
02倉敷市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

(有)アシスト 倉敷市真備町川辺266-5 0866-98-8377
・ファイナンシャルプランニングサービス
・保健相談

アットハウジング倉敷店 倉敷市平田85-1 086-421-1661

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）
ご希望のお子様には、お菓子・ジュース
をサービスします。

Anniversary美容室Mimore
（ミモレ）

倉敷市西坂1374-110 086-464-6646
カット（500円ＯＦＦ）、パーマ（1,000円ＯＦ
Ｆ）、カット＋カラー（1,000円ＯＦＦ）

アバンステクノサービス（有） 倉敷市真備町尾崎2679 0866-98-3205
1,000円以上買上げでポイントカード５
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

086-421-3957

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　倉敷笹沖校

倉敷市吉岡269-5
子供英会話アミティー1F

086-430-4666

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

イオン倉敷店 倉敷市水江1 086-430-5000

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。

いがらしゆみこ美術館 倉敷市本町9-30 086-426-1919

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

（有）石橋冷暖房 倉敷市児島味野4-6-3 086-472-2509
空気清浄機購入時の割引

イマジン
倉敷市児島駅前 パティオ
内

086-474-2330
シャンプー全員無料

イヨウ薬局　北畝店 倉敷市北畝2-2-10 086-455-4696
小売商品全品15％引き（保険調剤を除
く）

イヨウ薬局　水島店 倉敷市水島南幸町1-5 086-447-8033
小売商品全品15％引き（保険調剤を除
く）

ウエスギ（株）倉敷店 倉敷市阿知2-11-1 086-423-1723
景品のプレゼント

植田タンス店 倉敷市玉島中央町1-7-1 086-522-2951

ももっこカード事前提示で家具・インテリ
アを店頭表示価格より５％OFF。
宮参り、七五三等の貸衣装を特別料金
といたします。ミルクのお湯、おむつ替
えスペース提供。

【多子世帯優遇】提供内容は同じで、ポ
イントを５％OFFを８％OFFに変更しま
す。
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

ウエディング　ベル　倉敷店 倉敷市白楽町108-1 086-427-1188
宮参り、七五三等の貸衣装商品を30％
～50％OFF

エステティックHARMONY 倉敷市宮前482-1 086-427-1447
ももっこカード提示で特別メンバー料金
にて施術が受けられます。

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive水島インター店

倉敷市林2213-1 086-470-2500
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倉敷しらかべ給油処

倉敷市白楽町478-1 086-424-5246 手洗い洗車10％OFF

株式会社ENEOSネット
Dr.Drive倉敷店

倉敷市平田640-1 086-424-2871
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広江店

倉敷市広江2-15-40 086-455-8244
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まきび店

倉敷市真備町川辺84-1 0866-98-7800
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ラポール倉敷店

倉敷市川入839-4 086-424-1160
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ネット早島
インター上り線ステーション

倉敷市加須山字中野2-8 086-427-1150
セルフ洗車プリペイドカード10％OFF

エネクス石油販売西日本
(株)　川辺橋給油所

倉敷市真備町川辺276-3 086-698-5915
ガソリン会員価格よりさらに２円引き
お子様にはアメをプレゼント

（有）エムツー 倉敷市真備町箭田875-1 0866-98-8005
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

エンゼル薬品 倉敷市茶屋町1598-3 086-428-8540
当店のポイントカードのポイントアップ

（有）太田防水工業 倉敷市真備町有井69-10 0866-98-4888
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

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

大原美術館 倉敷市中央1-1-15 086-422-0005

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

（株）Orb　岡山スタイルショッ
プ

倉敷市阿知1-7-2西ビル
803-1

086-441-5760

購入時備考欄にカードの種類とカード
番号を記載くださったお客様全員に、子
供用マスクをプレゼント※１注文につき
１つ

【多子世帯優遇】購入時備考欄にカード
の種類とカード番号を記載くださった多
子世帯のお客様には、子供用マスクと
ママさんマスクをプレゼント※１注文に

大原美術館ミュージアム
ショップ㈱

倉敷市中央1-1-15 086-422-0005
カードを提示し、1,000円以上お買い上
げの場合、絵はがきプレゼント

岡山県漁連　ふゅ～ちゃ～ 倉敷市児島駅前3-23 086-473-2778
一部商品を除き５％割引

岡山県西部ヤクルト販売㈱ 倉敷市老松町3-14-20 086-424-8960

子供の誕生日プレゼント、託児所の開
放デー設定
水島地区限定で水島保育所における
一時預かり

岡山西農業協同組合　帯江
支店

倉敷市加須山300 086-429-1171

「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　児島
支店

倉敷市林530 086-485-1261

「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　庄支
店

倉敷市上東750-4 086-462-4488

「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　菅生
支店

倉敷市西坂1820-1 086-462-1145

「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　玉島
北支店

倉敷市玉島八島1507-1 086-522-2151

「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　玉島
支店

倉敷市玉島中央町1-2-5 086-522-2188

「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　茶屋
町支店

倉敷市茶屋町1648 086-428-0017

「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　粒江
支店

倉敷市粒江2081-1 086-422-7101

「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　豊洲
支店

倉敷市西田403-1 086-482-0131

「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　中庄
支店

倉敷市中庄2708 086-462-1980

「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　藤戸
支店

倉敷市藤戸町天城19 086-428-1031

「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　船穂
支店

倉敷市船穂町船穂2636-2 086-552-3135

「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　本店 倉敷市幸町13-13 086-422-5121

