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店舗名 住所

天満屋 岡山ロフト 岡山市北区表町2-1-1天満屋岡山本店

天満屋 岡山空港 岡山市北区日応寺1277岡山空港2階

天満屋 岡山本店 岡山市北区表町2-1-1天満屋岡山本店

セブン-イレブン 岡山市内全店

ファミリーマート 岡山市内全店

ローソン 岡山市内全店

Yショップ 三軒屋 自衛隊売店 岡山市北区宿978

デイリーヤマザキ ｎｉｋｋｏ十日市 岡山市北区十日市中町15-70

デイリーヤマザキ 岡山東山 岡山市中区徳吉町2-10-17

デイリーヤマザキ 岡山楢津 岡山市北区楢津1204-1

デイリーヤマザキ 川崎医大医療センター 岡山市北区中山下2-6-1

デイリーヤマザキ 東岡山駅北口 岡山市中区土田109-1

ファミリーショップなんば 岡山市南区藤田１５７４−６

ポプラ 岡山伊島店 岡山市北区伊島町2-1-40

ポプラ 岡山岡工前店 岡山市北区伊福町１丁目１０−２０

ポプラ 岡山西大寺浜店 岡山市東区西大寺浜628-1

ポプラ 岡山⾧利店 岡山市中区⾧利245-2

ポプラ 岡山福富中店 岡山市南区福富中１丁目２−１２０

ポプラ 総社インター店 岡山市北区高塚147-1

ヤマザキショップ ⾧町店 岡山市北区駅元町19-4

生活彩家 岡山空港店 岡山市北区日応寺1277

生活彩家 岡山県庁店 岡山市北区内山下２丁目４−６岡山県庁1階

生活彩家 岡山中央病院店 岡山市北区伊島北町６−３岡山中央病院１Ｆ

生活彩家 環太平洋大学店 岡山市東区瀬戸町観音寺721

生活彩家 重井附属病院店 岡山市南区山田2117重井医学研究所附属病院１階

生活彩家 朝日医療大学校店 岡山市北区奉還町２丁目７−１

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

◆百貨店

◆各種小売 / コンビニ
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

JA岡山 西大寺営農センター 岡山市東区西大寺中野377-1 12月25日から適用

天満屋ハピーズ 昭和町店 岡山市北区昭和町4-38 12月16日から適用

岡山正宗骨里香 岡山市北区清輝橋1-6-15 12月16日から適用

Aコープ西大寺 岡山市東区西大寺中野388-2

JA岡山 はなやか一宮店 岡山市北区芳賀1288-5

JA岡山 はなやか中央店 岡山市北区大供表町 4-5

JA岡山 はなやか津高店 岡山市北区横井上793-1

JA岡山 はなやか東店 岡山市東区西大寺松崎159-3

JA岡山 はなやか南店 岡山市南区藤田566-126

JA岡山 一宮支所 岡山市北区楢津766-1

JA岡山 沖田営農センター牧石 岡山市北区玉柏1349-1

JA岡山 吉備支所 岡山市北区平野904-1

JA岡山 興除資材店 岡山市南区中畦548

JA岡山 建部営農センター 岡山市北区建部町宮地86

JA岡山 御津資材店 岡山市北区御津金川345-1

JA岡山 上道支所 岡山市東区南古都21

JA岡山 西大寺資材店 岡山市東区西大寺中野377-3

JA岡山 足守支所 岡山市北区大井701-1462

JA岡山 津高支所 岡山市北区栢谷1057

JA岡山 藤田営農センター 岡山市南区藤田441

JA岡山 灘崎支所 岡山市南区片岡821

JA岡山 沖田営農センター 岡山市中区桑野291-6

JA岡山 高島支所 購買 岡山市中区国府市場32-3

アジア物産store 岡山市北区表町2丁目６の５３

おかやま産直市場 岡山市北区野田屋町1丁目３−３岡ビル百貨店１Ｆ

グランドマート御津店 岡山市北区御津金川110-1

グランドマート佐山店 岡山市北区芳賀5112-103

グランドマート津高店 岡山市北区津高820

グリーンコープ生協おかやま ぽけっと 岡山市北区下中野３１１番地の１１３

コープ大野辻  岡山市北区今3丁目26-28

コープ大福 岡山市南区大福 314

コープ西大寺 岡山市東区西大寺上3-8-41

コープ東川原 岡山市中区東川原188-1

コープ福富 岡山市南区福富東1丁目5-2

タマヤ豊成店 岡山市南区新福２丁目９５７番地

ティオ プティオ東岡山店 岡山市中区乙多見124-1

ティオ 生鮮朝市東岡山店 岡山市中区乙多見124-1

ティオ 東岡山店 岡山市中区乙多見124-1

ニシナフードバスケット三門店 岡山市北区西崎１−９−３８

ニシナフードバスケット西大寺店 岡山市東区広谷４７４−９

ニシナフードバスケット中仙道店 岡山市北区中仙道４１０−１

ニシナフードバスケット東畦店 岡山市南区東畦８３−１

ニシナフードバスケット南輝店 岡山市南区南輝2-1-5

ニューこうなん 岡山市南区築港栄町9番1号

パサージュ浜店 岡山市中区浜３−８−４６

パサージュ奉還町 岡山市北区奉還町４−１９−２１

フレスタ 操南店 岡山市平井7丁目1-5

フレスタ 津島店 岡山市津島南1丁目2-7Ｂ1

フレスタ 門田屋敷店 岡山市中区門田屋敷3丁目7-18

マルイ 大福 岡山市南区大福350-2

ゆめマート 久米 岡山市北区久米192番地

◆各種小売 / 食品スーパー
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

わたなべ生鮮館 下中野店 岡山市北区下中野1222-1

わたなべ生鮮館 高松店 岡山市北区門前372-1

わたなべ生鮮館 城東店 岡山市東区中尾295

わたなべ生鮮館 泉田店 岡山市南区泉田3-2-32

わたなべ生鮮館 庭瀬店 岡山市北区平野920

わたなべ生鮮館 福富いちば 岡山市南区福富東2丁目32-38

わたなべ生鮮館 妹尾店 岡山市南区妹尾844-1

わたなべ生鮮館 柳川いちば 岡山市北区中山下1-4-113

焼肉たまや 岡南店 岡山市南区千鳥町28-5

新鮮市場きむら 岡山大供店 岡山市北区大供本町705番地2

新鮮市場きむら 福成店 岡山市南区福成3丁目3番地21

菅野食料品店 岡山市北区伊福町３丁目３０番１３号

天満屋ハピーズ 円山店 岡山市中区円山115-1

天満屋ハピーズ 岡輝店 岡山市北区奥田本町3番1号

天満屋ハピーズ 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1-8-18

天満屋ハピーズ 卸センター店 岡山市北区問屋町2-101

天満屋ハピーズ 下中野店 岡山市北区下中野703-101

天満屋ハピーズ 吉備津店 岡山市北区吉備津1403-1

天満屋ハピーズ 京山店 岡山市北区谷万成1-11-46

天満屋ハピーズ 金川店 岡山市北区御津宇垣1464

天満屋ハピーズ 国府市場店 岡山市中区国府市場43

天満屋ハピーズ 泉田店 岡山市南区泉田4-1-62

天満屋ハピーズ 足守店 岡山市北区足守1667-1

天満屋ハピーズ 大安寺店 岡山市北区野殿西町329-1

天満屋ハピーズ 津島店 岡山市北区津島桑の木町5-1

天満屋ハピーズ 北⾧瀬店 岡山市北区北⾧瀬表町2-17-80

天満屋ハピータウン 岡南店 岡山市南区築港新町1-18-5

天満屋ハピータウン 岡北店 岡山市北区中井町2-2-7

天満屋ハピータウン 原尾島店 岡山市中区原尾島1-6-20

天満屋ハピータウン 西大寺店 岡山市東区西大寺南1-2-5

両備ストア パークス伊福店 岡山市北区伊福町3-28-17

両備ストア パークス東山店 岡山市中区東山2-2-25

両備ストア リョービプラッツ山南店 岡山市東区神崎町65-2

両備ストア リョービプラッツ泉田店 岡山市南区泉田381-1

両備ストア リョービプラッツ藤田店 岡山市南区藤田560-209

両備ストア リョービプラッツ灘崎店 岡山市南区西紅陽台3-12-1

両備ストア リョービプラッツ雄町店 岡山市中区雄町266-1

両備ストア 森のマルシェTOGITOGI店 岡山市北区磨屋町3-10岡山ニューシティビル

両備ストア 森のマルシェ桑田町店 岡山市北区桑田町13-1

両備ストア 森のマルシェ柳川店 岡山市北区中山下1-1-1グレースタワーⅢ1階
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

JEANSFACTORY LALAH イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山店2F

ＭｒＭａｘ 岡山西店 岡山市北区久米310-1

P・O・Pトレーディング本社 岡山市南区福吉町18番7号

クレド岡山 岡山市北区中山下1ｰ8-45 ＮＴＴクレド岡山ビル７Ｆ

コーナンPRO 岡山豊成店 岡山市南区豊成2丁目11番8号

コーナンPRO 高柳店 岡山市北区高柳東町13番46号

ダイレックス岡山店 岡山市南区富浜町2−50

ダイレックス東岡山店 岡山市中区神下１１２番地

ダイレックス平島店 岡山市東区南古都436−1

ツールヤード 岡山市北区十日市中町6-27

パックマート岡山店 岡山市北区野田3-6-7

ヒマラヤ 岡山久米店 岡山市北区久米310-1

ヒマラヤ 岡山豊浜店 岡山市南区豊浜町10番60号

ホームセンターコーナン 岡山駅北店 岡山市北区南方1丁目1番1号

ホームセンターコーナン 高柳店 岡山市北区高柳東町13番46号

ホームセンターコーナン 西大寺店 岡山市東区西大寺南1丁目2番1号

ホームセンタータイム チャオ 当新田店 岡山市南区当新田121-2

ホームセンタータイム チャオ 平井店 岡山市中区平井6-6-34

ホームセンタータイム 高屋店 岡山市中区兼基63

ホームセンタータイム 西市店 岡山市南区西市552-1

ホームセンタータイム 平井店 岡山市中区平井6-7-1

ホームセンタータイム 一宮店  岡山市北区楢津574-1

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

モダン・プロ 岡山店 岡山市北区辰巳34-110

ゆめタウン 平島 岡山市東区東平島163番地

梅林堂 岡山市北区野田屋町 １丁目３番３ の１０５号

吉晨 岡山市南区芳泉3-8-12

髙島屋 フードメゾン岡山 岡山市北区下石井1丁目2-1-1F

髙島屋 岡山店 岡山市北区本町6-40

ひよこさんち直売所 岡山市南区箕島２９６７−１

岡山フルーツ農園 岡山市東区西大寺門前545

自然食品なづ菜 岡山市北区伊福町1-12-16

◆各種小売 / 百貨店・GMS・ディスカウントストア・ホームセンター

◆各種小売 / 食料品・酒類
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

fuua 岡山市中区江崎496-6 12月25日から適用

Libertys 岡山市中区湊153-11 12月25日から適用

Chiwa1(ちわわん) 岡山市中区湊87-2 12月25日から適用

Yoshiko Kuroda 岡山市中区門田文化町2-3-9 12月25日から適用

ガルディ 岡山西大寺店 岡山市東区金岡西町380-1ﾋﾟｭｱﾒｿﾞﾝｺﾄﾌﾞｷ101 12月25日から適用

✳sii✳ 岡山市南区植松45-1 12月25日から適用

John PePe 岡山市南区築港新町1丁目25番1号 シネマタウン 12月25日から適用

おむつケーキ専門店kounotori 岡山市南区芳泉4丁目12-32第3ジュネス芳泉B-201 12月25日から適用

LUGZ ENTERTAINMENT 岡山市北区岡南町２丁目１番５号HirotaBuild２Ｆ 12月25日から適用

ミカヅキモモコ 300 岡山ロッツ店 岡山市北区中山下1-11-54岡山ロッツ1F 12月25日から適用

Laughingstock 岡山市北区表町1-4-472F 12月25日から適用

巻き爪プラザ 奉還町店 岡山市北区奉還町２丁目１３番２号 12月25日から適用

NAO 岡山市北区柳町2-2-19 12月25日から適用

SS MIYUKI studio 岡山教室 岡山市北区奉還町1−7−7 12月16日から適用

atelier N 岡山市中区浜3-4-39(107) 12月16日から適用

Azjina【 POP UP SHOP 】 岡山市北区北⾧瀬表町2丁目17番８号BRANCH岡山北⾧瀬ハッシュタグワーキングスペース内12月16日から適用

cherela 岡山市中区東川原230-4ユースコムA101 12月16日から適用

Ecolvie 岡山市北区丸の内２丁目９ー１ 12月16日から適用

HOLY BASIL 岡山市中区高島新屋敷33-10 12月16日から適用

Liberte 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2F 12月16日から適用

Max Mara 岡山店 岡山市北区錦町１−３０ 12月16日から適用

n. 岡山市中区湊87-7 12月16日から適用

SAGYO 岡山市北区西古松2−2−24701 12月16日から適用

TOMORROWLAND 岡山店 岡山市北区表町１−９−５１ 12月16日から適用

WIT 岡山市北区表町１丁目１０番１０号 12月16日から適用

イトウゴフク海吉店 岡山市中区海吉1818 12月16日から適用

イワサキケイコキカク 岡山市北区奉還町4-7-15 12月16日から適用

コートフォッセ 岡山市北区中仙道1-10-6-8 12月16日から適用

ハニークラブ岡山シネマタウン店 岡山市南区築港新町１−２５−１イオン南宮崎店１Ｆ 12月16日から適用

モイスティーヌ藤崎サロン 岡山市中区藤崎184-15 12月16日から適用

三宅縫製所 岡山市北区牟佐912-2 12月16日から適用

日本被服 岡山事業所 岡山市北区駅前町1-8-18 12月16日から適用

178.meg 岡山市北区御津矢原 1668-34

tutuanna 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3階

tutuanna ランジェリー イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1丁目2番1号 イオンモール岡山3階

ajisaidrop 岡山市南区藤田681-21

aprico 岡山市中区藤崎212-14

atelier HANA 岡山市北区岡町17-17

Boundary 243 岡山市北区中山下１−７−１ 篠原ビル１０２

FTW 岡山市南区西市１７５番地４

Greenネックレス 本店 岡山市北区御津金川 275-5

Handmade Collection Gift 岡山市北区今 5丁目12-20 インペリアルハイツ今305

Handmade Collection Gift 珥丸舎 岡山市北区今5丁目12−20 インペリアルハイツ今305

HUMPTY DUMPTY 岡山青江店 岡山市北区青江1-1-25

kix 岡山市北区天神町 9-39 上之町会館2階

KOBE LETTUCE イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1丁目2番1号イオンモール岡山3F

KOJiMA MASK 岡山本店 岡山市北区後楽園 1-6 １Fギャラリースペース

K-Planning 岡山市北区大供 １丁目４番１０号 ヴィクトワール大供１０２号

Leora -レオラ- 岡山市北区奥田1丁目7-23 ステューディオ奥田302号

liberty.Co 岡山市北区表町３−５−１５

Mikeneko 岡山市北区高柳東町 8-26 ビ・ウェル高柳604

◆各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバン・バッグ
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

MIMI 岡山市北区今保 743-6

Ｍｏｄｓ Ｓｔｙｌｅ 岡山市北区下中野１４０１番地７

PARK 岡山市北区田町 1-8-30 伊達ビル103

petit tresor 岡山市北区田中 114-101 グリーンガーデンハイツ B102

Pick.Lab. 岡山市北区惣爪 151-8

Pure rhythm 岡山市東区城東台西2-7-10

Raystore Rayfactorystore 岡山市北区辰巳2-101

Riche 岡山市南区東畦702-24

Rietto 岡山市北区岡町10-1 ラ・クール田中305号

S★mile工房 岡山市南区浦安本町75-50

Shine of heart 岡山市南区福田487-29

Switch 岡山市北区下伊福西町4-7

theater 岡山市北区表町1丁目 6-56 オレンジビル 103

ＴＨＲＯＢ 岡山市北区表町２ー１ー５３

ViVe 岡山市南区豊浜町7-36-2

Y’S LUCE 岡山市北区高松原古才３１５−４

あいり～ず 岡山市北区清輝橋３−８−１３ 朝日プラザ サウスフロント１０２

アネモネ 岡山市北区川入１１５３ー１

アラフォリ 岡山市北区伊福町2丁目14番10号

アルテミス ザ・ルーム ルーキス 岡山市北区御津金川 282-16 2F

カイサ 岡山市北区田中 109-101

こどもファッションかんさい 岡山市北区表町１丁目 10-31

しまや履物店 岡山市北区表町 1丁目10-8

ジョイフル恵利 岡山 岡山市北区表町 1-5-1 シンフォニービル１Ｆ

ダンカン 岡山店 岡山市北区幸町8-25 ｵｶﾔﾏｴｸｾﾙﾋﾞﾙ1F

チームポジショニング 岡山市北区田中 109-101 プレステージ難波1階

テーラーカミタイ 岡山市北区野田 1-10-14

フォトスタジオプリンセス 岡山 岡山市北区中山下 1-9-1 山陽アルファ中山下ビル７Ｆ

リリコノアミモノデコモノ 岡山市北区東古松 一丁目7-19-803

株式会社SOMEDAY 岡山市北区奥田本町10番地9

三ツ星レッスン 岡山市北区三門東町 5-27 グレースハイツ302

西日本少年イナフ 岡山市北区平和町 5-29 西川グリーンパーク4F

（株）かもや呉服店 岡山市北区奉還町2-4-18

*pure* 岡山市中区海吉1872-6

19juuku 岡山市北区下中野364-108

6DIRECTIONS 岡山市北区表町3丁目18-63

ABC-MART 岡山ロッツ店 岡山市北区中山下1-11-54B1F

ABC-MART 岡山十日市店 岡山市北区神田町2丁目5-21

ABC-MART 天満屋ハピータウン岡南店 岡山市南区築港新町1丁目18番5号1F

ＡＤＳＳ 岡山市北区駅元町１５番１号岡山リットシティビル５Ｆ

AIMSGALLERY 岡山市北区平和町1番8号

allium 岡山市南区大福637-14

amorph 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1-8-18ICOTNICOT2F

amp 岡山市北区問屋町12-101Arow&Department1F105

an・glet 岡山市北区北⾧瀬表町2丁目

AndyNextJapan 岡山市北区錦町7-17

anotherface 岡山市北区出石町1-9-17

archivist. 岡山市北区磨屋町9-26下電ロイヤルギャラリービル

art space MUSEE 岡山市北区中山下1-8-45クレド岡山3階

ARTEMIS THE ROOM CHEER 岡山市中区海吉2339-23

ARTEMIS THE SHOP OKAYAMA III 岡山市北区広瀬町５番３号ジュネス1F

ASBee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4F
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

Aster 岡山市北区問屋町12-101アローアンドデパートメント

Avelia 岡山市北区磨屋町８番地２６

BABYLON 岡山市北区奉還町2丁目12番2号

BALANCE OKAYAMA 岡山市北区問屋町26-106

Bali-mimpi 岡山市中区藤原光町3-1-5倉庫

BEAMS OKAYAMA 岡山市北区中山下1-8-45クレド岡山1階

bevroswomens 岡山市南区新保１６０２

BIB 岡山市北区蕃山町２番２０号国交ビル１０２

BIG STONE BRIDGE 岡山市北区中仙道56-107

BIRDS 岡山市北区内山下1-7-8アレグリア101号

Blackmail 岡山市北区表町2ー6ー48

BLOCK BASTA 岡山市北区表町2丁目6-45栄町パーキングビル1階

bonheur a vous 岡山市中区門田屋敷2-2-25

BORNYARD CLOSET 岡山市北区幸町6-22徳山ビル1F

BOUTIQUE SHOW 岡山市北区表町２丁目５番４号

branshes ラッドチャップ イオンモール岡山 岡山市北区下石井１丁目２番１号４Ｆ

BRASSBOUND 岡山市北区花尻ききょう町12-107

BROOK 岡山市北区表町１丁目１番２０号

BROOK LUNE 岡山市北区表町1丁目10-15

BROOK MARE 岡山市北区表町1丁目4-1

BROOK sheth OKAYAMA 岡山市北区中山下1丁目11-54岡山ロッツ1F

Ｂｒｏｔｈｅｌ 岡山市北区田町２−１−１木村ビル４０５

CARuSYA 岡山市北区表町1-3-29

CASANOVA&CO 岡山市北区野田３丁目１番２９号

CHUCKLE 岡山市北区中山下1丁目7-1篠原ビル101号

Chume～ちゅめ～ 岡山市北区横井上54-4ヴィラジャスティスA102

CloC 岡山市東区西大寺上2丁目7-4

Cocoro株式会社 岡山支店 岡山市中区海吉1759-24

Collections KATAYAMA コレクションズカタヤマ 岡山市北区表町１丁目10-17カタヤマファッションビル1F

conem 岡山市北区今1-5-5サリチェ・イマA203

COS-LOG 岡山市北区昭和町4-4-1F

couleur 岡山市北区田町1-3-4近藤ビル2F-A

Coup de Coeur AM岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山店3階

Coup de Coeur 岡山ロッツ店 岡山市北区中山下1-11-54

Coup de Coeur 津高店 岡山市北区横井上83番3号

Cream 岡山市北区津島南2-1-30

DANKAN 岡山店 岡山市北区幸町8-25岡山エクセルビル1F

Day GLORY 岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山3階

DECADE OKAYAMA 岡山市北区平和町6-13

Ｄｅｃｏｒ 岡山市北区問屋町２６−１０２沢井ビル１Ｆ

DELUXE 岡山市北区平和町3番22号

ｄｅｓｓｉｎ 岡山市北区幸町９−２１フジタビル３階

dessin 岡山市北区磨屋町９番２５号

DIESEL 岡山 岡山市北区駅元町1-1さんすて岡山北館1F

DINGDONGDANG 岡山市中区江崎113-3

DOUBLESTANDARD 岡山天満屋店 岡山市北区表町2-1-1

douce 岡山市北区中山下1-8-45クレド岡山1階

DRIVE 岡山市北区奉還町2丁目9-9

Due 岡山市北区中仙道1-1-23

EMODA岡山一番街店 岡山市北区駅元町一番街地下３号

es.kaco＊Haru 岡山市北区半田町4-44-1

ESCAPE 岡山市北区中山下１丁目１１番１５号
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

FASHION HOUSE YOU&I 岡山市北区今3-9-8

FASHION HOUSE マミータ 岡山市東区中川町310-8

FeeGoo 岡山市北区表町1-3-27

FeminineCafe岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山3F

femme 岡山市中区門田文化町２丁目１１番２８号

flag 岡山市中区門田文化町２丁目１１番２８号

FLEX GALLERY岡山店 岡山市北区田中119-101

florentins 岡山市北区中島田町1-5-24ディアス中島田201

FORTY FIVE 岡山市北区幸町6-23

Fukuya 岡山市南区西大寺南1ー2ー5天満屋ハピータウン西大寺店2階

FURDAL 岡山市北区西島田町4-22パティオ西島田103

Galet 岡山市北区表町1-10-16

gelato pique 岡山一番街店 岡山市北区駅元町一番街地下３号

Glasses yamauchi 岡山市北区今5-1-31

GRAND BACK グランバック 岡山 岡山市北区表町1-5-1

HAL SUITイオンモール岡山 岡山市北区下石井1-2-1イオンモールオカヤマ4F

HAL SUIT東岡山店 岡山市中区⾧岡428-1

Handmade sakana 岡山市南区福富西1-1-14クラース福富904

Happiness 岡山市北区表町1丁目10新表町アルバビル3階

Harlem Shuffle 岡山市北区中山下1-4-22

Horse and Deer 岡山市南区築港新町1丁目23番22号

Ikka イオンモール岡山 岡山市北区下石井１−２−１イオンモール岡山２Ｆ

Ｉｎ ＳＴＡＴＥ 岡山市北区田町１−２−１

indigo 岡山市中区湊1026

INTERNATIONA RELATION 岡山市北区磨屋町２−５

INTERNATIONAL RELATION F 岡山市北区磨屋町2-5-2F

INTERNATIONAL RELATION イオンモール岡山 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山1F

ITO brand SHUHARI 岡山市北区中仙道55-103

IWAI 岡山市中区門田本町２丁目2−47−9

J.B.BLUE 岡山市北区表町一丁目8番地4号

JAROW 岡山市北区奉還町3-12-11

JEANSFACTORY岡山店 岡山市南区妹尾4087-1

JEWELRY MOI PLUS 岡山市北区問屋町1-103フェスタ館1F

JEWELRY MOI 岡南店 岡山市南区築港新町1-18-5天満屋ハピータウン1F

JEWELRY MOI 岡北店 岡山市北区中井町2-2-7天満屋ハピータウン1F

JEWELRY MOI 西大寺店 岡山市東区西大寺南1-2-5天満屋ハピータウン1F

JEWELRY MOI 津高店 岡山市北区横井上83-3エブリィOkanaka津高1F

jhakedchy 岡山市北区庭瀬265-19

Johnbull Private labo岡山店 岡山市北区問屋町25-101

jolie 岡山市南区新保448-1サンライズ北新保B101

ＪＵＤＧＥ JUDGE by MOLDNEST 岡山市北区錦町7ー17中村ビル1F

J子の座談会 岡山市北区富町1-7-23

ka・kiy・ku・ke・ko 岡山市東区浅越232-3

KABAN-YA 106 岡山市北区大元上町2-7KABAN-YA106

koe 岡山店 岡山市北区中仙道１丁目４番７号

KUSHITANI クシタニ岡山店 岡山市北区北⾧瀬表町2丁目17-80

lucca 岡山市北区表町1丁目3番8号

LUCK 岡山市北区富田419-4コマハウス101

M.A.Liberal 浅越出張所 岡山市東区浅越232-3

manmarusorairo 岡山市南区彦崎3200-142

marche de tanto 岡山市北区首部313-1

Masayo Creation 西大寺 岡山市東区西大寺中2丁目1-24株式会社APC内
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

MAYA 岡山市北区天神町9-39上之町会館303

ma-yu 岡山市南区新保663番地2

mehndi room Laule’a 岡山市中区雄町135-15

menecshe 岡山市北区奉還町2-7-14

Mi Eyes 岡山市北区奥田南町4-47

miel 岡山市南区西市567-6-602

mikuma 岡山市北区伊島町1-3-41

mitsuba 岡山市北区丸の内2-12-21

Moda Style 岡山市南区下中野1401番地7

Monika 岡山市中区原尾島1-6-20天満屋ハピータウン2F

monotone leather 岡山市東区広谷436-1-2

Mother’s Hand ーマザーズ・ハンドー 岡山市南区泉田3-5-3

MOTOSTYLE-STORE 野田屋町店 岡山市北区野田屋町2-6-14

MUSASHI by DieodeDesign 岡山表町店 岡山市北区表町2丁目6-46

Muse Chaosanroad 岡山表町店 岡山市北区表町1-9-42

m-クラフト 岡山市南区箕島1209-4ビ・ウェル妹尾502号

N’s SHOP 岡山市中区原尾島1丁目-13-23レインボーパートⅡ101号室

Nacoco. 岡山市東区西大寺中野728-5

NAME. 岡山市北区磨屋町9-26ロイヤルギャラリービル1階

natural garden purprea 岡山市中区下126-1

nei natural-life 岡山市北区出石町1-2-33

NeU NeU-ノウ- 岡山市東区益野町673-2

no good 岡山市北区表町2-2-29

nonohana soranotori 岡山市南区松浜町6-8comomoビル1F

one day 岡山市北区平和町6-14

one scene 岡山市北区奉還町4丁目7-16NAWATE

One-Any Co.,Ltd. 岡山市南区箕島958-9

ONLY 岡山店 岡山市北区磨屋町10-20磨屋町ﾋﾞﾙ1F

onoto 岡山市北区野田屋町１丁目４番１７号

Orange Crown Tailor 岡山市北区大安寺南町2-1-30

OUTDOOR PRODUCTS ODイオンモール岡山店 岡山市北区下石井１丁目２番１号イオンモール岡山2Ｆ

ovede 岡山市北区建部町品田１３１３番地１１

PAWN SHOP RiZ 大元店 岡山市北区大元2-6-26

PEPPY 岡山市北区今3-23-30セジュール今A202

Perfect Suit Factory PS岡山店 岡山市北区中山下2-3-1岡山ゴム会館1F

Petite Princesse 岡山市北区北⾧瀬表町3丁目11-5マーガレットM3901

PLYWOOD CIRCUS 岡山市北区上中野1-19-47

PLYWOOD CIRCUS BEVERLYHILLS 岡山市北区出石町1-7-7

PLYWOOD CIRCUS PLYWOOD 岡山市北区問屋町25-104

pottery きなり 岡山市東区城東台東2-2-10

PRINT-5 岡山市北区下中野348番地101

Private salon Aimy 岡山市中区平井5丁目7-47-3

Progress 岡山市北区辰巳27-106

putiputi-123 岡山市北区小山323-2サントノーレ備中高松201号

q.b.c HOPE 岡山市北区表町1-9-61

RAG STORE 岡山市北区辰巳5-120

RAY 岡山市北区撫川1050-1

Reception 岡山店 岡山市北区中山下1-10-20

Retikle 岡山市北区駅前町2-2-22

Reve 岡山市中区倉富122-9

Rin 泉 岡山市北区平山844-119

Roots 岡山市北区錦町8-21オカウラビル1階
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

salon-de-PORTA 岡山市北区奥田１丁目５番７号３０３

SARTORIA SANDA 岡山市北区田町1丁目1-1チサンマンション1階

Scratch 岡山市中区浜６１１番地１７

Scratch 岡山市北区表町1-3-20

Scratch Harlem Shuffle 岡山市北区中山下1-4-22

Scratch HiPBONE SLiM 岡山市南区米倉96-16

seek:let 岡山市北区幸町2ー26竹谷ビル1F

SELEPIE 岡山店 岡山市北区表町1丁目7-23友杉ビル1F

SELEPIE 大元店 岡山市北区西古松２５２番地１０７

Selltulo 岡山市北区奉還町2丁目9番地8

SHOES SELECT STORE 岡山店 岡山市北区中山下1-10-20

SHOT 東岡山店 岡山市中区下474番地2

SHOT 米倉店 岡山市南区米倉124番地

shoushou 岡山市北区川入689-9

SILVER EAGLE 岡山市北区表町2-2-4

SóFFice 岡山市北区表町2-3-13

STORY Okayama 岡山市北区幸町2-10山部ビル

studioMOMO 岡山市南区箕島271-3

SUNSHINE 工房 岡山市北区奉還町3-7-15

SWASTIKA 岡山市北区奉還町2丁目9番地4

Sweet Sue 岡山市北区中山下1丁目5-50

tambourine-タンバリン- 岡山市北区奉還町１丁目５−５

THE NORTH FACE CRED OKAYAMA 岡山市北区中山下1-8-45NTTクレド岡山ビル1階

THE SUIT COMPANY ＴＳＣ 岡山店 岡山市北区中山下二丁目2番1号エスパス岡山内

Treasure Horikawa 岡山市南区中畦821−2

TRECODE 岡山店 岡山市北区下石井１丁目２−１イオンモール２Ｆ

Unstable 岡山市北区表町1丁目8-50明月ビル2階

velvet*paw 岡山市中区江崎103-2

Ｖｅｎｔｄｏｕｘ からふるうろこ 岡山市北区野田屋町２丁目２ー４甲斐ビル１階

VIARU 岡山市北区中央町9-12赤ん坊ビル1階

Vivid Garden 岡山市北区磨屋町9ー30ー505

wachi屋 岡山市南区藤田426-81

with NYAGO 岡山市北区表町３丁目７番７号表町れとろビル３Ｆ

XLARGE X girl 岡山 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山3F

YUI SPACE 岡山市北区富田町2-12-17

Z-CRAFT 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2F

アーツ 岡山市南区新保６６７−１０

アイエス・マスヤ ドリームタウン店 岡山市南区妹尾844-1

アイビー・リール 岡山市北区東古松３丁目３番３０号ウィンクルム東古松Ａ−１

アップワード 岡山市北区首部３３１−１

アフロブルー 岡山市北区表町１丁目３番１４号

アムル 岡山市北区表町2ー７−１４

アメリカヤサイダイジ 岡山市東区西大寺中1-13-22

アルテミス ザ・ショップ 岡山市北区下中野356-101

アン・ブッケ 岡山市北区表町２丁目2-75

アンクオーレ 岡山市南区三浜町2-6-28

アンクオーレ クラフトカフェレガロ 岡山市南区築港ひかり町3-1

あんどぴいす 岡山市南区内尾457-7

アンファン＆リエール 岡山市北区表町１丁目4-69

イシイハット 岡山市北区奉還町2丁目8-14

いちのせ 東岡山店 岡山市中区下１４−１

いちのせ 福富店 岡山市南区新福２丁目１３番１９号
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

イッシュフー 問屋町店 岡山市北区問屋町12-103

イトウゴフク Okanaka津高店 岡山市北区横井上83-3エブリイOkanaka津高内3階

イトウゴフク操南店 岡山市中区平井7丁目1-5フレスタ操南店2F

ウィッチ 岡山市南区新保655-1

エスポワール 岡山市北区小山516-2

エタニティー 岡山市北区奉還町1ー12ー1

エルサ 津高店 岡山市北区横井上107

エレガンスみやけ 錦町店 岡山市北区錦町6番地10号

エレガンスみやけ 表町店 岡山市北区表町2丁目2番地29号

おしゃれなくらしのお手伝い やお 岡山市南区大福136-5

オリーブ＆アンティーク すずめ 岡山市東区西大寺浜256-2

お宝発見 なるはや 岡山市北区今8-14-101

お宝発見 岡山店 岡山市南区当新田121-1

かなみつ 岡山市北区大供表町3-24

ガルディ 岡山原尾島店 岡山市中区浜605-2

ガルディ 岡山野田店 岡山市北区野田2-7-6

ガレージ パラダイス 岡山市北区下中野347-110ユアマンション1F

カンコーショップ岡山 岡山市北区下石井１丁目１番３号日本生命岡山第二ビル新館１階

きもの こはる 岡山市中区倉富137-5

ぎゃらりー襴 スイード 岡山市東区西大寺射越２７１

キュアフォレスト 癒しの森 岡山市北区西辛川525-1シャーメゾン21-A101

キングファミリー岡山平井店 岡山市中区平井6-7-23

グラート岡山店 岡山市北区大学町４番１１号

グラスアンドアート 岡山店 岡山市北区磨屋町8-28-8

クリスティ 岡山市南区大福４３２番地の２２

グレイト 岡山市中区倉田１８２−２

コーダ 灘崎店 岡山市南区西紅陽台3ー1ー156

ココディール 岡山一番街 岡山市北区駅元町１−１−Ｂ１Ｆ

コットンハウス タカキ 岡山市北区表町１丁目１０番１９号

コットン古都夢 岡山市北区出石町1丁目8-6

コムサイズムシネマタウン岡南 岡山市南区築港新町1-25-1シネマタウン岡南1F

ゴルフクリニックエプロン 岡山市中区倉富367-10

コンバート 岡山市中区倉富３６７−１０

さくらや岡山店 岡山市南区泉田4-5-29

ザザホラヤ ビッグエムワン岡山店 岡山市北区花尻みどり町９−１０７

ザッカギャラリー カラーズ 岡山市南区箕島302-7

サルバトーレ ベニート 岡山店 岡山市北区北⾧瀬表町2-17-80ブランチ岡山北⾧瀬J120

サロンド・フジタ 岡山市南区当新田７４番地の７

サロンドレラーシュ 岡山市北区野田屋町2丁目３−５

ジェムズパレット 1号店 岡山市北区表町2-7-15

ジェムズパレット 2号店 岡山市北区表町1-10-22

シュ−・プラザ岡山西大寺店 岡山市東区西大寺中野４２９−１

シュ−・プラザ岡山店 岡山市南区下中野１−１

シュ−・プラザ岡山藤田店 岡山市南区藤田５６０−２１４Ｐモール藤田内

シュ−・プラザ津高店 岡山市北区津高３９３−１

シュ−・プラザ東岡山店 岡山市中区神下４７５−１

シューズカンパニー 高屋店 岡山市中区高屋36ー1マルナカ高屋2F

シューズ愛ランド 岡山十日市店 岡山市北区十日市西町1-38

ジュエル桂 岡山市中区海吉１４４１−１

しろくまデザイン 岡山市中区国府市場５４１番地９

シンコ プントス 岡山市北区十日市西町7-8

スニーズステア問屋町店 岡山市北区問屋町27-108-1F
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

スピック 岡山市北区田町1-1-3-104

セレクトショップ シェイプ 岡山市南区下中野1424-1

ソーイングさえ 岡山店 岡山市北区表町1-9-68

ダイアナ キメラ 岡山市東区瀬戸町沖309-6

ダイアナ タマダ 岡山市中区浜3丁目10番1号ディアステージ操山205号室

ダイアナ ポッシブル 岡山市北区奉還町1丁目9番5号ｶﾙﾏ済生会ﾋﾞﾙ1階

ダイアナ マリオ 岡山市東区古都南方2893-157

ダイアナ ライズ 岡山市北区今6-7-8アルファスタイル今303号室

ダフェ 岡山市北区下石井２丁目９番６７号１Ｆ

ダルマヤ靴店 岡山市北区西古松2-28-5

チャコット 岡山店 岡山市北区表町2丁目7-34

ティーアップス 本店 岡山市北区表町1-4-61

テーラーロンドン 岡山市北区柳町２−２−１

テーラー井上 岡山市北区今2-17-3

トミヤ クロノファクトリー1038店 岡山市北区表町2丁目2-61

トミヤ タイムアート店 岡山市北区表町2丁目2-60

トミヤ メカミュージアム店 岡山市北区表町2丁目1-39

トミヤ ユーロサロン店 岡山市北区表町2丁目2-58

トミヤ 表町スタイルストア 岡山市北区表町２丁目2-80

トミヤ 本店 岡山市北区表町2丁目2-83

とみや呉服店 岡山市北区駅前町１丁目１０番２８号

なりこまや洋品店 岡山市南区妹尾298

ネイルンデコ 岡山市北区富田５０１番地６

バッグの専門店 BOX 岡山市北区表町１丁目9-53

パナコム 岡山市南区青江６−２−２４

ハニークラブ岡山シネマタウン店 岡山市南区築港新町１−２５−１イオン南宮崎店１Ｆ

ハニーズOkanaka津高店 岡山市北区横井上８３−３エブリィＯｋａｎａｋａ津高２Ｆ

ハニーズ原尾島店 岡山市中区原尾島１−６−２０ヨークベニマル石岡店１Ｆ

バビーノ・ドゥーワ 岡山市北区問屋町25-103

バラエティショップコンドウ 岡山市中区江崎103-2

はらだしの 岡山市中区藤原西町1-3-47-7

バルーン夢工房 岡山市北区問屋町１９番地１０３

はるやま岡山西大寺 岡山市東区西大寺中野428-1

はるやま岡山青江店 岡山市北区青江1-17-21

はるやま岡山大安寺 岡山市北区大安寺南町1-7-24

はるやま岡山大元店 岡山市北区西古松西町7-18

はるやま岡山平井店 岡山市中区平井3-1072-1

はるやま岡山平島店 岡山市東区南古都426-1

ハレマチ特区365 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山5階

バンビー二 岡山市北区表町1丁目1-23

ピアノピアーノ 岡山市北区幸町4-4

ビッグアメリカンショップ KIDS店 岡山市南区西市99-16

ビッグアメリカンショップ 津島店 岡山市北区伊島北町11-1

ビッグアメリカンショップ 東岡山店 岡山市中区兼基162-2

ビッグアメリカンショップ 南店 岡山市南区西市99-1

ビッグアメリカンショップ 本部 岡山市北区奉還町2-15-15

ビューティーアピール 岡山市北区下中野36-2-1033BUIL202

ファッションラボ 岡山市北区平田385-13

フォーエル 4L岡山西⾧瀬店 岡山市北区西⾧瀬118-1

プチシルマ健康館 岡山店 岡山市北区田中１０３‐１０５エバンスワケⅡ１０１

ブティック パルファン Parfum 岡山市北区表町1丁目9-46

ブティックぽるて 岡山市南区築港新町2-12-23
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

プライス 岡山店 岡山市南区豊成３丁目１番１００号

プラザA 岡山店 岡山市北区下中野1222-5

ブランドＣａｉＣａｉ岡山店 岡山市北区野田屋町1-1-17

ブランドショップハピネス 岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山1F

フルフル 岡山市北区表町１丁目４番６７号

プロスワイ 岡山市北区表町１丁目１０番８号

へいたいや 岡山市北区奉還町2-15-4

ベクトル蕃山町店 岡山市北区川入745-6

ベストフット 岡南店 岡山市南区築港新町1-2-300

ベル・ブランシェ メルエフィーユ店 岡山市北区表町1-4-35表町Nビル1F

ポーラピオーネ 岡山市中区浜3-2-18

マルオカヤ 本店 岡山市北区表町２丁目6-59

マレシ タラータ 岡山市北区表町１丁目９番３７号

ミモザ エブリイ津高店 岡山市北区横井上83ー3エブリイOkanaka津高店

ミモザ ハピータウン原尾島店 岡山市中区原尾島１丁目6ー20ハピータウン原尾島店２Ｆ

ミモザ ゆめタウン平島店 岡山市東区東平島163ゆめタウン平島店２Ｆ

ミモザ 岡山大安寺店 岡山市北区野殿西町332-7

ミモザ 東岡山店 岡山市中区⾧岡462-1

メンズショップ マルコシ 岡山市東区金岡西町６３９−８

メンズショップかめい 岡山市北区中央町3-10

モリモト商店 岡山市北区奉還町2丁目1番地17

やすだ靴店 ゆめタウン平島店 岡山市東区東平島163ゆめタウン平島店内

やすだ靴店 万倍 岡山市南区万倍10-3

ユニクロ 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4階

ユニクロ 岡山岡北店 岡山市北区中井町2丁目5番35-2号

ユニクロ 岡山十日市店 岡山市北区十日市西町8番23号

ユニクロ 岡山中仙道店 岡山市北区北⾧瀬表町2丁目13番15号

ライトアングル 岡山市南区福富西２丁目２３番３９号

ライトオン BNイオンモール岡山店 岡山市北区下石井1丁目2番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山3F

