
03津山市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

（有）赤のれん 津山市京町44-1 0868-22-3516
子供服ドレス　七五三　一割引

赤堀電器 津山市上村234 0868-29-1297
景品のプレゼント

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

イオン津山店 津山市河辺1000-1 0868-21-7200

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、おしりふき等
がレジにて５％割引。

（有）イソダ写真館 津山市日本原301-3 0868-36-2039

記念写真の割引

【多子世帯優遇】割引率20→30％OFF

Ｖａｃｃａ（ヴァッカ） 津山市林田98-1 0868-24-0030
１万円以上の「のし」付のギフトをご注
文いただいた場合、10％の割引

ウエディング　ベル　津山店 津山市小原129-17 0868-31-0170
宮参り、七五三等の貸衣装商品を30％
～50％OFF

ａｕショップ　津山ウエストラ
ンド

津山市二宮71 0868-28-9171
新規・機種変更ともに店頭価格より
1,890円（税込み）引き

ａｕショップ　津山北園
津山市北園8-4　あけぼの
ビル１F

0120-921-680
新規・機種変更ともに店頭価格より
1,890円（税込み）引き

ａｕショップ津山小田中 津山市小田中1300-17 0868-23-3100
新規ご契約・機種変更の際、粗品プレ
ゼント

おそうじ本舗　津山院庄店 津山市久米川南2865 0868-57-7760
各サービスメニュー８％OFFサービス

かたがわ 津山市堺町14-1 0868-23-0774
料金の割引

勝田交通本社営業所 津山市上河原207-5 0868-22-1234

①タクシーを利用して子供さん１人でも
保育園・幼稚園・学校・塾等への送迎
②夜間における発熱等急病に対応した
優先配車　③出産に伴うタクシーの優
先配車　④チャイルドシート装着車によ
る送迎（予め電話での申し込みが必
要）　⑤母親に代わりベビーカー・荷物
の積み下ろし等を行う

かっぱ寿司　津山店 津山市林田72-1
0868-32-0530

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
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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
　津山インター店

津山市河辺965-1 0868-21-9066

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
　津山二宮店

津山市二宮611-4 0868-28-5589

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）

（有）カワト
津山市二階町（ソシオ一番
街）

0868-22-4747
カードを持参された方には、販売価格
よりさらに５％引き

カンザキ薬品 津山市山方60-6 0868-27-1800
料金の割引（特価品を除く）

清心観整体院 津山市高野本郷1274-13 0868-26-2621
施術料10％OFF

グリーンヒルズ津山 グラス
ハウス

津山市大田512 0868-27-7140

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

河本工業 津山市下野田285-3 0868-29-0245
料金の割引

コープ院庄 津山市院庄909-1 0868-28-6600
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

コープ林田 津山市林田117-2 0868-32-0100
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

コーベベビー岡山支店 津山市上村381-9 0868-29-3751
布おむつのレンタル料金を毎月10％
OFF

作楽整体院 津山市押入494-7 0868-26-8998

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
初回検査料500円割引

【多子世帯優遇】初回検査料800円割
引
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

さくらタクシー（有） 津山市一方12 0868-23-5512

①タクシーを利用して子供さん１人でも
保育園・幼稚園・学校・塾等への送迎
②夜間における発熱等急病に対応した
優先配車　③出産に伴うタクシーの優
先配車　④チャイルドシート装着車によ
る送迎（予め電話での申し込みが必
要）　⑤母親に代わりベビーカー・荷物
の積み下ろし等を行う

茶房　茶入
津山市京町47（ソシオ一番
街）

0868-23-2200
１割引

SUM　Life 津山市川崎150-1 0868-26-3477

リラクゼーションメニュー30分以上の
コース５％OFF

【多子世帯優遇】現サービス内容か、施
術10分延長か選んでもらえるサービス

山城園
津山市新魚町17 アルネ津
山1F

0868-31-2015
全商品５％割引

写真工房　つやま 津山市山北410-5 0868-24-3628

デジカメプリント・携帯プリントご注文の
方
50～99枚で10％OFF、100枚以上で
20％OFF

勝英農業協同組合　勝北支
店

津山市西中346-16 0868-36-5101

「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。）

（有）城山百貨店 津山市上村146-1 0868-29-0220
ベビー子供服５％引き、子供の遊び場
開設・提供

紳士服のはるやま　津山イ
ンター店

津山市河辺915-2 0868-26-7977

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　津山院
庄店

津山市院庄929-1 0868-28-4925

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

鈴鹿屋一番街店 津山市京町46 0868-23-2296
15％引き（ただし特価品は除く）

スローライフプラザ　こだわり
本舗

津山市京町44-2 0868-22-5899
該当商品５～10％割引

セブン-イレブン　久米町宮
尾店

津山市宮尾739-1 0868-57-9201
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山北園
店