「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　真備
西支店

倉敷市真備町箭田1171-1 086-698-0018

「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　真備
東支店

倉敷市真備町辻田60-3 086-698-0331

「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。）

オギノ薬品 倉敷市亀島1-12-28 086-444-7649

奥田玩具・人形店 倉敷市阿知2-23-7 086-422-3052

料金の割引、節句人形お買い上げの
方にはお手入れセット、被布等プレゼン
ト

【多子世帯優遇】割引率アップ

お好み焼　道とん堀　倉敷水
江店

倉敷市水江1208-1 086-466-2680
会計時にカード提示で10％サービス

お好み焼　道とん堀　倉敷吉
岡店

倉敷市吉岡542-1 086-421-9077

お子様連れでご来店のお客様、ご利用
料金から10％引き　※その他の割引券
とは併用いただけません

おしゃれサロンＦＵＪＩＯＫＡ 倉敷市西富井636-91 086-423-2375

キッズカット￥1,000、中学生以上1,000
円引き、赤ちゃん筆は５％引きで製作
いたします。専用キッズチェアーでアニ
メを見ながら楽しくカットできます。

おじり食堂 倉敷市阿知2-2-9 086-426-5523
飲食代金１割引

おたやん食堂 倉敷市玉島2-6-14 086-525-4083
全商品10％引き

お茶のさらしま園　倉敷販売
店

倉敷市神田2丁目13-39-3 086-444-3060
茶あめをプレゼント

【多子世帯優遇】ほうじ茶20円引き

小野熊商店 倉敷市真備町箭田3661 0866-98-0052
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

小野商店 倉敷市船穂船穂2892-12 086-552-3740
1,000円以上お買上げの方、５％引き

カードボックス　玉島店 倉敷市新倉敷駅前4-28 086-525-2725
通常価格から50円値引き
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廻鮮寿司しまなみ　イオン
モール倉敷店

倉敷市水江1 086-441-5311

子供用の容器、イス、エプロンをご用意
しています。
無料のシャリサービス
キッズカード（子ども連れで３回来店す
ると、お菓子大袋プレゼント！）

【多子世帯優遇】キッズカード（子ども連
れで３回来店すると、お菓子大袋プレゼ
ント）

由加山　蓮台寺 倉敷市児島由加2855 086-477-6222
安産祈祷の祈祷料無料

片岡書店　児島駅前店 倉敷市児島駅前1-103 086-474-3158
文具の値引き

かっぱ寿司　倉敷店 倉敷市新田2892-7-1
086-422-7799

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

かっぱ寿司　児島店 倉敷市児島駅前3-14
086-470-0388

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　倉敷新田店 倉敷市新田3147 086-435-9225

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　倉敷店 倉敷市鶴形1-2-25 086-425-5555

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　倉敷中庄店 倉敷市松島971-1 086-462-3331

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　倉敷林店 倉敷市林523 086-470-2100

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）

【多子世帯優遇】ポイント率アップ

金光薬品　児島柳田店 倉敷市児島柳田町615 086-474-9301

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　さんすて倉敷店 倉敷市阿知1-1-1 086-423-5887

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　玉島勇崎店 倉敷市玉島勇崎186-1 086-528-9566

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）
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金光薬品　東塚店 倉敷市東塚7-355-18 086-456-6679

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　福島店 倉敷市黒埼29-2 086-463-5562

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　水島神田店 倉敷市神田1-5-9 086-447-1179

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　ゆめタウン倉敷
店

倉敷市笹沖1274-1 086-426-5093

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）カネデン 倉敷市船穂町船穂1478-8 086-552-2319
店内商品お買上げの方、粗品プレゼン
ト

髪処藤岡 倉敷市浜町1-9-36 086-422-1592

キッズカット￥1,000
専用キッズチェアーでアニメを見ながら
楽しくカット

かもがた茶屋　倉敷平田店 倉敷市平田302 086-425-8808
お子様におもちゃプレゼント（お一人様
一個）

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

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

カラオケぽちたま倉敷イン
ター店

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

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

カラオケぽちたま水玉店
倉敷市連島町鶴新田
1746-1

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

カルビ市場　倉敷西岡店 倉敷市西岡1170-1 086-430-2288
お子様におもちゃプレゼント（お一人様
一個）
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カレーハウスCoCo壱番屋
　倉敷沖店

倉敷市沖74-1 086-427-6455

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
倉敷児島店

倉敷市児島下の町390-2 086-470-0955

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
　倉敷玉島店

倉敷市玉島769 086-526-7582

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
　倉敷中庄店

倉敷市松島1137-1 086-463-3733

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
　倉敷東塚店

倉敷市東塚1-312-1 086-455-0103

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）

川中屋 倉敷市真備町川辺484 0866-98-0348
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

神原呉服店 倉敷市真備町市場47 0866-98-0128
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

北前そば　高田屋
　倉敷中庄店

倉敷市二子361-1 086-462-1616
お会計から５％ＯＦＦ

吉川薬店 倉敷市玉島2-6-8 086-522-2001
ポイントアップ、子ども向けおもちゃの
提供

吉備信用金庫　川辺支店 倉敷市真備町川辺215-3 0866-98-6811

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　倉敷庄支店 倉敷市上東464-12 086-463-3120

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　真備支店 倉敷市真備町箭田1037-4 0866-98-0206

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

ギフト商品の太陽社
倉敷市児島下の町10-
384-3

086-472-4480
出産内祝品を取り扱っておりますので
割引いたします

きもの　かぶき 倉敷市水島東常盤町10-8 086-446-5678
料金の割引

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

くすりのコーリン 倉敷市玉島長尾177-6 086-526-2239
粗品プレゼント（お買上げ金額500円以
上の方、一部の商品は除く場合あり）

倉敷えびす通商店街 ｱｸｾｻ
ﾘｰ・雑貨 ｔｅｓｏｒｏ

倉敷市阿知2-12-21 086-427-5590
商品５％OFF また、お子様３人以上の
方は10％OFF

倉敷えびす通商店街
 アメリカヤ洋装店

倉敷市阿知2-7-16 086-422-0647
最終割引を除く全品５％引き

倉敷えびす通商店街
 英語塾 ＳＥＳ

倉敷市阿知2-13-27 086-427-1917
入会金50％OFF
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

