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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

あおぞら歯科クリニック 総社市東阿曽1897-1 0866-99-7118
子ども向け歯科用販売品　10％ＯＦＦ

（有）赤木薫畳工業所 総社市種井731-4 0866-99-1239
いぐさ製品プレゼント

秋山伸　税理士事務所 総社市中央6-7-112 0866-94-3440
税務相談　通常１時間 5,000円 →
1,000円

明日葉鍼灸治療院 総社市総社2-1-30 0866-94-8566

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
の骨盤メンテナンスの割引

アップ　フォレスト　ヘアー 総社市井尻野1380-1 0866-94-3369
ポイントカード２倍押し

アド・ミューズ㈱ 総社市井尻野817-3 0866-92-0234
お菓子のプレゼント

アリコジャパン代理店
かわた保険事務所

総社市西阿曽249-1 0866-99-9111
ライフプランナーによる子育て家庭の生
活設計相談　無料

㈲あんしん堂 総社市中央3-14-115 0866-94-8115
ローソク・線香　５％割引

ｅ－Ａｉｍ　英会話スクール 総社市中央6-15-107 0866-93-9391

入会金無料、無料体験レッスン

【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 0866-95-8805

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、
文具又はおやつのプレゼント、トイレも
利用可

（株）郁文社印刷 総社市中央1-3-28 0866-92-0336
料金の割引

㈱イリエ岡山総社店 総社市中央5-2-101 0866-93-6666
キャンディのプレゼント

岩佐自動車 総社市駅前2-9-115 0866-92-3274
値引き

（有）岩佐損害保険事務所 総社市総社31-1 0866-92-6171
事故相談

インテリア　スギハラ 総社市駅前2-15-18 0866-92-5690
料金の割引

インテリア・イケガミ 総社市総社1-10-21 0866-93-1451

料金割引

【多子世帯優遇】割引率UP

インテリア館マルセン 総社市中央2-5-10 0866-93-2878
粗品プレゼント
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ウォーターワークス　クワダ 総社市三須500-30 0866-94-8570
料金の割引

ウッド・ペッカー 総社市三輪675-7 0866-93-4390
ピザを１枚注文につき、アイスクリーム
１個サービス

うどん庵 総社市駅前2-15-18 0866-92-3087
ラーメンのみ全品50円引き（高校生以
下）

うれしい生活　ヒガシ 総社市東阿曽1652 0866-99-9557
生活（家計の節約）に関わる情報の無
料提供

（株）ＡＭＡ 総社市三輪675-1 0866-90-0320

保険無料診断サービス、景品のプレゼ
ント

【多子世帯優遇】優先してお使いいただ
きます。

（有）エクステリア設備 総社市新本1127-2 0866-96-1259
料金の割引

エグチ動物病院 総社市真壁1151-1 0866-92-8118
料金の割引

エディオン総社西店 総社市上原480-1 0866-94-3171 景品のプレゼント

ＯＳＫスポーツクラブ総社 総社市門田381 086-694-0888
入会金の免除、イベント参加費を会員
価格にします

オオツキ　グレイス 総社市駅前2-6-1 0866-93-1129

婦人服５％引き（バーゲンセール期間
中及び特価品は除きます）

【多子世帯優遇】お買上げ金額の８％
割引

御菓子司　備菴 総社市総社3-1-10 0866-92-0441

和菓子全品10％割引

【多子世帯優遇】全品５％割引

㈱岡本工業所 総社市総社1288 0866-92-4076
季節の野菜プレゼント

岡本車体 総社市井尻野1690-1 0866-92-4074
料金の割引

岡山ダイハツ販売㈱　吉備
路店

総社市三須1111 0866-93-5156
お子様にお土産プレゼント。調乳用の
お湯・水の提供

岡山西農業協同組合　池田
支店

総社市見延639-2 0866-95-8106

「子育て応援定期積金」をご契約いただ
けます。（ただし、健康保険証等の提示
が必要。）

岡山西農業協同組合　吉備
路支店

総社市門田85 0866-93-7841

「子育て応援定期積金」をご契約いただ
けます。（ただし、健康保険証等の提示
が必要。）
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岡山西農業協同組合　清音
支店