ライトオン シネマタウン岡南店 岡山市南区築港新町一丁目25番1号

ライトオン 岡山ロッツ店 岡山市北区中山下1-11-54

ライトオン 岡山西市店 岡山市南区西市98-6

ラフリラ 岡山市北区表町2丁目4-5

らんじぇりー麻里 岡山市北区表町2-6-64雷電館2F

リサイクルソーコ大元店 岡山市北区大元駅前3-27-2

ルーク神戸 ファッションセレクト 岡山市北区表町1-10-301階

レディースファッション Nana 岡山市北区奉還町４丁目14-6

ロードハウス 岡山市北区問屋町1-103フェスタ館1F

衣裳屋 オテンテン 岡山市北区奉還町3-13-5

岡山リハビリ機器販売 岡山市南区泉田350番地1

岡山城御みやげ処 岡山市北区丸の内2丁目3-1

屋根裏attic 岡山市北区中仙道1-1-23Due2階

花と雑貨m’sR 岡山市北区下伊福本町2-10

迦楼羅 本店 岡山市北区表町3丁目6-23

学生服のキャンパスおかやま 岡山市北区中仙道2-6-16

学生服リユースshopさくらや庭瀬店 岡山市北区平野846-6笠原マンション1階東側

学生服専門店ヤング 岡山市東区西大寺中野本町４番１号

株式会社チヂキ 岡山店 岡山市南区藤田566-185

株式会社ワンズ 岡山市北区大元上町１１番６号

株式会社ワンバイワンクリエイト 岡山市南区新保９５１番地１０

京呉服 好一 城東店 岡山市東区沼１３１０−１

京呉服好一株式会社 岡山市北区辰巳2-106
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

金のぶた 岡山市東区東平島1214-5

靴のキシモト 岡山市東区西大寺中１丁目１０番６号

月美ｓｔｙｌｅ 岡山市中区湊１３６０−１０

虎太郎屋 岡山市北区下伊福本町8-10

今屋 マーサー店 岡山市南区妹尾877-1

佐賀屋 岡山市北区大安寺西町1-8-1

坂田制作室 岡山市北区吉備津1003-33

三吉テーラー 岡山市北区津島福居1-3-8

山本商事 岡山市南区福富西2丁目23-8

手芸センター ドリーム 東岡山店 岡山市中区高屋１５８−２

週営堂 岡山市北区表町1丁目4-66

色基地 岡山市東区東平島２０９−４

人zin/jam 岡山市北区出石町1ー8ー1

人zin/jam 津島店 岡山市北区津島南1丁目2-7Tsushimamall

菅公学生服 岡山市北区駅元町15-1岡山リットシティビル5F

世界中のwakuwaku集めました 本店 岡山市北区久米222-7

清水屋呉服店 岡山市南区妹尾501-3

生活雑貨 ティンクルティンクル 岡山店 岡山市北区大安寺南町２丁目２−３３

川崎商会 岡山店 岡山市南区妹尾２６１３番地１

太一工房 岡山市東区目黒町133-1

大吉 岡山市南区青江６−２−２４

辻が花レンタル 岡山店 岡山市北区田町2-5-8

東京靴流通センタ−岡山大安寺店 岡山市北区大安寺南町１−１−１０７

東京靴流通センタ−倉田店 岡山市中区倉田６４２−１

東京靴流通センタ−妹尾店 岡山市南区妹尾２４３５−１

桃太郎ジーンズ岡山店 岡山市北区駅前町1-8-18

藤井商店 岡山市北区中仙道56-111

鳶 黒田 岡山市南区西高崎5番地4

内田プランニング 内田屋 Cafe & Gallery 岡山市中区江崎491-3

美・サポート 岡山市北区十日市西町１１番４５号

婦人服メイ 岡山市南区泉田3丁目2-31

冨貴屋 岡山市北区矢坂本町7-8

武田洋服 岡山市北区天神町２−２２武田ビル１Ｆ

福島呉服店 岡山市南区迫川５１４−１

蜂谷商事 岡山市北区問屋町11-103

帽子の店 万京 岡山市北区表町１丁目10-18

無量樹 岡山市北区表町2丁目7-3

有限会社エビスヤ アンシャーリィ 岡山市東区西大寺南1-2-5テンマヤハピータウン2F

有限会社シルク 岡山市南区福富中2-19-5

洋服の青山 岡山青江西店 岡山市南区新保412番地

洋服の青山 岡山青江店 岡山市北区青江一丁目24番10号

洋服の青山 岡山大安寺店 岡山市北区大安寺南町一丁目1番59号

洋服の青山 岡山平島店 岡山市東区東平島98番地の1

洋服の青山 東岡山店 岡山市中区神下155番1

立岡靴工房 岡山市北区内山下2-11-5

龍祥本舗 岡山市南区新保1155-11

和來 岡山市北区足守932
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

赤木電機 岡山市北区中山下１丁目６番５５−１０１号 12月25日から適用

カイタックリビング アメニカ 岡山市北区問屋町１−１０３ 12月25日から適用

Mon Petit Chou 岡山市北区北⾧瀬本町3-4B-202 12月16日から適用

（有）大熨器械商会 岡山市東区西大寺中３丁目１７番１０号

CRESCENDO 岡山市北区春日町２−１９ 春日トーケンレジデンス１Ｆ

FOREST HOUSE 岡山市北区新庄下 2236-1

ケアローソン岡山シンフォニービル店 岡山市北区表町1-5-1

河村福祉サービス 岡山支店 岡山市北区田中633番地1

額縁・掛軸専門店 オリエント山陽 岡山市北区花尻ききょう町16-111

小川電器 岡山市中区新京橋3-14-8

東心 岡山市中区江並90-7

AXCIS CLASSIC 岡山市北区田中134-105

axcis nalf 岡山市北区田中624-1

AXCIS STORAGE 岡山市北区下中野365-103

BroadKnight 岡山市中区中納言町６番３０号サンポウ旭川マンション７０３

ELD 岡山店 岡山市北区横井上２０番地３

ELSヨシオカ 岡山市北区平田170番地113

FRANK暮らしの道具 岡山市中区藤崎202-9

GABBEH GALLERY 岡山市北区石関町1-4-11階

HAMON 岡山市北区天神町9-41

Mdenねっと ビナン 岡山市東区西大寺南1丁目1番22号

Mdenねっと瀬戸店 岡山市東区瀬戸町光明谷183−6

RSystem 上道店 岡山市東区上道北方６５６番地

TOP21 津島店 岡山市北区津島南２丁目１番２５号

Yogibo Store イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山店3F

あっとホーム 岡山市東区神崎町178

アポロちぇーん 藤原店 岡山市中区藤原西町２丁目１−１６

アポロちぇーん 富山店 岡山市中区海吉1846

インテリアショップマージナル岡山店 岡山市北区野田3-23-5

インテリアデザイン ヴィーナス 岡山店 岡山市北区大内田８３６ー１

インテリア家具&雑貨 SAKU*la 岡山市北区今７丁目６番８号

インフォポート合同会社 本店 岡山市北区下中野４７７番地５

エディオンみちにし電器 岡山市中区中井4丁目12-12

エディオン一宮店 岡山市北区楢津621-1

エディオン岡南店 岡山市南区新福2-11-10

エディオン下中野店 岡山市北区下中野441

エディオン久山電器 岡山市北区栢谷1758-3

エディオン城東店 岡山市中区下509-3

エディオン西大寺店 岡山市東区松新町164-1

エディオン東川原店 岡山市中区東川原215-1

エディオン藤崎店 岡山市中区藤崎701-10

エディオン奉還町店 岡山市北区奉還町4-15-14

エディオン牟佐店 岡山市北区牟佐133-1

オーディオマエストロ 岡山市北区津島南2-5-6

オカモトデンキ 岡山市東区金岡東町1-8-4-1

オフィスナーガ龍庵 LONRA 岡山市北区表町3丁目20-19

カーテンじゅうたん王国 岡山今店 岡山市北区下中野785-2

カイタックリビング 岡山市北区問屋町1-103フェスタ館2F

カリモク家具岡山ショールーム 岡山市北区撫川１４８６

グランド電機 円山店 岡山市南区築港緑町2-12-6

グランド電機津島店 岡山市北区津島新野1-1-10

◆各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチン用品
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

ケーズデンキ 岡山西大寺店 岡山市東区西大寺南1丁目2番1号

ケーズデンキ 岡山大安寺店 岡山市北区大安寺南町2丁目3-43

ケーズデンキ 藤田店 岡山市南区藤田560-331

さしこう岡山大福店 岡山市南区大福134-7

サンホープ 岡山市中区祇園１０６番地

しもやまでんき 岡山市北区西辛川３２２番地１号

すぎもとでんき 岡山市北区東山内28-1

ソニーショップSEIWA 岡山市北区駅元町22-15

ソフトバンク イオンモール岡山 岡山市北区下石井１丁目２‐１イオンモール岡山３階

ソフトバンク フレスタモールカジル津島 岡山市北区津島南１ー２−７フレスタモールカジル津島

ソフトバンク 岡山駅前 岡山市北区錦町6-15

ソフトバンク 岡山西バイパス 岡山市北区田中129-104

ソフトバンク 岡山築港 岡山市南区築港新町１丁目５ー３０

ソフトバンク 岡山平井 岡山市中区平井７丁目１の５

ソフトバンク 下中野 岡山市北区下中野３４１‐１０１

ソフトバンク 高柳 岡山市北区高柳西町７‐３５

ソフトバンク 山陽マルナカ庭瀬 岡山市北区平野８６０ー２

ソフトバンク 山陽マルナカ平島 岡山市東区東平島１６０９山陽マルナカ平島店１階

ソフトバンク 西大寺 岡山市東区西大寺中野本町８ー３２

ソフトバンク 泉田 岡山市南区泉田３３６‐１

ソフトバンク 東岡山 岡山市中区高屋２９５‐３

ソフトバンク 東川原 岡山市中区東川原１４０ー１

ソフトバンク 妹尾 岡山市南区妹尾２６８５‐１

タカキ電器店 ワールド21 妹尾店 岡山市南区妹尾1776

たかやまでんき 岡山市南区あけぼの町1番3号

つゆき 岡山店 岡山市北区富田525-1

トモデン 岡山市北区大和町2丁目8-17

ハードオフ 岡山野田店 岡山市北区野田3ー23ー12

ビーナスベッド 岡山市北区大内田７１５番地３

ビッグウッド FC岡山南店 岡山市南区当新田399-1

ビッグウッド FC岡山本店 岡山市北区津高152

ビックカメラ 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1-1-1

フランスベッド販売 岡山ショールーム店 岡山市北区野田3-23-16

ベスト電器 岡山本店 岡山市北区下中野377-1

メルタスMA岡山 ツナシマ 岡山市南区藤田1829-21

メルタス岡山いぬかい 岡山市北区川入981

モリデンキショウカイ 岡山市南区箕島1352-3

ヤマダアウトレット岡南店 岡山市南区新福1-2-10Ｎｅｗ岡南本店内

ヤマデン 岡山市中区浜３丁目６番２６号

やよい電器 岡山市東区西大寺東二丁目３−２２−７

ゆくり 岡山市北区撫川173-1

より添う心書家 大塚 恵 岡山市北区富原3296-103

リビンズ坂本 田町店 岡山市北区田町2-10-18

リビンズ坂本 福浜倉庫店 岡山市南区福浜町4-2

リブタケハラ 岡山市東区松新町８１６−１

リブレル 岡山市北区天神町９番３９号上之町会館３Ｆ

レヴァリージャパン 岡山市北区今１−７−１３

ワイモバイル イオンモール岡山 岡山市北区下石井１ー２ー１

ワイモバイル ゆめタウン平島 岡山市東区東平島１６３番地

ワイモバイル 岡山大福 岡山市南区大福３４６‐７

ワイモバイル 岡山東川原 岡山市中区浜６０４ー３トラスト井上ビル

ワイモバイル 東岡山 岡山市中区兼基２２８‐１
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

岡山チャイルド社 岡山市東区沼１３０９番地１

河田電器店 岡山市北区御津金川113-1

花口電機 岡山市東区西大寺中野本町３−２

株式会社グランド電機円山店 岡山市中区円山54-13

株式会社クロスメディアピクチャーズ 岡山市北区野田3-1-13

株式会社コートー電器 岡山市中区四御神159番地の8

株式会社マツヤデンキ ＭＡ妹尾店 岡山市南区箕島1275-1

株式会社大成センイ 岡山市北区問屋町27-105

株式会社鳥越本店 岡山市東区西大寺中１丁目１２４

器はうす 岡山市北区奥田１丁目４番１５号

菊楽電器 岡山市東区西大寺中野本町11-12

協同組合瀬戸内ファニチャー 岡山市北区大内田808番3

三垣建材店 本部 岡山市南区三浜町１丁目９番１０号

山三電機 岡山市東区西大寺中3丁目８−２０

四谷電機 岡山市東区東平島51-1

住まいのマルワ 本店 岡山市中区雄町163-1

住まいるネット 高松店 岡山市北区高松原古才２５３番地の２

住まいるネット庭瀬店 岡山市北区平野361-5

照泰仏堂 IMA KOKOKARA Cafe 岡山市北区三門西町１−１

照泰仏堂 本店 岡山市北区三門中町２−１１

照明センター 岡山市北区石関町3-2

畳屋 藤田光一本店 岡山市中区小橋町2丁目3-12

厨房館 岡山市北区新屋敷町1-10-13

成歩堂 岡山市南区泉田２丁目６−１５福電ビル202号

晴れの国ネット 本店 岡山市北区中山下1-10-10新田ビル3F

西江無線電器商会 岡山市南区妹尾４６８番地

西村畳店 岡山市中区国富６０８

大久保家具 岡山店 岡山市北区矢坂東町１２番６５号

大橋商店 岡山市南区箕島２５１番地

大林ミシン商会 ウエスギミシンプラザ 岡山市北区中山下１ー8ー45NTTクレド岡山ビル3F

中田時計電器商会 岡山市東区楢原５０２

低速電脳 岡山店 岡山市南区豊成1-6-9

田中木材産業 岡山市南区藤田２１１５

電化のやすだ 岡山市北区奥田南町１番３１号

電気屋カイブキ 貝吹電化センター 岡山市中区藤原西町1-3-26

南條ふとん店 岡山市南区福吉町２９−１４

北欧ライフインテリアショップ AITOLIV 岡山市北区問屋町7-102BOOTHBLDSOUTHWIND1F

眠りのこだわり ミューデ 岡山市北区表町３丁目７番２４号

木下ラジオ電化商事有限会社 岡山市北区表町３丁目６番３２号

矢吹電器 岡山市北区一宮山崎５１番地２

有限会社ｅ−テクノ 岡山市北区大安寺東町7-6

有限会社ＹＣ Ｆａｃｔｏｒｙ 電器のでん助 岡山市北区津高台４丁目２０５６−７

有限会社エース 岡山市南区三浜町2-2-36

有限会社エムラ電化 岡山市北区伊福町３丁目２６番１９号

有限会社クロダ電気店 岡山市北区御津金川282-12

有限会社岡山ラジオ電気商社 岡山市北区表町１丁目９番５９号

有限会社清水冷機製作所 岡山市南区福吉町２８番１７号

用品販売 岡山市東区中尾２６０番地２１



18

店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

33 SPECTACLES 岡山市北区上中野２ー７ー6綾香ビル１Ｆ

HOLON 岡山市南区浦安南町158

TANAKA 岡山市北区表町 2丁目2-81

時計宝石メガネのカンザキ 岡山市東区神崎町２１４番地

４℃ブライダル 岡山ＢＲ 岡山市北区野田屋町１−１１−１グレースタワー１Ｆ

999.9 selected by KAIROS 岡山市北区表町２丁目3-8ジェムシティ表町1F

BASK 岡山市北区磨屋町9ー25おかだビル2f

ＢＩＪＯＵＰＩＫＯ 岡山店 岡山市北区問屋町15-101

Bijoux Fantaisie 岡山市南区曽根315-28

EYEWEAR KAIROS 岡山市北区表町１丁目9-44

JINS イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1丁目2番1号イオンモール岡山3F

JINS 岡山岡北店 岡山市北区中井町2-5-37

LENS STYLE 岡山店 岡山市北区中山下１−１１−４５眼鏡市場庁通り店４Ｆ

mint time 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4F

ReSeT Okayama 岡山市北区中山下2-3-47リセットビル

Ｔ．Ｇ．Ｃ．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１Ｆ

Zoff シネマタウン岡南店 岡山市南区築港新町1丁目25-1シネマタウン岡南1F

Zoff 岡山一番街店 岡山市北区駅元町一番街地下1号

アイズふれあい 岡山市北区白石西新町7-122

アイランドめがね 岡山市北区平野920

アサノカメラ 岡山市北区表町一丁目１０−３３

エヌエス・J 岡山市北区富田町1丁目9-5

カメラのノグチ 岡山市南区並木町１丁目２番２号並木荘１F

サトウカメラ 岡山市北区中山下１丁目１１番４１−１０１号岡山ロッツビルＢ１Ｆ

ジュエリー・タナカ 岡山市北区表町２−２−８１

すぎはら眼科コンタクト 岡山市東区西大寺中野本町11-36

ﾀｲﾑｽﾃｰｼｮﾝNEOｲｵﾝﾓｰﾙ岡山店 岡山市北区下石井1丁目2番1号2F

ドクターアイズ 岡山花尻店 岡山市北区花尻みどり町9-108

ハラ時計店 岡山市東区可知4-1-23

パリミキ エブリイOkanaka津高店 岡山市北区横井上83-3エブリイOkanaka津高店2F

ミルフローライオンモール岡山 岡山市北区下石井１丁目２番１号イオンモール岡山１Ｆ

メガネ＆時計ジュエリーコウモト 岡山市北区津島南1丁目2-7ツシマモール１Ｆ

メガネ・宝石・時計・補聴器 コンドウ 岡山市東区西大寺南１丁目２番５号天満屋ハピータウン西大寺店内

メガネ21北⾧瀬店 岡山市北区今３丁目２６番２３号

メガネのアイガン 伊福店 岡山市北区伊福町３丁目６−８０

メガネのアイガン 大元店 岡山市北区西古松西町9-31

メガネのせのをや 益野店 岡山市東区可知5-140-17

メガネのひらまつ 今店 岡山市北区今2-8-2

メガネのひらまつ 青江店 岡山市北区富田151-1

メガネのひらまつ 平井店 岡山市中区平井７−２−９

メガネの三城 WOC OWNER平井店 岡山市中区平井6-6-11

メガネの三城 岡山駅前店 岡山市北区本町6-36-101第一セントラルビル１Ｆ

メガネの三城 岡山海吉店 岡山市中区海吉1803-1

メガネの三城 岡山南店 岡山市南区あけぼの町34-18

メガネの三城 下中野店 岡山市南区下中野217

メガネの三城 高柳店 岡山市北区高柳西町8-27

メガネの三城 瀬戸店 岡山市東区瀬戸町沖253-2

メガネの三城 西大寺中野店 岡山市東区西大寺中野本町8-32

メガネの三城 東岡山店 岡山市中区兼基138-5

メガネの保﨑 岡山市北区表町３丁目3-32

メガネ本舗 東岡山 岡山市中区下474-2

◆各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カメラ
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

メガネ本舗 米倉 岡山市南区米倉124

ワカサ宝石店 岡山市北区弓之町１０番２３号

岡山のオーダーメイド眼鏡店 めがね工房フラリ 岡山市北区伊福町4-4-31-201

岡山眼鏡店 岡山市北区奉還町2丁目15番15号

岡部時計店 岡山市北区大元1-11-28

眼鏡と、 岡山市北区平和町1-10高塚ビル1階

眼鏡市場 ひがし平島店 岡山市東区東平島１２２０−４

眼鏡市場 岡山新保店 岡山市南区新保３９３−２

眼鏡市場 岡山西大寺店 岡山市東区広谷455-12

眼鏡市場 岡山大安寺店 岡山市北区大安寺南町１−７

眼鏡市場 岡山表町店 岡山市北区表町2丁目2-74

眼鏡市場 東岡山店 岡山市中区兼基３７−６

眼鏡市場岡山県庁通り店 岡山市北区中山下１−１１−４５

眼鏡之丸善 岡山市北区奥田本町４−３

工房Noritake 岡山市北区尾上1453

時計 メガネ ひらい 岡山市南区並木町2-9-16

時計・宝石 ワカバヤシ Wakabayashi Jewel 岡山市南区妹尾８４４−１

時計・宝石・メガネのミヤモト 岡山市東区西大寺南1-2-5天満屋ハピータウン1階

時計めがね イシイ 岡山市北区建部町福渡498-7レスポワール福渡103

松井時計店 岡山市北区表町１丁目9-66

中央コンタクト 岡山店 岡山市北区中山下２−２−１エスパス岡山B１F

中野屋眼鏡院 岡山市北区表町２丁目６番５３号

表町コンタクトレンズセンター ひとみメガネ 岡山市北区田中138-101

服部時計店 岡山市北区表町１丁目４番６０号

補聴器センター辻 岡山店 岡山市北区北⾧瀬表町2-3-13

有限会社ナカダヤ 岡山市北区奉還町3丁目12番2号
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

タカギスポーツ 岡山市中区原尾島3-2-9 12月25日から適用

片岡模型店 岡山市東区西大寺中1-9-14 12月25日から適用

ぼっけえー 岡山市南区新保607-1 12月25日から適用

晴れガオ LABO 岡山市北区鹿田町1-7-5201 12月25日から適用

本の森セルバ ブランチ岡山店 岡山市北区北⾧瀬表町2-17-80 12月25日から適用

R/C SHOP フジモデル 岡山市南区新福1-1-58 12月16日から適用

VIVA RELAX 岡山市北区上中野1-15-5グリーンピア21 306号 12月16日から適用

メイトヤマサキ 岡山市南区当新田485番地の18 12月16日から適用

宮脇書店 岡北店 岡山市北区中井町2-2-7天満屋ハピータウン岡北店3階 12月16日から適用

宮脇書店 原尾島店 岡山市中区原尾島1-6-20天満屋ハピータウン原尾島店3階 12月16日から適用

Artesoro Classica 岡山市北区天神町4-14

Happy Didge Life 岡山市北区奉還町 1-3-11

デライトメッセンジャー 岡山市北区中仙道５６−１２４

大学製本所 岡山市北区桑田町 １０番５号

BICYCLE PRO SHOPなかやま 岡山市北区京橋町８番３号

BIGみぃー 岡山市北区青江1丁目13番8号

Bon Vivant 岡山市北区厚生町２丁目１４番２３号

BOOK SORD 岡山市北区奉還町３−１−３２

Boulder Garden Sabo 岡山市南区富浜町１番３９号

ＢＲＩＤＧＥＰＯＲＴ 岡山市南区妹尾３４６５−１

CARD BOX CARDBOX津島店 岡山市北区津島南1丁目2-7津島モール2F

cycle shop Freedom OKAYAMA STORE 岡山市中区竹田１５番地１

Cyclez 岡山市北区島田本町1-1-47

Darts Shop TiTO 岡山店 岡山市北区下中野347-110ユアマンション103

ＤＩＶＥＲＳ・ＯＫＡＹＡＭＡ 岡山市南区藤田２２７−２３

FabGarage岡山 岡山市北区上中野1丁目19番23号FabGarage

GOLF FACTORY 岡山市北区富町2-4-4-1F

GOLFWORKSHOP BASE SQUARE 岡山市北区津高771-12-2F

HOBITA 岡山市中区湊３０４−８

ＩＳＰ環境開発 岡山市北区横井上83-3エブリイOkayama津高店内2F

Jamaican taste 岡山市北区磨屋町3ー8

MOMIJIYA F.C 岡山市東区西大寺南1-2-1西大寺グリーンテラス1F

NAGANOBU 岡山市南区妹尾4141-5みのるゴルフ妹尾内

OH！くんショップ 岡山市北区学南町３丁目２番１号

OSK 4XYOU PROGRAM 岡山市北区絵図町1-50

OSK西バイパス こども館 岡山市北区田中625-6

Production Delight 岡山市北区中撫川631-3中撫川タウンハウス101号

RC POWER ON 本店 岡山市東区楢原24-1

ROCK FIELD 岡山市北区富田町2-10-2山本ビル1F

stora skog HIROTANIYA 岡山市東区可知1丁目62-12

Tatta Collection 本店 岡山市北区下中野714番地107

TODAYA 岡北店 岡山市北区中井町2丁目6番6号

TODAYA 兼基店 岡山市中区兼基141-1

TOPS 岡山市北区錦町1-8

ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＺ岡南店 岡山市南区築港新町２‐１‐１５

ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＺ平井店 岡山市中区平井７‐１８‐１６

ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 岡山駅前 岡山市北区駅前町１‐８‐１８イコットニコット２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ 岡山西大寺店 岡山市東区西大寺上１‐１‐４６

ＴＳＵＴＡＹＡ 古新田店 岡山市南区古新田１２４７‐１

ＴＳＵＴＡＹＡ 高屋店 岡山市中区高屋５０

ＴＳＵＴＡＹＡ 十日市店 岡山市北区岡南町２‐２９９‐１

◆各種小売 / 書籍・文具・楽器・スポーツ・自転車・おもちゃ・CD・DVD
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

ＴＳＵＴＡＹＡ 大安寺店 岡山市北区野殿西町３２９‐１

ＴＳＵＴＡＹＡ 津島モール店 岡山市北区津島南１‐２‐７津島モール２Ｆ

vockeno 岡山市北区田町1-3-27

WAVE BIKES 岡山店 岡山市北区上中野2丁目28-15

YAMAHA ヤマハミュージック 岡山店 岡山市北区表町１丁目５−１岡山シンフォニービル２階

アシーズブリッジ 岡山店 岡山市北区横井上57-1

アップビート・バルーン 大元店 岡山市北区東古松3丁目8番６

うさぎや ジョルジュ ラパン 岡山市北区今8丁目15-28うさぎや岡山店店内カフェ

うさぎや 岡山店 岡山市北区今8丁目15-28

うさぎや 岡山東店 岡山市中区浜2丁目4-17

うさぎや 岡南店 岡山市南区千鳥町1-17

エイコウスポーツ 岡山市北区大供１丁目３番７号

エーワンフィールド 岡山本店 岡山市南区洲崎3丁目1番27号

オレタン 岡山市北区大元上町１２番２３号

カードキングダム岡山駅前店 岡山市北区駅前町1-1-10

カードショップ若院 岡山市北区大供1丁目3-8

かめや釣具 岡山平井店 岡山市中区平井5-1-45

かめや釣具 岡山妹尾店 岡山市南区妹尾2355-10

カワテビジネス 岡山市北区弓之町１３番１３号

くらしのギャラリー本店 岡山市北区問屋町１１−１０４

ゲオ益野店 岡山市東区益野町246番地の1

ゲオ下中野店 岡山市北区下中野465番地の4

ゲオ高屋店 岡山市中区高屋281番地の1

ゲオ福浜店 岡山市南区福浜町20番8号

ゲオ平島店 岡山市東区瀬戸町沖37番地の1

ゲオ妹尾店 岡山市南区妹尾2403番地1

ゴルフ5 岡山高柳 岡山市北区高柳西町１５−１５

ゴルフ5 岡山青江 岡山市北区青江５丁目２３番３８号

ゴルフサービスショップ坂本 岡山市南区泉田３６２番地の２

ゴルフ専門店START 岡山市中区海吉1767

コロリス自転車 Bicycle shop 岡山市北区岡南町2-6-48

サイクルCity 三浜町店 岡山市南区三浜町2-18-1

サイクルCity ⾧岡店 岡山市中区⾧岡335-4

サイクルCity 平井店 岡山市中区平井6丁目12-8

サイクルCity 本店 岡山市北区西市596-1

サイクルCity 野田店 岡山市北区野田3丁目16-28

サイクルショップ アラキ 岡山市北区楢津482

サイクルセンター岡山 岡山市北区高柳西町16-4

サイクルベースあさひ 岡山新保店 岡山市南区新保1195-3

サイクルベースあさひ 大安寺店 岡山市北区大安寺南町2-1-27

サイクルベースあさひ 東岡山店 岡山市中区高屋284-1

さくら堂 岡山市北区内山下1-9-12

ジャイアントストア岡山 岡山市北区今3丁目26-18

シャトルスタジオ 岡山市中区藤原７３遠藤コーポ１階南側

スーパースポーツ ＳＳＸ岡山新保店 岡山市南区新保１１０１−３

ステップT＆F 岡山店 岡山市北区本町6-116第一セントラルビル4号館1F

スポーツデポ 岡山伊島 岡山市北区伊島町２丁目９番４３号

スポーツワールド タケナミ 本店 岡山市北区表町２丁目2-82

ソバラ屋 岡山市北区表町3-5-17

タイガースショップ岡山 岡山市北区東古松２丁目１１番２３号

チクリ・ピオニエーレ 岡山市北区一宮34-1

つり具のわたなべ 平井店 岡山市中区平井4-24-36
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

つるやゴルフ 岡山店 岡山市南区西市４５４−１

つるやゴルフ 東岡山店 岡山市中区兼基１４６−１

テアトルアカデミー 岡山校 岡山市北区東島田町1-4-25

デスクサイドスナミ 岡山市北区表町３丁目１２番７号

トイザらス・ベビーザらス 岡山店 岡山市北区岡南町２−６−５２

トッププロスポーツ 岡山店 岡山市北区津島新野１丁目３番７号

トッププロスポーツ 西大寺店 岡山市東区西大寺中2-8-16

とらのあな 岡山店 岡山市北区幸町7番20号アクタスビル2階

トレスポ 岡山市南区南輝２−２−２０

ながいひる 岡山市北区大学町３−９小林ビル2階

ノア 岡山校 岡山市北区下中野1407-1

はんこスタジアム 西古松店 岡山市北区西古松１ー２９−１１１

はんこスタジアム 青江店 岡山市北区青江1ー１７ー１４

はんこプロジェクト 岡山市南区福浜西町4-18

ヒカリカナタ基金 岡山市北区大元上町１２番１１号

ビューティーバランス 岡山市北区表町1-3-1表町１号ビル５F

ファンウォーカー 岡山市北区北⾧瀬表町2丁目17番80号

ふかせ屋本舗 岡山市南区三浜町1丁目4-11

ふじいまさゆき 岡山市北区北⾧瀬本町22-26サンビレッジ北⾧瀬Ｄ102

ブックマン中井町店 岡山市北区学南町2ー4ー50フレグランス片山

ブックメイト 円山店 岡山市中区円山１４５

ブックメイト 東岡山店 岡山市中区下４２１ー１２

ブックメイト 藤田店 岡山市南区藤田２０１０ー２

ブックメイト 撫川店 岡山市北区撫川１４９３ー３

ブックメイト大安寺店 岡山市北区大安寺南町１丁目１ー５

ふるほん本や 岡山市北区学南町2丁目5ー5ふるほん本や内

プロツアー・スポーツ 岡山市北区問屋町8-103

プロツアー・スポーツ クラブステーション 岡山市南区西市541-1

ホビーゲームズボードウォーク 岡山市北区幸町１−７大田ビル4F

ミニカーショップ チップス 岡山市中区小橋町1丁目7-17

ムラサキスポーツ FOR KIDS イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1-2-1-3071-1イオンモール岡山3F

ムラサキスポーツ イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1-2-1-3030イオンモール岡山3F

モビリティショップ岡山 岡山市南区浜野１丁目１２番地２６

モミジヤスポーツ西大寺本店 岡山市東区西大寺中野500-8

やまうちサイクル 岡山市南区福富中１丁目９ー１５

らしんばん 岡山店 岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館4階

ランニング専門店ランプロ 岡山市北区絵図町1-50健康プラザ1階

リール 岡山市北区下石井２丁目１番１０号ＫＥビル４０３号

郁文堂書店 庭瀬店 岡山市北区平野920

印鑑道 岡山西店 岡山市北区中仙道1-1-31

印鑑道 岡山本店 岡山市北区富田516-14

岡山リベッツ 岡山店 岡山市南区西市413-1

岡山リベッツ 本社 岡山市北区野田1-8-17

株式会社 ウィズアス REMOVA 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1丁目2-15

株式会社NSP 岡山市南区芳泉４丁目６番６−１号

株式会社アムス 岡山店 岡山市北区丸の内1-1-6

株式会社レギュラースポーツ 岡山市北区北⾧瀬表町２丁目１３番２６号

株式会社山陽こだま楽器 岡山西口店 岡山市北区駅元町8-7ミッドシティ岡山2階

丸善ジュンク堂書店 岡山シンフォニービル店 岡山市北区表町1-5-1岡山シンフォニービルB1階

紀伊國屋書店 エブリイ津高店 岡山市北区横井上83-3Okanaka3F

紀伊國屋書店 クレド岡山店 岡山市北区中山下1-8-45NTTｸﾚﾄﾞ岡山ﾋﾞﾙ5F

宮脇書店 岡山本店 岡山市北区今3-23-103
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キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

宮脇書店 東岡山店 岡山市中区乙多見95-1

宮脇書店カードボックス藤田店 岡山市南区藤田560-209

啓文社 岡山本店 岡山市北区下中野377-1

研文館 吉田書店 岡山市北区伊島町１丁目４番３号

戸田屋 奉還町店 岡山市北区奉還町2丁目9番8号

戸田屋 妹尾店 岡山市南区妹尾986-1

高木株式会社 岡山市北区問屋町１１−１０１

好日山荘 岡山駅前店 岡山市北区本町6-36第一セントラルビル１・２

山澁武道具店 岡山市中区国富２丁目１７番５号

姿勢&体幹LAB ReSET 岡山市北区富町2-4-4-2F

自転車のイシイ 岡山市南区当新田107-25

松本文具店 岡山市北区学南町３−１３−２１

笑遊び広場 岡山市北区横井上1698-10

神陵文庫 岡山営業所 岡山市北区大学町2丁目15

翠鳥 岡山市北区辰巳45-114

西古松1丁目 岡山市北区西古松1-29-6

西大寺玩具 岡山市東区西大寺中3丁目5-5

西文明堂 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5F505

西文明堂 岡山本店 岡山市北区野田屋町1-9-14

泰山堂書店 鹿田本店 岡山市北区鹿田町1-6-12

大森自転車商会 岡山市東区西大寺中3-20-5

大藤つり具 レジャックス岡山店 岡山市北区青江1-22-10

大藤つり具 レジャックス平島店 岡山市東区東平島1121-1

釣り具のタイム 岡山本店 岡山市中区江崎170-7

釣り具のタイム 東岡山店 岡山市中区⾧利237-1

釣具のポイント 岡山西バイパス店 岡山市北区田中６２５−１

田邊 自転車 岡山市南区新福1丁目10−30

島村楽器 イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1-2-1

板崎結納のし店 岡山市北区野田屋町1-12-8

本の森セルバ 岡山店 岡山市北区本町6ー36

本の森セルバ 西口店 岡山市北区奉還町２丁目４番１６号

本間ゴルフ 岡山店 岡山市南区新保1132番地4

有限会社小倉商会 岡山市北区京橋町４番１１号

有限会社小野書店 岡山市北区高松原古才３３番地

遊プラザ テニススクール 岡山市北区島田本町2丁目6-35

隆文堂書店 岡山市北区表町３丁目１０番８号

和みのヨーガ 岡山市南区西七区481-9
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キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

クロロフイルおかやま美顔センター 岡山駅前店 岡山市北区幸町7-34正田ビル３F 12月25日から適用

Amandari 岡山市中区江崎56-3

AK Solution 岡山市北区野田 2-2-20 ビ・ウェル野田公園803

CPサロン ウルカ 岡山市南区米倉144-35

Ena Makana 岡山市東区上道北方637-10

コスメーム イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1-2-1

ひろたや 岡山市北区表町 １丁目３番２１号

Esthe de WONDER baleno店 岡山市北区清輝橋1-7-18シュトラール医大東F

ｆｌｅｕｒ 岡山市北区西之町15番地の101

Flora 表町店 岡山市北区表町2-2-3-1F

Flora 本店 岡山市北区丸の内2-12-21ー1階東

INOUE 岡山市北区北方３丁目５番２０号

LOWE 問屋町店 岡山市北区問屋町11-106BOOTHBLD202

peppermint aroma 岡山市中区今在家1-1

TAT 岡山 岡山市北区辰巳3-108

アクサス アレックスコンフォート イコットニコット 岡山市北区駅前町1-8-5

アコービューティック 岡山市北区平田１２６−１０４

エイミアブレス 岡山市北区津高８２０番地

エンドオ薬局 岡山市北区高松原古才254-1

お化粧や 岡山市北区中央町７−２４セントラルプラザ１０１号室

カゲヤマ化粧品店 岡山市南区芳泉2-17-21

キリン堂薬品 岡山市東区神崎町65-2

キレイをサポートするお店 カマダ 岡山市南区西市567-3

くすりのポニー 岡山市北区吉備津１３９７

くすりのラブ Ｐモール藤田 岡山市南区藤田５６０−２１４

くすりのラブ 伊島 岡山市北区伊島北町９−２５

くすりのラブ 益野 岡山市東区可知２−２−２０

くすりのラブ 奥田 岡山市北区奥田南町７−３９

くすりのラブ 岡南 岡山市南区築港新町１−１−６

くすりのラブ 岡北 岡山市北区大和町２−６−２０

くすりのラブ 下中野 岡山市北区下中野７５４

くすりのラブ 国立病院前 岡山市北区田益１７０５−１

くすりのラブ 今 岡山市北区今３−１−４１

くすりのラブ 三浜 岡山市南区千鳥町６−３

くすりのラブ 十日市 岡山市北区十日市西町２−７

くすりのラブ 西大寺中 岡山市東区西大寺中２−２４−３４

くすりのラブ 大安寺 岡山市北区大安寺南町１−１−５６

くすりのラブ 大元 岡山市北区東古松３−１０−１２

くすりのラブ 田中 岡山市北区田中１３４−１０２

くすりのラブ 東川原 岡山市中区東川原２４１−１

くすりのラブ 福田 岡山市南区福田２２７−２３

くすりのラブ 福浜 岡山市南区福浜町４−１

くすりのラブ 福富 岡山市南区福富西１−２０−３２

くすりのラブ 平井 岡山市中区平井７−３−５

くすりのラブ 平井東 岡山市中区平井３−１０７８−９

くすりのラブ 万倍 岡山市南区万倍１２２−１

くすりのレデイOkanaka津高店 岡山市北区横井上83番地3

くすりのレデイ西崎店 岡山市北区西崎一丁目2番32号

くすりのレデイ西市店 岡山市南区西市９６番地１０

くすりのレデイ西大寺店 岡山市東区金岡西町101番地1

くすりのレデイ大安寺店 岡山市北区野殿東町１番５５号

◆各種小売 / 医薬品・化粧品・ドラッグストア
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くすりのレデイ撫川店 岡山市北区撫川１４５７番地２