倉敷えびす通商店街
 大橋帽子店

倉敷市阿知2-11-4 086-422-2783
５％OFF

倉敷えびす通商店街 カフェ
フレッシュフル

倉敷市阿知2-11-7 086-421-2054
ドリンク全品５％引き。15:00以降ご来店
ならデザートサービス

倉敷えびす通商店街
 子供服 プチ バンビーナ

倉敷市阿知2-12-20 086-423-2880
授乳・おしめ替えスペースやトイレの使
用ができます。

倉敷えびす通商店街
 ｼﾙﾊﾞｰｱｸｾｻﾘｰ古彗函

倉敷市阿知2-13-23 086-421-8825
笑顔サービス！！＆商品５％OFF

倉敷えびす通商店街
 造花と雑貨 アロマサーン

倉敷市阿知2-11-11 086-424-7900
商品５％OFF

倉敷えびす通商店街
 だがし夢や

倉敷市阿知2-13-25 086-422-3104
割引券を発行

倉敷えびす通商店街
 とんかつかっぱ

倉敷市阿知2-17-2 086-422-0440

あめ玉プレゼント。粉ミルク用のお湯の
提供

【多子世帯優遇】

倉敷えびす通商店街
 ピースヘアー

倉敷市阿知2-12-3
　Ｋ３ビル２Ｆ

086-421-8776
300円割引

倉敷えびす通商店街
 婦人服 ラ､ビュール

倉敷市阿知2-11-13 086-426-6102
全品５％OFF

倉敷えびす通商店街 婦人
服地ｵｰﾀﾞｰタナカ洋装店

倉敷市阿知2-7-14 086-422-1072
お子様用の場合10％の価格サービス、
デザイン・作り方のアドバイス
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

倉敷えびす通商店街
 遊坊屋倉敷

倉敷市阿知2-17-1
　戎ショッピングビル１階

080-3051-
5351

トレカ、おもちゃ、金券等購入の際にポ
イント２倍

倉敷えびす通商店街　海鮮
問屋かたつむり

倉敷市阿知2-7-11 086-427-8808
オレンジジュースプレゼント。粉ミルク用
のお湯の提供

倉敷えびす通商店街振興組
合

倉敷市阿知２丁目

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

倉敷かさや農業協同組合
倉敷支店

倉敷市西中新田4-1 086-422-4101

「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。）

倉敷かさや農業協同組合
児島駅前支店

倉敷市児島味野3-1-25 086-472-2539

「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。）

倉敷かさや農業協同組合
幸町支店

倉敷市幸町7-13 086-424-2714

「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。）

倉敷かさや農業協同組合
連島支店

倉敷市連島町西之浦512 086-444-5151

「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。）

倉敷かさや農業協同組合
中洲支店

倉敷市水江1600 086-465-0484

「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。）

倉敷かさや農業協同組合
西阿知支店

倉敷市西阿知町1040-5 086-465-2123

「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

倉敷かさや農業協同組合
福田支店

倉敷市東塚4-17-45 086-455-8125

「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。）

倉敷かさや農業協同組合
本店

倉敷市西阿知町1040-5 086-465-2128

「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。）

倉敷カフェ 倉敷市玉島爪崎1068-1 086-525-5511

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

倉敷刀剣美術館 倉敷市茶屋町173 086-420-0066

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

倉敷木材株式会社　暮らし
らぼ

倉敷市中島1000-1 086-465-3322
対象品（木のおもちゃ等）に限り５％
OFF、キッズコーナー・おしめ替えス
ペースの提供

Ｇｒｏｗｔｈ　Ｍａｍｉ　Ｔｒｕｅ　Ｓｙ
ａ（グロース　マミ　トゥルー
シャ）

倉敷市中島2207-1 086-466-0303
各種記念写真・七五三・ブライダル出張
ロケ無料

Ｇｒｏｗｔｈ　Ｍａｍｉ　Ｔｒｕｅ店
（グロース　マミ　トゥルー店）

倉敷市中島2207-1 0120-965-335
☆カット（500円ＯＦＦ）、☆カット＋カラー
（1,000円ＯＦＦ）、☆パーマ（1,000円ＯＦ
Ｆ）

Ｇｒｏｗｔｈ　Ｍａｍｉ　Ｈｅａｌ店
（グロース　マミ　ヒール店）

倉敷市粒江2085-1 0120-575-719
☆カット（500円ＯＦＦ）、☆カット＋カラー
（1,000円ＯＦＦ）、☆パーマ（1,000円ＯＦ
Ｆ）

Ｇｒｏｗｔｈ　Ｍａｍｉ　Ｐｉｃｋ店
（グロース　マミ　ピック店）

倉敷市二子1351-3 0120-976-585
☆カット（500円ＯＦＦ）、☆カット＋カラー
（1,000円ＯＦＦ）、☆パーマ（1,000円ＯＦ
Ｆ）

Ｇｒｏｗｔｈ　Ｍａｍｉ　Ｒｉｚｅ店
（グロース　マミ　ライズ店）

倉敷市平田660-1 086-426-0317
☆カット（500円ＯＦＦ）、☆カット＋カラー
（1,000円ＯＦＦ）、☆パーマ（1,000円ＯＦ
Ｆ）

Ｇｒｏｗｔｈ　Ｍａｍｉ　Ｌｕｃｋ店
（グロース　マミ　ラック店）

倉敷市水江1420-7 086-465-2777

☆カット（500円ＯＦＦ）、☆カット＋カラー
（1,000円ＯＦＦ）、☆パーマ（1,000円ＯＦ
Ｆ）

【多子世帯優遇】３人目より50％OFF

元気食彩　たから家
倉敷市阿知1-1-1
ホテル倉敷５Ｆ

086-427-1139
お昼のランチバイキング 100円引き（大
人1,500円→1,400円）

コープ北畝 倉敷市北畝5-20-53 086-456-6211
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