総社市清音軽部697 0866-94-0021

「子育て応援定期積金」をご契約いただ
けます。（ただし、健康保険証等の提示
が必要。）

岡山西農業協同組合　昭和
支店

総社市美袋483-2 0866-99-1111

「子育て応援定期積金」をご契約いただ
けます。（ただし、健康保険証等の提示
が必要。）

岡山西農業協同組合　総社
西支店

総社市久代4700 0866-96-0410

「子育て応援定期積金」をご契約いただ
けます。（ただし、健康保険証等の提示
が必要。）

岡山西農業協同組合　総社
東支店

総社市窪木507-1 0866-92-0074

「子育て応援定期積金」をご契約いただ
けます。（ただし、健康保険証等の提示
が必要。）

岡山西農業協同組合　山手
支店

総社市岡谷23 0866-93-2336

「子育て応援定期積金」をご契約いただ
けます。（ただし、健康保険証等の提示
が必要。）

お好み焼きマウントクック 総社市中央5-1-103 0866-92-7895

お好み焼き　ご注文の方にアイスクリー
ム又はソフトドリンク無料プレゼント（１
名様限り）

小野隆史社会保険労務士
事務所

総社市中央6-21-105 0866-92-6566
働く女性の育休等の相談（無料、事前
連絡要）

カーフレンド浅野 総社市総社2-3-42 0866-93-3885
割引、プレゼント

ＣａｒＲｅａｌｉｚｅ　カーリアライズ 総社市総社1-1-40 0866-31-7400

①当店で車検をうけていただくと、「店
内インポート＆ハンドメイド雑貨500円
割引！
②当店にお車を売っていただくと、「マッ
クカード￥5,000円分！」プレゼント！！
③当店にてお車を買っていただいたら、
「新品チャイルドシート」無料無期限レン
タル！！いたします。
 

㈲カーリーペアー吉備路 総社市三須1133-1 0866-92-7755
料金について相談に乗ります。
（自動車修理・販売・板金）

学生服ムラキ 総社市中央2-17-25 0866-93-4810

お買上げ時ポイントサービス。当店の
商品に限りお直しサービス。新入学生
割引券プレゼント。
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家具の大丸 総社市中央1-2-108 0866-93-2245
商品５％引き

㈱風早 総社市真壁123-10 0866-92-1496

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）
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）

㈱カザハヤスポーツ　本店 総社市総社2-21-35 0866-93-3221
単価1,000円以上　10％引き

㈱カザハヤスポーツ・ポテト
館

総社市中央6-15-102 0866-92-7100
単価1,000円以上　10％引き

かしはら（有） 総社市中央2-15-1 0866-92-0587
子ども部屋のカーテン＆じゅうたん10％
引き

㈲栢原商店 総社市総社3-6-2 0866-92-0931
全商品５％引き
　※ただし、仕出しは対象外。

㈲栢原商店　リブ総社店
総社市門田187 リブ総社店
内

0866-92-3908

全商品５％引き
※ただし、ハピーカードとの併用はでき
ません。

かっぱ寿司　総社店 総社市総社1005-5
0866-90-2228

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

（有）角井杭木店 総社市槙谷1553 0866-95-8181

料金の割引

【多子世帯優遇】割引率アップ（15％割
引）

㈱角藤田　総社ＳＳ 総社市総社1-18-37 0866-92-0860
燃料油　現金会員価格での提供

㈱角藤田　総社インターＳＳ 総社市長良924-1 0866-94-3911
燃料油　現金会員価格での提供

㈱角藤田　総社吉備路ＳＳ 総社市三須26-1 0866-92-3990
燃料油　現金会員価格での提供

㈱角藤田　総社中央ＳＳ 総社市中央2-5-1 0866-92-6936
燃料油　現金会員価格での提供

㈱角藤田　総社西ＳＳ 総社市門田305 0866-92-1199
燃料油　現金会員価格での提供
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金山焼肉店　総社店 総社市門田313-1 0866-92-3933
料金の割引