くすりのレデイ平野店 岡山市北区平野７６５番地６

コスメティック ナビ 岡山市北区駅前町1-7-29

さいとう化粧品店 岡山市南区妹尾1433

サカエ 岡山市北区北方１丁目２番２４号

ザグザグ 岡山市中区清水３６９‐２

ザグザグフレスポ高屋店 岡山市中区高屋３０８‐１

ザグザグわかば店 岡山市南区若葉町２６−２０

ザグザグ一宮店 岡山市北区一宮８８‐１

ザグザグ奥田店 岡山市北区奥田南町１番２８号

ザグザグ岡北店 岡山市北区中井町二丁目５番３５−３号

ザグザグ下伊福店 岡山市北区下伊福２丁目６番３５号

ザグザグ下中野店 岡山市北区下中野１２１７−２

ザグザグ海吉店 岡山市中区海吉１７８５−２

ザグザグ金川店 岡山市北区御津宇垣１４８３−１

ザグザグ建部店 岡山市北区建部町宮地６７−１

ザグザグ江崎店 岡山市中区江崎６９０-１

ザグザグ高屋店 岡山市中区高屋３５１−１

ザグザグ高島店 岡山市中区清水２‐８６‐３

ザグザグ今店 岡山市北区今五丁目１３番３２号

ザグザグ三門店 岡山市北区西崎１−９−３８

ザグザグ小山店 岡山市北区小山５２‐１

ザグザグ瀬戸店 岡山市東区瀬戸町沖１１９

ザグザグ西古松店 岡山市北区西古松３２６−１０１

ザグザグ西大寺駅前店 岡山市東区西大寺上三丁目２番８号

ザグザグ西大寺店 岡山市東区西大寺中野９３０−１

ザグザグ西⾧瀬店 岡山市北区西⾧瀬１１８‐１

ザグザグ西之町店 岡山市北区西之町９‐１０９

ザグザグ大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目４番５号

ザグザグ大元店 岡山市北区大元１−１３−１８

ザグザグ津高店 岡山市北区津高９１６

ザグザグ白石店 岡山市北区白石２８０‐１

ザグザグ福成店 岡山市南区福成１丁目１８０ー４

ザグザグ福富店 岡山市南区豊成３−２２−１８

ザグザグ奉還町店 岡山市北区奉還町２‐８‐１７

ザグザグ豊成店 岡山市南区豊成１丁目３番７号

ザグザグ北⾧瀬店 岡山市北区北⾧瀬表町３丁目２−１

ザグザグ北方店 岡山市北区北方２−１−２４

ザグザグ妹尾店 岡山市南区妹尾１８８３−１

ザグザグ門田屋敷南店 岡山市中区赤坂本町８−３３

ザグザグ雄町店 岡山市中区雄町４９２−１

ささい薬店 岡山市北区下足守1766-5

サニー薬局 岡山市北区中仙道1-2-1

シバタ化粧品店 学南町店 岡山市北区学南町2丁目6ー10

ジョーシン岡山岡南店 岡山市北区岡南町2-5-44

スーパードラッグひまわり 下中野店 岡山市北区下中野342番101

スーパードラッグひまわり 西大寺東店 岡山市東区西大寺東2丁目6-8

スーパードラッグひまわり 泉田店 岡山市南区泉田3-1-22

スーパードラッグひまわり 操南店 岡山市中区平井6丁目19番31号

スーパードラッグひまわり 中仙道店 岡山市北区中仙道55番128

スーパードラッグひまわり 津高店 岡山市北区津高381-1

スーパードラッグひまわり 東岡山店 岡山市中区神下480-1
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スーパードラッグひまわり 浜店 岡山市中区浜3丁目6番12号

スーパードラッグひまわり 妹尾店 岡山市南区箕島1344-1

ソイズコスメティクス 岡山市北区東中央町1-1

ダイコクドラッグ 岡山駅前町 岡山市北区駅前町１−２−１９

ダイコクドラッグ 岡山表町店 岡山市北区表町１−１０−２５サンプラザビル１Ｆ

たまち堂薬品 岡山市北区田町2丁目1-23

チュリコスメティックス 岡山市北区中山下１丁目2-11清寿会館１Ｆ

トピーネクスト 岡山市中区藤崎５６４番地３

トムトム 岡山市北区花尻あかね町6-114

ドラッグおおがき 岡山市南区東畦８３番１

ドラッグセイムス 岡山賞田店 岡山市中区賞田215-1

ドラッグセイムス 岡山泉田店 岡山市南区泉田381-1

ドラッグセイムス 妹尾店 岡山市南区妹尾950

ドラッグセガミ 岡山表町本店 岡山市北区中山下1丁目10-30

ドラッグセガミツシマモール店 岡山市北区津島南1-2-7ﾂｼﾏﾓｰﾙ1階

ドラッグセガミ岡山表町店 岡山市北区表町2-1-45

ドラッグセガミ城東店 岡山市東区中尾273

ノエビア岡山東販社 岡山市南区下中野211-1

ノエビア津山販社 岡山市東区益野町４３４−３

ピアンタ 岡山市北区京橋町１２番２２号101

ビューティサポー 岡山店 岡山市北区本町６−３０第一セントラルビル2号館6階

ブティックラブラブ 岡山市北区西崎1-23-34

ベスト・ヘルシー東川原店 岡山市中区東川原174番地

ヘルスパーク角谷薬局 御津店 岡山市北区御津宇垣1414-2

マイキット 岡山店 岡山市北区平和町６番２７号WAKAビル３階

マサヤカラースタジオイオンモール岡山店 岡山市北区下石井１丁目２番１号

マサヤツシマモール店 岡山市北区津島南１丁目２−７

マサヤ中之町店 岡山市北区表町１丁目１０−２２

マサヤ本店 岡山市北区表町２−６−５６

マツモトキヨシＤＳ奥田 岡山市北区奥田２−３−６

マツモトキヨシＤＳ高島新屋敷 岡山市中区高島新屋敷７０２−３

マツモトキヨシＤＳ山崎 岡山市中区山崎３３−１

マツモトキヨシブランチ岡山北⾧瀬 岡山市北区北⾧瀬表町２−１７−８０

マツモトキヨシ岡山駅東口 岡山市北区駅前町１−１−２１

マツモトキヨシ庭瀬 岡山市北区平野１１００−１

マツモトキヨシ天満屋ハピータウン原尾島 岡山市中区原尾島１−６−２０

マツモトキヨシ平田 岡山市北区平田１０２−１０４

マツモトキヨシ平和町 岡山市北区平和町５−１

ママショップ 岡山市北区東古松480-1

ミキモト化粧品 真実営業所 岡山市北区田中103-112(102)

ミト・ワークス ミトのおみせ 岡山市中区浜三丁目3ー４０

メディカルくすり箱 岡山市北区中央町2-6

メナードフェイシャルサロン 江崎東店 岡山市中区江崎157-16

ヤマシン 西大寺店 岡山市東区西大寺南1-2-5天満屋ハピータウン西大寺店内

リアラサロン 岡山市東区中川町337-3

化粧品のとネイルの店 重宗 岡山市東区瀬戸町瀬戸４２１−７

角谷薬局 岡山市北区建部町福渡４９７番地

株式会社 グランディール 岡山市南区大福432-22

株式会社REL 岡山市北区矢坂本町20番地1号

株式会社セントラル・コーポレーション 岡山市北区今2丁目9-12セントラルビル

株式会社ベスティ Peau de Neige 岡山市南区築港新町1-19-3A

金光薬品岡山浦安店 岡山市南区浦安本町７４−１０
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

金光薬品岡山山崎店 岡山市中区山崎２５−３

金光薬品岡北店 岡山市北区中井町２丁目２−７天満屋ハピータウン岡北店１Ｆ

金光薬品庭瀬店 岡山市北区平野８５０−１

金光薬品当新田店 岡山市南区当新田１２１−１

三安良品 岡山市中区倉田２６４番地１０

三松岡ビル店 岡山市北区野田屋町1-3-3

操南薬局 岡山市中区江並77-5

田辺ドラッグストア 本店 岡山市北区東島田町２丁目７番１８号

渡辺薬局 岡山市北区柳町2丁目6番27号

背着炸弹的小洋芋 岡山市北区横井上９３番地ケヤキの森ハイツ３（７０４号）

朋美 岡山市中区赤田85-1

薬屋ふくべ 岡山市南区浜野4-3-5

有限会社カマダ毛糸店 カマダ田中店 岡山市北区田中111-106

有限会社カマダ毛糸店 ビ・ボーテ 岡山市東区西大寺上1-1-46

有限会社カマダ毛糸店 津高店 岡山市北区津高820グランドマート津高店内

有限会社カマダ毛糸店 本店 岡山市北区田中１０１番地の１１８

有限会社化粧品のやました 岡山市中区平井７丁目１番５号
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

Dog Salon Carina 岡山市南区万倍１５ー１４ 12月25日から適用

Dog Salon ANANA 岡山市北区吉備津996-8 12月25日から適用

フラワースタジオM 岡山市中区江崎468-5 12月16日から適用

ａｎｅｍｏｓ ｙｕｕｎａ 岡山市北区北⾧瀬表町２−１７−８０ブランチ岡山北⾧瀬

atelier nina 岡山市北区平野655-53connectstudio1F

Biflam 岡山市東区可知4丁目2‐3

ＣａｎｄｙＣａｎｄｙ 岡山市南区新保1612-1

chouchou 岡山市北区今2-1-29

COO&RIKU COO&RIKU 岡山店 岡山市北区青江１−２２−１７

Dog Salon OHANA 岡山市北区上中野2-1-32

Dog Salon Trees 岡山市中区海吉2140-8

ＤＯＧ ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰ ピクニク 岡山市中区赤坂本町12-27セリオコート1F

fleur mitamo 岡山市北区幸町5-12

flower atelier Sai Sai Ka 岡山市北区表町1丁目10-282階

flower shop Regalo 岡山市北区幸町5-14ホワイトボックス1F

FlowerBox カイト 岡山市南区泉田3丁目2-31

Gentle Maltese 岡山市中区八幡東町17-9

grooming space MARU 岡山市南区あけぼの町16-1

Grooming Studio Bloom 岡山市北区平野666ー19

hana＊hana 岡山市中区東山２丁目２ー２２

K-nine in the life 岡山本店 岡山市南区築港新町1-19-17

Leaf 岡山市北区表町2丁目3-8ジェムシティ表町101

LYRIC 岡山市北区西古松2-24-27

olive kennel 岡山市北区田町2丁目5-26

peche 岡山市北区中仙道1-1-23

Pet Land Rito 岡山市中区浜422

pleasure dog 岡山市北区西崎1-1-4

Ｓａｉ Ｓａｉ Ｋａ 岡山市東区広谷４３６−１−２

SCRE 生花店 岡山市北区御津吉尾116

Smilly Doggy 岡山市中区平井6-12-10

Trimming Salon uriuri 岡山市南区西市２６５−１

Y’s flower 岡山店 岡山市北区北⾧瀬表町２丁目３ー２５

Dog salon Slow&Easy 岡山市北区大元 1-7-7

TIP KENNEL 岡山市北区岩井町 1-10-4

TUNAGU LIFE 岡山市北区学南町 2-4-50

ニャン泊ビレッジ 岡山市北区清輝橋一丁目２番７号

花ふわわ 岡山市南区新保707-22

アートフローラルヤベカエン岡山店 岡山市北区伊島町1-9-42

アートフローラルヤベカエン平島ゆめタウン店 岡山市東区東平島163

アクアヘブン 岡山市中区兼基124-2

アダチペットショップ 岡山市南区三浜町2-14-2

アトリエピエス 岡山市北区中仙道59ー103

アミーゴ 高屋店 岡山市中区兼基45

アミーゴ 大安寺店 岡山市北区野殿西町418-1

アミーゴ 妹尾店 岡山市南区妹尾2625

アリスの森 岡山市南区東畦235-24

イヌネコ美容室プロペラ 岡山市南区豊成3-20-39

エイチ・エス・ピー 岡山市中区江崎５６番地５

ガーデンM 岡山市中区江崎４９９番地の２９

ガーデンはなぞの 岡山市北区川入２６４ー４

ギャラリーアイランド 岡山市東区松新町３８５−１

◆各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

キュートファミリーハウス 岡山市南区泉田1丁目8-36

グランママ 岡山市北区白石西新町7-115

コマチ・クラブ 岡山市中区浜2-9-18

すみやペット観賞魚 岡山市南区豊浜町１−４５

ドッグサロン のびいぬ 岡山市南区新保100-1パークサイド新保1階

ドッグショップ ロッキー 岡山市北区花尻ききょう町１８−１０６

なかの商店 NAKANOSTORE 岡山市北区田町1丁目3-42F

はなはうすふぃおーれ 岡山市北区中央町1-16江原ビル1階

フラワーアグア 岡山市南区下中野1424-1

フラワーショップ アビーロード 岡山市北区内山下2丁目3-2

フラワーショップ スタジオモモ 岡山市北区今7-6-13

フラワーショップカトレア 本店 岡山市北区中山下１丁目５番４１号チサンマンション中山下１０３

フラワーバード 岡山市北区平野920わたなべ生鮮館庭瀬店内

フラワーブティックアベイユ 岡山市中区今谷177-1

フラワーブティックまりあんぬ 岡山市北区田町２丁目１３番１０号

フラワーレーベル 岡山市北区駅前町1-7-23

プリ・フローラ 花音 岡山市北区大学町４ー１山下ビル１０２

フルールアントワーフ 岡山市北区奉還町1-4-11

フローリストイシハラ 岡山市北区中央町2-10

ブロッサムオーグ21 円山店 岡山市中区円山59-4

ブロッサムオーグ21 本店 岡山市南区築港新町１丁目１３番３２号

ペットサロン のあ 岡山市北区西辛川16-2

ペットサロンゆず 岡山市北区平野832-5

ペットショップ海 岡山市北区平野832-4

ペットスーパーWAN 岡山 岡山市北区十日市西町2-7

ペットの旅立ち 岡山店 岡山市南区藤田1788-6

ペットライフポッター 岡山市中区浜619-2

ほごっこCAFE 岡山市南区洲崎1-4-39-3

ポップマート花工房岡山 岡山市中区浜1丁目12-22

マルトヨコーポレーション 岡山市東区金岡西町９８４

ランド アミーゴ動物病院 岡山市南区妹尾2625

ランド 岡山動物病院センター 岡山市南区西市456-1

ローブリーク Lovrik 岡山市北区南方1-5-10

ワイズガーデン 岡山市南区福田735-2

わんWish 岡山市南区藤田652-80

岡山桃太郎鯉 岡山市北区御津国ケ原110番地1

岡田植物園 岡山市東区久保３４５番地の６

花キューピット サンフラワー2 岡山市北区横井上83-3エブリイOKANAKA津高

花ぐるま 原尾島店 岡山市中区原尾島1丁目6-20

花ぐるま 妹尾店 岡山市南区妹尾844-1

花番地 岡山市北区東古松３丁目１２番４１号

花恋 the FLOWER 岡山市北区田益１６８７−５

株式会社for you 岡山市北区磨屋町９番３０号ＳＤビル505

犬の美容室 groom 岡山市中区東川原144-5-102

犬の服 ららら商店 岡山市中区湊220-4

砂田園芸 岡山市北区尾上730-1

山田生花店 岡山市東区西大寺中野本町4-3

山陽ガーデン 岡山市中区⾧岡442-1

十五 喫茶店 岡山市中区平井1丁目1−13

十五 生花店 岡山市中区平井５丁目４−２５

小山生花店 岡山市北区奉還町2丁目１５番４号

石井洋ラン園 岡山市北区建部町市場２７１
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

不二花店 岡山市北区中山下1丁目7-26

明樹園 岡山市中区倉益116-1

有限会社谷本園 岡山市北区津島南２丁目４番２０号

洋蘭専門店フジ・ナーセリー 岡山市中区平井６丁目１９番１２号

薔薇nico 岡山市北区丸の内1丁目13-10
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

大内石油 本社 岡山市北区御津金川802

大内石油 花尻ききょう町SS 岡山市北区花尻ききょう町18-116

大内石油 岡山御津SS 岡山市北区御津野々口181-1

大内石油 二軒茶屋SS 岡山市北区栢谷1074

大内石油 築港SS 岡山市南区築港新町2丁目6-2

大内石油 金川SS 岡山市北区御津金川290-8

カートピット瀬戸 岡山市東区瀬戸町瀬戸397-1

キーパープロショップ岡山北店 岡山市北区南方３−８−４５

ハートスタイルセルフ平島 岡山市東区東平島1033-1

ポートヒル御津SS 岡山市北区御津宇垣1476−1

マティクスリテールサービス カーコンビニ倶楽部 岡大前店 岡山市北区学南町2丁目4-7

マティクスリテールサービス クリーンeco新屋敷SS 岡山市北区野田1-1-38

マティクスリテールサービス セルフ岡山一宮SS 岡山市北区楢津652-1

マティクスリテールサービス セルフ岡大前SS 岡山市北区学南町2丁目4-7

マティクスリテールサービス セルフ西大寺SS 岡山市東区西大寺中3丁目16-11

マティクスリテールサービス セルフ東平島SS 岡山市東区東平島1129-1

マティクスリテールサービス ニコニコレンタカー 岡大前店 岡山市北区学南町2丁目4-7

マティクスリテールサービス ニコニコレンタカー 新屋敷店 岡山市北区野田1-1-38

マティクスリテールサービス 岡山流通センターSS 岡山市北区大内田711

マティクスリテールサービス 福富SS 岡山市南区福富東1丁目3-13

マティクスリテールサービス 野田SS 岡山市北区野田3丁目2-105

ヤマウチセルフ 吉備路 岡山市北区新庄下1530ｰ1

観音寺給油所 岡山市東区瀬戸町観音寺８６９番地の１

観音寺給油所 万代運送 岡山市東区瀬戸町笹岡825-2

後楽園SS 岡山市中区東川原211-8

根木石油 神崎北給油所 岡山市東区神﨑町1833番地の1

瀬川石油店 妹尾西給油所 岡山市南区妹尾956

西大寺石油株式会社 岡山市東区西大寺浜８５９番地の１

服部興業 岡山市北区平野６２０番地

有限会社髙木石油店 岡山市北区庭瀬３１６

和田商会 岡山市北区御津高津８２６番地

◆各種小売 / ガソリンスタンド
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

（有）アキヤマ 岡山市東区西大寺浜８８７番地の３

（有）プラスワン 岡山市南区藤田４２５番地の７８

DODOSUKO 岡山市南区浜野2丁目5番30号

珠之屋 岡山市北区今６丁目２０−２６ セントリヴィエール今 101

Arcas 岡山市東区西大寺浜915

AutoDealer AGENT 岡山市北区横井上200−4

BIKE ANGEL 岡山市南区南輝2-4-9

BOOKOFF250号東岡山店 岡山市中区神下136-2

BOOKOFF岡山西⾧瀬店 岡山市北区西⾧瀬1208-20

BOOKOFF岡山東古松店 岡山市北区東古松485-4

BOOKOFF岡山妹尾店 岡山市南区妹尾2620-1

ＣＡＲ ＲＥＸ 岡山市南区藤田１４１８−９

Eau rouge 岡山市北区牟佐2945-2

FAL岡山 岡山市北区津島西坂1-5-31

IMC.BIKE 岡山市中区原尾島3-8-22

Judas 岡山市東区楢原514-1

KANDAイオンモール岡山 岡山市北区下石井１−２−１−２０３２

kotsubo 岡山市中区原尾島1丁目15-9-15

Marge 岡山市南区浜野2-1-35

N.garage 岡山市北区十日市中町14-20

New State 岡山市中区江並313-25

oltwax＆gram 岡山市東区西大寺新14-3

ＰＡＯＷＡＯ 岡山市南区西市98-1

Refine Okayama 岡山市北区中山下1-11-151階

REGALIA 岡山市南区泉田2丁目1-50

Rigoletto 岡山市北区表町２丁目２番６号−２階

ＲＩＸ Ｔｒａｄｉｎｇ 岡山市南区芳泉２−１０−１９

RUSH OUT 岡山市北区駅元町31-6１F

Skip 岡山市南区東畦349-22

SNAPPER JUNKS 岡山市北区東中央町1ー1

To The Wonder 岡山市北区辰巳8-101コーポことぶき107

Turiguya ウエスト岡山 岡山市北区大元上町１４−２９ドリーム大元1階

VECTOR けやき通り店 岡山市中区西川原72-2

VECTOR 原尾島店 岡山市中区浜3-6-15

VECTOR 東岡山店 岡山市中区乙多見８８番地２

アーカス 岡山市東区西大寺浜９１５番地４

アクティブガレージ Active Garage okayama 岡山市東区瀬戸町沖196-2

アニバーサリー 岡山市南区古新田１１９８−３

イエローハット フレスポ高屋店 岡山市中区高屋３０８−１

イエローハット 岡山インター店 岡山市北区津高２５８−１

イエローハット 岡山新保店 岡山市南区新保１１９０−１

イエローハット 大安寺店 岡山市北区高柳西町１２−１６

いらない物活用センター 岡山市北区下中野311-111

ウィルオートサービス 岡山市北区中撫川721-1

エスアイオートサービス 岡山市南区宗津９７７−８

エヌメカ 岡山市東区升田３０−６

オーディオギャラリーAC2 岡山市北区尾上７３３番地１

オートガレージ ライジングアップ 商品 岡山市平野1053-3

オートギャラリーコレクション 岡山市東区古都南方3305-2

オートサークル 岡山市東区沼1301-1

カーヴィレヂ 岡山市南区新保６７８番地７

◆各種小売 / リサイクル・中古品
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

カーコレクションラファイエ 岡山市東区福治５３４−２

カーサポートアヴァンセ 岡山市東区古都南方2893-92

カーショップ山⾧ 岡山市東区上道北方697-1

カーズミッション 岡山市南区古新田３０−３

カーセブン 浦安店 岡山市南区浦安本町８８ー１０

カービット 岡山市東区瀬戸町宿奥８６７ー５

ガレージ・マーズ 岡山市中区倉田５０１番地１

ガレージ山根 岡山市東区政津307-3

カワサキ プラザ岡山 岡山市北区伊福町３丁目４番６号

ぎゃらりー濱田 岡山市南区大福280-6

キングファミリー岡山大安寺店 岡山市北区野殿東町1-47

グース JAPAN 岡山市南区妹尾３９０６番地１

グリーンエース岡山 岡山市北区横井上211-2

グリーンハウス グリーンハウス岡山店 岡山市北区問屋町27ー106

グルーヴィン 岡山店 岡山市表町1-4-56

ゲーム番⾧ 販売・買取 岡山市北区青江1-17-27

ゴルフ・ドゥ 岡山青江店 岡山市南区新保1138-13

コレクション・ボーイズ 岡山市南区浦安本町１０１−２

ジェームス西岡山店 岡山市北区北⾧瀬表町２丁目８番２５号

ジャンブルストア岡山津島店 岡山市北区津島西坂2丁目3-99-2

ジャンブルストア高屋店 岡山市中区高屋283番地2

ジャンブルストア十日市店 岡山市北区神田町2丁目5番21号

ジュエリーエム・ローズ 岡山本店 岡山市北区中央町１０−２０

スピードミシン 岡山市中区東山3-9-19

セカンドストリート岡山高柳店 岡山市北区高柳西町17番52号

セカンドストリート岡山大福店 岡山市南区古新田1221番地1

セカンドストリート岡山平島店 岡山市東区南古都440番地41

たからもん 岡山市中区倉田２９５番地１５

タックルベリー 岡山本店 岡山市南区新保1132-1

タックルベリー 東岡山店 岡山市中区⾧岡440-1

タマダトレーディングス 岡山市北区田中159-101-C102

ツチダスピードショップ 岡山市南区妹尾2525-5

ハードオフグループ オフハウス ホビーオフ岡山モール店 岡山市北区下中野377-1ベスト電器2階

バイクハウス コメット 岡山市南区浦安本町26-11

バイクワールド 岡山久米店 岡山市北区久米209-1

バイク工房 岡山市中区雄町441-19

パワースポット 岡山店 岡山市北区高柳西町7-110

プラクシィ 岡山市中区江並１０９−３

フラット7 岡山西市店 岡山市北区西市404-1

フリークス スーパーフリークス岡山店 岡山市北区上中野2-12-14

ペッパーズ 岡山市北区表町2-7-11

まんぞく書店 岡山市南区古新田22-1

みずしまモーター 岡山市北区野田３−２−３０

メルセデス・ベンツ岡山 岡山市東区鉄319-1

メルセデス・ベンツ岡山 サーティファイドカーセンター 岡山市東区藤井111-5

メルセデス・ベンツ岡山西 岡山市南区妹尾3403

モトジャンキー 岡山市北区庭瀬700

モンスター 岡山市東区神崎町209-5

ヤマオカオート 岡山市東区沼147−5

リサイクルショップたまの 岡山市南区内尾282-3

わいわいタイヤ 岡山市北区横井上１７５２−１

わいわいリサイクル 岡山市南区南輝2丁目4-2
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

ワンサービス岡山南店 岡山市南区浦安南町196

岡山くるま買取隊 岡山市東区中川町1078-145

岡南ギャラリー 岡山市北区表町１丁目3-22

株式会社afecto 岡山市北区西古松西町２番１５号

株式会社Ｇモンキー 岡山市南区植松480-1

株式会社カートップ 岡山市南区青江６丁目３番８号

株式会社クリスタルオート 岡山市南区豊成2-12-34

株式会社スズキ自販岡山 岡山市南区青江6-4-3

株式会社スピードワークス 岡山市北区撫川８７１番地２

株式会社トヨタクラシックカーサービス 岡山市中区海吉１７６７番地の８

株式会社ユウプランニング カークロス岡山南 岡山市南区植松529

丸瀬古道具店 maruse 岡山市北区奉還町1-5-3

古道具こころね 岡山市中区古京町1-2-14

古本市場京山店 岡山市北区谷万成1-10-21

古本市場高島店 岡山市中区穝136

古本市場中仙道店 岡山市北区北⾧瀬表町2-13-10

古本市場平井店 岡山市中区平井5-6-43

古本市場豊浜店 岡山市南区豊浜町2-2

戸田屋モータース 岡山市北区伊福町３丁目４番５号

再利用専門店 花尻1号店 岡山市北区花尻あかね町8-124

再利用専門店 福田2号店 岡山市南区福田534

車検のコバック バイパス新保店 岡山市南区西市116-11

車検のコバック 岡山西店 岡山市北区北⾧瀬表町2-3-1

昭和ホンダ販売株式会社 岡山市北区伊福町１丁目１０番１６号

松本無線パーツ株式会社 岡山店 岡山市南区西市１０１−４−２

上中野店 ベクトル 岡山市北区上中野2-7-3

新山車輌 岡山市中区倉田512-1

西森自動車 岡山市南区藤田４３５−３

西日本リサイクル 岡山市北区建部町吉田346

中古車9210 岡山市南区大福896-14

鉄道模型のお店 ポポンデッタ 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5F

桃のくまさん 岡山市東区西大寺川口395-1

桃のくまさん 岡山市東区西大寺浜915

藤田自転車店 岡山市中区⾧岡110-4

入江モータース 岡山市北区津島西坂１丁目１番３５号

備前表町皮革美藝 岡山市北区柳町1丁目1-3-5

宝和自動車 岡山市東区中尾３９０番地の１

北斗商事 岡山市東区瀬戸町笹岡160ｰ1

万歩書店 本店 岡山市北区久米４１５−１

夢ロマン 岡山市北区表町２丁目７番２８号

有限会社カープラザ操南 岡山市中区藤崎685-22

有限会社バイクの森 岡山市北区広瀬町２番５号
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

日本ベルム代理店 オカザキ 岡山市東区西大寺中2-7-3岡﨑ビル 12月16日から適用

ユピア ほんぶしん店 岡山市東区神崎町１番地ほんぶしん内

ユピア 岡山本社 岡山市東区神崎町４８番地

ユピア観光 岡山市東区神崎町４８番地岡山本社内

株式会社ジップ廣昌堂 岡山市北区川入16-1

株式会社メイコール 健康感 岡山市南区福富東1-7-37

かもや呉服店 岡山市奉還町2-4-18

伊勢屋呉服店 岡山市中区湊３６８番地の３

一蔵岡山店 岡山市北区本町3-6岡山ワシントンホテルプラザ11階

株式会社 紀久屋 岡山本店 岡山市北区表町１丁目７番３３号

株式会社着物物語 キモノものがたり 岡山市北区表町1丁目9-58

丸和商事 岡山市北区大元１丁目１３番１２号

香山呉服店 岡山市北区中山下１丁目８番５号

京家呉服店 岡山市北区清輝橋２丁目５番３号

京呉服いたの 岡山市北区白石４７３番地

趣味のきもの 染織近藤 岡山市北区丸の内１丁目７番３号

◆各種小売 / 健康食品

◆各種小売 / 呉服
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

A TRA-DE 岡山市南区新保６０７番地１０ 12月25日から適用

おもてや 岡山市南区箕島２８１番地 12月25日から適用

有機生活マーケット いち 岡山市北区下中野７０７番地１０４ 12月25日から適用

自然食コタン 岡大前店 岡山市北区学南町２丁目７番１３号 12月25日から適用

銀座に志かわ 後楽園通店 岡山市北区弓之町1-1 12月25日から適用

ホトトギスファーム野々口工房 岡山市北区御津野々口１４４６−１ 12月25日から適用

小小面食屋 岡山市北区清輝橋１丁目６−１５ 12月25日から適用

自然食コタン 奉還町店 岡山市北区奉還町1-6-1 12月25日から適用

フクシママート キュウノジュウ店 岡山市北区奉還町2-9-10 12月25日から適用

フクシママート ホステル宴店 岡山市北区奉還町4-11-10 12月25日から適用

GOOD MEAT 岡山市東区可知4丁目2-4 12月16日から適用

Natural merci 岡山市北区三手46-3 12月16日から適用

エコファーム上道 岡山市北区津島本町14-11 12月16日から適用

ボナップ スイーツ 岡山市北区下中野373-14リビンコート下中野弐番館406号 12月16日から適用

岡山夢菓匠 敷島堂 新平井店 岡山市中区平井5丁目8番43号 12月16日から適用

喜多いなり 岡山市北区錦町3-2YAビル1階 12月16日から適用

自然薯パンプキン 岡山市中区江崎524 12月16日から適用

純正食パン ハレパン岡山店 岡山市北区東古松219-3 12月16日から適用

肉の喜多屋 本店 岡山市北区出石町1丁目2-27 12月16日から適用

八天堂 イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山店1階 12月16日から適用

（株）エヌワン 岡山市北区平野８６３番地の１

（株）森脇英一商店 岡山市北区番町１丁目９番１２−１０１号

（株）オークラ 岡山市南区市場１丁目１

aozora 岡山市南区浜野2丁目1-35

give&give 岡山市北区表町 1-8-36

GOWDY 岡山市南区千鳥町２６ー１０

Kuroffle 岡山市南区藤田560

MY WAY 岡山市北区平野 1020-20

natural sweets kao 岡山市北区吉備津 ９８９番地

Nico Nico Do イートイン 岡山市北区奉還町 2丁目4-13

World Harmony TERA 岡山市北区内山下 1-10-16

お弁当の 椛銀 岡山市北区中山下2丁目5-20 ライオンズマンション中山下 101

クチュールフクイドウトウキョウ問屋町店 岡山市北区問屋町１５ー１０１ 問屋町テラス１階

スーリィ・ラ・セーヌ 岡山市北区内山下 1丁目2-15

せとうち味倶楽部 岡山市北区内山下 ２丁目７番５号

タマゴのハラダ 岡山市北区野田屋町 １丁目３番３−１７２号

パティスリーコモル 岡山市北区南中央町９−６

ファームナトゥーラ ひまわり笑顔かぞく店 岡山市北区大供１丁目２番２３号 あかつきビル１０４号室

みつめや 岡山市北区野田屋町 １丁目３番３−１３２号

ゆばの奥田屋 岡山市北区兵団 1-19

一冨士本店 岡山市北区富原５４３−４

岡屋 岡山市北区野田屋町1-3-3-129

菓子工房なる 岡山市北区西辛川 521-5

金福菓子舗 岡山市北区奉還町 ４丁目１２番１９号

後藤珈琲 岡山市北区岩田町 ７番１４号

光吉商店 岡山市北区野田屋町 １丁目２番３号

自然食品なづ菜 岡山市北区伊福町1ー12ー16

自然派ワインのお店プレヴナン 岡山市北区本町8ー15

宗家源吉兆庵 岡山本店 岡山市北区幸町 7-28

宗家源吉兆庵 岡南店 岡山市南区築港新町1-24-21

宗家源吉兆庵 妹尾店 岡山市南区妹尾2658

◆各種小売 / 食品販売店
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

重松食品 岡山市北区野田屋町 １丁目３番３号

小西珈琲焙煎所 岡山市北区奉還町 4丁目7-15

焼肉牧場 岡山市北区東古松480-18

創作弁当 百々花 岡山市北区表町 3丁目21-10

池田促成青果 ラボ 岡山市北区本町 ９番１３号

中山昇陽堂 中島田店 岡山市北区中島田町 2-6-12

中山昇陽堂 本店 岡山市北区大供表町2-8

島乃香つくだ煮直売所 岡山市中区藤崎701-4

4saisons deli 岡山市北区平野976番地1

Acht Herzen 岡山市中区浜3-2-30

Ami リエゾン 岡山市北区西古松2-9-6

AROMA COFFEE ROASTERY 下中野店 岡山市北区下中野351-115

BISTRO na菜 江並店 岡山市中区江並78-1

Boulangerie DOUMAE 岡山市北区表町1丁目9-11

Bread Delice 岡山市東区中尾1-39

Cake House FUKUYA 岡山市北区中央町7-12

Ciel 藤田店 岡山市南区藤田560-209リョービプラッツ藤田店敷地内

Ciel 野田店 岡山市北区野田１丁目13-15

COZY 岡山市北区弓之町13-13-2

ＤＡＮＲＩＳＥ 岡山市北区奉還町２−１−２１

Earth Bread 岡山市中区倉田522

HANOI MART 岡山市北区駅前町１丁目７番２１号フジ屋ビル

HATTORI BAGEL 岡山市北区奉還町1-4-12-1

IWAHANA 岡山市北区柳町２丁目1番1号

Koenbench 岡山市北区番町2丁目1-17

krishna 岡山市南区浦安西町32-146

Melon de melon 岡山駅前店 岡山市北区駅前町１丁目２ー２

Ｎ．ｇａｒａｇｅ 岡山市東区久保83-1

nafes 岡山市南区大福1248-2

ｎａｔｕｒｅ 岡山市北区西古松１７６−３

Nico Nico Do 岡山市北区奉還町2丁目4-13

NINIKINE 本店 岡山市中区西川原138番

ＯＫＡＺＵＹＡ７７’ｓ 岡山市南区泉田５−３−１７

pan company 岡山市東区金岡西町１１０２番地

panside 岡山市中区中島６７

Patisserie Juna 岡山市北区一宮94-2

Patisserie R 岡山市北区西古松38-5

Patissier honey2 岡山市北区鹿田町１丁目5-12

ＰＲＥＭＩUM SETOUCHI SHOP 岡山市北区駅元町1-1

PUBLIC BAKERY 岡山市北区錦町8-19SIOMOLIPART21F

SCRAP アジトオブスクラップ岡山 岡山市北区表町1-1-45十全ビル2F

sweets connect T-clip 岡山市北区下中野323番地101号

Taeko’s Kitchen 岡山市北区今保422-9

UCHIDA COFFEE 岡山市北区上高田3506

un.fleur 岡山市北区今８丁目１番１号

あげ福 岡山市南区福富西１丁目１−２８

アルムの里 瀬戸玉井直売所 岡山市東区瀬戸町観音寺218-4

あわしま堂 岡山市南区藤田４７１−２

いちかわフルーツ 岡山市北区芳賀2586

インポートショップトレンド 岡山市南区古新田808番地

おかやまベーカリー Plage 岡山市中区倉田677-7

おかやま小松村 岡山市北区間倉200
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

おばんざい弁当 岡山市南区福富中1-14-12

おりんぴあどりーむせと ＳＨＯＰ 岡山市中区新築港９−１

オレンジハンモック 岡山市北区野田屋町１丁目１−４

お持ち帰り専門店 ミッチーの店 岡山市東区富士見町1-11-2

お竹まんじゅう 岡山市北区奉還町2-19-17

かしどんや かわかみ 岡山市南区市場１丁目１番地

からあげ専門店福沢東岡山店 岡山市中区関５３９−３

カルディコーヒーファーム岡南店 岡山市南区築港新町１−１８−５天満屋ハピータウン岡南１Ｆ

カントリーケーキ もりのくまさん 岡山市北区西古松1丁目18-8大元マンション102

カンパニオ 岡山市北区芳賀2892-2

ぎぃも工房 岡山市南区西紅陽台2-58-520

きびファーム美果美香 岡山市北区芳賀2378-1

キムラヤのパン Aコープたかまつ店 岡山市北区高松141-1Aコープ高松味彩館内

キムラヤのパン 一宮店 岡山市北区楢津659-1

キムラヤのパン 岡山天満屋店 岡山市北区表町２丁目１番１号

キムラヤのパン 岡山シティホテル厚生町店 岡山市北区厚生町3-1-20

キムラヤのパン 横井店  岡山市北区横井上1741-2

キムラヤのパン 表町本店  岡山市北区表町3-15-6

キムラヤのパン 下中野店  岡山市北区下中野348-101

キムラヤのパン KIMURAYABAKERY&SORA  岡山市北区中仙道2丁目9‐17

キムラヤのパン 岡山シティホテル桑田町店  岡山市北区桑田町 2-21

キムラヤのパン 県庁前店  岡山市北区内山下2-3-3

キムラヤのパン 東川原店  岡山市中区東川原184-3

キムラヤのパン 円山店  岡山市中区円山115-1

キムラヤのパン ハイスクールベーカリー店 岡山市北区南方5-3-5

キムラヤのパン イオンモール岡山店   岡山市北区下石井１丁目２番１号イオンモール岡山内１階

キムラヤのパン 庭瀬店  岡山市北区平野920

キムラヤのパン 野田屋町岡ビル店  岡山市北区野田屋町1-3-3

キムラヤのパン 西大寺店   岡山市東区西大寺中野388-2Aコープ西大寺味彩館内

キムラヤのパン 泉田店  岡山市南区泉田3丁目2-32

キムラヤのパン 表町1丁目店  岡山市北区表町1‐4‐119

キムラヤのパン 奉還町東店  岡山市北区奉還町2-1-15

キムラヤのパン 岡山駅地下店  岡山市北区駅元町1-1

キムラヤのパン 高屋店  岡山市中区高屋36-1

クチュールフクイドウ 表町店 岡山市北区表町１丁目１１−３８ザ・コートヤード表町１Ｆ

クック・チャム 岡山目黒店 岡山市東区目黒町14-15

クック・チャム 今店 岡山市北区今７丁目２１番5号

クラフタート 大福店 岡山市南区大福３５０ー２

グリーンマーケットＭＯＡ GREEN MARKET MOA岡山店 岡山市北区学南町2-7-6

クリクラ大元 岡山市北区野田4-4-32F

くろり 炭火焼肉 壱番 岡山市中区⾧利256-1

ケイズゲーム 岡山市中区平井4-5-40

ケーキ・ラボ・レガーレ 岡山市北区野田屋町1-3-3岡ビル1F北側公園前

ケーキハウスキシモト 岡山市北区建部町吉田797-1

けんちゃん弁当 岡山市南区福吉町3番28号

こうげつ堂 岡山市北区表町２丁目3-1

コートドール岡山 岡山市北区西古松西町5-6岡山新都市ビル

コマリ ファーム＊。 岡山市南区浦安南町138

コロンバージュ 岡山市中区浜１−１２−１５

コンセルボ 大安寺店 岡山市北区野殿西町329-1ハピーズ大安寺店内

サーティワン アイスクリーム イオンモール岡山 岡山市北区下石井1丁目2-11F

サーティワン アイスクリーム 岡山西市ロードサイド 岡山市北区西市398-5
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キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