コープ倉敷北 倉敷市宮前38 086-434-2511
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
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子供服リサイクルショップ
ＳＡＮＴＡ中庄店

倉敷市松島964-7 086-464-0098
2,000円以上お買い上げの方に１ポイン
トサービス

コバヤシ 倉敷市真備町川辺94-4 0866-98-0312

1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

【多子世帯優遇】割引率アップ

小原商店 倉敷市船穂町船穂7950-1 086-552-3418
300円以上お買上げの方にキャンディプ
レゼント

コヤナギ薬品 倉敷市真備町川辺91 0866-98-3177
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

近藤薬品 倉敷市児島稗田町137-9 086-474-2801
ポケットティッシュ等の進呈

ザ・ビック倉敷笹沖店 倉敷市笹沖1337 086-426-7111

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。

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

さくら亭 倉敷市川西町11-14 086-422-8815
カード提示のご家族全員ジュース一杯
無料

佐藤酒店 倉敷市真備町箭田1033-3 0866-98-0009
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

サラダ館　真備店 倉敷市真備町川辺123-3 0866-98-6684
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

（有）サンジェットアイ 倉敷市玉島八島1987 086-523-5420
家庭用雑貨10％割引

サンフラワーカラオケスタジ
オ

倉敷市松島1177 086-464-0011

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

サンフラワーボウル 倉敷市松島1177 086-462-3131

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

山陽タクシー（株） 倉敷市船穂町船穂1897-3 086-552-3127
旅行申込の方に粗品プレゼント
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色彩心理カウンセリング
ルームてぃんくる☆れーれ

倉敷市真備町川辺2099-5
090-7977-
3020

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

重野鮮魚店 倉敷市真備町箭田4143 0866-98-0045
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

車検のコバック　倉敷中島
店

倉敷市中島1386-3 086-466-2003

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　倉敷羽島
店

倉敷市羽島289-14 086-430-3322
コバックキャラクターグッズのプレゼント

シャトレーゼ真備店 倉敷市真備町有井1621-3 0866-98-8282
1,000円以上買上げでマービーポイント
カード５ポイント進呈

（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

086-470-0604

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

紳士服のはるやま　倉敷店 倉敷市白楽町410-1 086-421-5411

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　児島店
倉敷市児島下の町1-11-
30

086-474-6729

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　新倉敷
店

倉敷市新倉敷駅前1-8 086-526-2811
店頭価格より10％OFF（他の割引券と
の併用可）

スイーツ　あんど　カフェ　ミ
ルクラウン

倉敷市水島東常磐町4-13 086-444-1851

小学生以下の子どもにミルクラウン特
製ミニチョコプレゼント、カフェスペース
にベビーベッドや絵本、おもちゃを常備

スタジオ オズ新倉敷駅前店 倉敷市新倉敷駅前3-199 086-525-2050
タカハシカメラポイントカードでデジタル
プリントのポイントをさらに２％プラス

すたみな太郎　倉敷店 倉敷市平田60-1 086-425-4718

小学校入学までのお子様は200円のソ
フトドリンクが無料
（お子様用の椅子、スプーンフォークな
どの常備）

スポーツオーソリティ倉敷店
倉敷市水江1　イオンモー
ル倉敷

086-430-5590

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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炭火ダイニング　一鉄 倉敷市阿知3-4-1 086-422-2421
ワンドリンクサービス（他のクーポンとの
併用はできません）

清流庵　ＰＲ小林 倉敷市船穂町船穂2978-4 086-552-5959
５％引き

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

妹尾社会保険労務士事務
所

倉敷市西岡275-1-102 086-434-9515
お子様に折り紙作品をプレゼント

セブン-イレブン　岡山船穂
町店

倉敷市船穂町船穂39-12 086-552-3830
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷有城
店

倉敷市有城612-1 086-428-7362
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷市立
短大前店

倉敷市児島稗田町805-3 086-472-7785
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷イン
ター店

倉敷市西坂21-1 086-421-7507
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷駅前
店

倉敷市阿知2-8-1 086-421-6466
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷沖店 倉敷市沖18-5 086-425-5577
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷帯高
店

倉敷市帯高203-2 086-429-1748
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷亀島2
丁目店

倉敷市亀島2-24-21 086-448-9811
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷黒崎
店

倉敷市黒埼614-2 086-462-8145
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷児島
小川3丁目店

倉敷市児島小川3-4-7 086-474-1770
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷児島
下の町9丁目店

倉敷市児島下の町9-12
サ35

086-473-5523
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷児島
通生店

倉敷市児島通生1057-4 086-473-1514
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷児島
元浜町店

倉敷市児島元浜町117-1 086-474-0371
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷古城
池高校前店

倉敷市福田町古新田306-
6

086-456-8575
ミルクのお湯の提供
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セブン-イレブン　倉敷市役
所東店

倉敷市新田1310-10 086-421-4855
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷商業
高校西店

倉敷市白楽町556-26 086-426-4147
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷上東
店

倉敷市上東1166-2 086-463-3323
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷昭和1
丁目店

倉敷市昭和1-1-34 086-434-0771
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷新田
店

倉敷市新田2668-3 086-425-6409
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷田ノ上
新町店

倉敷市田ノ上新町14-1 086-421-6455
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島1
丁目店

倉敷市玉島1-5-1 086-525-3100
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島ｲ
ﾝﾀｰ店

倉敷市玉島長尾3276-1 086-525-8337
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島
上成店