有限会社　カルビ亭 総社市中央1-4-38 0866-94-0009
ファーストドリンク全員に無料

カレーハウスCoCo壱番屋
　総社溝口店

総社市溝口94-1 0866-94-9300

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

川上備芳園 総社市中央2-19-10 0866-92-4136
商品割引、抹茶ソフトクリーム￥150に
て（期間４月～10月下旬）

ＫＡＷＡＨＡＲＡ 総社市三輪674-6 0866-90-0662
料金の割引

ＫＩＴＣＨＥＮ　ＭＯＴＣＨＩＮ 総社市岡谷110-3 0866-94-8130
ミニオレンジジュース　１杯（お子様）
サービス

吉備路歯科医院 総社市三輪1121-1 0866-94-8226

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
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

吉備路花田ＦＦ 総社市宿1317 0866-92-7787
商品５％割引

吉備路もてなしの館山手 総社市宿418 0866-94-1048
ソフトクリーム､アイスクリーム､かき氷
(夏のみ)　各20円引き

吉備寿園 総社市門田187　リブ２１内 0866-93-8129
ソフトクリーム　50円引き

吉備信用金庫　きびの里支
店

総社市井手606-1 0866-90-2220

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】の金利優遇及びトイレ・ベビー
シート設置

吉備信用金庫　西部支店 総社市上原481-1 0866-94-4433

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　総社西支店 総社市門田306-2 0866-93-8168

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　東支店 総社市窪木890-4 0866-93-2011

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
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吉備信用金庫　本店営業部 総社市中央2-1-1 0866-92-2136

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　美袋支店 総社市美袋293 0866-99-1756

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

きびロック 総社市三輪1230-65 0866-93-2005
全て10％ＯＦＦ

清音産業社 総社市清音上中島180-2 0866-93-1710

駐車、駐輪後　30分間無料

【多子世帯優遇】

金亀 総社市井尻野1958 0866-92-3056
お子様ドリンク１杯サービス

杭田建設株式会社 総社市真壁882-1 0866-93-5578

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。
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。

九城トレイド 総社市駅前2-11-30 0866-92-1220
５％引き、粗品進呈

㈱久代屋ランドリー　本社工
場

総社市真壁908 0866-92-0431

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
ス（他のサービスとの併用不可）

㈱久代屋ランドリー　溝口本
店

総社市溝口231-2 0866-92-1685

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
ス（他のサービスとの併用不可）

（有）グランディーオート 総社市井手209-1 0866-94-8408

料金の割引

【多子世帯優遇】洗車半額

クリーニングショップ　エンゼ
ル
駅前店

総社市駅前1-2-1 0866-93-8671

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
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
総社東店

総社市中央4-3-101 0866-93-2845

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
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
中央店

総社市中央6-2-105 0866-94-2781

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
ス（他のサービスとの併用不可）
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クリーニングショップ　エンゼ
ル
天満屋ハピーマート溝口店

総社市溝口81-1 0866-94-2329

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
ス（他のサービスとの併用不可）

車の事なら何でもおまか
せ！
サンオート

総社市窪木1029-1 0866-93-6174

カブトムシ、クワガタをプレゼント。
自動車販売、修理、車検、カー用品の
値引き

元気サロン　アイ・ユー 総社市中央3-6-101 0866-92-6010

来店時に抽選くじを引いていただき、景
品をプレゼント

【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。

豪渓開発㈱ 総社市穴粟193-1 0866-95-8012
お子様ドリンク１杯サービス又は駄菓子
プレゼント

コープ総社東 総社市総社1370-3 0866-94-2800
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

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

小僧寿し　総社店 総社市中央町4-1-101 0866-93-5802
1,000円以上お買い上げのお客様に、
お味噌汁１つサービス。

㈲こにし美容室 総社市駅前1-8-43 0866-93-1011
スタンプ２倍押し

小西屋 総社市中央2-11-29 0866-92-1464
お子様に駄菓子の掴みどり

㈱こやま塗装 総社市久米489-1 0866-99-7272
見積書から５％割引

コンフェクショナリー
コトブキ　リブ総社店

総社市門田187 0866-92-7292
プティラグセ　10％引き

酒の赤鬼 総社市中央5-4-102 0866-93-9039
商品のお買い上げ時に景品のプレゼン
ト

さぬき一番 総社市門田187　リブ２１内 0866-92-3909
お子様づれのお客様で1,000円以上ご
注文の場合、50円引き
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讃岐うどん　いろ里 総社市井手1033-1 0866-94-3161

