6 086-234-8559

店内でご飲食いただく小学生以下のお
客様に限り、次のいずれか１つサービ
スの提供
①ドリンク１杯サービス
②お菓子１個サービス
③ガチャガチャ１回サービス
その他（絵本設置、終日禁煙）

カレーハウスCoCo壱番屋
岡山灘崎店

岡山市南区灘崎町西紅陽
台二丁目58-466

08636-3-9611

店内でご飲食いただく小学生以下のお
客様に限り、次のいずれか１つサービ
スの提供
①ドリンク１杯サービス
②お菓子１個サービス
③ガチャガチャ１回サービス
その他（絵本設置、終日禁煙）

カレーハウスCoCo壱番屋
岡山三浜店

岡山市南区三浜町2-17-9 086-262-0160

店内でご飲食いただく小学生以下のお
客様に限り、次のいずれか１つサービ
スの提供
①ドリンク１杯サービス
②お菓子１個サービス
③ガチャガチャ１回サービス
その他（絵本設置、終日禁煙、オムツ
交換シート設置）

カレーハウスCoCo壱番屋
　東岡山店

岡山市中区長岡599-1 086-279-7046

店内でご飲食いただく小学生以下のお
客様に限り、次のいずれか１つサービ
スの提供
①ドリンク１杯サービス
②お菓子１個サービス
③ガチャガチャ１回サービス
その他（絵本設置、終日禁煙、オムツ
交換シート設置）

カワイ音楽教室　岡山事務
所

岡山市北区幸町7-34
正田ビル2F

086-225-6621
入学金20％割引（他キャンペーンとの
併用不可）

（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



01岡山市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

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

吉備信用金庫　足守支店 岡山市北区足守1716-3 086-295-0071

カード提示で消費者ローン【しんきん保
証基金付（カードローン・切替プランは
除く）又はプロパーマイカーローン・教育
ローン】の金利優遇

吉備信用金庫　一宮支店 岡山市北区楢津650-1 086-284-2323

カード提示で消費者ローン【しんきん保
証基金付（カードローン・切替プランは
除く）又はプロパーマイカーローン・教育
ローン】の金利優遇

吉備信用金庫　高松支店 岡山市北区高松134-1 086-287-2277

カード提示で消費者ローン【しんきん保
証基金付（カードローン・切替プランは
除く）又はプロパーマイカーローン・教育
ローン】の金利優遇

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

㈱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

086-235-9840

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。
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）