倉敷市玉島上成489-1 086-525-5576
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島
乙島店

倉敷市玉島乙島7281-6 086-525-3978
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島
柏島店

倉敷市玉島柏島48 086-525-7738
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島
掘貫店

倉敷市玉島乙島6719-2 086-522-7113
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷玉島
勇崎店

倉敷市玉島勇崎745-1 086-528-3114
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷茶屋
町店

倉敷市茶屋町1614-3 086-429-0507
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷粒江
店

倉敷市粒江2176-1 086-427-7066
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷連島
鶴新田店

倉敷市連島町鶴新田392-
2

086-448-7811
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷中畝
10丁目店

倉敷市中畝10-4-45 086-456-6080
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷中帯
江店

倉敷市中帯江16-1 086-434-8789
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷中庄
店

倉敷市中庄2306-6 086-463-3220
ミルクのお湯の提供
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セブン-イレブン　倉敷二子
店

倉敷市二子27-1 086-462-6511
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷西阿
知町店

倉敷市西阿知町西原827-
1

086-466-6990
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷浜町2
丁目店

倉敷市浜町2-15-22 086-424-2712
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷東富
井店

倉敷市東富井721-1 086-426-1718
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷福田
観音堂店

倉敷市福田町古新田258-
21

086-455-3625
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷福田
町南店

倉敷市福田町古新田
1209-50

086-456-4450
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷堀南
店

倉敷市堀南852-1 086-427-7677
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷水島
インター店

倉敷市曽原393-1 086-485-4788
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷水島
西千鳥町店

倉敷市水島西千鳥1-16 086-444-5124
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷水島
明神店

倉敷市水島明神町2-46 086-448-5284
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷南町
店

倉敷市南町3-3 086-421-5504
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷美和1
丁目店

倉敷市美和1-8-11 086-425-2485
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷安江
店

倉敷市安江394-2 086-427-0178
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷連島
北店

倉敷市連島町連島4461-1 086-465-2638
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷連島
中央1丁目店

倉敷市連島中央1-1-36 086-446-4665
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷連島
中央3丁目店

倉敷市連島中央3-1-18 086-448-7114
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷連島
町西之浦店

倉敷市連島町西之浦
5662-1

086-446-7234
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　倉敷連島
町店

倉敷市連島町連島33 086-444-6911
ミルクのお湯の提供

セブン-イレブン　真備川辺
店

倉敷市真備町川辺148-1 0866-97-0307
ミルクのお湯の提供
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セブン-イレブン　真備町箭
田店

倉敷市真備町箭田771-1 0866-98-7114
ミルクのお湯の提供

総社タイヤ（株）倉敷営業所 倉敷市新田2360-1 086-420-2233
料金の割引（一部対象外あり）

タカハシカメラ倉敷水島本店 倉敷市水島東栄町11-5 086-444-4331
タカハシカメラポイントカードでデジタル
プリントのポイントをさらに２％プラス

タケマサ 倉敷市真備町尾崎2403-4 0866-98-1057
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

ダスキンレントオール　倉敷
ステーション

倉敷市吉岡555-1 086-426-0188
ベビー用品、トラベル用品10％割引

玉島プレイランドカラオケぽ
ちたま

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

中国銀行川崎学園出張所
倉敷市松島577(川崎学園
本館内)

086-462-9193

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。

中国銀行倉敷駅前支店 倉敷市阿知2-19-22 086-422-3300

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。

中国銀行倉敷北支店 倉敷市浜ノ茶屋155-4 086-426-1511

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。

中国銀行倉敷支店 倉敷市白楽町257-1 086-422-0020

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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中国銀行倉敷市役所出張
所

倉敷市西中新田640(倉敷
市役所内)

086-425-9263

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。

中国銀行倉敷八王寺支店 倉敷市大内1221-7 086-425-8002

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。

中国銀行倉敷本町出張所 倉敷市本町3-1 086-424-2233

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。

中国銀行児島支店 倉敷市児島味野2-1-33 086-472-2770

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。

中国銀行笹沖支店 倉敷市笹沖411-5 086-426-1441

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。

中国銀行下津井支店 倉敷市下津井吹上2-2-4 086-479-9027

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。

中国銀行田ノ口支店 倉敷市児島田ノ口13-4 086-477-7778

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。

中国銀行玉島北支店 倉敷市新倉敷駅前2-17 086-526-1331

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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中国銀行玉島支店
倉敷市玉島中央町1-19-
10

086-522-2101

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。

中国銀行茶屋町支店 倉敷市茶屋町247-1 086-428-0555

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。

中国銀行連島支店 倉敷市連島中央5-8-21 086-444-8105

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。

中国銀行中庄支店 倉敷市松島1143-5 086-463-4535

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。

中国銀行西阿知支店 倉敷市西阿知町1095-3 086-465-2033

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。

中国銀行藤戸支店 倉敷市藤戸町天城31-6 086-428-1221

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。

中国銀行真備支店 倉敷市真備町川辺2323-3 0866-98-0011

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。

中国銀行水島支店 倉敷市水島西弥生町4-32 086-444-8175

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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中国銀行水島東支店 倉敷市広江1-5-5 086-455-6155

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。

中国料理　八宝亭 倉敷市水島弥生町6-1 086-446-1135
飲食代10％OFF

（株）ティー・アイ・シー 倉敷市新田2757-2 086-430-2566
ライフプラン無料サービス

手打ちうどん蔵 倉敷市玉島道越954-6 086-522-7178
料金に応じて10％～30％OFF

てご屋 倉敷市林841-1-202 0120-961-851
買い物代行サービス基本料20％引き、
他サービス・工事費10％引き

デジカメプリント激安王
中庄本店

倉敷市松島1130-1 086-462-1417

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。

デジカメプリント激安王
マルナカチボリ店

倉敷市宮前364-5 086-424-0481

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。

手づくりパンの店　ぱん屋 倉敷市茶屋町274-14 086-428-8850
800円以上お買上げでラスク１ヶ進呈

トマト銀行倉敷営業部 倉敷市中央1-26-5 086-422-6226

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。

トマト銀行児島支店 倉敷市児島駅前1-105 086-473-3434

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。

トマト銀行笹沖支店 倉敷市笹沖388-1 086-423-1100

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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トマト銀行玉島支店 倉敷市玉島中央町2-1-1 086-525-1010