サーティワン アイスクリーム 岡山平井ロードサイド 岡山市中区平井3丁目872-1

サーティワン アイスクリーム 天満屋ハピータウン岡南 岡山市南区築港新町1丁目18-5天満屋ハピータウン岡南店1F

サーティワン アイスクリーム 天満屋ハピータウン原尾島 岡山市中区原尾島1丁目6-20-1F

サーティワン アイスクリーム 備中高松 岡山市北区小山531

サカエヤ本店 今店 岡山市北区今2-1-1

サク・デ・パナデリア 岡山市中区山崎２２０ー１

サプリメントの窓口 岡山市北区絵図町９−５２

ジェラテリアMISAO エブリイOkanaka津高店 岡山市北区横井上83-3エブリイOkanaka津高店1階

ジェラテリアMISAO 本店 岡山市南区北七区628

シフォンケーキ専門店 Chiffon 岡山市中区門田屋敷1丁目6-1

シャ・ノワール 岡山市北区学南町2ー1ー1

ジャンティ 岡山市中区倉田４４７−１

ジュピター 岡山店 岡山市北区駅元町１−１ＪＲ岡山駅地下１階

シングルモルトワールド 岡山市北区表町3丁目4-32

しんちゃん農園 岡山市東区藤井54-2

スイーツ工房アリス 岡山市北区大和町2-7-10

せとうちそらとうみ 岡山市北区野田３丁目２番８号

ぜろどーなつ 岡山市北区富田町2-2-16

たこ焼きカルチョ。 岡山市南区藤田188

たまご屋 岡山市南区箕島1640-79

ちーごはん。 岡山市北区学南町2-3-38SUNCUBE1号

つむぎコッペ 下中野店 岡山市北区下中野811

つむぎコッペ岡山シンフォニー店 岡山市北区表町１−５−１シンフォニービル１Ｆ

できたておむすび米米 駅前店 岡山市北区本町1-10

ドラヤキ工房どらや 岡山市南区妹尾２３５１−1

トリオ倶楽部 岡山市北区田町2-3-3

ドンレミーアウトレット 岡山店 岡山市南区藤田566-276

なかやま農場 岡山市北区下足守254-1

ナチュレルモン 岡山市北区本町８−１５

なつかわ農園 岡山市北区撫川1442

にこにこパン 岡山市南区西市476セビアン西市駅前1階

バームクーヘン専門店 オリジン 岡山市南区中畦４４０番地の６

ハイテックシステムズ 岡山市北区幸町８番２９号

はちやフルーツ 岡山市南区山田１５３番地５

パティスリーエスベース 岡山市中区さい152-1

パティスリーシトロン 岡山市北区白石281-1

パリ3区 岡山市南区下中野1401-4ワイズ大元南1F

ハルトアオ 岡山市北区奥田本町17-14Bー２

ばんこく珈琲 コーヒーマーケットバンカ 岡山市北区野田３丁目２２番地３号

パンの森 ブローニュ 岡山市南区泉田３丁目７ー３０

パン屋 Sunny 岡山市北区下石井2-2-8

パン工房  かおりほのか 岡山市南区三浜町２−２−１三浜ビル１０１

パン工房 愛 岡山市北区奉還町3丁目9-1

ひみつきち 岡山市北区二日市町６３番地

フィットタカ 高屋店 岡山市中区高屋295-3

フィットタカ 本店 岡山市北区野殿東町3-25天然温泉ゆずき2F

フィットタカ 問屋町店 岡山市北区問屋町9-102

ブーランジェリー カネコ 岡山市北区岡町１９−１５金尾コーポ１Ｆ

ブーランジェリー トリコ． 本店 岡山市北区白石西新町９ー１０３クリエイト２１１０５号

フクラム フクラム 岡山市中区今在家８４番地４

ブランジェリー コロンバージュ 岡山市中区浜１丁目１２番１５号

フリュティエ さんすて 岡山店 岡山市北区駅元町1-1-1岡山駅2階サンステーションテラス南館
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フリュティエ 原尾島店 岡山市中区浜3-8-60

フリュティエ 青江店 岡山市南区新保1128-7

フリュティエパスタ 大元店 岡山市北区大元上町３−１

フレッシュミート 岡山市南区豊浜町10-48

ふれんど。はうす 岡山市中区江並77-2

ベーカリー クレセント 西大寺店 岡山市東区西大寺上3丁目8-41

ベーカリー クレセント 大野辻店 岡山市北区今3丁目26-28

ベーカリーカフェパンボックス 岡山市北区高柳西町９ー１９

ベーカリーハウスパンだ 岡山市南区福成１丁目１６６番地の１１

ヘルスケア岡山 岡山市北区野田３丁目２番８号

ほっかほっか亭 一宮店 岡山市北区楢津666-5

ほっかほっか亭 岡山医大前店 岡山市北区大学町３ー１１６

ほっかほっか亭 下中野店 岡山市南区新保４３０

ほっかほっか亭 高島店 岡山市中区高島新屋敷７０２−２

ほっかほっか亭 高柳店（岡山） 岡山市北区高柳東町１４−１８

ほっかほっか亭 今店 岡山市南区下中野８１１

ほっかほっか亭 産業通り倉田店 岡山市中区倉田６１６−１

ほっかほっか亭 松崎店 岡山市東区富士見町１−２０９−２

ほっかほっか亭 西大寺駅前店 岡山市東区西大寺東１−５−６

ほっかほっか亭 泉田店 岡山市南区泉田５−４−２

ほっかほっか亭 大雲寺店 岡山市北区天瀬２−２２

ほっかほっか亭 中仙道店 岡山市北区中仙道２−９−１６

ほっかほっか亭 庭瀬店 岡山市北区庭瀬２３２−８

ほっかほっか亭 東岡山⾧岡店 岡山市中区⾧岡５８４−３

ほっかほっか亭 東川原店 岡山市中区東川原１８１−４

ほっかほっか亭 福成店 岡山市南区福成３ー５ー６

ほっかほっか亭 福島３丁目店 岡山市南区福島３−６−３２

ほっかほっか亭 平島店 岡山市東区瀬戸町沖３４９−２

ほっかほっか亭 妹尾荒田店 岡山市南区妹尾２３４４−６

ほっともっと 岡山昭和町店 岡山市北区昭和町１１番１７号

ほっともっと 円山店 岡山市中区山崎１５−１

ほっともっと 岡山西大寺店 岡山市東区西大寺中１丁目５番２８号

ほっともっと 岡山平井店 岡山市中区平井６丁目７−２２

ほっともっと 下中野店 岡山市北区下中野３６５−１０５

ほっともっと 高屋店 岡山市中区高屋２１９−１

ほっともっと 築港新町店 岡山市南区築港新町２−７−１２

ほっともっと 津高店 岡山市北区横井上１９８−１

ほっともっと 豊成店 岡山市南区豊成２−４−１７

ボニッシュ 岡山市北区丸の内1-13-12

まいど屋珈琲 岡山市南区植松38ｰ2

マックハウス Pモール藤田 岡山市南区藤田５６０−２０９

マックハウス イコットニコット 岡山市北区駅前町1-8-18

マックハウス 東岡山 岡山市中区⾧岡438-1

マックハウスSSFエブリイ津高店 岡山市北区横井上83-3エブリイOkanaka津高

まつ家 岡山市南区市場１丁目１

まやかみ農園 岡山市北区三和１３７５−１４

マラサダドーナツのお店 岡山店 岡山市北区津島京町3-1-28

マルナオ青果 岡山市南区市場1丁目1番地

ミートはしぐち 青江店 岡山市北区十日市西町５番９号

ミート大元 岡山市北区西古松87-1

ミームトータルライフプロデュース 岡山市南区箕島245-5

みづゑ菓子店 岡山市北区本町8ー27
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みのる園 岡山市中区浜478-8

ミモレ農園マルシェ ひのきの森 by BMD 岡山市北区弓之町2−20天心ビル1F

ミモレ農園マルシェ 岡山店 岡山市北区弓之町2-20天心ビル１F

ミル・メルシー 岡山市南区新保663-23山陽建機1F西

ミルクト 岡山市東区東平島１２６４−１

ムラカミベーカリー 岡山市北区御津矢原346

ももたろうマルシェ ［ももっぱれ!!］ 岡山市北区西崎本町9-23

モンテローザ 岡山市南区千鳥町1-11横山ビル1階

やまかわ 岡山市北区一宮８５７番地の１

やまとん 岡山市中区さい90-2-202

やまね 岡山市東区水門町924-8

ラ・セゾン・ド・フランセ 岡山市北区奉還町２丁目１６番１６号

らんらん亭 岡山市北区西古松250-109フジビル102

ル・フォワイエ イオン岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオン1F

ル・フォワイエ 西大寺店 岡山市東区西大寺南1-1-26

ル・フォワイエ 青江店 岡山市南区新保1192-6

ル・フォワイエ 大安寺店（ハピーズ大安寺店併設） 岡山市北区野殿西町329-1

レモネードbyレモニカ イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1丁目2-1

ロマラン洋菓子店 番町本店 岡山市北区番町１−１１−１７

ロマラン洋菓子店 表町店 岡山市北区表町1ー9ー68

安富牧場 ファミーユ 本店 岡山市北区下足守４０２番地３

偉大なる発明 岡山店 岡山市北区下石井１ー２ー１イオンモール岡山１階１０５０区画

一歩弁当 RSK 岡山市北区丸の内1-7-1

一歩弁当 丸の内店 岡山市北区丸の内1-7-1三上ビル1階

一歩弁当 野田屋町 岡山市北区野田屋町1-10-6

羽原醤油株式会社 酒店 岡山市東区鉄904

羽原醤油株式会社 本社 岡山市東区鉄９０４番地

浦志満本舗 若沼庵 岡山市北区北⾧瀬表町3-11-18

浦志満本舗 新保菓匠工房店 岡山市南区新保３７０番地２

浦志満本舗 大元店 岡山市北区大元1-11-17

栄太楼菓子舗 岡山市北区表町２丁目天地下２号

塩見常盤堂 岡山市東区西大寺中1丁目15-2

奥野農園 岡山市南区西七区521-4

岡崎米穀店 岡山市中区藤原光町3-6-5

岡山市場ネット 岡山市南区市場1丁目1番地関連棟75番

岡山市場海産 岡山市南区市場1-1岡山中央卸売市場関連棟６８番

岡山中央水産 岡山市南区市場1-1

岡山中央漬物 岡山市南区市場1-1

岡山夢菓匠 敷島堂 原尾島店 岡山市中区原尾島3丁目8-27

岡山夢菓匠 敷島堂 瀬戸店 岡山市東区瀬戸町瀬戸183-1

岡山夢菓匠 敷島堂 西大寺店 岡山市東区西大寺中野377-1

岡山夢菓匠 敷島堂 大元店 岡山市北区西古松西町8-101

岡山夢菓匠 敷島堂 庭瀬店 岡山市北区庭瀬241-1

岡山夢菓匠 敷島堂 平井店 岡山市中区平井5丁目6-32

河田商店 岡山市北区御津紙工2767

花澤ぶどう研究所 岡山市東区瀬戸町下274-6

菓子工房 おやつの64 岡山市北区西崎本町12-41

菓子工房桃の花 岡山市北区芳賀1253-8

株式会社ＮＫフーズ 岡山市北区岡町１８−１７

株式会社アーチファーム 岡山市北区牟佐３０６０番地

株式会社おおもり農園 岡山市中区兼基１１１番地１

株式会社ステップ・ワン 岡山市中区祇園５９８−１
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キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

株式会社つるの玉子本舗 岡山市北区平和町２−１下山ビル１Ｆ

株式会社みつの里 岡山市北区御津草生824-1

株式会社もち吉 岡山大元店 岡山市北区西之町9-110

株式会社もち吉 岡山南店 岡山市南区福浜町16-42

株式会社もち吉 岡山浜店 岡山市中区浜356-1

株式会社ヨシケイ岡山 岡山市北区田中130-105

株式会社リジョイン 岡山市中区原尾島３丁目１０番６号１０１号

株式会社杉原運送 クリクラ山陽 岡山市東区竹原733番地

株式会社大東果物店 岡山市北区奉還町２丁目５番１８号

韓国 つけもの屋 岡山市北区田町２丁目１３ー１０岡田ビル１Ｆ

吉岡商店 岡山市東区⾧沼６８８

鶏ノ島 岡山御津店 岡山市北区御津草生825-2

建部町観光協会 建部町産業観光物産案内所 岡山市北区建部町福渡９９１−１

建部町観光協会 事業部店 岡山市北区建部町福渡465-1

絹輪ベーカリー 本店 岡山市南区千鳥町29-3

五果苑 岡山市北区芳賀５３８５−６

五穀蔵岡山 岡山市南区妹尾３４３５

五福うさぎ 岡山市東区西大寺中3-9-24

御茶調進処ふくちゃ 岡山市北区高松原古才３１５番地１０

合資会社らりっくす 岡山市北区大元２丁目８番２号

今八ふたわ 岡山市北区今8-5-8

三好野本店 岡山市中区桑野131-6

三上商店 岡山市南区彦崎３７５

三島食鶏 岡山市南区藤田２２７番地１９６

三邦 岡山市北区内山下2-7-5

三木青果 岡山市中区さい東町2-382-5

山上青空市「道畑」 岡山市北区山上５７５番地

山田精肉店 岡山市北区建部町福渡４９４番地の１

残夢軒 岡山市北区後楽園１−２

四代目四季菜心 城 十日市店 岡山市北区十日市西町13-5株式会社城忠一商店

四代目四季菜心 城 表町本店 岡山市北区表町1ｰ6ｰ38

志ほや 岡山本店 岡山市北区表町１丁目7-65

志満秀野田店 岡山市北区野田3-2-2

自家焙煎珈琲豆 武蔵野珈琲 岡山市北区中仙道57-101

自然派ワインのお店 プレヴナン 岡山市北区本町８−１５

若観門豆 岡南店 岡山市南区立川町3ー15

若観門豆 江並店 岡山市中区江並９０−７

酒の肴 岡山市北区中央町10-21

就労継続支援B型事業所 ジブンワーク 岡山市中区⾧岡4-66

出張バーベキュー満福岡山 岡山市北区青江1-3-9

小屋珈琲 小屋足守焙煎所 岡山市北区下足守757

小泉醸造元 岡山市東区金田1901

小倉商店 岡山市南区市場一丁目１番地

松田屋 岡山市南区三浜町1-10-3

焼きたてパン屋さん ベーカリーハウス パニーニ 岡山市東区中尾295わたなべ生鮮館城東店内

焼きたてパン工房 Lassen 岡山市北区伊島北町3-7ドリームタグチ1F

焼きとりお持ち帰り専門店とりひろ 岡山市東区福治640-1

上道ベーカリー パントマイム 岡山市東区上道北方７３０番地

食と雑貨のセレクトショップspoon 岡山市南区豊成3-22-13

心種 coco-tane 岡山市北区北⾧瀬表町2丁目2-7

神戸サンド屋 岡山店 岡山市中区浜6-18

瀬戸内商店 岡山市北区中原551
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清月 岡山市東区西大寺中2丁目14-31

石原果樹園 岡山市東区西隆寺893-6

倉敷ぎょうざ本舗 岡山県庁通り店 岡山市北区丸の内２ー１２ー２４

倉敷ぎょうざ本舗 今店 岡山市北区今４ー9ー３４

惣菜屋穂の実 岡山市北区津島笹が瀬1-24コーポ1F

足守のメロン屋さん 岡山市北区大井６６０

大黒商店 岡山市南区大福661-15

大滝餅 岡山市中区江崎４８９番地

鳥周 御津店 岡山市北区御津草生824-1

鳥周 江並店 岡山市中区江並78-2

鳥周 牟佐本店 岡山市北区牟佐２９３０番地の１

鳥明人 岡山市南区藤田2089-2田中アパート1F

天然酵母パン工房 どんぐりコロコロ 箕島店舗 岡山市南区箕島906

杜の家ファーム 岡山市中区兼基１０７番地２

渡辺珈琲 岡山市北区東古松1-5-16

灯しび舎 岡山市中区土田215-1西端

藤音庵 彦崎店 岡山市南区植松618

豆腐処 おかべ 岡山市北区表町1丁目10-1

難波ファーム 岡山市北区高松４０７−１

肉じろう 岡山市北区中井町２−１−３

売店オレンジ 岡山市東区西大寺南２丁目１番７号

白十字 伊福町店 岡山市北区伊福町4丁目5ー43

白十字 一宮店 岡山市北区一宮135-1

白十字 益野店 岡山市東区益野町226-7

白十字 円山店 岡山市中区円山1010-1

白十字 奥田店 岡山市北区岡南町1丁目8番1号

白十字 岡南店 岡山市南区福浜西町4-12

白十字 原尾島店 岡山市中区浜3-8-43

白十字 高屋店 岡山市中区高屋380-5

白十字 今店 岡山市北区今6-20-7

白十字 庭瀬店 岡山市北区庭瀬300-1

白十字 藤田店 岡山市南区藤田６５１番地の１７

白十字 妹尾店 岡山市南区妹尾2322-1

八信商店 岡山市東区西大寺中１丁目１３番８号

半鐘屋岡山店 岡山市北区中山下２−３−６２

板野農園 岡山市北区富吉1732

風乃菓 籠もよ 岡山市北区今５丁目１番３１号

福井堂 西大寺店 岡山市東区西大寺南１−２−５

米屋のにぎりめし山田村 岡山市北区中井町１ー１ー１０

米蔵むしあけ 岡山市北区中仙道56-126

米粉パン専門店 大元工房 本店 岡山市北区野田２丁目１０ー１５

本家かまどや 空港線福富店 岡山市南区福富西2-19-36

夢ファーム 岡山市東区西大寺五明５４番地

木村商店 岡山市中区赤田62-5

野の花農園 岡山市南区藤田１０４６番地の３

有機食良品館 岡山市北区東古松4-4-3

有限会社オカザキ 岡山市中区雄町105-4

有限会社おのだ園 岡山市北区清輝橋４丁目１番４号

有限会社ぐんぐん 岡山市東区百枝月502-5

有限会社タニヤマ 岡山市南区西紅陽台1-58-239

有限会社清風庵 岡山市北区下伊福1-4-6

有限会社芭蕉庵 表町店 岡山市北区表町１丁目９番６２号
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有燐堂茶舗 岡山市北区平和町６番2号

葉づき 岡山市北区田中624-1アクシスナーフ中庭

藍天飲食店 岡山市北区清輝橋１丁目７ー１４

良寛庵ひらい妹尾店 岡山市南区妹尾８５６−３

林ぶどう研究所 直売所 岡山市北区津高５２５−１

和のおやつと赤飯の店 歩月 岡山市南区福富中1-5-1

和田商店 岡山市南区西高崎75-20

廣榮堂 さざなみ店 岡山市北区後楽園１−４

廣榮堂 中納言本店 岡山市中区中納言町７-３２

廣榮堂 藤原屋 岡山市中区藤原６０

廣榮堂武田 岡山市中区中納言町７番３３号
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酒の悟空 京山店 岡山市北区谷万成１丁目１１番４６号 12月16日から適用

RICOdeVIN 岡山市北区東古松４８８−１１

おかじまや 中央店 岡山市北区柳町２ー１０ー１７

カタオカ酒店 岡山市南区妹尾２３０２番地の４

やまや 岡山店 岡山市北区今3-26-1

リカーショップ twenty 岡山市北区中央町２番１４号

リカーショップイタノ 岡山市北区田町２丁目６番６号

リカーショップフジタカ 岡山市北区南中央町12-12

リカーランドアヤノ 中央町店 岡山市北区中央町2-28

リカーランドアヤノ 本店 岡山市中区平井４丁目６番４４号

ワインと地酒 武田 岡山幸町店 岡山市北区幸町３ー２C.F.Bld1F

ワインと地酒 武田 岡山新保店 岡山市南区新保１１３０ー１

岡山酒販協同組合 岡山市北区東島田町１丁目８番５号岡山小売酒販会館

宮下酒造 岡山市中区西川原１８４番地

酒のみむら 加茂店 岡山市北区加茂508

酒のみむら 表町店 岡山市北区表町3丁目6-21

酒の筒井屋 岡山市南区豊浜町２番６０号

酒屋 醤 岡山市中区国富852

酒屋トシモリ 岡山市北区野田屋町１丁目３番３−１７９号

小橋酒店 岡山市北区岩田町５番２６号

赤松酒本店 岡山市中区小橋町１丁目７番２５号

多田博光酒舗 岡山市北区東中央町１番７号

大野酒店 岡山市南区並木町2-9-15

地酒の店 岡山市北区広瀬町4ー4

地酒専門店 さかばやし 岡山市北区駅前町1-10-29

藤田酒店 岡山市北区平和町６番６号

板野酒造場 岡山市北区一宮35

平上三蔵商店 岡山市北区野田屋町２丁目５番１０号サンハイツ平上１Ｆ

萬歳酒造 岡山市北区旭本町１番３８号

タバコマニア 岡山市北区本町2ー121F石井ビル

小谷たばこ店 岡山市北区表町2-1-52

◆各種小売 / 酒類・リカーショップ

◆各種小売 / たばこ
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

Roots Guitar & Studio 岡山市北区下中野477-6 12月25日から適用

カワニシ 岡山支店 岡山市北区今1-4-31 12月25日から適用

カワニシ 本社 岡山市北区今１丁目３番９号 12月25日から適用

Whitesound with Studio 岡山市北区神田町2-5-44-1F 12月25日から適用

ライフケア 岡山支店 岡山市北区野田３丁目２０番２８号 12月25日から適用

山陽ガス 倉敷営業所 岡山市南区曽根377-5 12月16日から適用

山陽ガス 本社 岡山市東区上道北方211番地 12月16日から適用

Maison de FLEUR 岡山店 岡山市北区幸町2-8 1F 12月16日から適用

（株）梶岡設備 岡山市北区北⾧瀬表町三丁目16番5号

（株）丸富 Sorriso 岡山市南区迫川839-7

「えんぜる」 岡山市南区大福820-3

BikeShopKINOSHITA 雄町店 岡山市中区雄町３７４番地１

BRANCH岡山北⾧瀬 岡山市北区北⾧瀬表町２−１７−８０

Ｃ．Ｐ 岡山市北区表町1-1-8ライオンズタワー岡山表町1101

candleMimosa 岡山市南区西市709-3

Car Pet 岡山市中区祇園186-3

Clara Hawaiian Select Shop/Lea Lea 岡山市北区今1-11-9

D＆Cコミュニケーションズ 岡山市北区春日町 ６番５号

DAIYA FACTORY 岡山市南区古新田１１２５番地ロコステ館内1F

Francfranc 岡山ロッツ店 岡山市北区中山下1-11-54岡山ロッツ1F

ＦＲＥＥ ＲＩＤＥ 岡山市北区御津金川 ５４０

HANDMADE CANDLES la luce dolce 岡山市北区奉還町2丁目9-1

HASHTAG 岡山 岡山市北区北⾧瀬表町 二丁目17番80号 BRANCH岡山北⾧瀬内E110

HondaCars岡山 2号バイパス店 岡山市南区古新田1341

HondaCars岡山 U-SELECT岡山西 岡山市北区西⾧瀬1215-2

HondaCars岡山 U-SELECT岡山東 岡山市東区南古都434-1

HondaCars岡山 岡山高屋店 岡山市中区高屋286-1

HondaCars岡山 岡山中央店 岡山市北区中仙道2-33-38

HondaCars岡山 岡山東店 岡山市東区鉄404-1

HondaCars岡山 久米店 岡山市北区久米195-1

HondaCars岡山 後楽園店 岡山市中区原尾島３−８−１２

HondaCars岡山 西大寺店 岡山市東区広谷471-2

HondaCars岡山 青江店 岡山市北区青江2-8-39

HondaCars岡山 倉田店 岡山市中区倉田637-5

HondaCars岡山 中仙道店 岡山市北区中仙道2-15-27

HondaCars岡山 福富店 岡山市南区新福2-11-20

HondaCars総社 岡山インター店 岡山市北区津高265-4

HondaCars灘崎 灘崎店 岡山市南区植松６１４−１

JEWEL。 岡山市南区福富西3-7-40三宅ビル201

Kami St ！ 岡山市南区藤田６７９番地藤田ビル3F

L-message 岡山市南区福成1-166-7

ma faveur・anyTime 岡山店 岡山市北区下石井１丁目2-1イオンモール岡山３階

MARUKO 岡山店 岡山市北区表町1-8-61ABCビルディング3Ｆ

NEXCO西日本 吉備サービスエリア上り線 岡山市北区今岡７０５

NEXCO西日本 吉備サービスエリア下り線 岡山市北区今岡４７６

NEXCO西日本 瀬戸パーキングエリア上り線 岡山市東区瀬戸町万富２１６７−３

nSk 岡山市北区横井上519-1

octanequality 岡山市東区瀬戸町大内1899

PAYA wake＆surf 岡山市中区平井7-4-7

ＰＣ ＤＥＰＯＴ岡山本店 岡山市南区新保892-1

Pet Sound 岡山市北区表町１丁目8-48-2F

◆各種小売 / その他（小売）
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

PORTA 岡山市北区学南町2-6-11

Re風藍 岡山ロッツ店 岡山市北区中山下１丁目11-54岡山ロッツ1F

Re風藍 本部 岡山市北区久米333-2

Roots Guitar & Studio 岡山市北区津島南１丁目１番２１号

Satellite 岡山市北区奉還町2丁目8番17号

Seagull 岡山市北区三野２丁目２番３号

Shine 岡山市北区大元上町10-27

Ｓｕｓａ Ｉｎｃ． 岡山市北区上中野 2-22-1 1208

systemav 岡山市北区青江５−１６−１

the Gift by fp 岡山市北区丸の内2-12-27

TRIBE 岡山市北区白石西新町 9-103-102

UNUS 岡山市北区問屋町7-102

VETTA 岡山市南区植松560-1

YSP岡山南 岡山市北区岡町１３番２２号

Zero project 岡山市南区北七区479

アートスペース油亀 岡山市北区出石町 2-3-1

アカチャンホンポ 岡山店 岡山市北区中仙道1-4-15

アサノエナジー 岡山市北区南中央町11-18

アサノガスサービス 岡山市南区小串3385-47

アダストリア スタディオクリップ 天満屋ハピータウン岡南 岡山市南区築港新町１−１８−５天満屋ハピータウン岡南店１Ｆ

アップビートバルーン大元店 岡山市北区東古松３−８−６

アトリエCoCo アート＆アトリエCoCo 岡山市北区番町 2-8-11 アトリエCoCo都路知世

アニメイト 岡山 岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館4F

アプライド 岡山店 岡山市北区鹿田本町７−１８

アンクル岩根のギャラリー 岡山市北区中山下1丁目5ー38カタヤマビル1F

イーオンフラワー工房 プリ・フルール 岡山ビル店 岡山市北区厚生町２丁目３番２３号

いわさ 平島店 岡山市東区東平島163番地ゆめタウン平島2F

ウッディヨネダ 岡山市東区金岡西町５５−２

エコステーション ザック 岡山市東区益野町41

エスプリ・ヌーボー ギャラリー 岡山市北区表町2丁目3-62B三共ﾋﾞﾙ2階

エルステオート株式会社 岡山市南区藤田１４２０番地１４

オートバックス ・岡南店 岡山市北区十日市中町１５−５５

オートバックス ・高屋店 岡山市中区高屋５０

オートバックス 野田店 岡山市北区大元上町１−８

おかやまパソコン市場株式会社 岡山営業所 岡山市北区中仙道1-4-20

オリジナル工房プリントン 岡山市東区神崎町65-2

カードラボ 岡山西口店 岡山市北区駅元町30-12飛鳥ビル3階

カギまるくん タイム高屋店 岡山市中区兼基63

カギまるくん タイム西市店 岡山市南区西市552-1

カギまるくん タイム大安寺店 岡山市北区野殿西町418-1

カギまるくん 本舗 岡山市北区中仙道1-2-10

ガレージ ネオ 岡山市北区撫川 ９１６−４

カワハラサイクル 岡山市北区西辛川２６４−７

ギャラリー備州 岡山市北区表町1ー1ー1

キャンドゥ ブランチ岡山北⾧瀬 岡山市北区北⾧瀬表町２−１７−８０ブランチ岡山北⾧瀬２階

キャンドゥ 津島モール店 岡山市北区津島南1丁目２−７津島モール

クィーンズガレージ 岡山市北区御津野々口1526

クスリのフクトミ 岡山市南区福富西3丁目6−12

こだま楽器 岡山市東区富士見町１丁目２８番５５号

こまり 岡山市北区辰巳２９−１１３

ゴルフ工房 ノリタケ 岡山市北区尾上223-3

サイクルショップ RIN輪 津島店 サイクルショップR IＮ 輪 岡山市北区津島新野1-2-5
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

サンタック 岡山営業所 岡山市北区下中野１２１３−１

シールド 岡山市北区伊福町1-11-17

ジャノメ 岡山市北区天神町1-26

シン ライディングサービス 岡山市北区大和町1丁目8-12

スーパースポーツ ＳＳＸ岡山新保店 岡山市南区新保１１０１−３

スコープ 岡山市中区下２４５番地

スナップオン山下 岡山市北区七日市西町 5-34-2 エアリーヴィラA102

ソフマップ岡山駅前店 岡山市北区駅前町１丁目１−１

ダイソー イオンモール岡山店３Ｆ 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山３階

ダイソー イオンモール岡山店６Ｆ 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山６階

ダイソー ディオ岡山南店 岡山市南区洲崎２丁目５−３２ディオ岡山南店

ダイソー ハローズ花尻店 岡山市北区白石西新町９−１０７

ダイソー ハローズ江崎店 岡山市中区江崎６９０番地１

ダイソー ハローズ西大寺店 岡山市東区金岡西町１０５−１

ダイソー マルナカ築港店 岡山市南区築港元町１４−１

ダイソー マルナカ平島店 岡山市東区東平島１６０９

ダイソー リョービプラッツ泉田店 岡山市南区泉田３８１−１

ダイソー わたなべ生鮮館庭瀬店 岡山市北区平野９２０わたなべ生鮮館内２階

ダイソー 岡山イコットニコット店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号岡山イコットニコット３階

ダイソー 岡山インター店 岡山市北区谷万成１−１０−１８

ダイソー 岡山岡南店 岡山市北区岡南町２丁目６−５６

ダイソー 岡山岡北店 岡山市北区中井町２丁目５−３８

ダイソー 岡山久米店 岡山市北区久米２０９−１

ダイソー 岡山築港店 岡山市南区築港新町１−５

ダイソー 岡山表町店 岡山市北区中山下１丁目１１−５４ロッツ立体駐車場地下１階

ダイソー 岡山平田店 岡山市北区平田１０１−１０７

ダイソー 岡山雄町店 岡山市中区雄町２６６−１リョービＰモール内

ダイソー 山陽マルナカ益野店 岡山市東区益野町３０−１山陽マルナカ益野店２階

ダイソー 山陽マルナカ下中野店 岡山市北区下中野３７４−１

ダイソー 山陽マルナカ高屋店 岡山市中区高屋３６−１山陽マルナカ高屋店内２階

ダイソー 山陽マルナカ平井店 岡山市中区倉田６１７−２山陽マルナカ平井店２階

ダイソー 天満屋ハピータウン岡北店 岡山市北区中井町２丁目２−７天満屋ハピータウン内３階

ダイソー 東岡山店 岡山市中区⾧岡４５４番１外ハローズ東岡山店内

タイヤ館 アオエ 岡山市北区富田５０３番地の９

タイヤ館岡山西⾧瀬 岡山市北区西⾧瀬１２０９−１

タイヤ館岡山東 岡山市中区高屋１６２−１

テックランドＮｅｗ岡南店 岡山市南区新福１丁目２−１０

テックランド東岡山店 岡山市中区神下187

テレビせとうちクリエイト 岡山市北区柳町2-1-1

トライアングルマーケット 岡山市南区築港新町2-4-5アンソロジー

ドリームボックス 岡山市南区福富中1-2-8NYビル103

ドローン教習所 桜岡山校 岡山市北区富田町2丁目7-5サンワビル6階

なんでも屋 岡山市南区大福１６１番地１

ネクサスホールディングス株式会社 岡山市北区西崎本町６番１５号

ノアコンサルティング 岡山市東区瀬戸町江尻１６０７

ハートアップ 岡山 岡山市北区駅前町１−２−１６山下ビル１Ｆ

バイク王 岡山店 岡山市北区久米209-1

パウンドハウス西大寺 岡山市東区西大寺松崎159-1

パソコン工房岡山南店 岡山市北区下中野７１７−１０２

パソコン修理スマホドック24岡山駅前店 岡山市北区駅前町１丁目８番１号岡山新光ビル7階

はんこ屋さん21岡山今店 岡山市北区今7-23-15

はんこ屋さん２１岡山店 岡山市北区富田町2-12-13
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

ハンコ卸売センター 岡山店 岡山市中区浜1丁目12-7

はんこ市場岡山店 岡山市北区伊福町4-1-1平井ビル1F

ハンドメイド雑貨 R 岡山市北区中仙道2-33-23

ビーム 岡山 D&D Center 岡山市北区問屋町 24-104 BEAMビル1F

ぷりふあ人形 岡山市北区辰巳２９−１１３

べアーズサイクル 岡山市南区福島3-6-36

ほうりん 岡山店 岡山市中区平井3-874-3

ほっこり堂 岡山市北区清輝橋4−2−4

ほんとく商店 岡山市東区瀬戸町寺地３５４番地１

マツダショウジカブシキガイシャ 本店 岡山市北区厚生町２丁目１１番１４−１０１号

ミーツ 西大寺ハピータウン店 岡山市東区西大寺南1-2-5天満屋ハピータウン西大寺店2階

ミーツ 大安寺店 岡山市北区野殿東町1-55ラ・ムー大安寺店横

ミシンショップ岡山 岡山市北区西古松西町２番１９号

ミスタータイヤマン 瀬戸店 岡山市東区瀬戸町下５９番地の７

ミヤケ石材業 岡山市中区平井1-14-12

みんなの防犯堂 岡山市北区旭本町6-5

メディアクリエイト 岡山市南区松浜町３番４号

モミジ工房 岡山市中区関405-5

やすだ釣具 岡山市北区下伊福上町１６−４

やまこうファーム 岡山市南区豊成2-7-50201

ライドオン岡山 岡山市中区古京町2-6-8

リユースランド 岡山市南区千鳥町２２−１

レイスポーツクラブ岡山 岡山市南区泉田１丁目７番６号

レインボープロジェクト 岡山市中区門田屋敷２−２−１９

レコードブック岡山田中店 岡山市北区田中117-105

レストラン＆バイシクル 岡山市北区下中野468-7

ロスト＆ファウンデーション 岡山市北区問屋町7-102boothbldsouthwind東棟

ワールドタイヤ販売 岡山市中区高屋２９２番地２

わがみや うめだ 岡山市北区表町1丁目2-36

ワッツ 泉田店 岡山市南区泉田3丁目3番11号わたなべ生鮮館横

ワッツ 津高ハローズ店 岡山市北区津高395-3

井上茗香園 岡山市北区表町1丁目3-10

岡山トヨタシステムサービス 岡山市北区大供３丁目２番１２号

岡山丸二陶材 岡山市東区古都宿854-1

岡山県観光土産品協会 岡山市北区後楽園1-5後楽園内

岡山神社 岡山市北区石関町2-33

岡山特産館 桃太郎 岡山市北区日応寺１２７７

岡山北商工会一宮支所 岡山市北区楢津650-1

岡山北商工会建部支所 岡山市北区建部町福渡473-1

岡山北商工会上道支所 岡山市東区楢原465-9

岡山北商工会津高支所 岡山市北区吉宗676-1

岡山北商工会本部 岡山市北区御津宇垣１６３０番地１

岡本陶材 本店 岡山市東区西大寺一宮397

家庭自然療法irodori 岡山市北区西古松 2ー26ー22 上杉第8ビル1011号室

家電住まいる館YAMADA岡山本店 岡山市南区西市628-1

楽器堂 岡山市北区表町3丁目11-6

楽読 岡山スクール 岡山市北区本町10-22本町ビル505

株式会社 アメニティ日東 岡山市北区下中野１２２３番地５

株式会社 堀商 紅茶とうつわの店 岡山市南区新福１丁目２１番２６号

株式会社BikeShop KINOSHITA 津高店 岡山市北区横井上95-1

株式会社Ｈ・Ｒ・Ｉ 岡山市南区市場２丁目１番地

株式会社NLN ジャパン 岡山支店 岡山市北区西古松237-126松本ビル2F
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株式会社アートスタンプ 岡山市北区西古松323-118

株式会社クニトミ 岡山市北区上中野１丁目４番１号

株式会社たけはら 岡山市北区横井上1597

株式会社ダダ上月 岡山市中区円山172

株式会社フカイ 岡山営業所 岡山市北区横井上152-3-1

株式会社フジビ・コーポレーション 岡山市北区高柳西町１１番２５号

株式会社小坂田建設 岡山市北区建部町川口１４１７番地

株式会社福井廚房 岡山市南区西市２６３番地の１

丸善農機 本店 岡山市東区瀬戸町万富３３７番地

丸草出荷組合直売所 岡山市東区草ケ部778-1

岸佛光堂 New style仏壇 岡山西店 岡山市北区白石274-1

岸佛光堂 New style仏壇 奉還町店 岡山市北区奉還町2丁目4-12

岸佛光堂 岡山本店 岡山市北区奉還町 ２丁目４番１２号

器と青空 うらら 岡山市南区新保1105-1

菊池自転車 岡山市中区古京町1丁目5-5

吉備の国珈琲焙煎所 岡山市北区表町一丁目7-15-101パークスクエアSHOWA1F

橘染物店 岡山市北区天神町2-28

久保容器有限会社 中央町店 岡山市北区中央町3-39

金剛堂 岡山店 岡山市南区築港栄町２９−１９

窪八幡宮 岡山市東区久保618

建部ヨーグルト工房 岡山市北区建部町建部上６０９

権朱印頒布 吉備国内宮 岡山市南区浜野1-3-8

合同会社Ｄｏｖｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 岡山市北区蕃山町１番３号インターシティビル２Ｆ

最上稲 幸運ショップ ゆかり 岡山市北区高松稲荷７１２番地

三香堂 仏具仏壇店 岡山市北区表町２丁目６番６１号

三徳堂 岡山支店 岡山市北区平田104-126

写真館とよふく 岡山市中区⾧岡87-3

手芸センター ドリーム イコットニコット店 岡山市北区駅前町1丁目8-18ｲｺｯﾄﾆｺｯﾄ3F

手芸センター ドリーム ラ・ムー大安寺店 岡山市北区野殿東町1-55

手芸センター ドリーム 岡山本店 岡山市南区新保１１３５−８

手芸マキ 岡山奉還町店 岡山市北区奉還町2-9-10

手芸マキ 平井店 岡山市中区平井6-7-1タイム平井店２Ｆ

秋本産業 岡山営業所 岡山市北区西之町9-119

春日神社 岡山市北区七日市西町４番１３号

小物作家かぁ 岡山市南区藤田206-9

小林朱雲堂 岡山店 岡山市北区上中野1-19-36中尾ビル1階

小林朱雲堂 原尾島店 岡山市中区浜3-2-11

小林朱雲堂 西大寺店 岡山市東区西大寺中野本町11-32

小林朱雲堂 青江店 岡山市南区泉田21-2

常盤メディカルサービス 岡山 岡山市北区北⾧瀬表町2-7-32

新古茶道具専門店 奈々瀬 配達用 岡山市北区南方３丁目８番３４号

晴れの国おかやま館 岡山市北区表町1-1-22

正栄殖産 岡山市北区今保１１３番地８

清嘉園 岡山市東区東平島１６３ゆめタウン平島

清水畳店 岡山市中区江並75-24

西松屋 北⾧瀬店 岡山市北区北⾧瀬表町1丁目2-103

石材センター飛鳥 ひとひら 岡山中央店 岡山市南区福富中1-1-11

石材センター飛鳥 ひとひら 東山店 岡山市中区桜橋4-5-37

石材センター飛鳥 ブライダルセンター 岡山市北区大元上町12-11

石材センター飛鳥 岡山中央会館 岡山市南区福富中1丁目1-7

石材センター飛鳥 吉備会館 岡山市北区西辛川646-5

赤松商会株式会社 岡山市東区瀬戸町下１１番地１
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浅野産業 岡山市北区南中央町12-16

倉元家石材 岡山市北区弓之町１６番１９号

総社タイヤ株式会社岡山店 岡山市南区米倉28-1

総社宮 岡山市中区祇園５９６

太極縁 岡山支店 岡山市中区古京町1-5-7相生橋ビル501号

大江紙器 岡山市南区浦安南町２０４−１

大熨商店 岡山市北区舟橋町5−2

池上商店 岡山市南区市場１ー１関連B棟８６号

竹内時計眼鏡店 岡山市北区柳町2丁目3-4

着物浪漫 岡山市北区阿知二丁目23-12階

中原三法堂 西大寺店 岡山市東区西大寺中1丁目1-3

中原三法堂 青江店 岡山市南区泉田21-3

中原三法堂 津島店 岡山市北区津島西坂 1丁目1-31

中原三法堂 表町店 岡山市北区表町 2丁目2-54

中原三法堂 浜店 岡山市中区浜609-1

中原三法堂 平島店 岡山市東区東平島1129-4

中国水道工業 岡山市北区今６丁目９番１２号

中国補聴器センター 西大寺店 岡山市東区西大寺上1-1-46

中塚銘木店 岡山市北区石関町６番６号

⾧谷川楽器 管楽器売場 岡山市北区表町3-3-20

坪井商店 岡山市北区駅前町1丁目2番20号

天然石きらり 岡山市北区西古松2-9-6

天野吉人石材 岡山市南区藤田674番地の22

田岡仏壇店 岡山市東区藤井２５９番地の２

電興 岡山市北区奥田２丁目３番１４号

東急ハンズ 岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山4階

東部アサノエネルギー 岡山市東区瀬戸町瀬戸154-1

東洋石材工芸社 岡山店 岡山市中区門田文化町3-1-34

日日 岡山市北区表町１丁目６番５７号

日本HONNI貿易センター 岡山市北区大安寺南町2-11-41 鳥越ビル5階東

日蓮宗 妙泉寺 岡山市南区古新田633

箱貸し市場 岡山市北区奉還町2丁目1-25-2-1階

備南ガス 岡山市北区楢津６１８−６

服部管楽器 岡山市北区表町３丁目5-32

福本屋サラダ館吉備津店 岡山市北区惣爪1-1

仏壇仏具あすか 岡山市北区西辛川646-5

仏壇仏具あすか ひとひら 岡山中央店 岡山市南区福富中1-1-11

仏壇仏具あすか ひとひら 東山店 岡山市中区桜橋4-5-37

仏壇仏具あすか ブライダルセンター 岡山市北区大元上町12-11

仏壇仏具あすか 岡山中央会館 岡山市南区福富中1丁目1-7

平井山石材 岡山市中区平井１丁目１４番１２号

平井本店 岡山市北区出石町1丁目6-6

味の吉祥 岡山市北区東古松508-3

夢商人 岡山市南区箕島298ー3

無線専門店 岡山市南区山田２３２７

有限会社 ウシダ 岡山市北区高松原古才３０８番地

有限会社 国本刃物 上中野 岡山市北区上中野2丁目27-12

有限会社アロハオートマーケット 岡山市中区西川原94ー1

有限会社金友商店 岡山市北区吉備津３５０番地

有限会社高木金物 岡山市北区辰巳１番１０２

有限会社市川金物 岡山市北区東古松2-9-8

有限会社麻岡金物店 岡山市東区西大寺中３丁目３番９号
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両備エネシス 豊浜ガス事業所 岡山市南区豊浜町11-46