牛庵　岡山西店 岡山市北区西長瀬122-4 086-242-4629

会計時、カード提示で１グループ５名様
までドリンクバーを50円（＋税）でご提
供いたします。

和牛焼肉　牛八　岡山店 岡山市中区西川原132-2 086-270-5188
お子様におもちゃプレゼント（お一人様
一個）

清柳
岡山市北区建部町吉田
174-1

0867-22-0112
食品サービス、飲物サービス、その他

キリン堂薬品 岡山市東区神崎町65-2 086-946-0636
キリンカードポイント２倍



01岡山市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

キンダートーネン岡山
岡山市北区下伊福本町1-
33 3F

086-256-3100
初回登録料50％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

草野歯科医院
岡山市北区野田屋町2-7-
13

086-221-1174

販売物を１割引き

【多子世帯優遇】割引率を2割にする

くすりのポニー 岡山市北区吉備津1397 086-287-5050
景品のプレゼント

くすりのメディオ瀬戸店
岡山市東区瀬戸町瀬戸
182-3
ベルモールＳＥＴＯ内

086-952-5701
10％割引もしくは２倍ポイント

くすり百 岡山市中区西川原93 086-271-1534

景品のプレゼント、小児疾患に対する
漢方相談に応じます、子ども向けおも
ちゃの提供いたします。

（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

クリーニング壱屋　大元上町
店

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

クリーニング壱屋　庭瀬店 岡山市北区平野66-6 086-293-7024
一般ドライクリーニング５％ＯＦＦ

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

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）

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）



01岡山市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

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）

公益社団法人日本３Ｂ体操
協会　岡山県支部

岡山市北区三野2-11-20-
611

080-3050-
3171

（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。

（有）廣珍軒 岡山市北区表町3-14-10 086-222-3351
小さいお子様連れでもごゆっくりしてい
ただけるよう大小お座敷の個室を用意

（有）岡南ドラッグ
岡山市南区福富西1-16-
20

086-263-2458
料金の割引

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。

コープ大野辻 岡山市北区今3-26-28 086-241-1844
特定日に一定の金額以上購入の方
に、カードの提示によりポイント付与

コープ大福 岡山市南区大福314 086-282-9520
特定日に一定の金額以上購入の方
に、カードの提示によりポイント付与

コープ西大寺
岡山市東区西大寺上3-8-
41

086-942-1533
特定日に一定の金額以上購入の方
に、カードの提示によりポイント付与

コープ築港 岡山市南区築港元町14-1 086-262-6634
特定日に一定の金額以上購入の方
に、カードの提示によりポイント付与

コープ東川原 岡山市中区東川原188-1 086-273-3327
特定日に一定の金額以上購入の方
に、カードの提示によりポイント付与

ＣＯＣＯ塾　岡山校 岡山市北区本町6-30 086-801-1557

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
16,200円又は8,750円免除

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。

粉名屋ぶっかけうどん 岡山市北区表町2-6-59 086-223-3023
1,000円につき50円引き（現金扱いの
み）

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

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-
4

086-280-0672
入塾金18,000円無料
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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　高屋
校

岡山市中区高屋219-14 086-250-1906
入塾金18,000円無料

個別指導キャンパス　津島
校

岡山市北区津島南2-2-5
070-5055-
7770

入塾金18,000円無料

個別指導キャンパス　浜校
岡山市中区浜604-3トラス
トビル井上ビル2F

086-280-0672
入塾金18,000円無料

個別指導キャンパス　東岡
山校

岡山市中区下420-7
070-5307-
3554

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
070-5525-
8863

入塾金18,000円無料

㈲こやぶ
岡山市中区門田屋敷1-7-
19

086-272-1833
商談（買い取り）成立で粗品プレゼント

コンフォートホテル岡山 岡山市北区丸の内1-1-13 086-801-9411
室料10％割引

サービカルカイロプラクティッ
クセンター

岡山市中区円山90-9　YS
タウン円山1F

086-276-7352

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
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

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

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

林原美術館 岡山市北区丸の内2-7-15 086-223-1733
２割引

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）

ささい薬店 岡山市北区下足守1766-5 086-295-2328

季節ごとのサービス
子供、妊婦さん、家族の健康相談
一割引（ただし一部除きます）

笹埜商店
岡山市東区瀬戸町宗堂
482

086-953-0292
１割引

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
眉カット

サロンドエル 岡山市中区長岡4-81 086-279-9201
料金の割引

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。
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

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）

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）

（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）

山陽地所㈱カンパニーハウ
ジング山忠

岡山市北区柳町2-4-23 086-232-3477

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
プレゼント

三和薬品商会 岡山市中区国富622 086-272-0414
ポイントアップ、景品のプレゼント

CKCネットワーク岡山支社
岡山市北区下中野701-
104スタックⅣビル2F

086-280-3225

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
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）

㈱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）

086-234-5524

①５％割引
②粉ミルクのお湯の提供・オムツ交換
場所の提供

自然食　四季菜　Fukusa 岡山市北区駅元町15-1 086-214-1293
ドリンク１杯　サービス

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

086-241-0821
税務相談40分5,000円を20％OFF

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
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

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

(株)小山商会　岡山営業所
岡山市北区下中野312-
113

086-243-4121

寝具リース、洗濯、シーツ交換の料金
割引

食育こどもえん　はぐっこ 岡山市北区芳賀5113-65 086-284-6307

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

【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

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

白政薬品 岡山市北区田町1-2-29 086-231-2524
景品のプレゼント

進学塾サンライズ
岡山市北区津島京町3-2-
20

086-255-3519

①無料体験授業をご用意　②オリジナ
ル下敷きをプレゼント　③オリジナル消
しゴムをプレゼント

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

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
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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