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。

トマト銀行茶屋町支店 倉敷市茶屋町233-50 086-428-1241

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。

トマト銀行鶴形支店 倉敷市鶴形1-5-1 086-434-0703

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。

トマト銀行中島支店 倉敷市中島2218-3 086-465-3834

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。

トマト銀行中庄支店 倉敷市松島1146-2 086-463-1334

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。

トマト銀行八王寺支店 倉敷市八王寺98-8 086-426-0666

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。

トマト銀行水島支店 倉敷市水島西栄町13-20 086-446-1234

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。
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トヨタカローラ岡山㈱
倉敷東店

倉敷市大島125-1 086-422-2324
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㈱
ドリムス倉敷店

倉敷市中島2621-3 086-465-8448
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㈱倉敷店 倉敷市中島2621-3 086-465-7311
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㈱児島店 倉敷市児島稗田町2423 086-473-2201
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㈱玉島店 倉敷市玉島乙島7363-1 086-525-5500
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㈱水島店 倉敷市東塚7-3-1 086-455-6333
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

ドラッグＯＮＯ 倉敷市玉島勇崎1318 086-528-0613
1,000円以上で10ポイントor粗品進呈

ドラッグおおくま 倉敷市連島中央5-7-3 086-448-2434 カード２倍押し

とりでん倉敷花の街店 倉敷市宮前96-3 086-435-2394

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。

【多子世帯優遇】割引アップ500円オフ
→1,000円オフ

とりでん笹沖店 倉敷市笹沖1365 086-435-2177

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。

どんどん亭加須山店 倉敷市加須山245-1 086-421-9988
カード提示のご家族全員ドリンクバー無
料

どんどん亭北畝店 倉敷市北畝6-1-58 086-455-0003
カード提示のご家族全員ドリンクバー無
料

どんどん亭中島店 倉敷市中島830-1 086-466-1333
カード提示のご家族全員ドリンクバー無
料
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どんどん亭水島店 倉敷市連島中央1-11-1 086-448-2456
カード提示のご家族全員ドリンクバー無
料

（有）中島鈑金塗装 倉敷市玉島長尾26-7 086-526-0280
工賃を10％割引、修理期間中の代車
無料

ナンバホームセンター倉敷
店

倉敷市笹沖362-7 086-426-9111

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。

ナンバホームセンター児島
店

倉敷市児島駅前1-84 086-472-8911

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。

難波薬店 倉敷市南町10-5 086-422-5331
景品のプレゼント

ニチイ　倉敷校
倉敷市阿知1-15-3 倉敷ビ
ジネススクエア4F

086-430-3721

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

ニッポンレンタカー中国株式
会社　倉敷営業所

倉敷市昭和1-3-20 086-421-0919

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。

日本郷土玩具館 倉敷市中央1-4-16 086-422-8058

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

人形専門店　ミズノ 倉敷市児島味野2-2-51 086-473-5068
景品のプレゼント

（有）ノエビア倉敷販社 倉敷市八王寺町153-17 086-422-6015
ポイントアップ、景品のプレゼント、その
他

（株）野田タンス店 倉敷市玉島阿賀崎1677-3 086-526-0347
カード提示により５％OFF、ご来店記念
品の進呈

パークサイドクラブ　曲江春 倉敷市中庄3126-8 086-463-7733
料金の５％OFF、赤ちゃん用メニューあ
り、座敷あり

（株）白牡丹 倉敷市阿知2-5-26 086-422-0769
デザート人数分サービス

（有）土師クリーニング店 倉敷市真備町箭田1715-2 0866-98-0124
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈
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パソコン教室
アビバ倉敷校

倉敷市阿知1-7-2
くらしきシティプラザ西ビル
2F

086-427-0003

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
③アビバキッズ入学時に、入学金5,000
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。

パソナ岡山　倉敷支店 倉敷市老松町4-7-37 086-426-5330

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

樋口芳泉園茶舗 倉敷市玉島中央町1-12-2 086-522-2907
５％割引（茶）

（株）ビゼン　倉敷店 倉敷市片島町5-7 086-465-5000

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
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

ビッグエコー　倉敷南口駅前
店

倉敷市阿知3-2-2 086-435-5166

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　倉敷南口駅前
2号店

倉敷市阿知2-2-5 086-430-0555

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

備中村さ来 倉敷市阿知3-3-9 086-426-0411
ワンドリンクサービス（他のクーポンとの
併用はできません）

人の駅　カフェ　WAON（和
音）

倉敷市玉島阿賀崎1丁目
10-1

086-526-5055
ドリンクバーをご注文の場合、お菓子を
出させていただきます

ＰｉＰｉｔ中庄 倉敷市松島964-7 086-464-0020
新規・機種変更とも店頭価格より1,000
円引き、ゲームで景品ゲット

ヒマラヤ　倉敷児島店 倉敷市児島下の町1-1-20 086-470-5711

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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ヒマラヤスポーツ　倉敷店 倉敷市沖92-1 086-435-3939

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）

ビヤン・コワッフェ三谷 倉敷市茶屋町1643-4 086-428-0283
当店のスタンプカードのスタンプ２倍押
し

ビューティーサロンじゅん 倉敷市真備町辻田121-6 0866-98-3581
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