鈴武石材 岡山市北区上土田２４８−１

溪雨資料館 岡山市東区西大寺上2丁目８−３１
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大漁寿し 福富店 岡山市南区福富西2丁目19-37 12月25日から適用

のんな 岡山市中区海吉1433-2 12月25日から適用

大漁寿し 高島店 岡山市中区清水２丁目４番 12月25日から適用

⾧崎ちゃんめん 岡山浜店 岡山市中区浜2-10-3 12月25日から適用

⾧崎ちゃんめん 岡山益野店 岡山市東区可知2-2-12 12月25日から適用

大漁寿し 西大寺店 岡山市東区西大寺中野本町9-23 12月25日から適用

⾧崎ちゃんめん 岡山東平島店 岡山市東区東平島1416-1 12月25日から適用

喫茶 ロカ 岡山市南区新保655-1 12月25日から適用

⾧崎ちゃんめん 岡山西市店 岡山市南区西市１２１−４ 12月25日から適用

⾧崎ちゃんめん 岡山福浜店 岡山市南区福浜西町１−８ 12月25日から適用

⾧崎ちゃんめん 岡山伊福店 岡山市北区伊福町４−４ 12月25日から適用

やきとり家すみれ 岡山駅前店 岡山市北区駅前町１丁目8番5号ｲｺｯﾄﾆｺｯﾄ1F 12月25日から適用

らぁめん丈ＤＡＫＥ 岡山市北区駅前町２丁目２番５号 12月25日から適用

T bira 岡山市北区下中野477-4 12月25日から適用

ふや平 岡山市北区丸の内2-5-2 12月25日から適用

KITCHEN BAR 千鳥 岡山市北区厚生町2丁目2-14 12月25日から適用

FOOTPRINT 岡山市北区幸町1-7太田ビル5F 12月25日から適用

和カフェ もじゃち 岡山市北区幸町６ー２９ 12月25日から適用

セルフうどん かめや 岡山市北区今８丁目１６ー３３ 12月25日から適用

お食事処いろは 岡山市北区今保148-3Kビル101 12月25日から適用

しゃぶしゃぶ清水 青江店 岡山市北区青江１−６−２ 12月25日から適用

大漁寿し 大元駅店 岡山市北区大元駅前10-6 12月25日から適用

girls.girls 岡山市北区中央町6-18地下一階 12月25日から適用

AsianRestaurant The One 岡山市北区中央町６番１８号Ｂ１ 12月25日から適用

ショーハウス紫苑ジョイ 岡山市北区田町2−12−25３F 12月25日から適用

桃太郎 岡山市北区田町2-5-17 12月25日から適用

ShowHouse The Universe 岡山市北区田町２丁目12番25号2階 12月25日から適用

クラブジョイ 岡山店 岡山市北区田町２丁目５−１９ファミリー田町ビル２Ｆ 12月25日から適用

夕食とお酒あまおと 岡山市北区表町3-8-26 12月25日から適用

大漁寿し 奉還町店 岡山市北区奉還町4-11-19 12月25日から適用

大漁寿し 奉還町店正司 岡山市北区奉還町４丁目１１−１９ 12月25日から適用

とりあえず吾平 本町店 岡山市北区本町６−３６第一セントラルビルＢ１Ｆ 12月25日から適用

RACCOS BURGER 岡山市北区磨屋町5-19 12月25日から適用

Pocket Garden 岡山市北区問屋町11-102三鼓ビル1F 12月25日から適用

MARS LAB 岡山市北区問屋町11-106 12月25日から適用

968cafe 岡山市北区中央町2-28 12月16日から適用

Bonap 岡山市中区海吉1768-43 12月16日から適用

comcrepe 岡山市北区問屋町１０−１０１カイタックビル1F 12月16日から適用

daidai 岡山市北区田町1-2-9 12月16日から適用

DOLL 岡山市北区問屋町11-101高木ビル1F 12月16日から適用

Hana 岡山市中区平井５−７−４７−３ 12月16日から適用

KAILUA HOUSE CAFE 岡山市北区問屋町15-101問屋町テラス106 12月16日から適用

kitchen ekubo 岡山市北区野田屋町1-7-20中野ビル1階 12月16日から適用

LANAI 岡山市北区谷万成2-9-39 12月16日から適用

TAJ-NAMASTE 学南町店 岡山市北区学南町3-12-23錦ビル1F 12月16日から適用

お好焼まきちゃん 岡山市北区表町1-8-45 12月16日から適用

ジョリーパスタ 大野辻 岡山市北区中仙道1-1-5 12月16日から適用

とりいくぐる 岡山市北区奉還町４丁目７−１５ 12月16日から適用

とん亭ラーメン 岡山市中区高屋139-1 12月16日から適用

ルポンドレ・ハルヤ 岡山市東区西大寺浜166-1 12月16日から適用

岡山厚切りとんかつ かつぞう 岡山市北区駅前町1丁目8−18イコットニコット1階 12月16日から適用

◆飲食 / 飲食店・喫茶店
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広島流お好み焼 来風 岡山市南区並木町2丁目14-8 12月16日から適用

山冨士 中央店 岡山市北区田町2-12-19 12月16日から適用

旬彩 菜の花 岡山市南区泉田2丁目6-19 12月16日から適用

焼肉ダルマ 江並店 岡山市中区江並７９番地２３ 12月16日から適用

太陽の時代 青江総本店 岡山市北区青江1-13-50 12月16日から適用

淡路島バーガー 野田屋町店 岡山市北区西古松1-5-20ハトヤマビル 12月16日から適用

桃山亭 中仙道店 岡山市北区中仙道1丁目3−3 12月16日から適用

桃山亭 東新田店 岡山市南区東新田127−1 12月16日から適用

桃山亭 平井店 岡山市中区平井6丁目12 12月16日から適用

和洋旬彩だいにんぐ 五感 岡山市北区中山下１丁目１１番１７号 12月16日から適用

丼丸四つ葉 可知店 岡山市東区可知2丁目2-1 12月16日から適用

&.T 岡山市北区野田屋町1-5-9野田屋パレス

＋1 Organic cafe & Market 岡山市東区寺山147-1岡山ガーデン１階

9ー39 岡山市北区天神町 9-39 上之町会館2F

alfer 岡山市北区東花尻 340-1 レジデンスイタノ 1F

BARラギパギ 岡山市北区中央町4-10 2F

bonboncha 岡山市北区内山下 2-2-13

Cafe & Bar CHA CHA CHA 岡山市北区表町 2−1−53 2F

cafe Antenna 岡山市北区出石町 1-8-23

Cafe COCYO×2 岡山市北区磨屋町2-9

cafe Ru! 岡山市北区中山下 2-1-21 中山下21ビル301

CIFAKA CCCSCD 岡山市北区石関町 ６番３号

CIFAKA KENBI cifaka 岡山市北区天神町8-48 県立美術館1階

CIFAKA stand1-1 岡山市北区野田屋町1-1-1

CIFAKA stand6-10 岡山市北区石関町6-10

CRAZY ICE-CREAM 岡山市北区大供 ３丁目１番９号

CREPE BOM 岡山市東区東平島1163-3

Curry NaNa 7 福富店 岡山市南区福富西2ｰ19ｰ36 ｻﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ福富WEST105

Curry NaNa 奥田店 岡山市北区奥田1-9-24

Dining Bar DAN2 岡山市北区田町 2丁目14−20

Eats&CafeBar Craft 岡山市北区奉還町 4-7-21

EN CAFÉ 岡山市南区藤田560-236 ＤＣＭダイキ岡山店内

ENNOVA OKAYAMA 岡山市北区天神町 １０番１６号

Konishi Koffee 岡山市北区表町 3丁目１２−１０

La Vie Claire 岡山市南区泉田2丁目1-50

Le Menage 岡山市北区柳町 １ー２ー１７

manis✳manis 岡山市南区郡2980-136

milenga 岡山市北区野田屋町1丁目3-3 岡ビル1F

NAN HOUSE 岡山市北区中井町 1-1-3

Petit JOIE Bonheur 岡山店 岡山市北区西崎本町 １番１２−５号

RATIO 岡山市北区粟井2025-3

Roni Roni 岡山市北区清心町 12-7

Salon by Maize & CAFE 岡山市南区妹尾871-5

SENJU 岡山市北区中央町 3ー33

shisha cafe Goldfish 岡山市北区本町 2-16 2F

Spice Cafe ぷくぷく 岡山市南区藤田651-9

SPICY KING 岡山市中区東川原267-2

tamago farm 岡山市北区金山寺 808

THE EURO 岡山市北区本町 8-15 本町プラザ2F

THE EURO glance 岡山市北区錦町3-4 山佐ビル2F

VIETNAMFOOD 岡山市北区野田屋町１ー１０ー２１

アバンテ アペティート 岡山市北区表町２−５−５１
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あまいからい 岡山市北区駅前町2丁目2番1号

アミューズメントライブカフェｔｏｎｉｃａ 岡山市北区表町１−１０−１３

インドダイニングカフェ アサ 大元店 岡山市北区東古松3-12-22

インドダイニングカフェ アサ 築港店 岡山市南区築港栄町28-18

インドレストランアンドバー スンダルマハール 岡山市北区表町 1-11-1

えすぺらんと 岡山市北区鹿田町 1-6-16

お城茶屋 岡山市北区丸の内2丁目3-1 岡山城天守閣内

お食事がーでん 花食 岡山市北区蕃山町 1-20

かじCurry 岡山市北区表町 １丁目6−56 オレンジビル101

カフェ ブルーマウンテン 岡山市北区本町 ６番３６号 第一セントラルビル1号館地下1階

カフェ フルリール 岡山市北区本町 ６番３６号 第一セントラルビル1号館1階

カフェバル ちりりん 岡山市北区柳町 2-4-25

カフェレストランふらっと 岡山市北区平田 164-105 （Ⅱ−102）

がブリチキン 岡山市北区磨屋町 7-4 HANAビル1階

クワイエットビレッジカレーショップ 岡山市北区表町 1-6-43

コーヒーレスト ABU 岡山市北区中央町 3-32 プティ・シャトー 1F

シメステーキ 岡山市北区田町 ２丁目5−7

シメステーキ あくら通り店 岡山市北区柳町1-1-6

スパイシーゴードン 岡山市北区天神町 9-39 上之町会館2階

タイ料理 ウボン 岡山市北区牟佐137-3

つばめ 岡山市北区平和町 4-17 寺島ビル

トースト専門店⒏OttOBread 岡山市北区田中 143-118

とののベーコン。 岡山市北区今 3-15-1

ばーる ぼっこーね。 岡山市北区出石町 1丁目8-1 2F

はせ川 岡山市北区大供 1-2-23 あかつきビル1F

パルドン 岡山市北区表町 2丁目5−28

ピザ パティオ 岡山市北区表町 １丁目８番４０号

フロマジュリーピノ 岡山市北区中山下１ー１０ー１０２

ベーカリーciel野田店 岡山市北区野田1-13-15

ます田 岡山市北区田町１ー１ー３

むさしの森珈琲 岡山中仙道店 岡山市北区中仙道２丁目１番２７号

めぐり 岡山市北区天神町 9-39 上之町会館2F

わすれんぼう 岡山市北区磨屋町 1-17 神谷ビル1F 西角

壱厘酒蔵 岡山市北区本町 2−16 小林ビル1ｆ

下西川町酒場 はね黒 岡山市北区柳町 １丁目１４番１２号 １００ビル１階

完全個室 焼肉 千祥。 岡山市北区柳町１−２−１１１ ＶＣビル１Ｆ

喫茶 チタ 岡山市北区野田 1-13-19

胡椒亭 岡山市北区柳町 2-4-9 高田ビル1F

薩摩きりさめ屋 岡山市東区浦間８９６−２

三枚目 貝柱海老蔵 岡山市北区本町 4-20

四季風味禅 岡山市北区今 5-3-31 明芳ビル1階

七福 岡山市南区福田183-4

謝謝珍珠 岡山店 岡山市北区幸町2-5

寿司割烹 喜怒哀楽 岡山市北区下伊福2-9-21

熟成焼肉いちばん 岡山中央 岡山市北区清輝橋3-262-1

小むら 岡山市北区蕃山町 ２−１２ ホーメストハイツ蕃山町１Ｆ１０１

小腹別腹工房 岡山市東区瀬戸町観音寺615

松下うどん 岡山市北区野田屋町 1丁目3-3 岡ビル1F

焼鳥鳥こば 岡山市北区表町１ー３ー４６

焼肉 一番館 岡山市北区駅前町2丁目6-15

焼肉 大一 岡山市北区立田 １０９

焼肉＆ステーキ官兵衛 岡山市南区築港新町1-6-5
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焼肉しゃんぼうる 津高店 岡山市北区横井上83-3 エブリィOkanaka津高店 2F

焼肉ダルマ 青江店 岡山市北区青江 一丁目22-7

焼肉ダルマ 浜店 岡山市中区浜2丁目1−27

焼肉牛ちゃん 岡山市北区西崎本町 14-35

食工房ぶどうの木舎 岡山市北区奉還町 ２丁目 ３−２

食堂きらく 岡山市北区大供表町 13−21

新イタリア料理 コーザ・ボーレ 岡山市北区野田屋町 １丁目１２番１６号

新世界 岡山市北区天神町 １０番１６号 城下ビル３F

翠玉園 岡山市北区幸町 6-29 INGビル3F

晴れ国ダイニングプロポスタ 岡山市北区中山下 1-9-12 クラインガルテン中山下１０１

川相商店 岡山市南区東畦157−7

浅月 泉田店 岡山市南区泉田5-10-41

台湾ドリンク専門店 好日 岡山市北区奉還町 16-37 矢谷ビル1階

達磨亭 岡山市北区平和町 ３−２４

炭火焼肉 巨城里 磨屋町店 岡山市北区磨屋町 １０ー３

炭火焼肉 博多もつ鍋 まつ家 岡山市北区中仙道 58-120

二ゴロカリー 岡山市北区奉還町 3-9-9

肉屋 久 岡山市中区藤原西町1丁目6−45

日々のごはんハナレ 岡山市北区清輝本町 6-19

日乃屋カレー 岡山十日市店 岡山市北区神田町 2-5-21

日本SS 焼き鳥ムゲン 磨屋町店 岡山市北区磨屋町7-1

日本料理 椿 岡山市南区福成1丁目179-12

博多ラーメン琥家 伊島店 岡山市北区伊島町二丁目22-29

博多家 岡山市北区野田 1-13-18

博多炭焼春よし 岡山市北区田町２ー１４ー１１ シャンティ田町ビル１Ｆ

八剣伝 西古松 岡山市北区西古松 2-26-16

八剣伝 青江 岡山市北区青江２丁目７番６１号

表町 とん助 岡山市北区表町 3-7-21

福寿司 岡山市北区奉還町 ２丁目１６番１７号

野田屋町カフェ 岡山市北区野田屋町 1-11-11 ファミール野田屋町101

炙網焼高架下ホルモン 岡山市北区大和町 1丁目15-11

餃子食堂マルケン 岡大前 岡山市北区津島新野1-1-6 赤木ビル1F

餃子世界 岡山市北区表町 2-5-20

鮨ゑびす屋 岡山市北区中央町 2-14 中央20ビル1F

鮨ゑびす屋 西新商店 岡山市北区大供2-6-23-1

1518珈琲 岡山市北区奉還町2-5-26

1518珈琲 小橋町焙煎所 岡山市中区小橋町1-7-2

203cafe 岡山市北区問屋町11-106BOOTHBLD203

2ndLife 岡山市北区平和町4-6

4階のイタリアン TOGIYACHO 岡山市北区磨屋町7-1ゴリラビル4階

510堂 岡山市東区西大寺松崎２３６番地７

98K SENNARI 岡山市北区津島西坂２丁目５番１１号

ACCELL 岡山市南区西市102−10

ACRO’S CAFE 岡山市東区瀬戸町沖３３３番地

Aile Rouge 岡山市北区京橋町1−11

al bacio 岡山市北区表町１−１−２６

ALARA CURRY 岡山市北区磨屋町1ー17神谷ビル1F

amboel 岡山市中区国富15-6

amusement live cafe tonica 岡山市北区表町1丁目10-13

and koikesan-no yorucoffee 岡山市北区表町2丁目3-9

ANGLE SPORTS BAR 岡山市北区幸町3-10友沢第一ビル302

ANNERULE 岡山市南区あけぼの町２０番６号
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Aobaba 岡山店 岡山市北区本町6番36号第一セントラルビルB1F

ARIZONO 岡山市北区青江2-10-33

Asa 岡山市北区中央町2-14中央二十ビル2階

BAGGIO 岡山市北区幸町6-33旭ビル１階

bakerycocoro 岡山市東区益野町25-4

Balloom 岡山店 岡山市北区駅元町21-13

Baqueratta～バケラッタ～ 岡山市北区京橋町6ー19ー2

Bar & 夜食屋 BACCIん家 岡山市北区平和町7-28西川ファミリービル3F

BEEF×ITALIAN Montare～モンターレ～ 岡山市北区問屋町11ー105

BESSOCOFFEE 岡山市北区田中119-101

Bistro ourson 岡山市中区門田屋敷5-1-30

Bisttoria Hi-Five 問屋町店 岡山市北区中仙道56番107-2F

BRILLIANT TEA 岡山市北区田町1-10-11-1F

burrent. 岡山市北区表町1-1-45全ビル103

Cafe & Restaurant & Boating 碧水園 岡山市北区後楽園1-6

Cafe Cloudy Brown 岡山市北区問屋町１４ー１０２

CAFE DE PINOCCHIO 岡山市北区奉還町3-16-26

café HANASORA 岡山市南区妹尾２１１９番地３

Café HANAZAWA GRAPES 岡山市東区瀬戸町下274-6

CAFE L/Bloomer 岡山市北区問屋町12-101AROW&DEPARTMENT2F205

Cafe moni 本町店 岡山市北区本町10-22

CAFE NICO 岡山市北区中山下1-8-45クレド岡山3階

Cafe Spray 岡山市北区表町2丁目6-44中川ビル2階

cafe Z 岡山市南区浜野2-1-35

cafe&bar douze 岡山市東区可知1-383-7

Cafe&Bar KOUMA 岡山市東区西大寺上2-7-44

cafe&bar naradewa 岡山市北区表町3-12-3

Cafe&Bar PARK 岡山市北区表町２丁目2-80

Cafe&Space KOTYAE 岡山市北区表町３丁目5-19

CAFEFILO 岡山市北区津島新野1-1-1津島ビル1F

cafeあさひ 岡山市中区小橋町2丁目4-8グランドライフJK-1F店舗

Cafeひまわり 岡山市中区門田屋敷本町5-3-5

Ｃａｆｆｅ＠Ｃｌｕｂ焙煎堂 岡山市南区浦安南町１３７−１

Carlotta Pizzeria&Bar 岡山市北区田町１丁目２番２４号

CASUAL ITALIAN BAGGIO. 岡山市北区幸町6-33-1階

Chama-Rintei 岡山市南区泉田３２８ー７

cloud9 岡山市北区奥田西町17-6-1

codyのいす 岡山市北区表町3-7-15表町ファミリービル1F

Comic salon G.I.F.T 岡山市北区田町1-12-5伊藤ビル2階

cowbell cafe 岡山市中区赤田85-1小倉ビル1階

CREPE DE GIRAFE 岡山幸町店 岡山市北区幸町2-26竹谷ビル1F

CROSS TALK 英会話 CAFE&BAR 岡山市北区丸の内1-13-12-2階

Curry&Cafe Ghi Ghi 岡山市東区西大寺中２丁目７番１４号

DATCH 岡山市北区京橋町8-15

D-CAFE 岡山市北区御津吉尾115

DESCHL 問屋町 岡山市北区問屋町9-101

DESIGN&COFFEE 岡山市北区奉還町１丁目４番１４号

Diamond Moon 岡山市北区中央町9-16岡山23ビル701号

Dotto cafe 岡山市北区奉還町3丁目13-14

EXCAFE 岡山市北区中山下2-1-21中山下21ビル302

faim de loup 岡山市北区問屋町26-101

FOOD PARK CAFE＆BAR PARK SIDE 岡山市北区横井上83-3エブリイOkanaka津高2F
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FOOD PARK おさかな割烹 鮮神丸 岡山市北区横井上83-3エブリイOkanaka津高2F

FOOD PARK 讃岐うどん つるりん 岡山市北区横井上83-3エブリイOkanaka津高2F

FOOD PARK 焼肉匠たなか 岡山市北区横井上83-3エブリイOkanaka津高2F

FOOD PARK 中華そば 全 岡山市北区横井上83-3エブリイOkanaka津高2F

FREESTYLE Y`z 岡山市北区田町2-13-14プレジール田町２F

Funtazist@Evo 岡山市北区錦町8-15オサカビル5F

GALLERY GLOSS & Coffee 岡山市北区富田町2丁目10-18

Garden Club 祇園 岡山市北区田町2丁目11-15

giorgio casa piccolo 岡山市北区奉還町2ｰ4ｰ16

ＧＯＲＩＬＬＡ ＢＡＲ 岡山市北区磨屋町7-1

Ｇｏｕｒｍａｎｄ Ｓｏｎｏｗａ 岡山市北区中山下1-5-32

grico apart CAFE 岡山市北区奉還町2-19-2

Grigliata ITALIAN GRILL 岡山市北区幸町2-19

Grill&Bar Hi-Five 田町店 岡山市北区田町１丁目５番１３号北川ビル1階

Gテラス 岡山市北区佐山781佐山ゴルフガーデン内

Habitat Dining Bar 岡山市北区表町2丁目4ー1ハナマルビル1階

HANACO CAFE 岡山市北区内山下１丁目１３番５号

HAPE BURGER STAND 岡山市北区大和町1-14-7東本ビル1階

HASPALI BL WB 岡山市北区錦町3-6-2ハスパリビル1F

ichi-cafe 岡山市中区東山2丁目1-14

irori 岡山市北区問屋町11-1021F北側

J Terrace Cafe 岡山市北区津島中1-1-1JunkoFukutakeTerrace

JOE’S COFFEE 岡山市北区丸の内１丁目14ー61階

JOLLY FOX. 岡山市北区大安寺南町1-7-21

juicyokayama 岡山市北区錦町6-16松原第一ビル２階

Kitchen CORE 岡山市中区湊３６５番地５

KITCHENSAKURA 岡山市中区さい東町2-1-16

La Bonne Franquette 岡山市北区表町3丁目10-57

Le Vert 岡山市北区京橋町11-7

LECKER LECKER 岡山駅西口店 岡山市北区奉還町2丁目1-26

Le-Merci Cafe 岡山市北区大元上町8-33

Let's 悟飯 GOHAN 岡山市北区津島笹が瀬1-16

LOBBY 岡山市北区奉還町４丁目１３番２号

LoL 問屋町テラス店 岡山市北区問屋町15-101

Ma-なべや 岡山店 岡山市北区駅前町1-1-1成通岡山ビル5F

MELLOW BROWN COFFEE 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１Ｆ

MOBY 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1-7-22カタヤマビル1F・2F

more fruits 岡山市北区奉還町３丁目８−９

Mou Mou Cafe 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６F

MOVE UP CAFE 甘味処 蜜月 岡山市北区中山下2-2-13

MOZU PART2 岡山市北区内山下１ー７ー９

Namimachi Coffee 岡山市中区湊1365-11

New Club パートナー 岡山市北区柳町1丁目14-24

nicoカレー 岡山市北区下石井2-8-10

NINIKINE 山陽新聞本社店 岡山市北区柳町2丁目1番1号

ninnikuya presents リゾート 岡山店 岡山市北区駅前町1-1-1成通岡山ビル5F

Nishigawaso - 西川荘 - 西川荘 岡山市北区田町2丁目13-27SWISS西川1・2F

Nobe noBe 岡山市北区柳町１丁目３番２号シャンポール冨士1F

nono white 岡山市中区門田屋敷1丁目10-24

NタコR 中央町店 岡山市北区中央町8-12江本ビル1階

okuto 岡山市北区中山下1ー5ー33

ONSAYA COFFEE 鹿田キャンパス店 岡山市北区鹿田町2-5-1岡山大学鹿田キャンパス内
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ONSAYA COFFEE 奉還町本店 岡山市北区奉還町２丁目９番１号

ONSAYA COFFEE 問屋町店 岡山市北区問屋町９番地101タイルビル1F

Osteria la Ricetta 岡山市北区田町2-1-3BOSCO2F

Osteria RONDO 岡山市北区柳町1丁目2-23

PANDA TIME 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1-2-120

papa グリル はるか 岡山市北区田町1-13-20メゾンシャンティ1階

PATISSERIE Petit Plaisir 岡山市北区問屋町12-101

Patisserie Souhait Salon de The 岡山市北区問屋町21-102

Peru GRILL ～ペルーグリル～ 岡山市北区表町1丁目8-33

pieni..ecole+cafe 岡山市北区出石町1-8-11階

PIES＆COFFEE GREEN DAYS 岡山市北区問屋町11ー106

Pizza829 岡山市北区尾上1447-1

PIZZA屋台 RAKKI 岡山市南区福田１６４ー９

Pizzeria A Domani 岡山市南区浦安本町74-1

PIZZERIA TRATTORIA Duomo ～ドゥオモ～ 岡山市北区錦町3-4山佐ビル1階

POLPO 岡山市北区奉還町2丁目1-22

POLPO2 岡山市北区駅元町30-9

PORTE COFFEE 岡山市中区浜3-11-7カルチェWe105

R Baker 岡山駅前店 岡山市北区駅前町１丁目８番１８号ICOTNICOT2F

Restore cafe アリアドネ 岡山市北区北⾧瀬表町3-13-23

Ri-pa 岡山市北区錦町８−１１フェリスビル2Ｆ

RISTORANTE O'GUSTA 岡山市北区柳町２丁目５-２３サンピア柳町１F

Roly Poly 岡山市北区表町3丁目5-32

ＲｕｅａｎＴｈａｉ 岡山市北区富田町2-1-9村上ビル1F

Ryoutei奉還町本店 岡山市北区奉還町2丁目5−23

SALT - 石川食堂 岡山市北区丸の内２ー１２ー１４

SATISFACTION CURRY&CAFE 岡山市南区万倍78-4オフィスイトウ101

Social Club 今人 岡山市北区田町2丁目11-9

Social Club 六本木駅前店 岡山市北区本町2-2k＆kビル2F

SpicySpice パイシーパイス 岡山市北区大供1-2-21

STAGE 岡山市北区野田屋町２丁目６番１４号

STYLE 流儀 岡山市北区問屋町11-106BOOTHBLD201

Sunny Day Coffee 岡山市北区建部町建部上60

SUNNY PIZZA 岡山市北区北⾧瀬表町２丁目１７番８０号ブランチ北⾧瀬内

TAVORA TAPAS 岡山市北区幸町5-14

TOWER COFFEE 岡山市北区横井上２０番地３

Trattolia Pizzeria Appetito 表町本店 岡山市北区表町2-5-51メゾン表町1階

ＴＳＵＢＯＹＡＮ 岡山市北区中央町3-31

Ukicafe 岡山市東区犬島293-2

VIGNETTE 岡山市北区石関町1-10

WESTGATE COFFE 風をあつめて 岡山市北区奉還町1-2-15

Yamada deli 岡山市北区建部町福渡４９４番地の１

ア・ラ・メゾン 岡山市南区築港栄町２０番９号

あがいやんせ 岡山野田店 岡山市北区野田1丁目10-23

アカバナ 岡山市北区表町3-1-26

あきんどスシロー 岡山新福店 岡山市南区新福２−１０−８

あきんどスシロー 岡山大供店 岡山市北区大供本町７０３−１

あきんどスシロー 東岡山店 岡山市中区神下161-1

アジアン食堂 アチェチェ 岡山市北区奉還町2-1-20

アジア市民会館 岡山市北区表町3-4-29表町ビル３階

あじ彩 岡山市北区本町５−１１７

あじ彩 真 岡山市北区幸町2-21幸町ビル1F
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あじ仙 西市店 岡山市南区西市５６７ー５ヴィラノーバ

アニメイト カフェグラッテ 岡山 岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館4F

アネックスカフェ 岡山市北区春日町3-111階

アフレンツァ 岡山市北区西古松西町5-5

あべべ 岡山市北区錦町6-8

あんさんぶる 岡山市南区並木町1-7-6

アンソレイユ 岡山市北区表町1-6-46

アントロワ 岡山市北区表町1-9-67

あんぽんたんカフェ 笑壺 岡山市中区土田158-10

イタリアンバール SoL 岡山市北区野田屋町1-8-21-2F

イタリア食堂 マンマ 岡山市北区田中121-105

イタリア料理 Profumo 岡山市北区奉還町1-5-14

いぶり屋 瀬戸店 岡山市東区瀬戸町沖239-1

いらっしゃい亭 岡山市北区奉還町1-10-7

イル ヴィラッジョ 岡山市南区妹尾2373-37

いろりや月天 岡山市北区本町2-13竹広ビル4階

インドダイニングカフェ アサ 築港店 岡山市南区築港栄町28-18

インドダイニングカフェ マター 下中野店 岡山市北区下中野718-106

インドダイニングカフェ マター 倉田店 岡山市中区倉田521-5

ヴィクトリア 藤田店 岡山市南区藤田１４２０番地の１

うどん およべ 清輝橋店 岡山市北区岡南町1-8-26

うどん およべ 表町本店 岡山市北区表町２丁目２番８５号

うどん およべ 野田店 岡山市北区野田4-6-4

うどん くうかい 岡山市北区今3丁目25-21

うどん村 奥田店 岡山市北区奥田本町２２ー１０ー1F

うどん村 辰巳店 岡山市北区辰巳３０ー１０４

うどん龍 岡山市北区奥田本町２２ー１０

うなぎ亭 一座 花尻店 岡山市北区西花尻1143-1

うのまち珈琲店 クレド岡山店 岡山市北区中山下１ー８ー４５

う越新 岡山市南区中畦４４０番地の６

う越新 スカイループジャパン 岡山店 岡山市南区中畝385-4

えびすらーめん 岡山市北区平和町6-29

エビス水産高屋店 岡山市中区高屋１５２番地１

エビバルシモンズ 岡山市北区奉還町1丁目6-7

おか食 岡山市北区表町１丁目１１番１号中之町第一ビル１Ｆ

おばんざいBar りあん 岡山市北区表町二丁目5番32号

おまち堂&FRUTAS 岡山市北区問屋町12-101ＡＲＯＷ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ１０４

オムライスの店 おむや 岡山市北区柳町２丁目１番８号佐藤ビル1階

オムライス食堂 ufu-ufu 岡山市北区南方1-7–13リベルテ南方

オンリーギュー高島店 岡山市中区高島新屋敷389-5

お好み焼き だぼ 岡山市北区中央町２番６号

お好み焼き 甲 岡山市北区駅前町1-10-3

お好み焼きかんぺい 岡山市南区大福307-2

お好み焼きのそらいえ 岡山市南区あけぼの町3-2あけぼのフラッツ1F

お好み焼きミロ 岡山市東区南古都649-1

お好み焼きレストラン ベル 岡山市南区藤田６５１番地７

お好み焼き一銭岡山大元店 岡山市北区西古松2-25-10

お好み鉄板 どろ 東岡山店 岡山市中区下４８７ー２

お好焼 鉄板焼 ごえもん 岡山市北区幸町2ー5

お食事処 彩織 岡山市東区西大寺川口２６７番地

お惣菜せんべろ 岡山市北区表町１丁目１１−１中之町第一ビル１Ｆ

かがみの亭 岡山市中区雄町12-2
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カジュアルレストラン プリモピアット 岡山市東区可知5丁目140-23

ガスト 岡山下中野店 岡山市北区下中野４６６−３

ガスト 岡山学南町店 岡山市北区学南町２丁目２０５−１

ガスト 岡山高屋店 岡山市中区高屋１５３−１

ガスト 岡山十日市店 岡山市北区奥田２丁目４−２９

ガスト 岡山西大寺店 岡山市東区富士見町１丁目２８−３９

ガスト 岡山福成店 岡山市南区福成２丁目２５−１９

ガスト 岡山平井店 岡山市中区平井５丁目７番４３号

ガスト 岡山野殿店 岡山市北区野殿東町１−４３

かっぱ寿司 岡山大福店 岡山市南区大福字前阪381-1

かつ庵 岡山平島 岡山市東区東平島1421-1

かつ泉 今店 岡山市北区今8-15-107

かつ泉 東岡山店 岡山市中区神下104

かつ亭 津島店 岡山市北区津島笹が瀬1-3

かつ亭 法界院店 岡山市北区大和町２丁目４番３０号

かつ丼城下町 津島店 岡山市北区伊島北町25-1

かなりや食堂 岡山市北区中山下１−７−２２

かばくろ イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1丁目2-14F

かばくろ 総本店 岡山市北区御津野々口189-1

カフェ アンド レストラン ボヌール 岡山市東区瀬戸町万富949-1

カフェ クレセント 本店 岡山市北区大元上町12-27

カフェ 根本商店 今店 岡山市北区今7-5-8

カフェ 碧い森 岡山市東区西大寺中野２５−６

カフェ&スペースMIKANSEI 岡山市北区奉還町1丁目3-11

カフェ・スイーツ いちぢく 岡山市北区高松550-3

カフェ・ド・アラローム 岡山市東区西大寺中2丁目8-12

カフェ・定食 ぽん太 ponta 岡山市北区国体町1-111F

カフェギャラリー茶蔵 岡山市東区西大寺中３丁目9-25

カフェレストラン そよ風 岡山市南区片岡2468サウスヴィレッジ内

カフェ青山 岡山本店 岡山市北区今１丁目１１番地７号

カフェ青山 高屋店 岡山市中区高屋67-2

カフェ百百 岡山市中区高屋184-4エトワール高屋2階203号室

かめよそば 岡山市北区津高820

かもがた茶屋 岡山高柳店 岡山市北区高柳西町8-21

かもがた亭 岡山一宮店 岡山市北区一宮129-1

カモスカゴハン 岡山市北区岡町１ー１９大村ビル１Ｆ

カラアゲバル フリット！グリルと！ 岡山市北区学南町2丁目5-9

カラオケ らんぷ 岡山市北区田町2-14-2

カラオケ酒場シャララ 岡山市北区表町2-4-58緋田ビル1F

カリッジュ 岡山本店 岡山市中区藤原西町1丁目6番45号

カルビ屋 八戒 平島店 平島店 岡山市東区東平島１４１７−１

カルビ自慢 炭一鉄 岡山青江店 岡山市南区新保1124-2

カルビ自慢 炭一鉄 下中野店 岡山市北区下中野718-108

カルビ自慢 炭一鉄 西大寺店 岡山市東区広谷474-23

ガレージハウス 岡山市北区御津野々口206

きえん 岡山市北区下中野721-101

きしゃぽっぽ 岡山市南区藤田４２９ー8

キッチンかいぞく 天満屋店 岡山市北区表町2-1-1

キノシタショウテン THE COFFEE BAR リットシティ 岡山市北区駅元町15-1リットシティビル2F

キノシタショウテン THE COFFEE HOUSE 大供本町店 岡山市北区大供本町708-8

キャナリイ・ロウ 岡山店 岡山市中区浜606-1

キャナリイ・ロウ岡山西店 岡山市北区問屋町4丁目102
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ギャラリー&カフェ サンホセ 岡山市北区駅元町21-11

ギャラリーキッス カフェ 岡山市中区江並９１番地の１

ぎょうざ家 岡山市北区中央町2-3

きんとと 岡山市北区田町１４−１１

キンパのお店 ちゅんちゅん 岡山市北区表町1-7-55

くいもの屋わん 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1-1-21成通・ハリービル7F

クオーレ磨屋町 岡山市北区磨屋町7-4HANAビル3F

くしあげ飯房ごんご 岡山市北区中山下1丁目9-12クラインガルテン中山下202

くし焼 頌-しょう- 本店 岡山市北区柳町1-2-6

くら寿司 岡山十日市 岡山市北区十日市中町6-31

くら寿司 岡山北 岡山市北区伊島北町4番7号

くら寿司 東岡山 岡山市中区神下106-1

グリーンベリーズコーヒー岡山駅前店 岡山市北区駅前町1丁目8-18イコットニコット1F

グリルB食 岡山市北区奉還町２丁目１３番２号

グリル森 岡山市北区蕃山町１−３インターシティビル１Ｆ

くわん屋 EVOLUTION 岡山市中区雄町12-2-2Omachi.Syビル

ケーキ工房ポム 岡山市東区瀬戸町沖3

コーヒーハウス アピア 岡山市北区田町2-13-10

ココス 古京店 岡山市中区古京町１−１０−１２

ココス 西大寺店 岡山市東区西大寺南１−６２−５

ココス 大野辻店 岡山市北区中仙道１−１−１

こころ亭 岡山市北区津島南2-5-1ホースビル1F

ゴダワリ 藤原店 岡山市中区藤原７２−２

このみ 岡山市北区今保119-4

ごはん家 円～えん～ 岡山市北区鹿田町1-8-16宗忠ビル1F

コメダ珈琲 岡山大安寺店 岡山市北区大安寺南町1-1番85号

コメダ珈琲 岡山大福店 岡山市南区大福367-1

コメダ珈琲 岡山福浜店 岡山市南区富浜町2番70号

コメダ珈琲 東岡山店 岡山市中区神下137-1

コリアンキッチン ジャンガラ 岡山市北区幸町6-29INGビル1階

コリアンキッチンどんがら 岡山店 岡山市北区幸町6-29ＩＮＧビル２Ｆ

さいか村 岡山市北区横井上517

さかいで麺業 さかいで麺業 平井店 岡山市中区平井5-7-50

さかな家 岡山市北区伊島町2-20-22

さかな処 和 岡山市北区西古松２丁目２６−２２

さぬきうどんくうちゃん 岡山市北区田中599-5

さば料理専門店 SABAR  岡山駅前店 岡山市北区駅前町1丁目8-18イコットニコット1F

サンマルクカフェイオンモール岡山店 岡山市北区下石井1-2-1

サンマルクカフェ岡山一番街店 岡山市北区駅元町一番街地下6

サンマルクカフェ岡山空港店 岡山市北区日応寺1277岡山空港ビル

サンマルクカフェ岡山今店 岡山市北区今7-22-131

サンマルクカフェ岡山表町店 岡山市北区表町2-2-84

サンマルクカフェ原尾島店 岡山市中区東川原239-1

しーじゃっく 青江店 岡山市北区青江1-7-15

ジェヌイーノ 岡山市東区松新町３３２

シェフ赤木 岡山市南区三浜町1-3-18

シカゴピザ 岡山南店 岡山市南区福富西2-19-36

しげよし 岡山南玉野店 岡山市南区宗津967-2

しげよし 岡山本店 岡山市北区下伊福2-9-21

しげよし 吉備の国本店 岡山市中区中井1-2-5

し～じゃっく 妹尾店 岡山市南区妹尾2619-3

しっとら 岡山店 岡山市北区問屋町26-101
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しゃぶしゃぶ温野菜 岡山駅前店 岡山市北区錦町6-17アウルスタイル錦町23F