じんの矯正歯科
岡山市北区野田屋町1-7-
17

086-222-7822
歯並びの無料相談、虫歯予防のフッ素
塗布のサービス

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3-
16-5

086-241-1735 販売価格より３％の値引

スクールＩＥ岡山平福校 岡山市南区三浜町1-1-20 086-261-9989
無料体験授業、入会時に記念品プレゼ
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

086-238-4119
無料体験授業、入会時に記念品プレゼ
ント

寿し一
岡山市中区西川原1-2-
19-5

086-273-6364
0120-123307

小学生以下、ドリンク１杯サービス
又は細巻１本サービス。
お座敷あり、お子様歓迎。

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）

（株）鈴武石材 岡山市北区上土田248-1 086-295-1444
ジュース等ドリンクプレゼント

studio PADMA 岡山市南区西市263-1
090-2805-
3688

体験料を無料

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）
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

陶山左官工業 岡山市北区間倉1511 086-299-0538
料金の割引

整体院もみのき岡山店
岡山市中区浜604-3トラス
ト井上ビル303

086-272-6026

カードの提示で、初回検査料（1,050円）
と高濃度酸素バー（1,050円）を無料
サービス

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

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
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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　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

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
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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

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
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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

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



01岡山市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

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）

そら　Natural Hair Design 岡山市北区富町1-20-14 086-251-0005
前髪カット

(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

竹内クリーニング 岡山市南区東畦171 086-282-0309
500円ごとに50円分の金券進呈（しみ抜
き、特殊品を除く）

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

ダスキンレントオール　津高
ステーション

岡山市北区津高832-1 086-252-0111
ベビー用品、トラベル用品10％割引

立身
岡山市北区下中野334-
113

086-244-8600
お子様にカルピスサービス

田渕理容室 岡山市北区建部町宮地83 0867-22-1774
ポイントアップ

築港ユアサ薬局
岡山市南区築港緑町1-
15-1

086-263-8545
全品10％引き（一部特価品を除く）

チャイルドアイズけやき通り
校

岡山市中区浜604-3
トラスト井上ビル1F

086-238-4119
無料体験授業、入会時に記念品プレゼ
ント

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）

中国銀行足守支店 岡山市北区足守1728 086-295-0006

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行一宮支店 岡山市北区一宮119 086-284-0011

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

中国銀行稲荷支店 岡山市北区高松138 086-287-2022

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行大元支店 岡山市北区西古松347-3 086-241-4389

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行岡南支店 岡山市南区築港栄町5-17 086-263-1555

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行岡山駅前支店 岡山市北区本町2-5 086-225-0311

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行岡山市役所出張
所

岡山市北区大供1-1-1(岡
山市役所内)

086-233-4252

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行岡山西支店 岡山市北区問屋町3-101 086-241-3806

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行岡山南支店 岡山市北区青江1-8-11 086-232-2661

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行岡山流通センター
支店

岡山市北区大内田714-1 086-292-2596

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。



01岡山市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

中国銀行金川支店
岡山市北区御津金川284-
5

0867-24-0521

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行神崎出張所 岡山市東区神崎町97-1 086-946-8073

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行県庁支店
岡山市北区内山下2-4-
6(岡山県庁内)

086-223-3761

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行小橋支店 岡山市中区小橋町2-1-1 086-272-3101

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行西大寺支店
岡山市東区西大寺中3-7-
1

086-942-2920

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行清水支店 岡山市中区清水1-9-14 086-273-5011

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行清輝橋支店 岡山市北区清輝橋2-3-5 086-224-0295

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行瀬戸支店
岡山市東区瀬戸町瀬戸
188-1

086-952-4141

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。
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中国銀行妹尾支店 岡山市南区妹尾868-3 086-282-1201

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行大供支店 岡山市北区柳町2-12-16 086-222-6631

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行平島支店 岡山市東区東平島1667-1 086-297-6211

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行高柳出張所 岡山市北区高柳西町9-22 086-256-2471

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行津島支店 岡山市北区津島南1-1-18 086-255-2211

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行津高支店 岡山市北区津高379-3 086-255-0550