ポイントカード　１ポイントサービス

【多子世帯優遇】証明するものの提示
があれば100円×子供人数分を値引き

さのオートセンター 総社市溝口2-1 0866-93-5688
新車・中古車お買い上げのお客様に納
車時ガソリン満タンにいたします。

サロン・ド　メイ
総社市中央1-5-28 金子ビ
ル1F

0866-93-7256
ポイントアップ

三共リース㈱ 総社市三須11-1 0866-92-8622
景品のプレゼント

サンコー印刷㈱ 総社市真壁871-2 0866-93-2121
お絵かき帳プレゼント

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

山陽新聞総社西販売所 総社市中央3-14-102 0866-92-0791
駄菓子のプレゼント（子供へ）

山陽電設㈱ 総社市秦3727-2 0866-95-8171

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
プレゼント

Ｃｉｅｌ　ｂｌｅｕ 総社市三輪674-1 0866-94-8870
小学生以下のバースデーケーキ　10％
引き（1,500円以上の商品が対象）

車検のコバック　総社店 総社市井手1167 0866-92-2395
コバックキャラクターグッズのプレゼント

写真アオブチ 総社市総社2-21-41 0866-92-0261

各種証明写真・記念写真　料金５％引
き　待合室に絵本（岡山のむかしばなし
等）・岡山の歴史（漫画）等を待っている
間に退屈しないように置いています。

シャディ「サラダ館」総社店 総社市駅前1-6-36 0866-92-8757

①会員価格にて販売②会員ポイント進
呈③５万円以上お買上げの方へ、赤
ちゃんが寝ている時に身長を測れるバ
スタオルプレゼント④出産内祝をお買
上げの方へ、自宅用額入り命名札のプ
レゼント⑤結婚内祝を５万円以上お買
上げの方へお赤飯セットプレゼント⑥最
近のギフトに関するアドバイス

招福亭 総社市真壁1253-6 0866-94-4133
ジュース等　お飲み物提供

紳士服のはるやま　総社店 総社市総社1009 0866-93-7449

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



07総社市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

医療法人 真和会 タナベ歯
科医院

総社市中央2-7-33 0866-93-6480
虫歯予防のフッ素塗布のサービス、歯
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
襖・障子・網戸の張替　５％割引

（株）スタジオ・ケン
総社市中央2-17-25 中央
ビル2F

0866-92-7730
休憩場所や茶菓子の提供

ステーキガスト総社店 総社市総社1366-8 0866-94-9515
キッズラーメンとキッズチャーハン割引
とドリンク無料

㈱ステップワン 総社市中央2-3-20 0866-94-2929
飲み物サービス

住田自動車板金塗装 総社市門田725-1 0866-92-3207
部品を除く修理工賃の15％引き

瀬戸内ファーム㈲ 総社市駅前2-11-30 0866-92-1220
葬儀基本料３％引き

セブン-イレブン　総社大橋
東店

総社市真壁1144-4 0866-92-8091
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　総社小寺
店

総社市小寺668-1 0866-94-8611
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　総社種井
店

総社市種井139 0866-99-1772
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　総社中央5
丁目店

総社市中央5-2-103 0866-94-5454
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　総社真壁
店

総社市真壁2105 0866-92-7594
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　東総社駅
前店

総社市総社1-17-16 0866-93-6817
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　備中国分
寺店

総社市宿313-2 0866-94-2307
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　山手吉備
路店

総社市地頭片山1-4 0866-94-1254
ミルクのお湯の提供

洗濯名人ピコショップ 総社市井手1051-8 0866-92-0211

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
ス（他のサービスとの併用不可）

創作料理 ＸＶＭ 総社市中央1-13-17 0866-92-8800
お子様に優しい施設の提供

総社自動車（有） 総社市総社1017-1 0866-92-0112
エンジンオイル、オイルエレメント交換
工賃無料、５％割引

総社スズキ販売㈱ 総社市小寺1-3 0866-93-0021

オイル交換SM（5W-30）　50％ＯＦＦ　※
ガソリン車のみ（税込）　「軽四」￥2,400
→￥1,200、「2000ccまで」￥3,400→
￥1,700、「3000cc以上」￥4,400→2,200