しゃぶしゃぶ温野菜 岡山高柳店 岡山市北区高柳東町14-5

しゃぶしゃぶ温野菜 岡山今店 岡山市北区辰巳2-105

しゃぶしゃぶ温野菜 岡山津島店 岡山市北区伊島北町21-1

しゃぶしゃぶ温野菜 岡山福浜店 岡山市南区福成3-5-14

しゃぶしゃぶ温野菜 岡山平井店 岡山市中区平井7-869-1

しゃぶ葉 岡山津島店 岡山市北区伊島北町１−２５

ジャンボ串焼き とりとん 津島店 岡山市北区津島新野2-1-1

ジョリーパスタ 岡山平島 岡山市東区東平島1424-13

ジョリーパスタ 原尾島 岡山市中区原尾島3-8-23

ジョリーパスタ 青江 岡山市北区青江5-22-22

ジョリーパスタ 津島西坂 岡山市北区津島西坂2-4-7

スープカレーわたなべ 岡山市南区市場1-1

すき家 53号岡山IC店 岡山市北区津島京町1-3-18

すき家 岡山原尾島店 岡山市中区原尾島一丁目5番46号

すき家 岡山新保店 岡山市南区新保395-1

すき家 岡山瀬戸店 岡山市東区瀬戸町沖120-1

すき家 岡山西大寺店 岡山市東区松新町3-1

すき家 岡山大学前店 岡山市北区学南町2-811-1メゾン仏蘭西1F

すき家 岡山福田店 岡山市南区福田229-1

すき家 岡山妹尾店 岡山市南区妹尾2342-1

すき家 岡山野田店 岡山市北区野田3-17-1

すき家 大和駅北口店 岡山市北区中井町2-2-7

すし亀 岡山市北区駅前町1丁目10-29-2F

すし居酒屋両国さかなや道場岡山本町店 岡山市北区本町１−１４

すし処 いちえ 岡山市北区磨屋町６番１８号

すし処 今新 岡山市北区今４丁目１番１９号

ステーキガスト 岡山下中野店 岡山市南区下中野1-2

ステーキ工房桜 岡山市北区厚生町2-3-16ASレジデンス厚生町1F

スパイス王国 岡山十日市店 岡山市北区十日市西町１番１４号

スマートファーム株式会社 岡山市北区野田屋町1-3-3-176

スンドゥブトーフハウス 岡山市北区辰巳19-106

セルフうどん いりこ 岡山市北区本町６−３６Ｂ１

セルフうどん さざなみ 伊福店 岡山市北区伊福町３丁目２−７

セルフうどん さざなみ 西大寺益野店 岡山市東区富士見町1ー2−9ー2

セルフうどん たぬき屋 岡山市北区東古松２丁目２番１号

セルフうどん まんてん 岡山市北区野殿西町４５０ー５

セルフうどん 楽や 岡山市中区海吉1827-5

セルフうどんさかいで 大元店 岡山市北区西古松16-2

セルフうどんさかいで 並木町店 岡山市南区並木町2丁目1-8

セルフうどんさざなみ 古新田店 岡山市南区古新田1036-3

セルフうどんさざなみ 曽根店 岡山市南区曽根311-5

セルフうどんさざなみ 藤田店 岡山市南区藤田1419ー1

セレーノ ディ プリマヴェーラ 岡山市東区西大寺中2丁目8-12-1階

セントベーネ 岡山市東区上道北方730

そうさく日本料理DANK 岡山市北区中山下1-5-43

そらいろカフェ 岡山市東区政津920-16

タイ料理バンコク 田町店 岡山市北区田町2-11-1田町特選街1階

タコスタイル 岡山市北区駅元町２２−１６

たこ吉 本店 岡山市北区柳町2-10-14

たこ焼きさんま 岡山市中区中井431-10

タナタナ 岡山市北区駅前町１丁目７番２４号
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たぬき屋 北⾧瀬店 岡山市北区北⾧瀬表町3丁目2-103

タベルナ 岡山市北区幸町３−９第２友沢ビル１Ｆ

たまち焼肉センター 肉の一 岡山市北区田町2-5-1

タンドールバル 岡山市北区津島新野１丁目１番２８号

たん屋びぜん イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1丁目2-1イオンモール岡山6F

タン料理 茗祇家 岡山市北区錦町8-15

ちゃい夢県立美術館店 岡山市北区天神町8-48

ちゃちゃぶー 岡山市北区今1丁目9-27

チャンホルモン 岡山市北区表町3-4-29

ちゅらSUN 岡山市北区奥田1-1-3アヴェニュー奥田1階

ちょっと・いん 岡山市中区今在家303-1

ティアラ 岡山市北区中央町6-11ケイティー８８ビル２階

てっぱんひろし 岡山市北区田町1-2-5

てっぱん家 青山 岡山市北区本町5-13

テンガジャ 岡山市北区磨屋町4-19

デンカフェ 岡山市北区表町1-8-4共和ビル1階

てんぷら 千の種 岡山市北区野田屋町１丁目１０ー２０

ドゥフォワイエ Due collection 岡山市北区表町1-3-25

ドゥフォワイエ デ・プレカフェ 岡山市北区表町１丁目９番５１号フォワイエビル３階

とりそば太田 岡山市北区表町１丁目7-24

とりでん 今店 岡山市北区今3-24-38

とりの助 東平島店 岡山市東区東平島1210-1

どろ 大元店 岡山市北区大元駅前３ー２７

トロ函六曜 岡山市北区表町2-3-53

とろ鮪 岡山店 岡山市北区錦町6−16松原第一ビル1Ｆ

とんかつ・牛かつ ふく徳 岡山市北区上中野2丁目4-1

どんどん亭 江崎店 岡山市中区江崎147-6

どんどん亭 大元店 岡山市北区西古松252-105

どんどん亭大元店 岡山市北区西古松252-105

とん平 岡山市北区磨屋町４−２１金谷ビル１Ｆ

なお家 岡山市北区表町3-8-4

なか卯 岡山下石井 岡山市北区下石井2-2-8

なか卯 岡山今 岡山市北区今2-9-18

なか卯 岡山中山下 岡山市北区中山下1-8-1ロイヤルコーポ1F

なか卯 岡山浜野 岡山市南区浜野2-10-51

なごみ 岡山市北区神田町1-10-1

ナマステ・ガネーシャ ラ・ムー 大安寺店 岡山市北区野殿東町1-55

ナマステ・ガネーシャ 上道店 岡山市東区上道北方730

なるほどや 本店 岡山市南区福富西３ー６ー８

な菜な野菜食堂 AEONMALL岡山店 岡山市北区下石井1丁目2-1AEONMALL岡山6階

ニコニコキッチンさんさん 岡山市北区本町6ー36第一セントラルビルＢ1階

ニューコウジヤ 岡山市北区天神町9-39上之町会館201号

ののさま✳あん 岡山市南区藤田1633

のんき飯店 ドチェチェ 岡山市北区駅元町27-15-2

ばぁばキッチン まかないや 岡山市中区海吉２１１０番地９

バーベキューグルメぶち 岡山市北区柳町1-14-16

はこきび 岡山市北区一宮572

バスコロ 岡山市北区中山下2-5-10

パダンパダン 岡山市北区表町1-7-10

ハッケン酒場 岡山駅前 岡山市北区本町６−３６第１セントラルビルＢ２

パティスリー Kou 岡山市北区田中143-113

パティスリーカフェジュクール 岡山市南区浦安本町74-5
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はなの舞 岡山本町店 岡山市北区本町１−１４本町ＯＫビル２・３Ｆ

はま寿司 岡山久米店 岡山市北区久米199-1

はま寿司 岡山平島店 岡山市東区東平島1665

ばり馬西大寺店 岡山市東区広谷468-1

バルサバルサ 岡山駅前店 岡山市北区本町1-10松原ビル1F

ヒゲとワイン EGOZARU 岡山市北区野田屋町1ー6ー19西崎ビル1階

ピザ・カリフォルニア妹尾店 岡山市南区東畦87-3

ひさご 岡山市東区西大寺中1-2-15

ひじり庵 岡山市北区菅野2879-1

ビストロ ワルパ 岡山市北区表町3丁目6-9

ひだや 大供店 岡山市北区大供１丁目２番１号

ビッグボーイ 岡山絵図 岡山市北区絵図町1-36

ひとり鍋 恵 岡山市北区天神町2-1

ひなせ桃太郎温泉 岡山市北区牟佐２９１５ー１

ファロ ピッコリーノ 岡山市北区中山下1-9-12クラインガルテン中山下1F

ぷくぷく氷 岡山市北区伊福町1丁目15-19第三木下マンション1F

ふくみ家 岡山御津店 岡山市北区御津草生825-2

ふくみ家 天満屋岡山店 岡山市北区表町2-1-1天満屋岡山店地下1階

ふじこや 岡山市北区津島新野1丁目1-33

ブックカフェ栞日 岡山市北区鹿田町1丁目6-17

プライベート個室×肉バル ミートボーイＮ．Ｙ 岡山駅前店 岡山市北区駅前町１−１−２１成通・ハリービル８Ｆ

ブラッスリーセルポワ 岡山市北区田町1丁目6-15田町ハイツ1階南

フリーク 岡山市南区郡１４０１−２

フリーダムタコス 岡山市中区浜1-15-20

ブルーキャットカフェ 岡山市北区問屋町１３−１０４竹村ビル１Ｆ

ブルスケッタ 岡山市北区錦町８−１１フェリスビル１Ｆ

フレッシュタルトのお店ＳＴＹＬＥ 岡山市北区岡町6-9

フレッシュタルトのお店ＳＴＹＬＥ問屋町テラス店 岡山市北区問屋町15-101

ペリカンパスタ 岡山市北区清心町1-51階

ベルク 松新店 岡山市東区松新町21-3

ベルク 平島店 岡山市東区東平島１３３９番地４

ヘルシーカフェ サンテ 岡山市南区古新田１１２５番地

ボクデン キムチ本舗 岡山市北区田町1-3-35ボクデン本店ビル4F

ボクデン 岡山総本店 岡山市北区田町1-3-35ボクデン本店ビル1F

ボストンステーキ 岡山駅前店 岡山市北区本町5-1本町クロスビル1F

ぼっこうそば水仙亭 本店 岡山市北区津高６３１番地の７

ホットサンド専門店 リトルキッチン・ピッコロ 岡山市南区中畦４４０番地の６

ぼてぢゅう 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6F

ホトトギスファームカフェ 岡山市北区津島笹が瀬1-36マイヨール１階

ホルモンいっき 岡山市北区中央町8-10

ホルモン鉄板 宗平 岡山市北区津島南2-1-30大丸ビル1階

まちのパン屋ｍｉｔｔｅｎ 岡山市中区高屋１２６−２

マッチプ 岡山市東区西大寺上2-627-4

まるかつ 岡山市南区内尾２３７ー６

マルゴカフェ OHKハウジング店 岡山市中区浜597-7

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3階

マルゴデリ ロッツ店 岡山市北区中山下1-11-54

マルゴデリ 田町店 岡山市北区田町１丁目１番１１号

マルゴデリ 本部店 岡山市北区大安寺南町2-11-39-A2

マルヤス水産 岡山市北区表町1-7-54

まんまる 岡山市北区下中野349-119

みちくさスコーン 岡山市中区円山1070-9



66

店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

みなせん415号車 岡山市東区大多羅町144-1

みやび丼丸 岡山市北区加茂１２４６番地２

みやび丼丸 高島店 岡山市中区清水2丁目-534-2

みやび丼丸 田中 岡山市北区田中113-102

ミュージアムショップ＆カフェ artcafe夢二 岡山市中区浜2-1-32

ミラン 益野町店 岡山市東区益野町５３ー１４

ミラン 西大寺店 岡山市東区金岡西町639-21

メイプルロック 岡山市南区市場1丁目1

モビーさんち 岡山市南区藤田560-214Pモール藤田内

もんじゃ はせ川 岡山市中区今在家215-8

やきとり庵 岡山市北区柳町2丁目2-10

やきとり大吉 番町店 岡山市北区番町1-14-54

やまや寿司 岡山市中区関538

やんcafe 岡山市中区藤崎131−11

ヤン茶グリーン 岡山市北区津島新野1-5-28

や台ずし岡山あくら通町 岡山市北区柳町1-3-8金谷ビル

や台ずし岡山駅前町 岡山市北区駅前町1-10-28

よしだや 岡山本店 岡山市南区妹尾1140-1

よし田や 和兵衞 岡山市北区大元１ー１ー７

らーめん はなふさ 岡山市北区駅元町28-2

らーめんふぁみりー 岡山店 岡山市北区津島京町1-2-19

ラーメン一八 岡山市中区下509-3

ラーメン屋 祥 岡山市北区立田926-21

らーめん桜 岡山市北区津島笹が瀬4-1

ラーメン大統領 浦安店 岡山市南区浦安本町３２ー１５

ラーメン大統領 小山店 岡山市北区小山４０ー８

ラーメン大統領 藤崎店 岡山市中区藤崎483-37

らーめん辰弥 倉田店 岡山市中区倉田６３７番地４

ラーメン東大 イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1丁目2-1イオンモール岡山4階

らーめん道 岡山市南区藤田５６６−７７

らぁ麺 はんにゃ 岡山市北区野田屋町1丁目3-3

ラー麺ずんどう屋 岡山伊島店 岡山市北区伊島北町9-24

ラー麺ずんどう屋 岡山平井店 岡山市中区平井6-3-21

ラウンジ后 岡山市北区中央町8-3セントラルハイツ2F

らすかふぇ 岡山市中区藤崎317-30

ラピエール表町（クリームソーダ） 岡山市北区表町3-7-7-1F

ラム肉 バル 結 岡山市北区田町1-12-7

リエルプラス カフェ 岡山市中区海吉1807-9

リトファンイタリアーノ 岡山店 岡山市北区万成西町２−５０

リュンイチヤス 岡山市南区福浜町12-18

ルアナ 岡山市北区田町1丁目2-10ゴフェルビル2F

ルーラルカプリ農場 岡山市東区草ケ部1346-1

レイクサイドガーデン&カフェ 岡山市北区菅野４４１４番地

レイジーハウスcafé 岡山市北区下石井9-50

レストランMint 岡山市北区御津伊田126-3

レストランシャロン 岡山空港店 岡山市北区日応寺1277岡山空港ターミナルビル2F

レトロ炭火焼肉 たろう食堂 岡山市北区今3丁目24-30

ロイヤルホスト 岡山学南店 岡山市北区学南町1-6-6

ロードサイドマーケット 岡山市南区片岡2468番地

ワインと洋食のお店 BuenaVista 岡山市北区奉還町2-3-10

わかとり屋 岡山市南区東畦65−19

錦と吟 岡山市北区柳町2-10-4エバーグリーン柳町107
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海問屋 彦兵衛 岡山市北区柳町2丁目10-4エバーグリーン柳町 1F 101

愛えん 岡山市北区青江1-4-12

安花里 岡山市北区東花尻47-5

安心野菜の中華 華菜家 岡山市北区本町8-15本町プラザビル1Ｆ

庵 岡山市北区中山下1-7-21

伊太利亜料理SienA 岡山市東区瀬戸町観音寺605-3

磯家 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1丁目1-9

一休庵 岡山市北区表町１丁目９番２０号

一途と春 岡山市北区広瀬町3-3島本ビル1階

壱靖 岡山市北区野田屋町1-4-17グランデュール野田屋町1F

鰻せいろう多幸う 鰻せいろう多幸う岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山7階

宴屋 岡山市北区表町3-19-6

塩と醤 岡山駅前店 岡山市北区本町2-23

奥市食堂 岡山市中区奥市3-33

横綱 倉敷インター店 岡山市北区田中626番地3

黄金宮殿 岡山市北区丸の内1-2-4

岡山 個室焼肉 Ｊ’ｓ苑 −ジェイズエン− 岡山市北区奉還町２−１０−１１

岡山グルメとブランド肉の居酒屋 ぶち 岡山市北区柳町１−１４−１６

岡山グルメと珈琲 アロアロ 岡山市北区石関町5-1ホテルエクセル岡山1階

岡山居酒屋風お好み焼き もり 岡山市北区奉還町１−６−９

岡山個室居酒屋 いろどり 岡山店 岡山市北区幸町4-11味ビル3F

岡山個室居酒屋 福わうち 岡山店 岡山市北区本町4-18コア本町ビルB1F

岡山甲羅本店 岡山市南区豊浜町11-38

岡山国際ホテル アルカンシェール 岡山市中区門田本町4丁目1番16号岡山国際ホテル

岡山国際ホテル ザ・ガーデンテラス 岡山市中区門田本町4丁目1番16号岡山国際ホテル

岡山国際ホテル シャトーノアール 岡山市中区門田本町4丁目1番16号岡山国際ホテル

岡山食材×個室居酒屋 十八番屋(オハコヤ) 岡山市北区平和町5-26

岡山藤田おにぎり茶屋 岡山市南区藤田１４２３番地

岡山珈琲館 PLUS 岡山市中区西川原62-1

岡山珈琲館 岡山南店 岡山市北区奥田1丁目8-7

岡山珈琲館 大野辻店 岡山市北区今3-25-20

岡山餃子製作所 駅前町店 岡山市北区駅前町1丁目7-3

岡山餃子製作所 桃太郎大通り店 岡山市北区本町3-6ワシントンホテル1F

〼屋 岡山市北区磨屋町4-14

穏の座 おうちかふぇ 岡山市東区瀬戸町江尻1713

家風居酒屋たてなが屋 岡山市北区磨屋町7-28

花板料理 うつみ 岡山市北区柳町2-1-7ラポール柳町五階

菓子工房 る ぷらんたん 野田店 岡山市北区野田3丁目7−9

回転居食屋 悠喜 岡山本店 岡山市南区藤田１７８４番地の５

懐古喫茶 Sakura umi 岡山市中区高屋116-6

海祥丼丸岡山大和町店 岡山市北区大和町2-8-27

海鮮匠 かわかみ 岡山市北区中山下1-2-30赤松ビル1F

海都 伊島北店 岡山市北区伊島北町9-20

海都 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1-1-118-1

海都 西大寺店 岡山市東区広谷474-9

海都 大安寺店 岡山市北区野殿東町1-55

海都 築港店 岡山市南区築港新町1-5-26

海都 東川原店 岡山市中区東川原２４４番地４

海都 平井店 岡山市中区平井3-1078-1

海都 本店 岡山市北区大元２丁目４番５号

角打ち つるや 岡山市北区田町2-6-11

楽陽堂 岡山市北区幸町4-26
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梶屋 岡山市東区竹原1356-1

割烹 たにだ 岡山市北区柳町1-4-6みのるガーデン第二ビル一階

割烹 司 岡山市北区表町2-6-16

割烹 真善美 岡山市北区表町2-4-41

活貝・四季料理 和金 岡山市北区田町2-5-25

活魚廻転寿司 いわ栄 津高店 岡山市北区横井上113-1

釜めし・日本料理 よいきげん 岡山市北区表町３−３−３０

鎌倉パスタイオンモール岡山店 岡山市北区下石井36923イオンモール岡山6F

鎌倉パスタ岡山青江店 岡山市北区青江１丁目１２−１０

鎌倉パスタ辰巳店 岡山市北区辰巳2-102

瓦茶そば 孝蔵 岡山市北区中山下1-8-1ロイヤルコーポ2F

韓韓亭 岡山市中区円山118

韓国料理佳牛味 韓国料理 岡山市北区吉宗679-3

韓日亭 岡山市北区中央町6-26タイムビル1階

丸屋 岡山市北区本町８番１号

季菜里 岡山市南区箕島953-1

貴明 岡山市北区田町2-10-16

亀八 岡山市北区中井町１丁目３番１号

吉備のおかげ茶屋 岡山市北区一宮1043

吉備土手下麦酒 普段呑み場 岡山市北区北方４丁目２番１８号

吉野家 ２号線新保 岡山市南区新保６６１−８

吉野家 ５３号線国体町 岡山市北区南方５丁目１−２

吉野家 岡山裁判所前 岡山市北区富田町１丁目４−８

吉野家 岡山松浜 岡山市南区松浜町１５−２８

吉野家 岡山大安寺 岡山市北区大安寺南町１丁目６−１

吉野家 岡山桃太郎通り 岡山市北区本町２−１１３

吉野家 岡山平井 岡山市中区平井４丁目２４−３２

吉野家 東岡山 岡山市中区神下１０４−１

喫茶 Q 岡山市北区富田町２丁目４番１２号

喫茶 カサブランカ 岡山市北区上中野２ー１１ー１

喫茶お好み焼きおぞの 岡山市北区厚生町2丁目15-13

喫茶スナック栄華 岡山市南区福富西2丁目3番2号

喫茶タンポポ 岡山市北区表町1丁目10-32-B102

喫茶店ほんまち 岡山市北区本町2ー22

牛ちゃん 岡山市北区上中野１丁目１９番１号

牛庵 岡山西 岡山市北区西⾧瀬122-4

牛角 岡山駅前店 岡山市北区錦町6-17アウルスタイル錦町2

牛角 岡山新保店 岡山市南区新保678-3

牛角 岡山津島店 岡山市北区伊島北町21-1

牛角 岡山平井店 岡山市中区平井四丁目24-31

牛角 福浜店 岡山市南区福成3-6-20

牛牛カントリー 岡山市中区高屋３７２番地４

牛骨ラーメンgyu 岡山市北区中山下二丁目4番52号ラッキービル2F

居酒屋 ⿁笑 岡山市東区可知3丁目2-2

居酒屋彩月 岡山市中区中井437-6

巨城里 田町店 岡山市北区田町１１−１特選街ビル1階

巨城里 本店 岡山市南区妹尾２３９３番地４

魚々市 岡山市北区柳町1-14-20リヴィエル柳町1F

魚均 岡山店 岡山市北区本町7-11アクロスキューブ岡山本町2Ｆ

魚八寿し 岡山市東区西大寺松崎168-3

京の味 桜川 岡山市北区丸の内1丁目12−6

京もつ鍋ホルモン朱々 岡山奉還町店 岡山市北区奉還町2-3-2
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玉ちゃん 岡山市南区妹尾１８５０ー２

玉松そば 岡山市北区御津中山237番地

玉壺 岡山市東区西大寺中2-23-9

銀河 中央町店 岡山市北区中央町1-7-1

九郎の途上 岡山店 岡山市北区問屋町12-105

喰助 岡山市北区表町2-5-40

喰切料理 八方 岡山市北区弓之町12-6

串かつ でんがな 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6階

景虎 岡山店 岡山市北区田町1-3-35ボクデン本店ビル3F

桂楓 岡山市北区大供表町1-24

軽食喫茶とんぼ 岡山市東区西大寺川口327-1健康プラザ内

元祖じゃんがららぁめん 岡山市北区中山下1丁目11-5

元祖ぶたせんたー はなれ西乃口店 岡山市北区駅元町30-9

玄三 岡山市北区田町２丁目１３番１０号

個室居酒屋 丸屋 岡山駅前本店 岡山市北区本町８−１田中ビル１Ｆ

古民家カフェ コメスタィ 岡山市東区九蟠909

古民家カフェ桃源郷 岡山市北区表町2-7-15

五穀岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山7階

後楽園 四季彩 岡山市北区後楽園１−５

幸市 岡山市北区柳町１−１３−１５

広島焼き風お好み焼き れもん 岡山市北区平田149-120

広東料理 海華楼 岡山市北区表町１−４−１−１０２

香港仔竜沙 岡山市中区西川原120-5

高架下ホルモン 大元本店 岡山市北区大元駅前180-17

骨付き鶏 葉隠 岡山市北区柳町1-10-24

骨付鳥パチャマンカ 岡山市南区藤田２２７番地１９６

作東 岡山市北区平和町7-11グレイス岡山1F

桜梅桃季 岡山市中区徳吉町2-8-30

三岳屋 岡山市東区西大寺中1丁目16-13

三方らーめん おお田 岡山市北区下石井2-9-54

山カフェ アネテアニヴェール 岡山市中区江崎468-5

山金 新保店 岡山市南区新保801-4

山珍本店 岡山市北区丸の内２丁目１２番２２号

山本サラダ 岡山市北区田町1-2-4

讃岐うどん むらさき 円山店 岡山市中区湊404

讃岐うどん むらさき 高島店 岡山市中区清水372-2

讃岐うどん むらさき 藤崎店 岡山市中区藤崎483-2

讃岐うどん むらさき 妹尾店 岡山市南区内尾229-23

讃岐うどん 佐々家 岡山市南区藤田1788-1

讃岐の男うどん能勢 岡山市北区奉還町2-3-6

讃岐の男うどん能勢 鹿田店 岡山市北区鹿田町1丁目1-16

餐休 辰巳店 岡山市北区辰巳２９番地１０５

四季の寿司 立身 岡山市北区下中野３３４番地１１３

四季彩鉄板 くさの 岡山市北区田町2丁目13-1-CSWISS西川2F

四季風味禅 岡山市北区今5-3-31明芳ビル1階

士林夜市 本店 岡山市北区東中央町1-14宇野ビル101

姉妹食堂 岡山市東区瀬戸町森末7番地の1

手羽先唐揚 串焼・釜飯 とりや小次郎 高屋店 岡山市中区兼基51

手打そば なん野 岡山市北区表町3丁目-5-15

手打ちうどん藤善 岡山市北区西古松西町6-6

手打ちそば峠 岡山市北区中山下１丁目9番59号

酒屋 醤 Cafe Hishio 岡山市中区国富852
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酒楽屋わっ！ 岡山市北区中央町8-10

酒楽食彩もっこす 岡山市北区幸町９番２１号藤田ビル1F

酒菜 奥田屋 岡山市北区中山下2-5-9

寿司 八重垣 岡山市北区磨屋町7-9

寿司・和食 富久屋 岡山市北区西古松１丁目３６番１９−１０１号

寿々苑 岡山市中区藤原２３番地１８

十割そば 仁兵衛 岡山市北区中央町8-17

汁なし坦々麺 山貴 本店 岡山市南区西市591ｰ4

旬すけ 岡山市北区中山下1-8-1ロイヤルコーポ2F

旬の料理 西の居 岡山市北区十日市中町７−８

旬彩料理 縁 えにし 岡山市北区表町1-1-45

旬席 いし田 岡山市北区平和町3-11つるべマンション1F西側

旬鮮処 志貴 岡山市中区赤田82-5

純喫茶松野 岡山市中区住吉町1-1住吉ビル203

小麦カフェ 岡山市北区奥田本町１０番地９

小料理花びし 岡山市北区田町２丁目３−６

昇福門 岡山市北区春日町5-1

松のや 岡山厚生町店 岡山市北区厚生町2-12-15

松屋 岡山十日市店 岡山市北区十日市西町5-28

松屋 岡山商科大前店 岡山市北区津島西坂2-5-5

松平 岡山商科大学 岡山市北区津島京町2丁目10-1

松平 岡山商科大学付属高校 岡山市北区南方5丁目2-45

松﨑牧場 ジェラート専門店 Genuino 岡山市東区松新町334

焼きそば はらだ 岡山市北区鹿田町1-3-2

焼き鳥ムゲン 駅前町店 岡山市北区駅前町1丁目7-3

焼き鳥ムゲン 本町店 岡山市北区本町10-26

焼肉  北条 岡山市北区石関町５−１６

焼肉 ことぶき 岡山市中区森下町2-24

焼肉 ホルモン 坂本 岡山市南区新福1-4-8

焼肉 まつおか 岡山市南区若葉町20-23

焼肉 牛⾧ 本店 岡山市南区妹尾２９００

焼肉 元気一 岡山市北区西古松2−24−27

焼肉 東風 COCHi DELi 岡山市北区西古松2-24-16

焼肉 東風 大元本店 岡山市北区西古松2-24-16

焼肉 福池 岡山市中区⾧岡１０８番６号

焼肉 北条 Houjo 岡山市北区石関町5-16

焼肉296 岡山市中区神下162-1

焼肉dining 食道園 岡山市北区表町3丁目13-57

焼肉アンジー 岡山市北区奉還町３−７−２０

焼肉かどや本店 岡山市北区柳町2-2-2フロム31ビル

焼肉がみや 岡山市北区柳町2-4-6

焼肉きぃむらや 岡山市北区表町3-20-12

焼肉すみれ 岡山市南区あけぼの町４−１０

焼肉ため吾朗 岡山市北区中山下2-1-22山崎ビル101

焼肉ハウス シャロレー 岡山市東区瀬戸町万富４１５番地２

焼肉ハウス つるみ 郡店 岡山市南区郡2982-3

焼肉ハウス 明洞 岡山市東区東平島２３番地の１

焼肉ハウスつるみ 岡山市南区福富西1-20-43

焼肉はちや一宮店 岡山市北区一宮93-1

焼肉ポプラ 岡山市中区平井７丁目６番４２−１号

焼肉まんぷく 岡山市南区泉田421-11

焼肉レストラン 大日亭 駅前本店 岡山市北区駅前町２丁目６番２１号ダイニチ上西川ビル１Ｆ
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焼肉レストラン 大日亭 青江店 岡山市北区富田175-9

焼肉レストラン 大日亭 津高店 岡山市北区津高659-1

焼肉レストラン 鶴松 灘崎店 岡山市南区西紅陽台3-1-148

焼肉レストラン福助 岡山市北区春日町３番４号

焼肉一安 岡山市南区福島３丁目１５番１７号

焼肉一龍 岡山市北区中央町2-19グランデ岡山1階

焼肉亀家 岡山店 岡山市北区岡町１６−１

焼肉亀家 灘崎店 岡山市南区西紅陽台２丁目５８番地の５５３

焼肉牛山 岡山市北区川入209-3

焼肉山屋 岡山市北区撫川１４８２番地の３

焼肉秀吉 西古松店 岡山市北区西古松1-29-10

焼肉秀吉 待庵下中野店 岡山市南区下中野190

焼肉秀吉 大安寺店 岡山市北区大安寺南町1-2-3

焼肉処 玉龍 岡山市北区中央町３番８号有本ビル１Ｆ

焼肉大幸 岡山市北区柳町１丁目８番２１号

焼肉大幸 本町店 岡山市北区本町5-10岡本ビル1階

焼肉中村屋 妹尾店 岡山市南区妹尾2327-1

焼肉津喜日 岡山市中区山崎26-1

焼肉八十八 岡山市北区上中野2丁目27-24

醤油豚骨らーめん巳 岡山市北区中央町８−１２

上島珈琲店 岡山大学病院店 岡山市北区鹿田町２−５−１岡山大学病院内１Ｆ

城下カフェ 岡山市北区表町1-1-8ライオンズタワー岡山表町1階

城下公会堂 岡山市北区天神町10−16

食楽日和 ほのか 岡山市北区田町１丁目１０番２８号セントラルホテル岡山南側

食彩おひさま 岡山市東区瀬戸町瀬戸399-1

食事処 おかべ 岡山市北区表町1丁目10-1

食堂 ONE STAR 岡山市南区千鳥町1-26

食堂 やまと 岡山市北区表町１丁目9-7

心に染みる 岡山市北区柳町2-3-5柳町エレガンスビル203号

森の邸宅彩音 岡山市中区湊1344-56

真金堂 岡山市北区内山下１丁目８番２号

神戸元町ドリア イオンモール岡山店 岡山市北区下石井一丁目2番1号

酔虎伝 岡山大元 岡山市北区大元駅前３−２７

瑞と和 岡山市北区柳町1-8-2

成田家 田町店 岡山市北区田町1丁目7-21

成田家青江店 岡山市北区青江5丁目14-20

西洋料理 BIZENYA 岡山市中区浜3丁目2-23

西龍軒 岡山駅前店 岡山市北区本町1-15ケイワイエス岡山駅前ビル1F

青木ファーム.3Ｋ 岡山市北区玉柏1417

石井さんの家 岡山市北区田町2-12-22アスパイア参番館3階

石焼炒飯店岡山一番街店 岡山市北区駅元町一番街地下4

石窯キッチンブーレ岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山6階

赤から岡山大福店 岡山市南区大福39-11

雪路 岡山市北区田町2-7-5

千原企画 岡山市北区柳町1-13-20-3階

千成家 Okanaka津高店 岡山市北区横井上83-3

千成家 奥田南店 岡山市北区奥田南町7-11

千成家 岡山一宮店 岡山市北区楢津567

千成家 平島店 岡山市東区東平島1001-1

創作おうどん 遊佳 岡山市南区彦崎388-6

創作らーめん 薑屋 岡山市北区中央町1ー1

創作石焼 たんたん 岡山市北区中央町３−２１Ｆ



72

店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

創味魚菜 岩手川 岡山市北区田町1丁目9-20

倉式珈琲店イオンモール岡山店 岡山市北区下石井一丁目２番１号

倉式珈琲店岡山青江店 岡山市北区青江１丁目１２−１２

太陽の時代 表町店 岡山市北区表町3-13-56

代々木ミルクホール 岡山分店 岡山市北区本町5-13Foolishビル4F

台湾ラーメンエックス 駅前町店 岡山市北区駅前町1丁目7-3

台湾ラーメンエックス 桃太郎大通り店 岡山市北区本町3-6ワシントンホテル1F

大ing成田家 岡山市北区津島南2丁目5-1ホースビル津島南1階

大漁寿し 内山下店 岡山市北区内山下1-13-1

大阪家 岡山市北区中央町4-5中央町プラザ1階

大衆すしスタンドかね吉 田町店 岡山市北区田町1-2-5ラリックビル2階

大衆焼肉にしき 岡山市北区庭瀬312−1

大衆食堂 旭軒 岡山市北区奉還町2丁目9番9号

大福園 岡山市北区大元２丁目２番１号

大名庵 岡山市南区市場１丁目１番地

大蓮香 奥田店 岡山市北区奥田本町16-28

大邱園 岡山市北区桑田町１３−２８

炭火庵犇き堂 岡山市北区磨屋町7-4HANABLD2階

炭火焼き肉くいろー 岡山市北区番町1-5-28番⾧マンション1F

炭火焼き肉くいろー 喰郎 岡山市南区浜野3-19-44

炭火焼肉 たに川 岡山市北区番町1-5-28番町マンション1F

炭火焼肉 もつ鍋 まん福 岡山市中区高屋308-1

炭火焼肉とく 岡山市北区中島田町1丁目5番2号ノーブルハイツ中島田101

炭火焼肉ひだや大供店 岡山市北区大供1-2-1

炭火焼肉ひだや本町店 岡山市北区本町5-13

炭火焼肉ひだや磨屋町店 岡山市北区磨屋町8-23

炭火焼肉ひだや柳町店 岡山市北区柳町1-10-15

地鶏居酒屋川西 岡山市北区内山下1-7-11

地鶏陶板焼 炙 abura 岡山市北区問屋町27-107

地産地消 め組 岡山市中区兼基40-2

地鳥料理 やきとりの店 とりの里 奉還町店 岡山市北区奉還町2-4-10吉田ビル1階

茶千歳 岡山店 岡山市北区奉還町３ー9ー3

茶千樹 岡山市北区北⾧瀬表町2-17-80L110

茶房 和三盆 岡山市北区問屋町12-1011

茶房リエール 岡山市北区弓之町1-21

中華 錦亭 岡山市北区中山下2-8-1

中華あんかけ専門店 桃仙人 岡山市北区平野920

中華そばつぼ屋 岡山市北区中山下1ー8ー84

中華そば幸や 岡山市東区東平島163番1号ゆめタウン東平島1階

中華ダイニング 餃子屋台 岡山市北区石関町5-1ホテルエクセル岡山B1F

中華園 岡山本店 岡山市北区西崎1-8-30

中華快席 福幸 岡山市北区田町1-2-6-2ハイエスト田町1階

中華飯店 香記 岡山市南区築港ひかり町１番９号

中華料理 香満堂 岡山市南区泉田５丁目１０−４３

中華料理 千代 岡山市南区若葉町21-30

中華料理 蔦福 岡山市北区柳町町２丁目１−７ラポールビル２Ｆ

中華料理 友家 岡山市北区今保１０１番地１２１マツケンビル１Ｆ西

中華料理ハルピン 岡山市南区三浜町2丁目1‐1

中国料理おふろ 岡山市北区西辛川６５４−１

中国料理華家 岡山市北区新屋敷町２丁目５番３号

中国料理華家 花尻店 岡山市北区花尻ききょう町16-106

町屋やきにく密陽家 岡山市北区奉還町１丁目１３番１４−２号
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⾧浜らーめん 博多一番 岡山市北区津島新野2-2-6

鳥三郎 岡山西市店 岡山市南区西市305

鳥造 中山下店 岡山市北区中山下１丁目８番１号ロイヤルコーポ２Ｆ

鉄ぱん屋 弁兵衛 岡山店 岡山市北区柳町１丁目3-1

鉄板 前川 岡山市北区錦町8-23野形ビル1F

鉄板あらた 岡山市北区田町2丁目13-10岡田ビル102

鉄板お好み焼 樹 岡山市東区瀬戸町瀬戸622-1

鉄板工房チョイス 岡山市北区田町1-7-13大三田町ビル1F

鉄板焼 楽楽-RARA 藤田店 岡山市南区藤田2019-40

鉄板焼・韓国家庭料理 にっこりあ 岡山市北区柳町2-1-7ラポールビル101

鉄板焼き ひでちゃん 岡山市南区大福１２４８ー2

天ぷら 鎧 岡山市北区今３丁目１２番１号

天ぷら・うどん 時代屋 岡山市東区中尾178番地

藤ひろ 岡山市北区野田屋町１−８−２０

豆金魚 岡山市北区幸町3-9第2友沢ビル1階

豆工房ウイニングラン 岡山市東区楢原514-6

豆専望 岡山市南区箕島953-9

銅屋 岡山市北区丸の内1-12-17

那須商店 岡山市中区旭東町1-2-12

内海産業株式会社 古民家カフェ 神武橋 岡山市東区西大寺南2-11-8

凪 _nagi_ 岡山市北区表町１丁目９−６７

二代目まいぺん 岡山市北区奉還町１丁目３番１３号

肉のほそだ 岡山市北区岩田町7-6

肉バル PUNI岡山店 岡山市北区駅元町15-1リットシティビル2F

肉懐石 紬 岡山市北区柳町1-13-20

日韓食堂菜S 岡山市東区東平島1196-24

日本料理 雅 岡山市中区⾧岡459-6

日本料理 吉晶 岡山市北区丸の内1丁目4-12-2

日本料理 魚定 岡山市南区宗津967-2

日本料理 四季風味 禅 岡山市北区今５丁目３−３１

日本料理ひさの 岡山市北区錦町4-25ひさのビル1階

濃厚鶏白湯拉麺 乙 中央町店 岡山市北区中央町3-41ニューセントラルプラザ1階

濃厚鶏白湯拉麺 乙 柳川店 岡山市北区蕃山町1-23サンスクエアビル1階

博多ラーメン琥家 高屋店 岡山市中区兼基51

薄利多賣半兵ヱ 岡山店 岡山市北区本町5-13Foolishビル3F

函館市場 岡山新屋敷店 岡山市北区新屋敷町２丁目１０−１７

畑でとれるアイスのお店 AOBA 岡山市北区内山下1‐15‐10

八右衛門 備前青江 岡山市北区青江５−２−１５

八卦 岡山市北区田町2-10-22

八剣伝 岡山十日市 岡山市北区十日市西町１−７

八剣伝 庭瀬店 岡山市北区庭瀬234-8

板前料理 別館 よしみ 岡山市北区田町１−３−３３蓮昌寺ビル１Ｆ

備前ヤ菜とチロリ 岡山市北区内山下１ー７ー２３

備前汁なし担々麺 虎ぼるた 大安寺店 岡山市北区野殿西町416-1

備前汁なし担々麺 虎ぼるた 田中店 岡山市北区田中111-107

尾道らーめん 燈 岡山市北区田町2丁目6-26

美山岡山店 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山7階

美津葉 本店 岡山市北区御津金川９８０番地

百福食堂 岡山市北区野田屋町2丁目3-3石川ビル1F

表町イタリアンMARIO 岡山市北区中山下1-11-10

表町花月 岡山市北区表町3丁目5-20

表町肉焼処 黒場 −くろば− 岡山市北区表町2-5-32
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風のレストラン 岡山市東区西大寺中2-12-9