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行富田町支店
岡山市北区富田町2-11-
20

086-223-7261

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行灘崎支店
岡山市南区灘崎町西高崎
5-318

08636-2-0005

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。
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中国銀行庭瀬支店 岡山市北区平野908-7 086-293-1021

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行原尾島支店
岡山市中区原尾島3-12-
24

086-272-7200

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行東岡山支店 岡山市中区下426-1 086-279-0003

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行東古松支店 岡山市北区大元駅前6-8 086-226-3555

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行彦崎支店
岡山市南区灘崎町彦崎
2842-7

08636-2-1022

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行平井支店 岡山市中区倉田625-5 086-277-0221

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行福浜支店 岡山市南区三浜町2-1-37 086-263-2186

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行福渡支店
岡山市北区建部町福渡
901

0867-22-0721

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。
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中国銀行法界院支店 岡山市北区大和町2-5-22 086-224-7105

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行奉還町支店 岡山市北区伊福町2-3-7 086-252-5241

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行本店営業部
岡山市北区丸の内1-15-
20

086-223-3111

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行松崎支店 岡山市東区松新町209-1 086-943-7522

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

中国銀行円山支店 岡山市中区円山89-6 086-277-5331

吉備路文学館（岡山市北区南方3-5-
35 TEL086-223-7411)へ無料ご招待
（同文学館へカード提示）
住宅ローン金利優遇。ただし、満20才
未満の扶養となる子供が３人以上いる
世帯。

（有）中納言漢方堂
岡山市中区門田屋敷5-1-
1

086-271-0400

料金の割引、漢方相談お気軽にどうぞ

【多子世帯優遇】割引率アップ

（有）坪井石材店 岡山市南区箕島278-3 086-482-1120
ご来店のお客様に早島町のサクラポイ
ントをサービス

手打ちうどん　百年屋　和
岡山市北区上中野2丁目
27-24

086-244-4303
カード提示で50円券１枚進呈

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。
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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

（株）デスクスタイル 岡山市北区本町6-30-7-E 086-283-5160
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）

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

（有）天寿薬品
岡山市東区西大寺中2-2-
20
リョウビプラッツ内

086-942-0210
景品のプレゼント

天満屋　岡山店 岡山市北区表町2-1-1 086-231-7690

①子ども向け動員催事における入場料
金の割引　②毎月19日（育児の日）７階
ファミリーレストランでお子様ランチを特
別料金で提供

どいデンタルクリニック 岡山市北区納所254-1 086-292-2226
歯科用品の10％割引、フッ素塗布初回
無料、キッズルーム完備

ドウゼン薬品 岡山市北区東古松480-13 086-231-6472
スタンプサービス２倍、子ども向け景品
のプレゼント、子どもの健康相談

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

苫田温泉　乃利武 岡山市北区栢谷1453-2 086-294-2321

①入浴料金　②食事料金　③宿泊料金
※いずれも10％割引
尚、企画商品（パンフレット掲載）は除く
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トマト銀行青江支店 岡山市北区青江1-21-25 086-223-5334

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行岡山駅前支店 岡山市北区本町1-4 086-222-2334

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行岡山県庁支店 岡山市北区内山下2-4-6 086-234-2210

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行岡山南営業部 岡山市南区福成2-21-10 086-263-4611

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行岡山流通センター
支店

岡山市北区大内田714-1 086-292-2780

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行吉備津支店 岡山市北区吉備津1151-4 086-287-6888

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行西大寺支店
岡山市東区西大寺中野
164-5

086-943-3434

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。
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トマト銀行瀬戸支店
岡山市東区瀬戸町瀬戸
395-1

086-952-0721

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行妹尾支店 岡山市南区箕島1388-1 086-281-3334

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行大供支店 岡山市北区大供1-4-5 086-231-3211

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行高島支店 岡山市中区中井447-4 086-275-5111

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行津高支店 岡山市北区横井上1325-1 086-294-3511

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行中山下支店 岡山市北区中山下1-9-1 086-224-5551

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行灘崎支店
岡山市南区灘崎町迫川
758-1

086-362-1251

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。
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トマト銀行西市支店 岡山市南区西市562-10 086-243-0111

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行庭瀬支店 岡山市北区平野995-2 086-293-6834