07総社市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

総社妹尾電気工事（有） 総社市三輪1070-3 0866-93-4886
オリジナルカレンダープレゼント

総社タイヤ（株） 総社市溝口116-1 0866-93-3560
料金の割引（一部対象外あり）

総社土地開発㈱ 総社市総社2-19-11 0866-92-0636
賃貸物件をご契約の方　図書カードプ
レゼント

総社花萬（株） 総社市中央2-11-28 0866-92-0125
御供物（花環､生花､かご盛等）１～２割
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 0866-93-6100
当社分譲土地を購入された場合　10万
円値引き

総社ラーメン　鬼ノ城 総社市地頭片山5-1 0866-92-0666
替え玉サービス　or　トッピング無料
（100円分）

㈲総社ランドリー　コープ店 総社市総社1366-4 0866-94-3200
５％割引（サービス品を除く）

㈲総社ランドリー　中央店 総社市中央1-3-18 0866-93-6208
５％割引（サービス品を除く）

㈲総社ランドリー　本店 総社市総社2-4-24 0866-92-0293
５％割引（サービス品を除く）

ソフトバンク総社東 総社市井手早溝588-1 0866-90-1006
付属品購入時　10％割引

大黒屋 総社市中央1-6-23 0866-92-3993
新品商品以外５％引き

大惣㈱　つぼい亭 総社市真壁181-1 0120-33-7211

誕生・初節句・紐落し・七五三や入園・
入学・卒業等小学校卒業までの祝い膳
及びつぼい亭でのお祝いの宴会を５％
引きに（おせちを除く）

タイヤワールド 総社市井手609-2 0866-92-6567

ファミリーカード（カーメンテナンス割引
カード）会員入会金無料、オリジナルフ
ワフワ風船プレゼント、チャイルドス
ペース完備

医療法人　高木歯科医院 総社市真壁1021 0866-93-6710

景品のプレゼント

【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

（有）武田ガラス建装 総社市東阿曽1961-3 0866-99-9424
料金の割引

竹田整体院 総社市駅前2-6-21 0866-94-2297
施術料500円割引
URL:http://www.takeda-seitai.com



07総社市
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たこ坊主 総社市井手592-1 0866-90-0120
１ポイント贈呈

橘 総社市久米164 0866-94-1484
飲食代５％引き

中国銀行総社支店 総社市駅前1-4-20 0866-92-2391

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。

中国銀行総社東支店 総社市井手971-5 0866-92-6677

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。

デオデオ美袋店 総社市美袋1270-1 0866-99-0177
お子様連れのお客様には、お菓子又は
ジュースを！

徳満米穀㈲ 総社市総社1-7-1 0866-93-3636
景品のプレゼント

ドコモショップ　総社店 総社市中央4丁目22-111 0120-299-131

・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

Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　みゆき 総社市総社1-8-14 0866-94-0966
犬用おやつプレゼント

トマト銀行総社支店 総社市総社1-1-1 0866-92-0291

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㈱総社店 総社市真壁1638-9 0866-92-3681
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

どんどん亭総社店 総社市中央3-15-108 0866-94-1511
カード提示のご家族全員ドリンクバー無
料

（有）ながたや 総社市総社1-5-10 0866-92-0416
当店の商品1,000円以上お買上げのお
客様にお菓子を差し上げます。

中ヒラノヤ靴店 総社市総社2-10-13 0866-92-0216
通学靴　１割引

（株）ナルミ 総社市上林1753-4 0866-93-5310
住宅の屋根、外壁等の塗り替え３％引
き。粗品プレゼント
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西日本開発㈱ 総社市中央1-6-27 0866-93-4609
仲介手数料一律５％ＯＦＦ