ビューティーサロンパッピー 倉敷市船穂町船穂2896-6 086-552-3248
毎週、水・木・金に事前予約にてご来店
の方はポイント２倍

ビュッフェ＆ベーカリー　チャ
レンジド

倉敷市新田3281-7 086-430-0390
パン・レストラン等割引

ファミリーマートくらしき駅北
店

倉敷市北浜町7-31 086-435-1121
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷老松五
丁目店

倉敷市老松町5-1-17 086-426-9161
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート　倉敷大内
店

倉敷市大内1200-9 086-423-5211
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷児島田
の口店

倉敷市児島田の口6-
3691-1

086-477-7631
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷小瀬戸
店

倉敷市加須山886-1 086-420-2535
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷笹沖店 倉敷市笹沖8-6 086-435-5100
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷下庄店 倉敷市下庄326-7 086-464-4585
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷田ノ上
店

倉敷市田ノ上1114-3 086-430-2603
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷連島店 倉敷市連島町連島110-47 086-440-6110
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷林店 倉敷市林352-1 086-485-3222
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷東町店 倉敷市東町10-52 086-423-7715
ミルクのお湯サービス



02倉敷市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

ファミリーマート倉敷美観地
区前店

倉敷市阿知3-21-9 086-426-8962
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷福島店 倉敷市福島708-7 086-423-8255
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷二子店 倉敷市二子1355-9 086-464-4330
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート琴浦西店 倉敷市児島下の町5-7-18 086-470-5411
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート連島西之浦
店

倉敷市連島町西之浦425
番3

086-440-2788
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷白楽町
店

倉敷市白楽町385-1 086-430-5366
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート真備町店 倉敷市真備町尾崎966-1 086-698-9180
ミルクのお湯サービス

ファミリーマート倉敷南広江
店

倉敷市広江1-3-56 086-450-2188
ミルクのお湯サービス

藤川（株）
倉敷市児島下の町10-8-
18

086-472-3363
米の５％割引、子育てに関するリフォー
ムの５％割引

フジパンストアー　ホルン倉
敷店

倉敷市笹沖1337 0864-27-3415
お買い上げ金額から５％OFF

ブティック　エマーユ 倉敷市阿知2-2-8 086-425-3211

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％

ブライダル館　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｍａ
ｍｉ　Ｔｒｕｅ　Ｓｙａ（グロース
マミ　トゥルーシャ）

倉敷市中島2207-1 0120-965-335
各種パックプラン御利用の方、衣装（和
装・洋装）レンタルプレゼント

フラワーショップ　かねやす 倉敷市茶屋町233-45 086-428-0243
景品のプレゼント

古本市場　倉敷中島店 倉敷市中島1371-3 086-466-3706
古本100円（税込）の商品を80円（税込）
に割引

古本市場　倉敷堀南店 倉敷市堀南703-1 086-434-9696
古本100円（税込）の商品を80円（税込）
に割引

古本市場　花の街店 倉敷市宮前357-1 086-426-7272
古本100円（税込）の商品を80円（税込）
に割引

hair　GREASE 倉敷市児島味野1-1-30 086-472-0600
技術料金５％割引き、親子ペア技術料
金10％割引
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ヘアーサロンアキ
倉敷市福田町古新田
1209-48

086-456-0661
料金の割引、その他

ｈａｉｒ　ｓｍｉｌｅ　Ｓｏ 倉敷市中島177-7 086-441-6210

①キッズカット・スクールカット（小学生
以下）を半額で
②妊娠中の方・小学校６年生以下のお
子様がいる世帯をを全メニュー15％
OFF

【多子世帯優遇】ポイント２倍

ヘアーボーイズ（理容） 倉敷市中庄3524-1 086-463-3173

小学生以下のお子様に、お菓子のプレ
ゼント
通常料金より、200円引き（他のサービ
ス券との兼用可）

ヘアメイクワンズ 倉敷市真備町川辺1796-7 0866-98-5514

妊娠されている方又は小学校６年生ま
での子供さんがいる家族は技術料金よ
り５％割引。お子様にはお菓子・ハン
ディティッシュをプレゼント。

ｂａｂｙ ｌｅａｆ 倉敷市西富井636-91 086-436-7760

０歳からのキッズカット\1,000、家族全
員は￥1,000引き、赤ちゃん筆の製作
５％引き。お子様は専用キッズチェアー
でアニメを見ながら楽しくカット。ママの
カラーやパーマの間も脇に座ってアニメ
の視聴が可能。ママも150タイトル以上
のＤＶＤの視聴が可能。

ベビーマッサージ教室　紅り
んご

倉敷市中島1261-11 086-465-2820

カード提示で粗品プレゼント（お１人様１
回限り）

【多子世帯優遇】レッスン料割引（初回
のみ）

ホームセンタータイム児島店 倉敷市児島小川町3681-1 086-474-3003
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玉島店 倉敷市玉島爪崎1057-1 086-523-0511
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中庄店 倉敷市松島1137-1 086-462-0880
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）

蒔田石材店 倉敷市真備町箭田892-1 0866-98-0188
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

（有）真備自動車 倉敷市真備町川辺2126-1 0866-98-2850
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

（株）マルエ 倉敷市真備町尾崎938 0866-98-0013
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

マルゴデリ　イオンモール倉
敷店

倉敷市水江1　イオンモー
ル倉敷1F

086-422-0515
バナナジュースレギュラーサイズ、40円
引き



02倉敷市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

マルゴデリ　さんすて倉敷店
倉敷市阿知1-1-1 さんすて
倉敷2階

086-424-0905
バナナジュースとキウイジュースのレ
ギュラーサイズ10%OFF（432円→389
円）

丸正 倉敷市船穂町船穂740-3 086-552-4439
100円以上お買上げにつき粗品プレゼ
ント

みかみＦＰ事務所 倉敷市笹沖395-7 086-426-6642

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
に関する相談１回45分サービス

みき音楽教室 倉敷市玉島1320 086-522-2802

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
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）
　