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行野田支店 岡山市北区野田2-14-22 086-243-4134

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行原尾島支店 岡山市中区浜483-1 086-272-4134

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行平井支店 岡山市中区倉田615-1 086-274-2626

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行福渡支店
岡山市北区建部町福渡
854-1

0867-22-1234

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行奉還町支店
岡山市北区奉還町2-16-
15

086-252-2271

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。
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トマト銀行本店 岡山市北区番町2-3-4 086-221-1010

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行三門支店 岡山市北区三門東町1-7 086-253-1166

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行竜操支店 岡山市中区高屋366-7 086-273-3334

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

トマト銀行曹源寺支店 岡山市中区円山1008-5 086-277-4811

定期預金、消費者ローン、住宅ローン
（ただし、中国総合信用保証付融資で、
満20歳未満の扶養となる子どもが３人
以上いる世帯）の金利優遇

【多子世帯優遇】現在、住宅ローンの金
利優遇を実施しています。

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

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
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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

㈱トライネクスト
岡山市北区西古松2-26-
22
BIOオフィス1012/1013

086-244-8605

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
52,500円→26,250円

ドラッグオカザキ 岡山市南区新保803-6 086-241-2052
通常ポイントの２倍（カード）、健康情報
誌の提供等

とりでん今店 岡山市北区今3-24-38 086-242-1194

お会計時に500円割引。一組１枚・4,200
円以上ご飲食に限り有効。ただし、フェ
ア期間中、及び他の割引特典との併用
不可。また、ランチタイムでのご利用不
可。カード提示必要。

とりでん岡山店
岡山市北区田町1-3-1　岡
山産業会館１Ｆ

086-235-1294

お会計時に500円割引。一組１枚・4,200
円以上ご飲食に限り有効。ただし、フェ
ア期間中、及び他の割引特典との併用
不可。また、ランチタイムでのご利用不
可。カード提示必要。

とりでん原尾島店
岡山市中区浜604-3
トラスト井上ビル１F

086-270-5594

お会計時に500円割引。一組１枚・4,200
円以上ご飲食に限り有効。ただし、フェ
ア期間中、及び他の割引特典との併用
不可。また、ランチタイムでのご利用不
可。カード提示必要。

どんどん亭さい店 岡山市中区穝82-1 086-271-2334
カード提示のご家族全員ドリンクバー無
料

どんどん亭福成店 岡山市南区福成3-5-14 086-263-4899
カード提示のご家族全員ドリンクバー無
料

なおる堂 岡山市北区表町1-11-1 086-222-4851
休憩所として御利用ください。トイレ・お
湯ＯＫ。おむつ置いています。

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
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なかよし薬局 岡山市北区吉宗428-13 086-294-3955
保険調剤以外の商品５％引き（１円単
位切捨）

NATURAL　HAIR 岡山市北区庭瀬494-3 086-292-2658

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
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。

なないろ保育園　岡山 岡山市北区今1-10-32 086-239-9988

３時間、一時預かり半額

【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）

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

３時間、一時預かり半額

【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）

（有）生和ハウジング 岡山市北区田原989 086-294-3820
料金の割引

南京樓　駅前店 岡山市北区駅前町1-2-2 086-222-8538
子どもに優しい施設の提供

南京樓　田町本店 岡山市北区田町1-12-10 086-225-1678
料金の割引、子どもに優しい施設の提
供

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。

ニコニコ　キッチン　さんさん
岡山市北区表町1-8-50
2F

086-231-9988
小学６年生までのお子様へアイスク
リームプレゼント

ニチイ　岡山校
岡山市北区野田町1-1-15
岡山桃太郎大通りビル3F

086-231-8492

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）
・介護職員初任者研修
・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
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ニチイケアセンター岡山南
岡山市北区下中野324-
118

086-805-3502

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
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倉富 岡山市中区倉富142-1 086-200-1681

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
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瀬戸中央 岡山市東区瀬戸町瀬戸24 086-952-9100

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
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 岡山市北区西古松14 086-801-0058

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
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操山 岡山市中区西川原336-1 086-270-8078

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
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）