ニシマ理容室 総社市総社3-3-11 0866-92-0775
カット200円引き

日本習字教育財団　正木支
部

総社市久代3446-2 0866-96-0249
新入会の会員に習字セット進呈

ニューきび路 総社市駅前2-12-12 0866-93-5454
宿泊されたお子様にドリンク１杯サービ
ス

ニュードレミファ　総社店 総社市中央4-2-102 0866-94-4615
お子様ドリンク１杯サービス

ねむねむ　フジイ 総社市中央2-11-25 0866-92-0346

商品お買上げ時に料金の割引（全商
品・特価品も含む）及び時期によって異
なりますが、景品のプレゼント

延代　西店 総社市総社1-2-3 0866-93-3315
ポイントスタンプ付加（スタンプカードの
み）

のんきぼう 総社市真壁2135 0866-93-5384
あめをプレゼント

ハウス　エビスヤ 総社市宿935-1 0866-90-1234
全商品５％ＯＦＦ

白馬看板店 総社市総社2-7-11 0866-92-1200 ８％割引

（有）橋本金物店 総社市総社1-2-25 0866-92-0410 ５％割引

長谷川タイヤ商会　総社店 総社市井尻野319-1 0866-93-0728
タイヤ４本購入時　５％割引

㈲畑中（Live Wood） 総社市総社2-10-5 0866-92-6966
料金の割引

はっとり歯科クリニック 総社市井手605-5 0866-90-0801
景品のプレゼント、おむつ交換スペース
の提供

花の店　クローバー 総社市井手1092-1 0866-93-8341
１ポイントサービス

ハピーテレピット　リブ総社
店

総社市門田187
リブ総社店３Ｆ

0866-90-1908
景品のプレゼント

林 畳商店 総社市中央4-23-110 0866-92-4648
景品のプレゼント

はやし歯科クリニック 総社市溝口122-11 0866-90-1418
歯科衛生用品（販売しているもの）
10％ＯＦＦ
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ばんばんスリム　総社店 総社市真壁660-6 0866-93-6501

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

ＰＣらいふ　パソコンスクール
総社校

総社市門田187天満屋ハッ
ピータウンリブ総社店3F

0866-93-8182

①お子様のご入会金　50％引き（お１人
での入会の時）
　兄弟同時入会でご入会金　無料（お２
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

備長扇屋総社店 総社市井手605-1 0866-90-1147
小学生以下のお子様ドリンク１杯無料

ビューティースタジオ
ＪＵＮＯＮ

総社市総社1134-3 0866-94-1200
お子様のカット５％割引、お菓子のプレ
ゼント

美容室エンジェル 総社市久代5410-1 0866-96-2204
赤ちゃん筆の製作５％引き、子どもシャ
ンプー無料

平川本店 総社市井手589-1 0866-92-0058
あめプレゼント

ファミリーサロン花月 総社市中央1-22-104 0866-31-7839
お子様200円引き。一緒に御来店され
た御家族様も200円引き

ファミリーショップ　豪渓 総社市槙谷380-5 0866-95-8123
お菓子プレゼント

ファミリータウン　モリヤス 総社市駅前2-6-11 0866-93-5525
ランドセル５％ＯＦＦ

ファミリーマート総社溝口店 総社市溝口34-4 0866-90-0061
ミルクのお湯サービス

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

（有）フジヤマ 総社市駅前1-2-15 0866-92-3881
粗品プレゼント

ブティック　エバ 総社市中央2-2-11 0866-92-6447
ドリンクサービス

ブティック　フルール 総社市中央4-20-110 0866-94-3222
料金の割引（５％引き）

フラワー＆グリーン　フミー
ズハウス

総社市井手1256 0866-93-8283
切り花を１本プレゼント
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ヘアー・デザイン
ＥＮＤＬＥＳＳ