水島信用金庫　倉敷駅前支
店

倉敷市阿知1-7-2-302
倉敷シティプラザ西ビル3F

086-425-1313

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　児島南支店 倉敷市児島元浜町115-1 086-473-2801

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　寿町支店 倉敷市水島西寿町3-3 086-446-1523

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　笹沖支店 倉敷市笹沖431-1 086-423-1551

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　茶屋町支店 倉敷市茶屋町384-6 086-428-6221

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　鶴の浦支店 倉敷市鶴の浦1-5-7 086-448-2222

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　中島支店 倉敷市中島2407-30 086-465-2525

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　西阿知支店 倉敷市西阿知町17-6 086-466-1521

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　羽島支店 倉敷市羽島243-8 086-427-4500

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。



02倉敷市

店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

水島信用金庫　広江支店 倉敷市広江1-14-22 086-456-4211

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　福田支店
倉敷市福田町古新田
1209-9

086-455-7990

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　藤戸支店 倉敷市藤戸町天城661 086-428-7655

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　本店 倉敷市水島西常盤町8-23 086-446-2223

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　水島南支店 倉敷市中畝7-4-1 086-456-4567

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　矢柄支店 倉敷市連島中央2-7-2 086-446-0131

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

水島信用金庫　連島支店 倉敷市連島中央5-28-28 086-446-2251

ももっこカードを提示していただくと、子
育て応援定期積金「若葉」を年0.2％で
預入いただけます。

三宅月光堂 倉敷市真備町箭田866-3 0866-98-4014
子どもに優しい施設の提供

眼鏡市場倉敷大高店 倉敷市東富井810-6 086-435-2788

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。

眼鏡市場倉敷児島店 倉敷市児島下の町2-1-48 086-470-6048

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。

眼鏡市場倉敷笹沖店 倉敷市笹沖676-1 086-435-2808

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。

眼鏡市場倉敷玉島店 倉敷市新倉敷駅前3-170 086-523-6208

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。
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店舗・施設名 所在地 電話番号 サービス内容

眼鏡市場倉敷中庄店 倉敷市二子355-1 086-461-1658

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　倉敷北浜店 倉敷市宮前25-1 086-426-6311

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

メガマート連島店
倉敷市連島町鶴新田
1140-2

086-446-6700

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。

メディア21倉敷店 倉敷市田ノ上1125-1 086-430-5400
通常価格から50円値引き

メディア21連島店 倉敷市連島2-10-20 086-440-5686
通常価格から50円値引き

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

メディオ！沖新 倉敷市東富井803-1 086-435-0070
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

メンズ・サロン・トマリ 倉敷市真備町箭田2-13 0866-98-5365
景品プレゼント、ポイント２倍

モーリーファンタジー　イオン
倉敷店

倉敷市水江1番地　キッズ
パブリック内

086-430-5708

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。
ポイント数に応じてプレゼント品に交換
いたします。
詳しくは店舗スタッフへお尋ねください。

森下薬店 倉敷市中島2290-3 086-465-4165

森田畳店 倉敷市本町10-1 086-422-5366
料金の割引など

（株）森本工務店 倉敷市玉島勇崎1026 086-528-2121
木材端材の無料提供（木工作、夏休み
の宿題用に！）

（有）守屋石油店 倉敷市真備町箭田33-3 0866-98-6338

1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

【多子世帯優遇】現金で給油のお客様
1,000円につき５円の返金

焼肉　秀明 倉敷市茶屋町393-4 086-428-2621
ポイントアップ

やさしい整体　ＲｅＣｕｒｅ[リ
キュア]

倉敷市西中新田632-1　き
くやビル2Ｆ

086-422-5035

カードをご提示いただくと、初回料
(1,000円)を無料にいたします。他の割
引との併用はできません。

ヤスタニ寝装店 倉敷市真備町有井57-1 0866-98-1269
1,000円以上買上げでポイントカード５
ポイント進呈

ヤマザキショップ　カブト 倉敷市玉島長尾177-6 086-526-2239
粗品プレゼント（お買上げ金額500円以
上の方、一部の商品は除く場合あり）
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悠生塾
倉敷市沖276-14
太陽不動産ビル２Ｆ

086-422-4300

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
券進呈、そろばん値引販売

由加山　由加神社本宮 倉敷市児島由加山2852 086-477-3001

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
プレゼント

ゆめらんど
倉敷市児島駅前2-35
ﾃﾝﾏﾔﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ児島店2F

086-472-3746
景品のプレゼント

洋服の青山　倉敷沖新店 倉敷市沖新町61-4 086-421-2125

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

洋服の青山　倉敷総本店 倉敷市白楽町403-1 086-427-6634

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

洋服の青山　新倉敷玉島店 倉敷市新倉敷駅前3-8 086-522-2953

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

らーめん　華一 倉敷市茶屋町724-7 086-429-2922
キャンディプレゼント

リゾートサロン　ICHIMONJI 倉敷市北畝3-15-14 086-455-4523
10％OFF、ポイント２倍

レストラン　ペガサス 倉敷市阿知1-7-2 086-426-1341
５％OFF

ロン美容室
倉敷市児島下の町9-12シ-
14

086-472-9789
子供シャンプー全員無料

鷲羽山ハイランド 倉敷市下津井吹上303-1 086-473-5111
入園料 大人(中学生以上)・小学生・幼
児とも200円引き

One to One～ファイナンシャ
ルプランナーズオフィス～

倉敷市茶屋町233-2 ﾁｬﾔｽ
ﾀ1F

086-428-4434
保険の見直し相談無料