ニッポンレンタカー中国株式
会社　岡山営業所

岡山市北区厚生町2-2-5 086-224-0919

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
会社　岡山駅前営業所

岡山市北区錦町6-16 086-235-0919

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
前の申し出が必要となります。
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ニッポンレンタカー中国株式
会社　岡山空港営業所

岡山市北区日応寺1428-1 086-294-3919

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
前の申し出が必要となります。

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）

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

Hair Design LINK 岡山市北区牟佐965-1 086-229-2433
ポイント２倍押し

ＢＡＲ ＢＥＲ　フジワラ 岡山市東区政津1285 086-948-3883
500円割引（小学生以下）

ＢａｒＢｅｒ ＴＯＭ 岡山市北区今保281-17 086-244-3755

平日10時00分～17時00分に予約にて
ご来店に限り
お子様カット1,000円、女性のお顔剃り
1,500円にてご提供！

長谷川楽器 岡山市北区表町3-3-20 086-225-2858
音楽教室入会金（3,150円）免除

パソコン教室
アビバ岡山駅前校

岡山市北区駅元町1-4
ターミナルスクエアビル2F

086-233-0002

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
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。

パソナ岡山　岡山本社
岡山市北区駅元町1-6 岡
山フコク生命ビル11階

086-233-0333

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
修：50％ＯＦＦ
（未登録者）初級研修：50％ＯＦＦ、応用
研修：20％ＯＦＦ

パソナ岡山　西大寺支店
岡山市東区西大寺東1-5-
8

086-944-7333

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
修：50％ＯＦＦ
（未登録者）初級研修：50％ＯＦＦ、応用
研修：20％ＯＦＦ

花の門 岡山市東区広谷474-23 086-944-0101
カード提示のご家族全員ドリンクバー無
料

（有）ハナフサ 岡山市南区福浜西町3-13 086-262-2858
ポイントアップ、景品のプレゼント、無料
漢方子宝相談、子育て相談

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
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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

ピアノハウス調律リフレッ
シュセンター

岡山市北方3-7-35 086-222-4070
アップライトピアノ調律9,000円（＋消費
税）、ピアノイス50％OFF

（株）ビゼン　岡山店
岡山市北区西古松西町8-
21

086-243-2222

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
の壁に漆喰(ただし14帖分) ⑤無垢ドア
(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

ビッグエコー　岡山駅前店 岡山市北区錦町1-27 086-235-0111

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
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

ビッグエコー　岡山駅前2号
店

岡山市北区錦町7-31 086-212-0755

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
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

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

086-801-4700

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
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

ひのき酵素風呂　元気でる
堂

岡山市北区大井2236-2 086-295-0026
ももっこカードの提示で入浴料を200円
割引いたします。（保護者のみ）

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）
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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）

ひまわり園
岡山市北区西古松1-15-
22

086-243-3477
通園用セーラー服・帽子・カバンプレゼ
ント、１日体験保育１回無料

ピュアリティまきび 岡山市北区下石井2-6-41 086-232-0511

カード提示者は、レストラン飲食（一部
商品を除く）についてのみ10％割引　た
だし、子供の同伴者に限る

美容室　フィオーレ
岡山市北区高柳西町14-
30

086-897-5046

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→
http://www.jpdr.com（トップページ最上
部の動画Ｔ様邸です。見てね！）

平島薬品 岡山市東区南古都18-1 086-297-2151
景品のプレゼント

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)

086-245-7477

子どもカット通常2,200円を平日に限り
1,500円で提供
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

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
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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

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
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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

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
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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

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。

福富建設　ギャラリー
岡山市南区福富東2-33-
21

086-262-0633

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
提示）。ムクの木のベビーベッド無料貸
し出し（先着順）。

整体院「ふくろう堂」
岡山市北区大和町2-4-30
スペイン通り１F

086-222-5380
毎週木曜日午後から小学生以下の無
料整体施術

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
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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