総社市井尻野1681-2 0866-94-5113
スタンプ１個サービス

ヘアーサロン　イリエ 総社市中央2-17-2 0866-92-1002 10％割引

ヘアーサロン　ヒロ 総社市中央6-8-120 0866-93-7975

小学生以下500円引き

【多子世帯優遇】３人目からは半額を今
もしています。

ヘアーショップ　サンローゼ 総社市門田309-11 0866-92-6119
全メニュー５％ＯＦＦ。ドリンクサービス

有限会社　平和モータース 総社市総社2-15-1 0866-92-0333
エンジンオイル交換50％ＯＦＦ

ベーカリートングウ 総社市駅前1-2-3 0866-92-0236
パン商品に限り５％割引

ペットサロン　ウィング 総社市溝口10-3 0866-94-4881

ポイントアップ

【多子世帯優遇】ポイント倍押し

（有）法雲堂 総社市駅前2-7-104 0866-93-3568
景品のプレゼント

ポーラ　エステ・ラ・ヴィ 総社市中央2-17-22 0866-93-5122
化粧品サンプルプレゼント

ぼっこうそば水仙亭 総社市宿161-1 0866-94-5677
食事後の「そばソフト」　242円 → 100円
にサービス

ホテル池田屋 総社市駅前1-2-2 0866-90-0100
アメニティグッズをさしあげます

前田料理店 総社市窪木894-6 0866-92-0363
来店したお子様にアイスクリーム１個、
又は、ソフトドリンク１杯サービス

マクドナルド総社溝口店 総社市溝口63-1 0866-92-9230

朝　ナゲットセット　350円
その他　チーズバーガーセットかナゲッ
トセット　350円

マシュハウス株式会社 総社市小寺1539-7 0866-92-8867
新築はプロの美装業（依頼）を無料。増
築・改築はインテリア雑貨プレゼント。

マルタケ総社店 総社市井手934-1 0866-94-1256
1,000円以上お買上げの方のみ、５％割
引

マル徳精肉店 総社市中央1-12-34 0866-93-2149
景品のプレゼント又は料金の割引

まるみ麹本店 総社市美袋1825-3 0866-99-1028
まるみ手作り味噌教室参加料　20％引
き

miz　リブ総社店 総社市門田187　リブ２１内 0866-92-8074
ミズスタンプカード２倍押し
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南風　総社店 総社市井尻野240-1 0866-94-3488
ポイント２倍押し

みやお歯科クリニック 総社市真壁156-1 0866-92-0181

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）
キシリトール100%のチョコガムのおあじ
み袋プレゼント

宮脇歯科医院 総社市清音軽部770-2 0866-93-6627
院内販売の割引（子どもの歯を守る「す
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
院内販売品の割引

メガネのタナカチェーン㈱
総社店

総社市井手609-1 0866-90-2311
景品のプレゼント

メガネのはちや 総社市中央4-20-110 0866-94-1211

お買い上げ価格よりさらに10％引き

【多子世帯優遇】３人目からは、20％引
き

メガネのひらまつ　総社店 総社市駅前2-7-12 0866-94-1010

小学校６年生までのメガネ　５％割引
（他の割引サービスとの併用不可）
小学校６年生までのメガネのレンズ　２
年間保証
（メガネお渡し日から１回目は無料、２
回目以降は片眼1,050円で、２年以内で
あれば何回でも上記金額で対応）