津山市北園町22-8 0868-22-7133
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　津山国分
寺店

津山市国分寺139-1 0868-26-6670
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山高野
本郷店

津山市高野本郷2511 0868-26-9977
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山高野
山西店

津山市高野山西845 0868-26-5580
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山西吉
田店

津山市酉吉田竹長14-1 0868-26-0133
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山野介
代店

津山市野介代928-1 0868-24-5221
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　津山東一
宮店

津山市東一宮47-4 0868-27-2955
ミルクのお湯の提供

総社タイヤ（株）津山営業所 津山市下高倉西648-1 0868-29-7665
料金の割引（一部対象外あり）

ソフトバンク津山
津山市吹屋町21 アイふき
や1F

0868-22-6300
新規ご契約・機種変更の際、粗品プレ
ゼント

ソフトバンク津山河辺 津山市河辺1000-1 0868-20-1221
新規ご契約・機種変更の際、粗品プレ
ゼント

（有）宝興産 津山市久米川南2845 0868-57-7291
扱っている商品・事業について８％OFF

武田待喜堂 津山市宮脇町23 0868-22-3676
カードを提示されたお客様に当店の商
品をプレゼント

ダスキンレントオール　津山
ステーション

津山市北園町36-10 0868-25-0188
ベビー用品、トラベル用品10％割引

（有）立石タクシー 津山市川崎81-6 0868-26-1141

①タクシーを利用して子供さん１人でも
保育園・幼稚園・学校・塾等への送迎
②夜間における発熱等急病に対応した
優先配車　③出産に伴うタクシーの優
先配車　④チャイルドシート装着車によ
る送迎（予め電話での申し込みが必
要）　⑤母親に代わりベビーカー・荷物
の積み下ろし等を行う

田村工務店（株） 津山市桑上21-1 0868-57-2456
住環境の相談に応じます

中国銀行院庄支店 津山市院庄909-3 0868-28-2141

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

中国銀行加茂支店 津山市加茂町塔中50-3 0868-42-3121

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。

中国銀行津山北支店 津山市小原80-1 0868-25-1111

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。

中国銀行津山支店 津山市山下30-7 0868-22-6121

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。

中国銀行津山市役所出張
所

津山市山北520(津山市役
所内)

0868-24-4141

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。

中国銀行津山東支店 津山市川崎173-3 0868-26-2121

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。

中国銀行日本原支店 津山市日本原216-3 0868-36-5161

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。

つやま有本交通 津山市南町一丁目102 0868-23-8335

①タクシーを利用して子供さん１人でも
保育園・幼稚園・学校・塾等への送迎
②夜間における発熱等急病に対応した
優先配車　③出産に伴うタクシーの優
先配車　④チャイルドシート装着車によ
る送迎（予め電話での申し込みが必
要）　⑤母親に代わりベビーカー・荷物
の積み下ろし等を行う

津山鶴山ホテル 津山市東新町114-4 0868-25-2121

レストラン御利用のお子様にソフトドリ
ンクサービス
（家族限定・お食事をされた方のみ）
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

津山国際ホテル 津山市山下98-2 0868-23-1111

「マルブル」「美作の国」「スリジェ」で
カード提示で10％ＯＦＦ。ただし、企画商
品（ランチ、催事商品）は除きます。

つやま自然のふしぎ館 津山市山下98-1 0868-22-3518

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

津山城（鶴山公園） 津山市山下135 0868-22-4572

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

津山タクシー（株） 津山市北園町37-4 0868-22-4188

①タクシーを利用して子供さん１人でも
保育園・幼稚園・学校・塾等への送迎
②夜間における発熱等急病に対応した
優先配車　③出産に伴うタクシーの優
先配車　④チャイルドシート装着車によ
る送迎（予め電話での申し込みが必
要）　⑤母親に代わりベビーカー・荷物
の積み下ろし等を行う

津山農業協同組合　加茂支
店

津山市加茂町小中原17-1 0868-42-3141

「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。）

津山農業協同組合　河辺出
張所

津山市国分寺592-2 0868-26-1771

「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。）

津山農業協同組合　久米支
店

津山市中北下1261-3 0868-57-3141

「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。）

津山農業協同組合　津山北
支店

津山市東一宮65-6 0868-27-0006

「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。）

津山農業協同組合　津山支
店

津山市林田146-1 0868-22-2746

「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。）

津山農業協同組合　津山西
支店

津山市院庄921-4 0868-28-0343

「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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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