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

ふすま・障子・網戸・ガラス
大久保商店

岡山市北区田中629-9 086-241-3758
料金の割引

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



01岡山市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

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

プロフェッショナルサロン　獏
岡山市中区円山90-9　YS
タウン内

086-276-4332

ヘアカラー・パーマに限り、2,000～
3,000円OFF
お子様にはアニメビデオ鑑賞、絵本貸
出し、アメ、お菓子など有り

ｈａｉｒ　ｐｒｏｊｅｃｔ　ｄｅｌｍｏ
岡山市北区中山下1-11-
54
岡山ロッツB1F

086-283-4515
0120-998-136

技術料金５％OFF

ＨＡＩＲ　ＲＯＡＤ　ＫＥＮ 岡山市中区国富1-10-22 086-272-1688
小学生以下のお子様にお菓子をプレゼ
ント

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

①100円割引②バースデイ割引（誕生
月）③シルバー割引（65才～）

【多子世帯優遇】

ヘアーサロン オオタ 岡山市中区土田315-18 086-279-1011
200円引き

ヘアーサロン かんばら 岡山市北区学南町1-4-3 086-252-6645
５％割引

ヘアーサロン　モリ 岡山市中区平井1183-15 086-277-0727
カード提示の小学生以下のお子様カッ
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
ポイントカード、料金の割引、訪問理美
容

ヘアーシェイパー かどき 岡山市小橋町2-2-5 086-272-1030
技術料金の200円引き

ヘアーショップ ゴウ六 岡山市中区森下町4-1 086-272-0540
200円引き

HAIR ROOM ikoi 岡山市北区広瀬町14-17 086-206-6146
全メニュー10％OFF

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

ベビーマッサージ教室　～Ｏ
ＨＡＮＡ～

岡山市東区瀬戸町瀬戸
158-1

086-952-3068
粗品プレゼント（お一人様１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

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

ほけんの窓口　岡山表町店 岡山市北区表町1-9-61 086-803-6070

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。

【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）

ほそだのすきやきハウス 岡山市北区岩田町7-6 086-225-2983
５％割引（現金払のみ）

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

ホテルエクセル岡山 岡山市北区石関町5-1 086-224-0505
ホテル内各レストランにてカードご提示
ソフトドリンクサービス

ポレスターマンションギャラ
リー　岡山中央販売事務所

岡山市北区大供2-4-1 086-212-1680
粗品（クオカード1,000円）プレゼント

ぽれぽれ表町分場 岡山市北区表町3-5-16 086-222-2250
休憩場所、トイレの提供等

（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

まき歯科クリニック 岡山市北区今3-1-35 086-243-1006

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
ム完備、保護者の方の治療時の託児

マキテック(株)　お手伝いハ
ナコ事業部

岡山市北区丸の内1-9-7 086-238-7853
スポンジプレゼント
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松島写真場 岡山市中区浜1-12-1 086-273-6661
写真代金の10％OFF

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）

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

豆炭 岡山市北区田町2-4-7 086-226-8161
ホルモン一皿プレゼント

マルゴカフェ
岡山市北区下石井1-2-1イ
オンモール岡山5F

086-227-7705
バナナジュースレギュラーサイズ360円
（税別）

マルゴデリ　イオンモール岡
山店

岡山市北区下石井1-2-1イ
オンモール岡山3F

086-227-7703
バナナジュースレギュラーサイズ360円
（税別）

マルゴデリ　石関町店 岡山市北区石関町6-10 086-206-6905
バナナジュースレギュラーサイズ40円
引き

マルゴデリ　田町店 岡山市北区田町1-1-11 086-235-3532
バナナジュースレギュラーサイズ40円
引き

マルゴデリ　LOTZ店
岡山市北区中山下1-11-
54　岡山LOTZ3F

086-234-7210
バナナジュースレギュラーサイズ40円
引き

円山薬品 岡山市中区円山87-14 086-277-1607
ポイントアップ、景品のプレゼント

三門薬品 岡山市北区下伊福町11-9 086-253-8674
景品のプレゼント

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

（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

有限会社 御南塗装工業
岡山市北区北長瀬本町
20-51

086-214-0202
建物診断お見積り無料、ご成約時に特
定プラン工事価格の10％の割引

MIYAKE ジュニアテニスス
クール

岡山市中区高屋217-3
高屋テニスクラブ内

086-265-5122

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
ただき、入会していただいた方に3,000
円の入会金を無料