風風ラーメン 岡山北店 岡山市北区今2-8-9

風風ラーメン 本町店 岡山市北区本町10-17

風来坊 ふ～太 野田店 岡山市北区野田２ー９ー７

平和町イタリアンバールカド 岡山市北区平和町3-29コートコンドール1F

米粉Sweets Brown 岡山市北区今7丁目6-13

米粉Sweets くぉ～れ 岡山市北区平野1093-3

勉強カフェ岡山スタジオ 岡山市北区駅元町22-13西口駅前ビル2階

弁慶 岡山店 岡山市北区本町7-11アクロスキューブ岡山本町3Ｆ

暮らしと珈琲 岡山市中区祇園517-5

包味ちどり 岡山市北区田町1-2-3

宝々 岡山市北区中央町8-2

紡ぐ宇宙 岡山市北区天神町9-39上之町会館2階

北前そば 高田屋 岡山駅前店 岡山市北区幸町6-33旭ビル2F

北前そば 高田屋 岡山表町店 岡山市北区中山下1-10-15岡教ビル1F

磨屋町キッチン PACO 岡山市北区磨屋町9-24

又兵衛 岡山駅前店 岡山市北区幸町1-7太田ビル1F

又来軒 岡山ロッツ店 岡山市北区中山下1-11-54岡山ロッツ2F

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地下1階

味の民芸 岡山奥田店 岡山市北区奥田1-2-20

味の民芸 岡山国富店 岡山市中区国富625-1

味の民芸 岡山奉還町店 岡山市北区奉還町4-20-19

味工房 四季 岡山市北区内山下2-3-5

味恒 岡山市東区金岡東町2-6-48

無国籍カレー スローバラード 岡山市南区並木町1丁目17−17

麺や 心楽 岡山市北区丸の内1丁目14-10

麺屋 児玉屋 岡山市北区牟佐93-1

麺屋 勝成 岡山市北区谷万成2-121-2

麺屋だご 岡山市北区鹿田町1-7-19

麺屋楽⾧。 岡山市北区表町1丁目3-53YS21ビル1F

麺屋台 うまし 岡山市北区矢坂本町5-20

麺屋美浜 岡山市北区津島笹ヶ瀬4-8102

麺酒 一照庵 岡山市北区中山下２丁目１ー２１

麺匠 蔵 岡山市北区鹿田町1-8-16

麺場 田所商店 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7F

麺丼セレブロ 岡山市北区表町3丁目5-15

野の花工房 ののカフェ 岡山市北区建部町吉田968

野菜食堂こやま 岡山市北区田町1-3-35

有限会社冨士屋 岡山市北区奉還町2-3-8

有限会社夢珈房パフィオ イタリアンカフェ ペスカトーレ 岡山市東区中川町３０１番地の１

予祝のワンプラスワン-心がワクワクする洋食屋さん- 岡山市北区花尻みどり町9-110

揚げ処 春夏秋冬 岡山市南区市場１丁目１

洋食レストラン qualia 岡山市北区厚生町2-2-14

洋食屋 Recitare GRE 岡山市北区野田5丁目7-3野田ビル1F

洋食屋ルーアン 岡山市北区津島笹が瀬4-3アルフォーレ1階

窯処 プニュプニュ 岡山市南区市場１丁１番地７２

来来亭 142岡山大供店 岡山市北区大供本町708番2

来来亭 217岡山大福店 岡山市南区大福396番2

来来亭 263岡山浜野店 岡山市南区浜野2丁目10-1

来来亭 岡山大安寺店 岡山市北区大安寺南町2丁目1-28

来来亭 東岡山店 岡山市中区⾧岡335-6

裏本町串センター 鶏式ジョージ 岡山市北区本町8-18
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

炉ばた屋ろばたん 岡山市北区奉還町1丁目5-9

路裏恵処 幸喜 ～よしき～ 岡山市北区磨屋町7-23

露菴 古新田店 岡山市南区古新田1391-1

朗家 岡山市北区平和町6-29

六花園 岡山市北区津島南2-5-1

和Cafe 花かまくら 円山店 岡山市中区山崎36-5

和ダン 晴じゃ 岡山市北区錦町4-11ホテルリブマックス岡山1階

和牛串 炭火焼 あゆみ乃 岡山市北区柳町1-9-12パークビル1階

和牛焼肉 牛八 岡山店 岡山市中区西川原132-2

和膳玄多 岡山市北区大学町4丁目31番地

和風ダイニング すし舟 岡山市北区中央町4-1

傳八商店 岡山店 岡山市北区本町1-12ミゾイビル1F

廣珍軒 岡山市北区表町3丁目14番10号

梟のこども～Another Sky～ 岡山市東区南古都１３４−７０

炙り家 岡山市南区福田158-5

炙り網焼高架下ホルモン 岡山市北区大和町１ー１５ー１１

珈琲屋32 岡山市南区豊成3-20-44

糀と燻 やま武 岡山市北区本町２−１７ー３Ｆ

翔 岡山市北区野田屋町2-5-3赤松ビル105

萬福市場 岡山市東区可知3丁目17-50

餃子屋 とよじ 岡山市北区平和町5-25トミヤビル1F

鮨 はらだ 岡山市北区田町2-12-22アスパイア参番館

凜空 岡山市北区表町1ー9ー55

㐂楽 岡山市北区柳町2丁目10-4エバーグリーン柳町207号



76

店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

楽家優志 岡山市中区原尾島3-8-53 12月25日から適用

寿し一 岡山市中区西川原１丁目２番１９−５号 12月25日から適用

居酒屋和楽時 岡山市南区並木町1丁目10-9ニコニコビル103 12月25日から適用

下津井港 岡山市北区京橋町6-20 12月25日から適用

レディアンス本店 岡山市北区大供表町3-1サニーハイム岡山１０５ 12月25日から適用

プリムローズ 岡山市北区中央町2-14中央20ビル2階 12月25日から適用

ルシファー 岡山市北区中央町4-6永代ﾋﾞﾙｻﾝﾄﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ203 12月25日から適用

トランスパランス 岡山市北区中山下2-3-48中山下ホワイトビル2F 12月25日から適用

REROOM 岡山市北区中山下２−３−４９第一中村ビル３Ｆ 12月25日から適用

旬菜 桜梅 岡山市北区津島東1丁目4番1号 12月25日から適用

焼肉酒場 葫蘆 岡山市北区田町1−12−5伊藤ビル1F 12月25日から適用

スキッパーズ 岡山市北区田町1-1-3西川コーポ1F 12月25日から適用

SilverSeraph 岡山市北区田町2-12-22アｽﾊﾟｲﾔ参番館２０５号 12月25日から適用

ティッシュモンド 岡山市北区田町2-14-14メッセかわかみ5F 12月25日から適用

和風居酒屋 粋や 岡山市北区東島田町1丁目6-5 12月25日から適用

Ｓａｌｅｍ 岡山市北区平和町７−２８西川ファミリービル２Ｆ 12月25日から適用

BAR LUNASOL 岡山市北区平和町７ー２８西川ﾌｧﾐﾘｰﾋﾞﾙ３F 12月25日から適用

あぶり酒家〇△□ 岡山市北区奉還町1−5−17 12月25日から適用

Cafe＆Dining PEACH 岡山市北区磨屋町6-23 12月25日から適用

RACCOS BAR 岡山店 岡山市北区野田屋町1-5-1 12月25日から適用

BAR Xross 岡山市北区中央町２−１４中央２０ビル６階 12月16日から適用

cafe＆dining88 岡山市北区柳町１−８−８東本柳町ビル２Ｆ 12月16日から適用

compass 岡山市北区錦町８−１１フェリスビル５階 12月16日から適用

Gikyo 岡山市北区中仙道２−７−３ 12月16日から適用

ICHI 岡山市北区中央町6-26タイムビル3F 12月16日から適用

KINGS 岡山市北区表町2-5-23ニュー表町プラザ4F 12月16日から適用

うまいもん 九十九 岡山店 岡山市北区本町1-14本町OKビル2.3階 12月16日から適用

おりぃぶ 岡山市北区京橋町6-22 12月16日から適用

かつやま 岡山市北区中央町4-3ニューインタービル2F 12月16日から適用

くろねことまと 岡山市北区柳町2-111VCビル204 12月16日から適用

はまぐり水族館.neo 岡山市北区平和町5-1061F 12月16日から適用

囲酒屋 おいち 岡山市北区本町5-121・2F 12月16日から適用

居酒屋・カラオケ まーちゃん 岡山市北区表町3-8-31（1F） 12月16日から適用

串どり 岡山本町店 岡山市北区本町2-21 12月16日から適用

彩菜祭酒 火蔵 岡山市北区本町3-6ワシントンホテルプラザ2F 12月16日から適用

彩菜酒屋 円円 岡山市北区錦町8-24錦ビル2F 12月16日から適用

酒楽葵 岡山市北区中央町１ー２６ウエストリバー西川モザイク２Ｆ 12月16日から適用

旬菜 酒処 貴しん 岡山市北区中央町7-6-2サンシスビル１Ｆ 12月16日から適用

大衆中華酒場きくのや 本店 岡山市北区中山下1-8-5 12月16日から適用

友園 岡山市南区福富西３丁目７ー２２ 12月16日から適用

龍の髭 岡山市中区海吉1774-13 12月16日から適用

餃子世界 岡山市北区表町２丁目５−２０ 12月16日から適用

23夜 岡山市北区中央町8-16銀の館3階

28 TWO/EIGHT 岡山市北区田町2-12-22アスパイア参番館8階

5 five 岡山市北区中央町 1-17 風見鶏の館2F

AmusementBar HodoHodo 岡山市北区中央町 7-24 CENTRAL PLAZA 2F

AQUA 岡山市北区錦町 4-25 ヒサノビル2階

AshRay 岡山市北区中央町 7-24

B BROTHER 岡山市北区田町２丁目５−７ ストーク２１ビル５階

bar elf 岡山市北区田町 1-2-5 ラリックビル3F

BAR place of us Garden 岡山市北区磨屋町 4-15 河田ビル2F

◆飲食 / 居酒屋・パブ・バー
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BATHTUB GIN 岡山市北区表町 3−9−37

B-BLAN 岡山市北区中央町 8-4 セントラルハイツ211

Bianca-coloring- 岡山市北区中央町 ７ー２４ セントラルプラザ4F

Blue Dragon 岡山市北区中央町 6-11 KT88ビル1F

Blue Rose． 岡山市北区柳町１丁目４−８ ヒカリホールディングスビル１０３

BROTHER 岡山市北区田町 2-5-7 ストーク２１ ビル5階

CAFE TOPA 岡山市北区吉備津１１５７−１６

Cafe&Bar CANDIES 岡山市北区錦町3-10

Cafe&Bar pompom 岡山市北区表町 2-5-53

Cocktail Bar SAMSARA 岡山市北区田町 ２丁目１番１号

COUTURE FUKUIDO TOKYO 岡山市北区問屋町15-101 問屋町テラス店１Ｆ

CROWN 岡山市北区本町 10-16 ４階

Desperado 岡山市北区表町 3丁目11-6

Dining Bar 猫魔音 岡山市北区幸町 1-7 4F

Diosa 岡山市北区柳町 １丁目14-12 西川100ビル303

ELLE 岡山市北区中央町 ２丁目１４番地 中央２０ビル２Ｆ

ｆＡＴｅーフェイトー 岡山市北区中央町 ３−３５ クリスタルハイツ１Ｆ１０８

FOLK STAND 岡山市北区磨屋町 7-5

HARU HARU 岡山市北区中央町 8-10

KARMA 岡山市北区中央町 9-14 岡山25ビル 501

Lind 岡山市北区田町 2丁目12-22 アスパイア参番館3F

Lounge Rin 中央町店 岡山市北区中央町 ４ー２３ー３ サルーテ中央町ビル４Ｆ ４０１

Luna Iris 岡山市北区田町 2-7-6 エミネント田町1F103号

Madame Rie 岡山市北区田町 2-12-22 アスパイア参番館 7F

Merci 岡山市北区中央町 9-10 TM22ビル 4F

Mulan Rouge 岡山市北区中央町 2-19 グランデ岡山2階

NINJA BAR 二の地下 岡山市北区柳町 2-10-6 柳町103番館

Ｏ ＳＨＩＳＨＡ Ｌ 類人煙 岡山市北区田町１−２−５ ラリックビル ４階

PABROW 岡山市北区平和町 6-4 グリーンビル3F

RINRINSHA 岡山市北区表町 2-7-5

ScooP 岡山市北区中央町９ー１６ 岡山２３ビル９Ｆ

Si’s 岡山市北区中央町 7-10 第2パラダイス 2階

slowcave 岡山市北区平和町 7-16 岡薬ビル1階西号室

smile 岡山市北区柳町 1-2-111 VCビル3F

snack M 岡山市北区中央町 8-16

SNACK TSUTSUMI 岡山市北区中央町 4-7 エミーナビル4F

Tommy Shokudo 岡山市北区幸町 4-18-2 幸町山村ビル2F

VIBE BAR MOSAIC 岡山市北区表町 3丁目6-15 ほろよいマンション304

Welina 岡山市北区田町 2-12-22 アスパイヤ参番館 4F

あっとぷらす 岡山市北区磨屋町 7-7 江口磨屋町プラザ３０２

アリババ 岡山市北区柳町 1-1-6 松原第三ビル

アルカディア 岡山市北区柳町 2丁目4−15 ソシアル・イン・柳町7F

インタリュード 岡山市北区中山下 1丁目5番43-4号

エルブルーマー 岡山市北区問屋町１２−１０１ ＡＲＯＷ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ２Ｆ ２０５

おか島 岡山市北区中央町 2-14 中央２０ビル３０３

おさけとごはん イワコヤ 岡山市北区磨屋町 1-17 神谷ビル

ごう原 岡山市北区磨屋町 7-14

さゝや 岡山市北区中央町 1-1 由良ビル1階

ジタン 岡山市北区中央町 1-13 カレント壱番館 １０１

スナックさくら 岡山市北区田町 ２−６−５

つぼね 岡山市北区田町 2-8-3

はかた家 岡山市北区大元 2−1−7
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はれお 岡山市北区柳町１ー１３ー１５

ひでＢＯＹ 岡山市北区田町 2-6-22 田町昭和ビル１F

ひまわり 岡山市北区田町 2丁目10番3号 1階

プリメーロ 岡山市北区中央町 4-26 中央第４７ビル １F

ミニ居酒屋 菜 岡山市北区庭瀬 637

もりもと 岡山市北区磨屋町 6-24

よりしま 多幸半 岡山市北区田町 1-8-6

ワインバーカラット 岡山市北区表町 1-4-38

隠れ屋ごはん夜いち。 岡山市北区柳町２ー２ー１８

映画BAR ローマの休日 岡山市北区奉還町２−１４−１０ 宮本ビル１階

園 岡山市北区柳町 1-10-24 プレジデントビル2F

楽家優志 岡山市中区原尾島３ー８ー５３ ＹＳＤ第３ビル１Ｆ

季月。 岡山市北区平和町 6-4 グリーンビル3階

季節料理かたやま 岡山市北区平和町 4-11 1階西

居酒屋 豆炭 駅前 岡山市北区本町 7-13 2F

居酒屋かおり 岡山市北区柳町 2丁目10-13

居酒屋れいこ 岡山市北区磨屋町 1-17 神谷ビル

魚や大将 岡山市北区平和町６−５ 森安ビル１Ｆ

御豆処〼 岡山市北区田町 1-12-2

幸町 侑じ 岡山市北区幸町 ５ー１９

幸町飛葉 岡山市北区幸町４ー１８ー２ 幸町山村ビル１Ｆ

香蘭 岡山市北区中央町3-41 ニューセントラルプラザ５Ｆ

時遊台所 えんらく 岡山市北区平和町 6-3 ベックオンザボックス2階

七輪焼肉 岩勝 田町店 岡山市北区田町 2-14-4

酒と肴 白 岡山市北区幸町 4-26

酒房 りゅう星 岡山市北区磨屋町 7-1 岡村ビル2F

旬彩くおん 岡山市北区錦町３ー６ー２ ハスパリビル１Ｆ

焼き肉×鍋 よし坊 岡山市北区田町2丁目 5-2 岡﨑第2ビル 1F

焼肉岩勝 岡山市南区郡2980番地33

上西川本町あきづ 岡山市北区錦町 3-8

宣智酒家 成ると 岡山市北区表町 1-2-30 藤原ビル1F

創作居酒屋阿国 岡山市北区西古松西町 ７−８

多まち とけいや 岡山市北区田町 ２丁目１０番１号

駄洒落と肴 むすび 岡山市北区奉還町 1丁目1-5

台湾風屋台居酒屋 kiki 岡山市北区本町 1-18 岡崎共同ビル地下1階

炭火焼鳥 京 岡山市北区平和町 5-26

炭焼山人 岡山市北区本町９−１３ 池田ビル１Ｆ

茶づけの具 岡山市北区田町 2-12-19

鉄板焼き諭吉 岡山市北区大供 1-3-15 内田ビル1階

田舎家 柳町店 岡山市北区柳町 2-2-2 フロム31ビル1階

日本料理 ます田 岡山市北区田町 1丁目1-3

盃花羅亭 岡山市北区平和町４−２５

畠瀬本店 岡山市中区浜三丁目１３−１

表町 イル・ダメリーノ 岡山市北区表町 2丁目5−23 ニュー表町プラザ1F

保 岡山市北区中山下 1-7-23

A エース 岡山市北区中央町9-16岡山23ビル3F

ＡＤＬＥＲ ＣＯＦＦＥＥ 岡山市北区丸の内１−１４−５

APPŔEND 岡山市北区中央町2-14中央町20ビル6階

Asti 岡山市北区中央町1-13カレント壱番館5F

Ａｔｏｒａ 岡山市南区西市８０３−４ウェスティンパレス５０２号室

AVALONアバロン 岡山市北区平和町6-4グリーンビル402

ＡＶＡＮＴＹ 岡山市北区野田屋町１丁目９ー６
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B.Ravi 岡山市北区中央町3-33社交ビル105

Bacaro 岡山市北区幸町4-20

Ｂａｒ  日本晴れ 岡山市北区蕃山町１−２６安井ビル１Ｆ

Bar Arrow 岡山市北区表町2丁目1-55

Bar Atom 岡山市北区磨屋町７番１号

ｂａｒ ＡＸ 岡山市北区野田屋町１−６−１５

Bar CHINON 岡山市北区中央町4-5中央町プラザ1階

bar compagno 岡山市北区田町2-7-4

BAR Connect 岡山市北区本町3-6桃太郎プラザB1F

Bar docca 岡山市北区幸町3ー27

BAR Don'tBeShy 岡山市北区磨屋町7-7江口磨屋プラザビル202号

Bar Hideout 岡山市北区本町9-15

Bar Las 岡山市北区表町3-11-73栄光ﾋﾞﾙ1階

BAR LYTTON N 岡山市北区幸町3ー9第二友澤ビル1F

Bar OZ 岡山市北区本町3-1桃太郎プラザ2F2-01

bar RUDEBOY 岡山市北区磨屋町7-4磨屋町ファミリービル2F

BAR SEARCH LIGHT 岡山市北区中山下2-1-55-3

Ｂａｒ Ｓｅａｓｏｎ 岡山市北区本町１−３Ｅｈｇａビル６Ｆ

BAR Second Simpson 上鍛冶屋 岡山市北区柳町2-10-4エバーグリーン柳町106

BAR SEVEN 岡山市北区平和町7-16岡山薬品工業ビル１F

BAR SPAZIO 岡山市北区平和町6-4グリーンビル3階

BAR TOWSER 岡山市北区田町1-2-5ラリックビル４階

BAR Up’Stance 岡山市北区表町３丁目8ー9-1F

Bar Yokota 岡山市北区平和町1-11Nビル2F

BAR YUNPYO 岡山市北区幸町1-7太田ビル5F

BAR. FUJISAN 岡山市北区中央町2-14中央町20ビル3F

BARCODE 岡山市北区中央町４ー６サントリープラザビル１０５

barisa 岡山市北区平和町7-28西川ファミリービル1F

ＢａｒＭａｅｄａ 岡山市北区野田屋町１丁目６ー７吉井ビル２階

Barおじさん 岡山市北区柳町2-6-6柳町⾧屋102

BE CRAZY 岡山市北区表町3丁目７番１５号表町ファミリービル１F

Bean 岡山市北区田町２ー１４−１８２階

BEER BAR 11 The Rock 岡山市北区本町10-16ユキタケ幸武本町ビル303

Belinda 岡山市北区平和町6-4グリーンビル5階

ｂｉｂ 岡山市北区野田屋町１−９−１

Bi-ton 美トン 岡山市北区中央町2-1420ビル3階

Blue Moon 岡山市北区表町3丁目7-10

CAFE IMAGE 岡山市北区表町１丁目8-48-1F

Cafe&bar FUGLY 岡山市北区表町1丁目6-56オレンジビル102

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ ＴＡＣＳＵＭ 岡山市北区平和町３−６シャトー平和町１０３

CAFE&DINING DINDI 岡山市北区表町1-11-1

Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ ＨＩＭＡＷＡＲＩ 岡山市北区奉還町2-8-8

Casual Bar Gracias 岡山市北区磨屋町７−５

Ｃｈａ− 岡山市北区中央町２−１４中央２０ビル３Ｆ

CHeLSea 岡山市北区中央町9-16岡山23ビル3階

CHIKEN’S BEST ライム 岡山市北区中央町4-10第1井元ビル1階

CLUB ATOM V2 岡山市北区中央町9-10TM22ビル1F

COCKTAIL&Islay MALT BAR Stella 岡山市北区田町２丁目１ー１木村ビル４階

ｃｏｃｏｌｅｃａｆｅ 岡山市東区広谷３４８−２

ＣＯＬＭＡＲＥ ＰＲＥＳＴＯ 岡山市東区西大寺松崎447-93

ＣｏＭＡ ＣＯＦＦＥＥＳＴＯＲＥ 岡山市北区丸の内１−１−５栗山ビル２０２号

compass 岡山市北区富田町1-10-6
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cooking of art Ikiya 岡山市北区柳町2-1-7ラポートビル102

ＣＲＯＳＳＯｂａｒ 岡山市北区磨屋町１−１９是友ビル１Ｆ

d’Manila ダ マニラ 岡山市北区中央町3-30クリスタルビル1階

daddy’s Bar DAN 岡山市北区中央町4-27

Ｄａｒｔｓ ａｎｇｅｌ 岡山市北区本町２−１６小林本町ビル５Ｆ

Demi 岡山市北区柳町1-10-24プレジデントビル2F

DiA 岡山市北区中央町9-16岡山23ビル702

dining うおとり 岡山市北区平和町4番28号

Du babaz 岡山市北区中央町1-17風見鶏の館305

EVA 岡山市北区田町2丁目12-22アスパイヤ参番館201

Famille 岡山市北区柳町2-4-15ソシアルイン柳町6F

FANTA・ZISTA！ 岡山市北区中央町3-33社交ビル302

Felice 岡山市北区柳町1-14-12西川100ビル3F

ｆｏｒｍ 岡山市北区本町1-12

FORWARD 岡山市北区中央町4-7エミーナビル6階

Freak 岡山市北区平和町４ー3八千代ビル1F

freedom 岡山市北区中央町2-14中央20ビル7F

fresh bar WhiteSnow 岡山市北区駅前町1丁目3-5本田第一ビル2階

Ｇ．Ｅ．Ｔ． 岡山市北区京橋町9-23

G.G.C.ドイツパブ 岡山市北区表町3丁目6番21号力餅ビル2階

Ｇａｔｔｏｎ ｊｕｎｉｏｒ 岡山市北区田町2-7-5

GBs cafe 岡山市北区南方5-6-34

Ｇｉｒｌ’ｓＢＡＲ Ｎｉｎｉｃａ 岡山市北区中央町１−１４センターパレ

Girl's BAR FuZZ Style 岡山市北区田町2-6-5サンシャインプラザ1F

GorillA 岡山市北区田町2-10-13ステム大同ビル2F

HaMaNaさん家 岡山市北区奉還町3-9-9

harui 岡山市北区中央町6-26タイムビル3F

HONMACHI 290BAR 岡山市北区本町5-10岡本ビル2Ｆ

Hoop 岡山市中区江崎７１０−２

IRISH BAR 72 岡山市北区野田屋町１丁目２番２号ハシモトビル

Ｉｚａ Ｂａｒ Ｗｉｔｈ 岡山市北区柳町１−２−１１１ＶＣビル３Ｆ

JOJO 岡山市北区中央町7-25タワービル4F401

juice 岡山市北区平和町7-28西川ファミリービル207号

K 岡山市北区表町二丁目4-58

KAEDE 岡山市北区野田屋町１丁目2ー4

KAKKY's BAR 岡山市北区奉還町2-7-14

KARRU 岡山市北区中央町1-13

Kei 岡山市北区中央町3-33社交ビル3F

KINGS 岡山市北区表町2-5-23ニュー表町プラザ4F

ｋｉｔｃｈｅＣａｆｅいろり 岡山市東区西大寺浜５８３−１

KOREAN DINING 舎廊 ‐サラン‐ 岡山市北区田町2-10-27田町赤松ビル1階

K-pop LoungeBar BANG BANG BANG 岡山市北区表町2-5-40-1階

ＫＳＴＲＥＥＴ ＣＯＦＦＥＥ 岡山市北区幸町３−２ＣＦビル３Ｆ

Kさくら 岡山市北区中央町4-10第2井元ビル1階

Ｌａｄｙｓ＆Ｇｅｎｔｌｅ麺 岡山市北区天神町１−１９

LAGOON 岡山市北区表町3丁目13-41

Le Mans 岡山市北区中央町9-20エミネント22ビル4階

ＬｅｍｏｎＴｒｅｅＯｋａｙａｍａ 岡山市北区田益５８２

libre 岡山市北区中央町６ー２６タイムズビル２階５号

Lien リアン 岡山市北区柳町1丁目14-19コトブキビル2F

Ｌｉｌｙ’ｓ Ｄｉａｒｙ 岡山市北区天神町１−１９中野ビル２Ｆ

Lilys 岡山市北区中央町４ー6サントリープラザ１０６
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LIVE×BAR Ajobe 岡山市北区中央町１−６野上ビル2F

Lounge Ciel 岡山市北区中央町３−３５クリスタルハイツ１０５

LOUNGE PLUS 岡山市北区中央町９ー１０TM22ビル201

Lounge 羽蘭 岡山市北区中央町2-14中央20ビル3F

LOUNGEO 岡山市北区中央町６ー２２中央町ヒルズ１Ｆ１０２号

Luana 岡山市北区中央町１ー１３カレント壱番館４Ｆ４０１号

Lucent 岡山市北区中央町2-14中央20ビル3F

Luida 岡山市北区本町５番１０号岡本ビル４Ｆ

Ｍ 岡山市北区中央町３−３７中央第５ビル３０５号室

M’s ～ます～ 岡山市北区中央町4-2グランドパレス2階

MAGICAL 岡山市北区中央町3-37中央第５ビル3階

Ｍａｌｔｂａｒ Ｎｉｓｉｍｏｔｏ 岡山市北区田町２丁目１ー１木村ビル４階

Mayfa 岡山市北区柳町1-10-24プレジデントビル2階

MELROSE 岡山市北区中央町3-33社交ビル3F

members Avancée 岡山市北区中央町9-10TM22ビル4階

members Natsuo 岡山市北区中央町9-10TM-22ビル5階

Mermaid Bar FULL MOON 岡山市北区平和町7-28西川ファミリービル111号

Metis メティス 岡山市北区中央町4-2グランパレ2階

Michelle ミッシェル 岡山市北区中央町6-11KT88ビル5階

ｍｉｄｎｉｇｈｔ ｄｉｎｅｒ 灯 岡山市北区野田屋町１−５−２０

MOLLY 岡山市北区錦町3-2YAビル3F

muku 岡山市北区京橋町6-21野村ビル1F

Nevada Club 岡山市北区田町1-1-1チサンマンション1F103号

NOjiKA 岡山市北区幸町7-14

ＮＯＲＴＨ ＰＯＬＥ 岡山市北区柳町１−９−１４

NY STYLE BAR A-ROD 岡山市北区錦町８−２２ー2F

OLD STAR 岡山市北区撫川1469-9

P’cheers 岡山市北区本町2-16-2F

PAGANINI 岡山市北区石関町5-33階

PARADIS' 岡山市北区幸町3-10第1友沢ビル4階

Pareja 岡山市北区柳町1丁目14-7山本ビル2F

PARO PARO 岡山市北区中央町４番６号サントリープラザ地下1階

ｐｅｒｆｅｔｔｏ 岡山市北区南方５−６−３４赤松ビル２０１

Place of us 岡山市北区磨屋町4-15河田ビル2階

Please 岡山市北区中央町7-7中央町ファミリービル504

ＰＲＩＶＡＴＥ ＰＡＬＡＣＥ 岡山市北区田町２丁目６−１９ＨＡＮＡビル２階南

pubbarvarie 岡山市北区表町３丁目4-37

public bar BAMBOO 岡山市北区本町4-18コア本町

PUNTAKAHA! 岡山市北区中央町4-7エミーナビル5階

PuR 岡山市北区田町二丁目12-22アスパイア参番館606

RainbowMoon 岡山市北区磨屋町7-11磨屋町パレス二階北側

RAN 岡山市北区中央町1-13カレント壱番館403

repos ルポ 岡山市北区中央町1-17風見鶏の館4階

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆ｂａｒ ｓａｌａ 岡山市北区奉還町２−８−８

Rich 岡山市南区築港栄町11-7車屋ビル2F

RISE 岡山市北区中央町2-2雪絵ビル5F

ＲＳＭ 岡山市北区磨屋町６−２３２Ｆ３Ｆ

RuBy 岡山市北区中央町4-10井元ビル2F

Ruby 岡山市北区中央町9-10TM22ビル5階

RUSH Standing Shot Bar 岡山市北区本町10-17本町第一ビル1階

Ryoutei田町店 岡山市北区田町1-6-19

S 岡山市北区中央町6-18レインボープラザ1F
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S 岡山市北区中央町7-25タワービル303

Salonアルハル 岡山市北区表町2-4-35元町ビル2階203号

SAN MARU MARU BAR 岡山市北区磨屋町7-7江口磨屋町プラザ401

SAVA. 岡山市北区中央町1-13カレント壱番館203

Second Simpson 岡山市北区表町3-15-15-2F

Second Simpson -chocolat- 岡山市北区柳町2丁目6-65号室

Selfish Princess 岡山市北区柳町１丁目4-3クラインガルテン柳町202号

Shampoo 岡山市北区中央町２−２雪絵ビル３階３０２号

share 岡山市北区中央町2-14-20ビル7階

Ｓｉｌｋ 岡山市北区中央町７ー７ファミリービル５Ｆ

SNACKゆか 岡山市北区中央町７−７中央町ファミリービル６階

stand 405 岡山市北区表町３丁目８ー４千歳ビル２Ｆ

Stand Bar Retrie 岡山市北区表町1丁目3-30-1F西

TAKE BAR 岡山市北区中央町8-3セントラルハイツ1F

TAKOYAKI BAR REEF 岡山市北区柳町1-2-11ビクトリアクロスビル3F・4F

TamariBa 岡山市北区高松原古才592-5

TAMARIBAR 岡山市北区中央町3-37中央第5ビル3階

Tanc 岡山市北区駅前町1-7-18

THE CARNE TOGIYACHO 岡山市北区磨屋町7-26BMビル1Ｆ

Ｔｈｅ ＭＡＲＫＥＴ 岡山市北区奉還町１−１２−１４

The Public stand 岡山駅前店 岡山市北区本町2-4若林駅前ビル1F

Tina 岡山市北区田町2-12-22アスパイア参番館6F

TOGIYACHOカド 岡山市北区磨屋町4ー15河田ビル1階

ＴＯＲＩＢＵ 岡山市北区平和町６−３ベックオンボックス５Ｆ

TSUKI NO AKARI 岡山市北区本町4ー3ARATAビルB1F

TSUNEKICHI～つねきち～ 岡山市北区津島中3丁目5-1

un 岡山市北区田町2-8-52階南

Up Stage 岡山市北区中央町６番１８号

Vancool 岡山市北区中央町8-18ナショビル3F

Vanity 岡山市北区中央町3-37中央第5ビル2階

ＶＥＳＰＡ 岡山市北区幸町8-26ラヴァンビル３階

VESTI Room 岡山市北区本町１０番２６号本町Ｋビル５Ｆ

WISHBONE 岡山市北区本町一丁目１０番３Ｆ

XAYMACA 岡山市北区奉還町３−７−２１

XIX the LOUNGE 岡山 相席ラウンジ 岡山市北区本町3ー6

Y’s BAR 岡山市北区表町3-12-12宗政ビル1F

YAZAWA BAR LAHAINA 岡山市北区表町3-15-8プレイタウン207

Yucca 岡山市北区中央町9-16岡山23ビル6階

yuki 岡山市北区柳町1-9-16柳町55ビル3階

アイエン 岡山市北区青江１−４−１２

あかんたれ 岡山市北区田町2-8-3

あきらや 岡山市北区富田町2丁目4番12号

あさひや 岡山市南区大福1248-2

アトリエクオーレ クオーレ磨屋町 岡山市北区磨屋町7-4ハナビル3F

アニアニ622 岡山市北区平和町6-4グリーンビル6F北

アビーム 岡山市北区中央町6-26タイムビル4階

あぶり五六八 岡山市北区磨屋町7-13

アフロディーテ 岡山市北区中央町7-1K＆Kビル3階

ありがたや 岡山市北区本町４−１８

ありき 岡山市北区磨屋町8-24

アルカード 岡山市北区表町2-4-35

アンテリージェ 岡山市北区田町2-12-22アスパイア参番館8階
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アンビエンテ 岡山市北区中央町4-3ニューインタービル501

いざ酔いの月 岡山市北区駅前町1-10-2

イタリア惣菜屋トミヤ 岡山市北区奉還町２−９−１０

いちぎん 岡山市北区本町9-14IKビル1階

いなか家 たこ焼き販売所 岡山市北区田町2-10-16

いなか家 本店 岡山市北区田町2-10-16

うさぎ 岡山市北区中央町8-16銀の館1階

うまいもん あるもに 岡山市北区中山下2-1-53

えびてき屋 やす久 岡山市北区磨屋町４−１１

エブリデイ餃子 岡山市北区本町３−６桃太郎プラザ

エリア 岡山市北区中央町４−７エミーナビル１０１

エンプレ FreeStyleBar EIGHT 岡山市北区平和町7-28ファミリービル3F

エンプレ 酒とおばんざい菜な 岡山市北区錦町3-12-2F

おうち家 華 岡山市北区田町2-6-23

オーダーバイキングレオン 岡山市北区本町９−１６ホテルアネックス１Ｆ・２Ｆ

おおにし 岡山市北区表町3-14-33

おーぷんはぁと 岡山市北区中央町4-3ニューインタービル5F

おかいち 岡山市北区柳町1-14-7

おかやまっ子 岡山市北区磨屋町５ー１５

おかやまの酒ばぁ さかばやし 岡山市北区駅前町1丁目10-2

オネェ 岡山市北区中央町2-2雪絵ビル2F

オパール 岡山市北区中央町4-6サントリープラザ2カイ

おふくろの味 おかん 岡山市北区中央町4-24ケイアイビル岡山1F

お好み焼き花門Ｓ 岡山市北区本町２−２２錦ビル１階

お好み焼き悠 岡山市中区東山２−１−１５

ガッツリ処へけまる 岡山市北区庭瀬241-4

がってん八兵衛 岡山市北区本町2−16

かぶとや 岡山市北区奉還町1-6-15

からあげ専門店 福沢本店 岡山市北区丸の内１−１３−９

カラオケバー Chais 岡山市北区磨屋町7-5ファミリービル1F

カルメン 岡山市北区中央町3-35クリスタルハイツ一階

カレー屋食堂 岡山市北区内山下１−８−２１エバーグリーン内山下１０１

かわのさん家のかげとらや 岡山市南区福富西２−１９−３６サンガーデン福富ＷＥＳＴ１０２

かんくっく 岡山市南区豊成3丁目24ー25

キッチンバーティプシー 岡山市北区奥田南町５−２６

キューティパイ倶楽部 岡山市北区いずみ町２−１−４岡山県総合グラウンドクラブハウス内

きりんや 本店 岡山市北区田町１丁目7-5

くじら 岡山市北区野田屋町１−６−３

くし処串輪家 岡山市北区駅前町1ー3ー18

くし焼明り家 岡山市北区本町3-6

クッキングオブアートイキヤ 岡山市北区柳町２丁目１−７ラポールビル１０２

くつろぎ空間 笑福 岡山市北区中央町１ー６１階

クラブラウンジ MOLUCCELLA 岡山市北区中央町3-35クリスタルハイツ2F

クリスタルジョイン 岡山市北区中央町1-13カレント壱番館204

グレイトフルズ岡山店 岡山市北区問屋町１０−１０１

ごち 岡山市北区中山下１丁目９−１２クライン・ガルテン中山下１Ｆ１０３

ごはん+BAR Guilty 岡山市北区中山下二丁目3番49号中村第一ビル5F

ごはん酒場mog 岡山市北区中山下2丁目3-48ホワイトビル2F

ごろ兵衛 岡山市北区本町5ー1

ゴングカフェ 岡山市北区平和町７−２８ー１０５

ご馳走屋 岡山駅前店 岡山市北区本町５ー１０岡本ビル３階

ザ・居酒屋 どどど 岡山市北区本町７−１５
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ザイマカ 岡山市北区奉還町3-7-21

さくら 岡山市南区福吉町18-29

サプリ 岡山市北区中央町6-22中央町ヒルズ3F

サラダボウルトーキョー 岡山市北区本町5-13FOOLISHビル5階

サンドリヨン洋菓子 岡山市北区庭瀬６９６ー２８

シェリ 岡山市北区本町5-15ピア本町1階

しまうま 岡山市北区錦町３−４山佐ビル１０２

ジュアーナ 岡山市北区中央町７−２５タワービル4階

シューティングBARTRIGGER 岡山市北区中央町6-18レインボープラザ1階

しんとうざん茶店 岡山市北区尾上２７７０

すし春 岡山市北区東花尻３３９−６

すずらん 岡山市北区中央町9-20エミネント223階

スタイラス 岡山市北区表町2丁目5-21

スナック MORE 岡山市北区中央町9-2

スナック アクア 岡山市北区中央町1-14センターパレ303

スナック マミ 岡山市北区表町3丁目6-15-3階

スナックBAR rogue rogue 岡山市北区中央町2-2雪絵ビル

スナック葵 岡山市北区中央町8-3セントラルハイツ1F

スナック月 岡山市北区平和町7-28西川ファミリービル102号

スナック咲 岡山市南区福富中2丁目14-28

スペインバルクラクラ 岡山市北区岩田町２ー５

そら家 岡山市北区桑田町16-9

ダイニング 前原 岡山市北区南中央町2ー14⾧瀬ビル102

ダイニングファクトリー 鳥放題 岡山北区本町2号店 岡山市北区本町5-5オークラアベニュー4F

ダイニングファクトリー 鳥放題 岡山北区本町店 岡山市北区本町5-1重広ﾋﾞﾙ3F

たかみっちゃん 岡山市南区藤田１７９１−８

タブロイド 岡山市北区柳町1丁目1-6

たらちねぼくでん 岡山市北区大元１丁目１ー７カクサンビル１階

ダルマ本舗 岡山市北区錦町3−101

だんだん畑 岡山市北区奉還町１丁目２−１２

ちょっ蔵 岡山市北区津島南1-1-27

つぼ八 ＮＳＦイオンモール岡山 岡山市北区下石井１丁目２−１

つるっと亀 岡山市北区錦町３−１２鳥好ビル１Ｆ

ティーアペロ 岡山市北区表町１−１０−１６２Ｆ

テッパンクウヤ 岡山市北区野田屋町１−１−１７第2セイワビル１F

デュラン 岡山市北区幸町3-10第一友沢ビル3階

ドウラクムスコ 岡山市北区柳町１−５−１２えびすビル

ともぞう 岡山市北区本町4-3アラタビル3階

とりあえずensu 岡山市北区中央町3-33社交ビル502

トリキチ商店 岡山市北区本町10ー23小竹ビル1F

とりの里 駅前町店 岡山市北区駅前町1丁目6-15駅前コーポ１F

とり旬 岡山市北区下伊福本町１−４４

とり地蔵 岡山駅前本店 岡山市北区本町4−20

とり地蔵 岡山柳町店 岡山市北区柳町2−2−9

トルネード表町 岡山市北区表町一丁目4-5上之町オランダビル4F

トロワ・バー 岡山市北区本町4-18コア本町２Ｆ

とんかつ 羅凰 岡山市北区北⾧瀬表町2-17-80ブランチ岡山北⾧瀬1F

ナルキッソス 岡山市東区松新町208-4-105

にっぱち居酒屋 鳥兄弟 岡山店 岡山市北区中山下1-8-1ロイヤルコーポ2F

にっぱち酒場 大五郎 岡山市北区本町6-36第1セントラルビル地下1階

ニューくみ 岡山市北区中央町1-14センターパレ2F

ニューヨークステーキ 岡山市北区中央町9-16岡山25ビル4F



85

店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

バー キャラメル 岡山市北区平和町7-28西川ファミリービル3F

バー チベッタ 岡山市北区田町1丁目2ー28エクセルメゾン田町1F

バーコントワール 岡山市北区磨屋町１−２０

パイシーボウルボウル 岡山市南区築港新町２−４−５空間アンソロジー

バグース 岡山市北区表町3丁目4-32ウイスキービル１F

パナール 岡山市北区中央町4-7エミーナビル201

はなはな 岡山市北区田町2-10-13ステム大同ビル６F

パラダイスアマゾン 岡山市北区中央町1-26

はらペコ屋 たま商店 岡山市北区駅前町1丁目4-18

バンカラEi-g 岡山市北区表町３丁目２−２５

パン工房スピカ 岡山市北区伊福町２−６−１

びすとろｊｉｊｉ 岡山市北区津島西坂1-1-29ｷｬｯｽﾙ津島

ビストロ一歩 岡山市北区奥田西町5-5吉備国際大学岡山キャンパス内

ヒトヨシロクメ堂 岡山市北区本町1ー10ー2階

ヒトヨシロクメ堂 中山下店 岡山市北区中山下1-6-52

ヒュッテ フィオーレ 岡山市北区内山下1-3-3プランドール内山下B02

びりけん屋 岡山市中区円山83-7

フィリスII 岡山市北区中央町4-14

フジヤマドラゴン岡山本店 岡山市南区古新田１１９９番地３

プチエル 岡山市北区中央町3-35クリスタルハイツ2階

プラネタリー 岡山市北区東花尻304-4

フリースタイルバー バッチ 岡山市北区田町２１４−２０

フリーダイニング ギフト 岡山市北区平和町4-3八千代ビル4F

プルーリオン 岡山市北区中央町6-26タイムビル1F

へべれけ がじがじ 岡山市北区表町3-6-15ほろ酔いマンション1階

ベリータ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館５Ｆ

べんがら酒場 岡山市北区駅前町1-9-7

ほうかん町みつの 岡山市北区奉還町３−９−５

ほぼ本町元祖鳥焼き とりえもん 岡山市北区平和町5-29西川グリーンパークビル2Ｆ

ホリスティックキッチン ミレット 岡山市北区中山下２−３−６５

ホンマチバル お肉とワイン 岡山市北区本町１０−２６

まさるやん 平和町店 岡山市北区平和町7-28

マリアン 岡山市北区中央町4-10井元ビル1階

マリア倶楽部 岡山市北区中央町2-14中央20ビル2階

まりおねっと 岡山市北区中央町4-27パークサイドプラザビル２Ｆ

みやび 岡山駅前店 岡山市北区本町5-7G-KobashiBldg3F

みゆき ジャンボお好み焼きみゆき 岡山市北区平野１０７７−４

メンバーズクラブ Bar APPEAL 岡山市北区中央町2-14中央20ビル4F

やきとり ひろまさ 岡山市南区築港ひかり町３番４号

やきとり 貴鳥屋 岡山市北区中央町4-10第1井元ビル1F

やきとり一番 岡山中央病院前店 岡山市北区伊島町２丁目13-25

やきとり一番平和町店 岡山市北区平和町7-28西川ファミリービル101号

やきとり大吉青江北 岡山市北区青江1-1-14

ヤキニク アンジー 岡山市北区奉還町3丁目7−20

やきにく 未完（ミカン） 岡山市北区表町１丁目８−５２花房ビル１Ｆ

やき鳥 喰快 岡山市北区表町1-7-25

やじろべぇ 田町店 岡山市北区田町2-10-3赤松第2ビル1階

やじろべぇ 平和町店 岡山市北区平和町6-4グリーンビル1階

やっぱ好きやねん 岡山市北区中央町4-2グランドパレスビル4F

やなぎまち居榮屋 本店 岡山市北区柳町１丁目４番３号クラインガルテン柳町1F

ゆず家 岡山市北区磨屋町6番23号

ゆ鳥 奥田店 岡山市北区奥田本町16-28
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よい酔 樽屋 岡山市北区錦町8ー16ホテルマイラ1階