津山農業協同組合　津山東
支店

津山市高野本郷1492-1 0868-26-1519

「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。）

津山農業協同組合　津山南
支店

津山市中原38-1 0868-26-1772

「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。）

津山農業協同組合　本店 津山市横山108 0868-23-2211

「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。）

デジカメプリント激安王　ウ
エストランド店

津山市二宮71　マルイウエ
ストランド内

0868-28-0095

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。

【多子世帯優遇】年会費1,000円無料

テラサカ理容院 津山市日本原329-3 0868-36-2278

女性「カット・顔剃・パーマ」で1,000円割
引、「カット・顔剃」で500円割引、乳幼児
～小学６年生まで500円割引

ドコモショップ　津山店 津山市小田中1445-1 0120-317-303

・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

トマト銀行津山支店 津山市坪井町1 0868-25-1010

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。

トヨタカローラ岡山㈱
ドリムス津山店

津山市津山口128-3 0868-24-0123
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㈱津山店 津山市津山口128-3 0868-22-7226
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

ＴＲＯＩＳ 津山市京町53-2 0868-22-5445
10％OFF

ナンバホームセンター院庄
店

津山市院庄927-1 0868-28-1911

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。
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

ナンバホームセンター河辺
店

津山市国分寺25-1 0868-26-4811

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。

ニチイケアセンター津山
津山市堺町12　タツヤビル
2F

0868-31-2451

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）

NEST
津山市河辺1000-1イオン
モール津山２F

0868-35-3000

毎月５日、15日、25日はももっこカード
をご提示で３%OFF。※セール品、福袋
等、一部商品割引対象外。

パールヴィラ二宮 津山市二宮56-4
050-1356-
3274

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。

ヒマラヤ　津山インター店 津山市河辺911-1 0868-26-1213

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）

（有）ビューティーテラス・ヤ
マシタ

津山市川崎1341 0868-26-1054
ポイントアップ

ファミリードラッグ左居薬品 津山市日本原379-5 0868-36-2307
景品のプレゼント

ファミリーマート津山川崎店  津山市川崎1902-5 0868-32-0355
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート津山昭和町
店

 津山市昭和町2－19－1 0868-32-1256
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート津山沼店  津山市沼21－2 0868-32-2515
ミルクのお湯サービス

不二屋宝飾店
津山市新魚町17 アルネ津
山1F

0868-22-3914
全品10％引き（純金地金は除外）

プチ 津山市京町39 0868-22-7514
10％ＯＦＦ
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Plus*イオンモール津山店
津山市河辺1000-1イオン
モール津山2F

0868-35-3345

毎月５日、15日、25日はももっこカード
をご提示で３%OFF。※セール品、福袋
等、一部商品割引対象外。

平和タクシー（株）津山営業
所

津山市山下46 0868-22-3161

①タクシーを利用して子供さん１人でも
保育園・幼稚園・学校・塾等への送迎
②夜間における発熱等急病に対応した
優先配車　③出産に伴うタクシーの優
先配車　④チャイルドシート装着車によ
る送迎（予め電話での申し込みが必
要）　⑤母親に代わりベビーカー・荷物
の積み下ろし等を行う

（有）平和堂楽器店 津山市京町53-1 0868-23-5266
カードを発行し、お買上げ毎にポイント
付与

（有）ほんごう 津山市日本原328 0868-36-2025
ブルーチップスタンプ２倍サービス

（有）松本製材所 津山市加茂町公郷1670-2 0868-42-2929
ドリンクサービス

ミスタードーナツ　津山ショッ
プ

津山市河辺1155-9 0868-26-0141

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
きます。

みのや化粧品店
津山市京町55（ソシオ一番
街）

0868-22-4761
化粧品15％OFF　エステ20％OFF

（有）美作薬局 津山市河辺942-1 0868-21-1212
子どもに優しい施設の提供

（株）メガネ金楊堂 津山市二階町33-1 0868-22-2332
10％OFF（特価品等省く）、購入後視力
が変わった場合、３か月以内無料

眼鏡市場津山店 津山市小田中1313-1 0868-32-0009

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。

メガネのカメイ
津山市堺町1（ソシオ一番
街）

0868-22-3497
10％OFF（特価品等は除く）

Mobile Station　HASHITSU 津山市池ヶ原866-1 0868-21-7131
新規･機種変更ともに店頭価格より
1,890円(税込み)引き(au商品に限り)

もり毛糸店 津山市堺町8 0868-22-2968
10％OFF（特価品は除く）
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洋服の青山　津山院庄店 津山市院庄1001-6 0868-28-4675

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更に全商品
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

吉田楽器 津山市戸川町27 0868-22-0000
ピアノレンタルの割引10％程度

ラベンダー津山店 津山市上河原207-6 0868-24-0780
来店時に抽選くじを引いていただき、景
品をプレゼント

レディースショップ　フジヤ 津山市堺町2-5（一番街） 0868-22-3775
全商品１割引