ミヤケ美容室
岡山市北区津島西坂2-1-
3

086-252-7726
全ての施術料金10％OFF！

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
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“麦っ子” 岡山市北区絵図町7-1 086-252-6105
景品のプレゼント

“麦っ子”本町店
岡山市北区本町　コア本町
1F

086-212-3533
景品のプレゼント

メガエッグ正規代理店
アナハイム（有）

岡山市北区津島東2-7-17 086-253-6888

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
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。

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。



01岡山市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

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)

メディア21岡南店 岡山市南区松浜町15-38 086-263-7865
通常価格から50円値引き

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

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2-
18-2

086-942-2340
スタッフによる子守り

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）

焼肉　七福 岡山市南区福田183-4 086-264-5201
全メニュー５％割引

焼肉倶楽部いちばん　岡山
中央店

岡山市北区清輝橋3-262-
1

086-803-2917
会計時、カード提示で１グループ５名様
までドリンクバーを50円（＋税）でご提
供いたします。

焼肉桃苑
岡山市北区富田町2-11-
16

086-223-0889

小学６年生までのお子様に、お子様ドリ
ンクサービス
※子ども用いす、シート、おむつ交換台
あります

薬草カフェ　chisou 岡山市北区表町3-9-42
090-4903-
4008

○子ども用高さ調整できるベルトつき補
助シート２つ用意しています。
○日曜日のみ小学生以下のお子様お
連れのお客様
メニューのハーブティー300円で提供い
たします。

安田勉強堂 岡山市南区東畦187 086-282-0834
ティシュペーパー（ポケット）等のプレゼ
ント
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

矢吹労務マネジメントオフィ
ス

岡山市北区桑田町7－22
1F

086-223-1347
総合労働相談、初回無料

山口医薬品 岡山市北区桑田町15-10 086-231-6245
ポイントアップ、情報サービス

（株）ヤマサキ 岡山市南区当新田485-18 086-241-1622

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

【多子世帯優遇】レンタル料金10％割引

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)

ヤマハ美容室
岡山市中区原尾島2-20-
14

086-272-2008
子ども料金カット　2,500円→2,000円

山村薬品 岡山市北区平和町6-8 086-223-7712

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
す。

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

YOU：STYLE 岡山市北区表町3-15-9 086-232-3920
平日 小学生以下 500円割引

又来軒　岡山駅前店
岡山市北区本町6-36
第一セントラルビルB1F

086-227-6655
ももっこカードご提示でデザートをサー
ビスいたします。

又来軒　岡山遊プラザ店
岡山市北区昭和町4-7
天満屋遊プラザ内

086-255-1548
ももっこカードご提示でデザートをサー
ビスいたします。

ゆめカフェ 岡山市北区奉還町1-6-9 086-256-3939
ご家族で来店の際、小学生以下のお子
様にドリンク１杯サービス

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
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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

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

ライフサロン　岡山浜けやき
通り店

岡山市中区浜606-10 086-901-1313

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
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

リフレッシュスタンド　フィット
岡山市北区津島南1-1-21
松原電業社第二ビル1F

086-251-6022

１ドリンク試飲サービス（お好きなドリン
クを選べます）

【多子世帯優遇】お子様の人数分試飲
可能

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

理容イシカワ 岡山市北区奉還町2-3-1 086-253-0410
通常料金（2,000円）の200円～300円引
き
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理容つちや 岡山市北区広瀬町2-43 086-224-2846 料金200円OFF

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

レオパレスセンター岡山店 岡山市北区本町1-3 086-223-9292
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）

レストラン　ミザール（メルパ
ルク岡山）

岡山市北区桑田町1-13 086-223-8105
ランチメニュー・ディナーメニュー、５％
割引

Ｌａｄｙ'ｓリラクセーションサロ
ン  リラージェ

岡山市北区野田屋町1-7-
20

086-225-4776
40分 3,500円→2,600円　60分 5,000円
→3,700円

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。

(有)ロイヤルＢＭＣ
“おそうじ屋．ｃｏｍ”

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

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