【多子世帯優遇】

モスバーガー　リブ総社店
総社市門田187
天満屋リブ21内1Ｆ

0866-94-3033

1,000円以上お買い求めくださったお客
様へＳサイズのポテト、又はＳサイズの
ソフトドリンクをサービス。

㈲桃太郎ロックサービス 総社市中央3-14-112 0866-92-6969
合カギ作製、商品　10％引き

焼肉やきやき亭 総社市真壁614 0866-93-3314
お子様に対し、食後のデザート（アイス
クリーム）、おみやげにキャンディー等

柳本印刷（株） 総社市総社1-10-24 0866-92-0055
1万円以下の品物について８％割引で
サービス

友愛自動車 総社市中原819-3 0866-92-1517
料金の割引

（有）赤木製畳 総社市久米432-5 0866-99-9369
景品のプレゼント

ユーミーマンション 総社市総社1-1-50 0120-888-509
ユーミーマンションの仲介手数料　50％
ＯＦＦ

ヨイキゲン㈱ 総社市清音上中島372-1 0866-94-0011
携帯ストラップ（酒ストラップ）プレゼント



07総社市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

洋服の青山　総社店 総社市総社3-1-46 0866-92-6108

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

養老乃瀧　東総社店 総社市井手1123-1 0866-94-4603
お子様デザートサービス

吉井歯科医院 総社市総社1-11-8 0866-92-5370

物品を10％OFF、お子様への景品プレ
ゼント

【多子世帯優遇】割引率アップ

ラーメン屋１号店 総社市穴粟172-1 0866-95-8661
１家族に付き　50円引き

ラベンダー本店 総社市中央3-6-101 0866-92-6010
来店時に抽選くじを引いていただき、景
品をプレゼント

リブ21〈１階〉アン 総社市門田187 0866-93-8132

毎月第１土曜日　５％OFF
※一部洋服・セール品・小物雑貨・マル
カン商品は除く

リブ21〈１階〉ウィズ 総社市門田187 0866-93-8122

ウィズメンバーズカード２倍押し
※その他のサービスとの併用はできま
せん

リブ21〈１階〉ジュエル・ダン 総社市門田187 0866-93-8131
全品５％OFF　※セール期間中・特価
品は除く

リブ21〈１階〉デシべール 総社市門田187 0866-93-8124

クリーニング　５％OFF
※他のサービス（売り出し商品等）との
重複はできません

リブ21〈１階〉パル 総社市門田187 0866-93-8134
カードを提示された方は、スタンプを２
個サービス

リブ21〈１階〉ピコ 総社市門田187 0866-93-8130
毎週土曜日　布・手芸用品など…全品
５％OFF

リブ21〈１階〉マキノカメラ 総社市門田187 0866-93-8127

ﾈｶﾞﾌﾟﾘﾝﾄ･ﾃﾞｼﾞｶﾒﾌﾟﾘﾝﾄ･CD-R書き込み
販売価格より１割引
※ﾌﾟﾘﾝﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ及びｾｰﾙ･各種ｶｰﾄﾞ割
引特典等の併用はできません

リブ21〈１階〉ヨコタ 総社市門田187 0866-93-8135
2,000円以上の品　全品５％OFF
（学校規定品・赤札・特価品は除く）

リブ21〈１階〉よしだ薬局リブ
店

総社市門田187 0866-93-8123

3,000円以上医薬品お買上げで５％
OFF　※医薬品ドリンク・特価品・特殊
品は対象外　他の優待サービスとの併
用はできません



07総社市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

リブ21〈２階〉サンスポーツ 総社市門田187 0866-93-8118
サンスポーツメンバーズカード２倍押し

リブ21〈２階〉サンセリテ 総社市門田187 0866-93-8115

婦人服・IKUKO　５％OFF
※バーゲン期間中及び一部商品は対
象外

リブ21〈２階〉ホッタ 総社市門田187 0866-93-8116
時計・宝石・メガネ　メーカー希望小売
価格の20％OFF

リブ21〈２階〉マツヤ 総社市門田187 0866-93-8136
１万円お買上げごとに、500円のマツヤ
お買物券進呈

リブ21〈２階〉マルイ 総社市門田187 0866-93-8114
１万円お買上げごとに、500円のマルイ
商品券進呈

リブ21〈２階〉むらきや 総社市門田187 0866-93-8112

１万円お買上げごとに、500円のむらき
や商品券進呈
※次回のお買物でご利用ください

リブ21〈３階〉ヨシダ 総社市門田187 0866-92-1308

お誕生日月にご来店くださった方に21
カード10倍ポイントサービス（特価品は
除きます）

理容男爵 総社市中央2-1-23 0866-92-0663
カット５％引き

理容　友保 総社市西阿曽1236 0866-99-9661
料金の割引、ポイントアップ、景品のプ
レゼント

（株）リョービツアーズ総社支
店

総社市中央4-1-106 0866-93-3381
パッケージ商品の割引

（有）レオ・コーポレーション 総社市清音柿木285 0866-93-0058
景品のプレゼント

ろわーるどっと混む 総社市中央1-6-18 0866-94-6333
一点税込500円以上の商品を５％割引

Ｙ－ＳＴＹＬＥ　タイヤワールド
総社店

総社市井手609-2 0866-92-6567
会員　入会金　無料

㈱渡辺組 総社市井尻野1661-1 0866-92-3456
通常二度目からの割引を初回から適用
（工事金額３％ＯＦＦ）

ワタナベめがね店 総社市中央1-5-1 0866-93-2758
セットめがねレンズ無料（別作除く）