よろずや 食彩呑酒 よろずや 岡山市北区錦町3-2YAビル2F

ラ・シェリ 岡山市北区本町2-232階

ラーメン もみじ 岡山市北区柳町1-10-24プレジデントビル1階

ラーメン西本 岡山市北区表町２−３−６３

ラウンジ ラッフルズクラブ 岡山市北区田町2ー7ー6エミネント田町601

ラウンジ ルチル 岡山市北区中央町１−５中央町アカマツビル２Ｆ

ラウンジ 桃香 岡山市北区柳町１丁目１４番１８号２階

ラクショクラクザキエン 岡山市北区下中野７２１−１０１

ラブアンドラバーズ 岡山市北区田町2丁目12-22

リトル・ママ 岡山市北区中央町9-10ホワイトビル204

ルピナス 岡山市北区柳町1丁目9-16柳町55ビル3階

レグラージュ 岡山市北区石関町１−２８岸本ビル３Ｆ

レゾノンス 岡山市北区津島福居１−１−１５

レピエールプレシューズ 岡山市北区表町２−６−６４雷電館１Ｆ

ロータス 岡山市北区中央町３−３５クリスタルハイツ１０７

ろばすみ 岡山市北区上中野1-19-36中尾ビル1F

ろばた日和 酒囲屋本店 岡山市北区平和町１番１４号１Ｆ

ワイン食堂 天狗 岡山市北区丸の内1-13-11坂本ビル1F

庵々 岡山市中区藤原７２−２

一期一縁 津島店 岡山市北区津島新野1-5-3

一期一縁 本店 岡山市北区柳町1-6-1YSタウン柳町

一之蔵／ビーフ蔵 岡山市北区本町3-23

芋焼酎と果実酒 じゅげむ 岡山市北区柳町2-3-15第二高田ビル2FA号室

隠れ家ダイニング ラシット RUSSET PLUS 岡山市東区西大寺東1-5-8

隠れ家ダイニングラシット 岡山市東区西大寺中2丁目19-24

塩梅 岡山市北区東中央町2-14

横浜はいから亭 岡山店 岡山市北区中山下１丁目５ー５５スプランドゥール2F

横濱魚萬 岡山駅前店 岡山市北区本町1-6

翁 岡山市北区奉還町2-3-6

岡山駅前ＢａｒＯＺ（バーオズ） 岡山市北区本町３−６

岡山駅前町 産直市場 岡山市北区駅前町１−７−３

岡山駅前銘酒センター 岡山市北区駅前町1-7-26

岡山旬彩ステーキ鉄板いろ 岡山市北区磨屋町１０−２０磨屋町ビルＢ１Ｆ

岡山中央町食堂 アイシー 岡山市北区中央町4-10第1井元ビル1階

岡山料理と焼酎の店 まんてんの星 岡山市北区駅前町1丁目4-26

岡山餃子酒場餃子～チャオズ～ 岡山市北区本町７−１１アクロスキューブ５Ｆ

穏食酒家 うおつぼ 岡山市中区中井1-2-5

下石井酒場 せんり 岡山市北区下石井2丁目9-63

家庭料理ちえ 岡山市北区中央町7ー25タワービル1階

果実酒酒場ｂｏｒｒａｃｈｏ 岡山市北区表町３丁目１３−６２末吉ビル１Ｆ南

花かまくら津高店 岡山市北区横井上209

花回廊レストランベルデ 岡山市南区築港緑町２丁目１番地

華伝座 岡山市北区丸の内2-7-9亀山ビル1F

我流たつみ 岡山市北区東島田町1-6-5藤井第二ビル1階

芽楼 DiningBar 岡山市北区磨屋町7-26BMビル2F

芽楼 DjBar 岡山市北区磨屋町7-26BMビル3F

海鮮酒処 美魚味 岡山市北区中央町１番２号

学校 岡山市北区柳町1-14-3(2F）

楽天家食堂 岡山市北区奉還町2丁目5-15

活彩肴や Wasuke - わすけ - 岡山市北区磨屋町10-3ダイヤビル1階

株式会社心 29○TOKYO 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1-1-21成通ハリービル8F
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株式会社成田家藤原店 岡山市中区藤原光町２丁目１９番４号

干し肉 KINGOー 岡山市南区豊成3-6-5

韓国スナック ソナタ 岡山市北区田町2-6-22田町昭和ビル1階

丸福酒店 岡山市北区平和町6-5森安ビル1階

気ままな串カツ屋負けんな 岡山市北区青江1丁目13-46

菊正 四季の味 たかはし 岡山市北区本町3-13イトウピア本町ビル

牛すけ 岡山市北区奉還町４−４−６

牛たん＆ハラミ バル Butcher 岡山市北区田町1丁目10-110

牛たん居酒屋 たん屋びぜん 岡山市北区本町4-18コア本町2F

牛肉料理専門店 そ 岡山市北区中央町1-7

居魚屋 萬代 岡山市東区東平島1163-1

居酒屋 おやふこう 岡山市東区可知３−１−３

居酒屋 かざみどり 岡山市北区平和町７ー１８岡本ビル１階

居酒屋 一綸 岡山市北区中央町１−２９

居酒屋 感謝 岡山市南区妹尾８７０ー１

居酒屋 蔵 岡山市北区表町3丁目6-9

居酒屋 土間土間 岡山店 岡山市北区本町4-18ｺｱ本町2F

居酒屋 豆炭 本店 岡山市北区田町２−４−７

居酒屋ゴッち‼ 岡山市東区可知3丁目4-3

居酒屋さくら 岡山市北区駅元町22-17

居酒屋シグナル 岡山市中区山崎13番地

居酒屋せが和 岡山市南区妹尾８９７−５

居酒屋たつ屋 岡山市北区駅前町2丁目6番27号

居酒屋にくきゅう 岡山市北区表町3丁目13-48

居酒屋モンブラン 岡山市北区本町5-7

居酒屋華船 岡山市北区庭瀬１８７−９

居酒屋気まぐれ 岡山市南区泉田５−２−５

居酒屋福富よいち 岡山市南区福富西１丁目１−２８

居食家 伸 岡山市北区伊島町2丁目21-24

居食家エビス水産今店 岡山市北区今８丁目１６−３０

居心地家 廻 岡山市北区本町４番１８号コア本町Ｂ１Ｆコア本町地下一階

魚や 大将 岡山市北区平和町6-5森安ﾋﾞﾙ1階

魚民 岡山駅前店 岡山市北区本町1-1

京もつ鍋ホルモン朱々 岡山柳町店 岡山市北区柳町１−２−１

極楽とんぼ 岡山市北区田町2-14-16ドレミ田町ビル1F

金太郎 スナック金太郎 岡山市北区中央町1-13カレント壱番館8階

九州筑豊ラーメン山小屋備中高松店 岡山市北区小山494-7

九重商店 岡山市北区表町二丁目5-28

串DoKoRoゴッち!! 岡山市北区柳町2丁目3-5

串DoKoRoゴッち!! PEACE TOWN店 岡山市北区平和町4-3八千代ビル2F

串かつ 丸岸 岡山市南区並木町1-10-9ニコニコビル103

串かつ 与いち 岡山市北区柳町1丁目8-4

串焼・もつ鍋 めだか 岡山市北区田町2-1-22

串焼き のどのばし 岡山市北区平和町5-23

串揚げ 鉄板焼き じゃんぼ 岡山市北区奉還町２−６−１４

串揚げ・海鮮酒場 龍馬 岡山店 岡山市北区駅前町１−９−６

憩家 岡山市南区福田１００９ー８

鶏と魚 次元 岡山市北区本町10-18

月花 岡山市北区中央町4-10

月兎 岡山市北区中央町3-35クリスタルハイツ2階

玄鳥 岡山市中区藤崎585

個室DAINING HOME 岡山市北区柳町1-2-105
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個室いざかや 中山下屋 岡山市北区中山下2-5-56

個室居酒屋 ぼんくら 岡山市北区本町9-5

個室居酒屋 招福亭 喰々 岡山市北区本町2丁目16小林本町ビル4階

個室居酒屋たき火 岡山市北区本町7番13号本町ビル１Ｆ

個室酒場ジャッカル 岡山市北区平和町１ー１１-２階

古民家 個室居酒屋 わびさび 岡山市北区幸町4-11西川味ビル1F

虎はる 岡山市北区中山下1丁目9-59-2F

虎々 岡山市南区福富西2-1-5

伍右衞門 岡山市北区本町10−8

御馳喜々 岡山市北区磨屋町8-24

語らい処 坐・和民 岡山錦町店 岡山市北区錦町1-13-21･2F

香辣香 岡山市北区本町５番７号本町Ｇ−コバシＢＬＤＧ２階

座敷わらし 岡山市北区清輝橋1丁目7-24

彩楽 岡山市北区野田屋町２丁目5-3赤松ビル

菜’ｓ ‐サイズ‐ 岡山駅西口店 岡山市北区奉還町3-1-32

菜菜あぶら屋 岡山市北区田町２丁目１４番１８号

雑貨と喫茶 ネイロ堂。 岡山市北区番町２丁目８−１８

三代目 鳥メロ 岡山本町店 岡山市北区本町44130本町Ｋビル２階

山内農場 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1-1-21

子チェチェ 岡山市北区表町3丁目12-12

旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 岡山本町店 岡山市北区本町43913大関ビル３階

時遊台所 えんらく 岡山市北区平和町6-3ベックオンボックス2F

時遊台所 らしさ 岡山市北区平和町5-15-2階

鹿鳴館 岡山市北区錦町3-6-2ハスパリビル3F

手羽唐屋せいま 岡山市南区新保666-11

酒・旬処 クロちゃん 岡山市北区磨屋町７ー７

酒の肴めし処あませ 岡山市北区東中央町2-5

酒家燦々亭 岡山市北区野田屋町１丁目６番１８号西部ビル1階

酒楽 葵 岡山市北区中央町1-26ウエストリバー西川モザイク2階

酒喰 およべ 岡山市北区本町10-16幸武ビル1F

酒菜屋 古粋 岡山市北区田町１ー2ー３

酒肴 呑 岡山市北区平和町７ー２８

酒場タイム☆トリップ 岡山市北区駅前町1-10-26山崎ビル1階

酒晴ル いちぜん 岡山市北区本町５ー１２

酒律大井 岡山市北区中央町4-27パークサイドプラザビル1階

樹 岡山市北区春日町３−６レジデンス春日町１Ｆ

旬魚旬菜 度々 岡山市北区中山下１−８−５第２自由軒１階

旬彩 しんすけ 岡山市東区西大寺中2丁目5番10号

旬菜 友よし 岡山市北区田町2-6-5サンシャインプラザ1階

旬菜鮮酒 咲咲 岡山市北区錦町3-2YAビル1階

旬太郎 岡山市北区柳町1-2-11柳町マンション103

小橋金造商店 岡山市北区磨屋町1-5（南側）

庄や 岡山駅前店 岡山市北区本町5-6

庄や岡山西口店 岡山市北区駅元町22-103

焼きとり おかいち 岡山市北区柳町1-3-10

焼き鳥 まりんちゃん 岡山市北区奥田本町10-11

焼き鳥とおばんざい 西川ルンバ 岡山市北区平和町5-22

焼酎道楽 金星 岡山市北区表町2丁目5-12

焼鳥とピザ MURA-SAME 岡山市北区中山下2-5-8

焼肉ダイニングはちや本町店 岡山市北区本町５−１１ー２Ｆ

焼肉たまき 岡山市東区西大寺中野６６３−１

焼肉食いしん坊八兵衛 岡山市北区表町３−１５−１３
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笑笑 岡山駅前店 岡山市北区本町1-1

笑福 岡山市北区中央町１−６野上ビル１Ｆ

上海ルネサンス 岡山市北区表町1-3-1表町1号ビル地下1階

食工房 ぶどうの木舎 岡山市北区楢津７７９−１０

食多楽 岡山店 岡山市北区平和町5-1後楽ホテルB1F

心 -CO CO RO- 岡山市北区田町2-12-22アスパイア参番館5階

酔虎伝 岡山西口店 岡山市北区駅元町21-1

瀬戸内バル +plus 岡山市北区本町3-2-2F

瀬戸内バル 西川テラス 岡山市北区幸町4-11

成田家 栄町店 岡山市北区表町２丁目７番４号

成田家 中店 岡山市北区表町1丁目2-43

成田家 奉還町店 岡山市北区奉還町4-4-18

清の台所 岡山市北区表町3-12-12宗政ビル1F

聖原田 岡山市北区磨屋町９番１８号

西川屋 岡山市北区表町3-12-12

千鳥 岡山市北区田町2-13-14プレジール田町202

創菜や わびすけ 岡山市北区本町2-13竹広ビル2F

創作串焼き 鳥兆 岡山市北区中央町4-10第一井元ビル1F

奏 岡山市北区中央町3-33社交ビル305

蒼月 -AIZUKI- 岡山市北区中央町6-26タイムビル2F

多酒和彩 とっと 岡山市北区中山下２ー１ー５５

台所 山猫 岡山市北区表町３丁目10-57

大漁酒場 魚松本店 岡山市北区野田屋町1-2-1

大樹 Ryomi たいじゅ 岡山市北区田町2-14-18スウェーデン田町1階

大衆割烹大ちゃん 岡山市北区田町２丁目５番１９号

大衆食堂 鳥かね 岡山市北区幸町1-1031F

大衆食堂矢沢 岡山市北区中央町6-18レインボープラザ１階

大人の居酒屋 健太郎 岡山市北区中央町１−１由良ビル１階

樽生ワイン酒場 FISHMAN 岡山市北区本町4-18コア本町1F

淡路キッチン とりぶ 岡山市北区表町２−３−４５

炭屋 我歩 岡山市北区丸の内１丁目７ー１三上ビル１階

炭火やきとり風流亭 岡山市北区磨屋町10-34

炭火居酒屋 忠兵衛 岡山市北区磨屋町7-1

炭火串焼 備⾧ 岡山市南区福富西3-7-15

炭火焼 八剣伝 岡山一宮店 岡山市北区一宮131-2

炭火焼鳥 赤い鳥 岡山市北区柳町2丁目4-9

炭火焼八剣伝 平島店 岡山市東区東平島1216-6

炭焼き牛タン せんすけ 岡山市南区若葉町20-7MOMOビル1階

炭焼職人 岡山市北区上中野１丁目４番１１号

痴唐人 岡山市北区今３丁目９−１８ホワイトピア武田１Ｆ

中央町ぼくでん 岡山市北区中央町2−2雪絵ビル1F

中華マルキン食堂 岡山市北区幸町2−24

中華屋金柑 岡山市北区野田屋町1-8-21下山ビル1F

中山下テラス 岡山市北区中山下2-1-55-5F

鳥好 野田屋町店 岡山市北区野田屋町１丁目５番２４号

鳥好野田屋町支店 岡山市北区野田屋町1-5-24

鳥料理めだか 岡山市北区平和町6-21F

津山城下町 KITAYAMA 岡山市北区幸町8-8

鉄板 燈心 岡山市北区駅前町１丁目５番１４号

鉄板&BARのお店 NOWA 岡山市北区中山下2丁目3-49中村第1ビル3階

鉄板・炉端焼 ふらっと 岡山市南区福富西1-20-48

鉄板居酒屋じゅじゅ 岡山市北区表町3-12-12千日センター街103
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

鉄板酒場 やすみ屋 岡山市北区今6-14-20

天鶏 岡山市北区幸町5-12パークサイド幸町

天天 中華居酒屋 岡山市北区中央町８ー１０

渡海屋 岡山市北区本町2−13竹広ビル3F

桃の花 岡山市北区田町１丁目１２−２山月ビル１階

桃太郎商店 岡山市北区表町3丁目7番28号

藤井製作所 岡山市北区平和町4-3八千代ビル5階

道楽息子 岡山市北区幸町5-12

呑喰屋家夢カム 岡山市北区津島東1-2-1

二代目海坊主 岡山市北区磨屋町7-9

肉割烹かいばら 岡山市北区錦町8-23-2階

肉酒場 川西 岡山市南区福富西1-20-48クボタビル102

日本酒BAR しずく 岡山市北区田町2-11-7田町五番館1階

農業高校レストラン 岡山店 岡山市北区平和町4-3八千代ビル３Ｆ

麦酒菜華 一花 岡山市北区柳町一丁目8−11

麦酒商店 岡山店 岡山市北区平和町3-27

麦酒島 岡山市北区田町2-7-4荒尾ビル3F

畑人 岡山市北区田町1-2-11F

八剣伝 益野店 岡山市東区松新町１５６−２

八剣伝 原尾島店 岡山市中区浜3-2-18

八剣伝 洲崎店 岡山市南区洲崎2-6-25

八剣伝 新保店 岡山市南区新保667-10

八剣伝 平井店 岡山市中区倉田71-5

八剣伝 妹尾店 岡山市南区妹尾２２７８番地１

八十八商店 バンビーナ 岡山市北区問屋町１５−１０１

備前洲崎 八右衛門 岡山市南区洲崎2-1-1

美菜麻辣湯 岡山市北区磨屋町7-6IBIZA磨屋町ビル1階

表町のんべーBAR mikitty 岡山市北区表町2-5-29

平井料理システム 焼肉ひらい 岡山店 岡山市南区新保1135-2

平平平平 岡山市北区駅前町1-9-8

平和町とき 岡山市北区平和町5-242F

保 岡山市北区中山下1-7-23

奉還町４丁目ラウンジ・カド 岡山市北区奉還町４丁目７−２２

泡と旬 しゅはり 岡山市北区本町３−６桃太郎プラザ１Ｆ

泡盛と三線の店 あたらし屋 岡山市北区表町2-6-44中川ビル2階

北海道厚岸牡蠣酒場 さらり 今店 岡山市北区今4-15-21

睦月 岡山市北区中央町7-24セントラルプラザ１Ｆ

本場広島お好み焼 このちゃん 岡山市中区西川原８６−６

本町ぐるバル酒場 岡山市北区本町4−18

本町ココバル５５酒場 岡山市北区本町2-17

本町酒場そそう 岡山市北区本町5-5オークラアベニュー3F

盆栽茶屋 岡山市北区磨屋町7-13

満月BAR 岡山市北区本町9-13

味いそ料理 庄や 岡山市北区幸町9-10メゾン富士

明神丸 イオンモール岡山店 岡山市北区下石井１丁目2-1イオンモール岡山6F

明神丸 岡山本町店 岡山市北区本町10-22本町ビルB1F

麺屋ブーブーモンスター 岡山市北区本町１−１４ＯＫビル１Ｆ

麺屋咲 岡山市北区野田屋町1-3-3

麺家じょーだん 岡山市北区大供1-2-26

麺処ぐり虎イコットニコット店 岡山市北区駅前町1-8-18イコットニコット1階イコニコラーメンパーク内

麺処ぐり虎本店 岡山市北区内山下１−１２−７廣瀬ヴィルヌーブ１階

麺処ピリ虎 岡山市北区天神町１０−１８
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

目利きの銀次 岡山西口駅前店 岡山市北区駅元町22-17シモサダビル

爺や 岡山市北区磨屋町10-12

野田屋町バルSAKURA 岡山市北区野田屋町1-2-15

柳町焼肉カンテラ 岡山市北区柳町１丁目１２ー１６

遊・膳 活力商店 岡山市北区本町４−３

遊膳 炫家 DINING 岡山市北区本町4-18コア本町B1F

来恩ＤＫ 岡山市北区本町４−１８コア本町ビル１Ｆ

琉球酒膳 かうら 岡山市北区中山下1丁目9-12クラインガルテン中山下2階

旅するスナック鉄子の部屋 岡山市北区東古松507-5アルテア201

輪屋 岡山市北区表町1丁目10-23

鱗友酒場らんたん 岡山市北区平和町5ー21

路地裏割烹ｅａｓｙスタイル 岡山市北区幸町８−８１Ｆ

浪花屋鳥造岡山店 岡山市北区幸町9-22

和's bar 岡山市北区表町2-5-30-2F

和さび 岡山店 岡山市北区平和町5-1後楽ホテルB1F

和のごちそう屋 菜つき 岡山市北区平和町６−３ベックオンボックス１Ｆ

和み処 昌平 岡山市北区京橋町９ー２０

和楽美 岡山市北区中央町2-3

和菜 いぶき 岡山市北区田町1丁目13-20メゾンシャンティ1F

和酒Bar Iwatsuki 岡山市北区磨屋町7-1岡村ビル2階

和食酒場伸たこ 岡山市北区本町６番36号第一セントラルビルＢ１Ｆ

和風居酒屋 あかり 岡山市北区野田屋町1-6-22-1F

和風居酒屋わらじや 岡山市北区中山下２ー２ー２２

和風厨房すぎ屋 旬菜一楽 岡山市北区錦町8ー15

侑楽 岡山市北区中央町2-14中央20ビル7F

凛と 岡山市北区中央町1-13カレント壱番館7F

嘴 岡山市北区本町9-13池田ビル1階

炙り屋 どやさ 岡山市北区奉還町2丁目2番10号太田ビル！F

燻製酒場タッチ 岡山市北区中山下2-3-49中村第一ビル二階ミナミ

絆屋 岡山市北区久米１５６−３ファーストビル１階

餃子酒場がや 岡山市北区中山下2-2-83

餃子酒場マルタツ 岡山市北区学南町2-6-19

麒麟麦酒空間LAGER 岡山市北区平和町4-11
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

CORE 岡山市北区問屋町23-101

Food Cafe M's 岡山市南区西市290-2サントノーレ西市501

ALLDAY PIZZA 岡山市北区野田屋町 1-9-5-101

RainbowJuice 785 岡山市東区中川町316-13

ミスタードーナツ 大安寺ショップ 岡山市北区野殿東町1-56

小僧寿し 益野店 岡山市東区可知2丁目2-5-1

築地銀だこ イオンモール岡山店 岡山市北区下石井1-2-1

築地銀だこ 岡山表町店 岡山市北区表町2-2-88

ケンタッキーフライドチキン マルナカ益野店 岡山市東区益野30-1

ケンタッキーフライドチキン 岡山原尾島店 岡山市中区浜620-1

ケンタッキーフライドチキン 岡山高柳店 岡山市北区高柳東町14-22

ケンタッキーフライドチキン 岡山新保店 岡山市南区新保661-10

たこ一番 ゆめタウン平島店 岡山市東区東平島163番地ゆめタウン平島1階

はなまるうどん 岡山高屋店 岡山市中区高屋336-1

はなまるうどん 岡山今保店 岡山市北区今保96

はなまるうどん 岡山新保店 岡山市南区新保1192-5

はなまるうどん 岡山西市店 岡山市南区西市432-1

はなまるうどん 岡山泉田店 岡山市南区泉田一丁目14番12号

ピザ・ウィリー 津島店 岡山市北区学南町2-1-2

ピザーラ 岡山店 岡山市北区西古松１丁目１−２０

ピザーラ 岡山東店 岡山市中区原尾島3-14-28

ピザーラ 岡山北店 岡山市北区津島京町3-1-33ｱﾌﾞﾛｰﾄﾞ京町1F

ピッツェリア マル屋 岡山市北区建部町品田1328-98

フレッシュネスバーガーイオンモール岡山 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山4階468

マネケンJR岡山駅店 岡山市北区駅元町1-1JR岡山駅構内2F

ミスタードーナツ ハピータウン岡南ショップ 岡山市南区築港新町1丁目18番5号

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丁目6番20号

ミスタードーナツ ゆめタウン平島ショップ 岡山市東区東平島163番地

モスバーガー コープ西大寺店 岡山市東区西大寺上3-855-1

モスバーガー 岡山けやき通り店 岡山市中区東川原156-1

モスバーガー 岡山下中野店 岡山市南区新保1615-13

モスバーガー 岡山花尻店 岡山市北区白石東新町2-110

モスバーガー 岡山京山店 岡山市北区伊島北町9-15

モスバーガー 岡山江崎店 岡山市中区江崎691-1

モスバーガー 岡山築港店 岡山市南区築港元町14-1

モスバーガー 東岡山店 岡山市中区⾧利244-7

一口茶屋 岡山ダイキEX 岡山市南区藤田560-236ダイキEX岡山1F

横田珈琲 岡山市東区沼1384番1号

松屋 岡山駅西口店 岡山市北区駅元町22-13西口駅前ビル

松屋 岡山駅前店 岡山市北区本町3-3

瀬戸内工房 岡山市南区市場1-1ふくふく通り57番

多幸千 岡山市北区表町3丁目4-25

◆飲食 / デリバリー・ファストフード
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キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

キラピカハウスクリーニング 岡山市南区築港栄町25-21 メゾネット岡南2号室 12月25日から適用

おそうじ屋さんヴァッシュベーア 岡山市北区牟佐908-1 12月16日から適用

（有）福屋クリーニング 岡山市北区津島南１丁目２番地１５号

eポスト わたなべ生鮮館城東店 岡山市東区中尾295

eポスト わたなべ生鮮館庭瀬店 岡山市北区平野920

eポスト わたなべ生鮮館福富 岡山市南区福富東2−32−28

eポストタマヤ豊成店 岡山市南区新福2−957

eポスト岡山駅北店 岡山市北区南方1−1−1

eポスト岡山学芸館高等学校 岡山市東区西大寺上1−19−19

eポスト高柳店 岡山市北区高柳東町13−46

アットエアコンクリーニング 岡山市北区横井上300-1 102

おそうじ本舗岡山原尾島店 岡山市北区問屋町 5-102 リビンコート問屋町401号

ピュアウォッシュ 辰巳店 岡山市北区辰巳2-107

上原クリーニング 岡山市東区可知1-94-1

NPGrox 岡山市北区御津野々口487-37

アサヒ化工 岡山市南区大福３４６番地１

エアピカ 岡山市東区西大寺中野111-16

エーアンドエムクリーナース ピコ大元店 岡山市北区大元2-4-3

エーアンドエムクリーナース 伊福店 岡山市北区伊福町3-25-5

エーアンドエムクリーナース 奥田店 岡山市北区神田町1丁目2-23

エーアンドエムクリーナース 久米店 岡山市北区久米192

エーアンドエムクリーナース 京町店 岡山市北区京町11-101

エーアンドエムクリーナース 原尾島店 岡山市中区浜3丁目8-46

エーアンドエムクリーナース 今店 岡山市北区今2丁目8-14

エーアンドエムクリーナース 鹿田店 岡山市北区鹿田町2丁目2-2

エーアンドエムクリーナース 洲崎店 岡山市南区洲崎2丁目5-32

エーアンドエムクリーナース 小山店 岡山市北区小山13-2

エーアンドエムクリーナース 新保南店 岡山市南区新保686-5

エーアンドエムクリーナース 新保北店 岡山市南区新保1171-5

エーアンドエムクリーナース 西崎店 岡山市北区西崎1丁目819-8

エーアンドエムクリーナース 西辛川店 岡山市北区西辛川320-2

エーアンドエムクリーナース 西⾧瀬店 岡山市北区西⾧瀬102

エーアンドエムクリーナース 泉田店 岡山市南区泉田2-4-33

エーアンドエムクリーナース 大安寺店 岡山市北区野殿東町1-55

エーアンドエムクリーナース 大和店 岡山市北区大和町2-9-18

エーアンドエムクリーナース 津高店 岡山市北区津高820

エーアンドエムクリーナース 津島店 岡山市北区津島南2-6-47

エーアンドエムクリーナース 島田店 岡山市北区中島田2丁目2-2

エーアンドエムクリーナース 北方店 岡山市北区北方2丁目1-1

エーアンドエムクリーナース 本店 岡山市北区東古松南町437番地の1

エーアンドエムクリーナース 妹尾店 岡山市南区妹尾1881-1

エーアンドエムクリーナース 野田店 岡山市北区野田3丁目5-5

えこ便 西古松局 岡山市北区西古松1−34−16

えこ便 西大寺局 岡山市東区西大寺新地108−5

えこ便 大安寺局 岡山市北区大安寺南町1−624−1

えこ便 並木町局 岡山市南区並木町2−27−33

エコ便事業所 岡山市北区大安寺南町1−624−1

くらしのレスキュー Res911 岡山市北区広瀬町5-20

クリーニングオーライ 原尾島店 岡山市中区原尾島1-6-20

クリーニングオーライ 国府市場店 岡山市中区国府市場60-4

クリーニングオーライ 山南店 岡山市東区神崎町65-2

◆サービス / クリーニング・各種清掃
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

クリーニングオーライ 西大寺店 岡山市東区西大寺南1-2-5

クリーニングオーライ 中仙道店 岡山市北区田中125-101

クリーニングオーライ 灘崎店 岡山市南区西紅陽台3-1-117

クリーニングオーライ 妹尾店 岡山市南区妹尾2646-1

クリーニングキュー益野店 岡山市東区可知2-2-20

クリーニングハウスパルコ 浦安店 岡山市南区浦安本町4-1

クリーニングハウスパルコ 岡南店 岡山市南区築港ひかり町1-8

クリーニングハウスパルコ西大寺中野店 岡山市東区西大寺中野475-3

クリーニングハウスパルコ西大寺南店 岡山市東区西大寺南1丁目1-17

クリーニング壱屋大元店 岡山市北区大元２−８−４

クリーニング白栄舎 岡山市南区妹尾343

クリヤランドリー 岡山市北区岡南町１−１−２２

ぐりんらいふ株式会社 岡山市北区田中６２６番２

コヤマクリーニング 本店 岡山市東区西大寺中2-9-16

シルバークリーニング 三門店 岡山市北区西崎1-9-38

せんたく工房メリット 岡山市北区平田145-117

ツクミクリーニング 岡山市南区新保666番地の11

ツクミクリーニング 東店 岡山市南区新保262番地

ナイスクリーニング 下中野本店 岡山市北区下中野718-106

ナイスクリーニング 辰巳店 岡山市北区辰巳14-120

ナイスクリーニング 庭瀬店 岡山市北区庭瀬187-9

ノザキランドリー 奥田店 岡山市北区奥田2-1-10ジョイフィット奥田内

ノザキランドリー 本店 岡山市南区豊成３丁目２４番３２号

ノザキランドリー芳泉店 岡山市南区泉田4-5-29

ピュアウォッシュ 学南町店 岡山市北区学南町1丁目2-2

ピュアウォッシュ 泉田店 岡山市南区泉田381-1

ピュアウォッシュ 東山店 岡山市中区東山2丁目2-25

ピュアウォッシュ 福島店 岡山市南区美浜町1丁目1-21

ヒラキンテック 岡山市北区御津高津120−12

ヒラキン興産 岡山市北区下中野377

ビルフォーム 岡山市北区神田町1-10-1

フジタクリーニング 医大前店 岡山市北区春日町7-1

フジタクリーニング 岡大前店 岡山市北区学南町2-6-3

フジタクリーニング 新洗蔵 浜野店 岡山市南区豊浜町１３番４６号

フジタクリーニング 操南店 岡山市中区平井7-1-5

フジタクリーニング 東山店 岡山市中区徳吉町2-11-14

フジタクリーニング 表町店 岡山市北区表町1-11-1

ベンリー 岡山高島店 岡山市中区中井1丁目6-3

ホームクリーニング 建部店 岡山市北区建部町宮地38-2

ホームクリーニング 厚生町店 岡山市北区厚生町二丁目2-6

ホームクリーニング 高松店 岡山市北区門前378萩原ビル

ホームドライ 一宮店 岡山市北区楢津567

ホームドライ 岡北店 岡山市中区中井2-2-7

ホームドライ 瀬戸工場 岡山市東区瀬戸町沖366-1

ホームドライ 東平島店 岡山市東区東平島1609

ホームドライ 平島店 岡山市東区瀬戸町沖366-1

ホームドライ 雄町店 岡山市中区雄町266-1

ヤコウクリーニング 岡山市北区富田町2-12-13

ライズ球場 岡山市北区御津鹿瀬５４６

愛染堂ドライ有限会社 本店 岡山市中区国富232

安原ランドリー 岡山市南区藤田560-79

岡山ランドリー 学南町店 岡山市北区学南町1-2-2
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

岡山ランドリー 瀬戸岡本店 岡山市東区瀬戸町81

岡山ランドリー 大供店 岡山市北区大供2-6-25

岡山ランドリー 辰巳店 岡山市北区辰巳2-107

岡山ランドリー 津高台店 岡山市北区津高台1-2009-9

岡山ランドリー 東山店 岡山市中区東山2-2-25

岡山ランドリー 福島店 岡山市南区三浜町1-1-21

岡本ランドリー 岡山市中区小橋町1丁目7-20

株式会社スーパードライチェーン コープ西大寺店 岡山市東区西大寺上3丁目8-41

機動洗車隊 10号店 岡山市北区岡南町2-2-45Kaiyoビル3F

機動洗車隊 1号店 岡山市北区芳賀5303岡山リサーチパークインキュベーションセンター313号

洗濯日和 クリーニング灘崎店 岡山市南区西高崎5番地304

洗濯日和 クリーニング福富店 岡山市南区福富西2丁目474-8

平林金属 リサイクルファーム御津 岡山市北区御津高津120−13

平林金属 岡山工場 岡山市北区下中野406−1

平林金属 港工場 岡山市中区新築港1−22

平林金属 女子ソフトボール 岡山市北区御津鹿瀬５４６

平林金属 西大寺工場 岡山市東区西大寺新地108−5

平林金属 男子ソフトボール 岡山市北区御津鹿瀬５４６

平林金属 東岡山営業所 岡山市東区寺山33−1

平林金属 本社工場 岡山市北区下中野34−104

磨き屋本舗 岡山市北区東古松4丁目4番5号
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

switch hair 岡山市東区可知4丁目10-16 12月25日から適用

ポワソンルージュ 岡山市東区沼1471-1 12月25日から適用

Shiny 岡山市南区三浜町1-2-3 12月25日から適用

カットハウス みぐろえ 岡山市南区小串2429-1 12月25日から適用

オザキ美容室 岡山市南区新保671-1 12月25日から適用

内堀美容室 岡山市南区西紅陽台3-1-172 12月25日から適用

井上屋 マツエク 岡山市南区藤田1788-7 12月25日から適用

ARLE 岡山市北区伊島町2-13-25ラグゼ1F 12月25日から適用

ビューティトップヤマノ 山野愛子美容室 ANAクラウンプラザホテル岡山店岡山市北区駅元町15-1ﾘｯﾄｼﾃｨﾋﾞﾙ2Fﾀｶﾐﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ内 12月25日から適用

美容室KIITOS 岡山市北区今７−２３−１１ｻﾝﾊｲﾂﾃﾗｵ１０２ 12月25日から適用

HairSalon Happiness 岡山市北区谷万成2-9-33 12月25日から適用

Lupie 岡山市北区中山下2丁目1-20セシルビル3F 12月25日から適用

理容室 私の部屋 岡山市北区南中央町2−12 12月25日から適用

マッシヴヘア 岡山市北区平野444-10 12月25日から適用

BARBER NANBA 岡山市南区福浜町１５ー２６ 12月16日から適用

Finally eyelash salon Finally 岡山市北区上中野1-3-26パルティール上中野305号室 12月16日から適用

glass 岡山市北区平和町3-22ハイツ岡本1F 12月16日から適用

LABELLE 岡山市南区新保686-4エスポワールA 12月16日から適用

NATURAL HAIR DES 岡山市中区中井１−１７−２１ 12月16日から適用

salon de NOBLE 岡山市南区西市５９１番地の５有限会社Elfa内 12月16日から適用

アフェリーチェ 岡山市北区錦町８−１１フェリスビル１階 12月16日から適用

カットハウスブーム 岡山市中区藤崎５２６−２６ 12月16日から適用

ヘアーメイクeri 岡山市北区中原４６３−２９ 12月16日から適用

ロハスヘアー 岡山市南区浦安南町587-4 12月16日から適用

３６ｂａｒｂｅｒｓｈｏｐ 岡山市北区伊福町１丁目５−１

5HARMONY 岡山市北区津倉町 2-11-12

ala 岡山市南区新福2-5-1-2

ALEAP owl 岡山市北区新屋敷町１丁目１０−２２

atelier takeda 岡山市南区築港新町2丁目12−24

B・A・P beauty:beast for nail&eye岡山 岡山市北区錦町1-24 SOHOビル1階

Bar ber Gooner 岡山市北区東古松 二丁目10-25

BARBER FOR MEN 岡山市南区福富中1丁目14-12

Beauty Salon FLEURIR 岡山市南区築港新町2-12-22

BICA銀座 岡山市南区新福２ー３ー４６ アディオンＢ２０１

Bloom コア 岡山市北区駅元町31番3号香西ビル２階

Bloom サンパティーク 岡山市北区野田 3丁目8-11

Bloom ティアラ シエル 岡山市北区駅元町31-8 野上ビル2F

Bloom ミルフィーユ 岡山市南区新福1-19-38 ２階北

Bloom 青江店 岡山市南区豊成2-6-22アンタレス豊成2F

CELEBRATE 岡山市南区新保１００−３０ ウォークイン１０２号

COCO Eyelash． 岡山市北区奉還町２−１１−１

Cocon for beauty 岡山市中区浜３丁目１１−１８

DETOX&STILE cona 岡山市東区西大寺上2丁目9-31

Dog Salon Alice 岡山市南区郡101-31

ｆｒｅｅｄｏｍ ｇａｒｄｅｎ 岡山市北区本町２−１０ ＳＥＣ岡山駅前ビル８階

FREIYA2 岡山市南区豊成3丁目20-6-2クレオールＡ棟

Hair Craft. 岡山市北区問屋町 11−101 高木ビル ２F

hair design Grant 岡山市北区大元上町 14-29 ドリーム大元101

Hair make アトリエむく 岡山市北区天神町 9-39 上之町会館3F

hair salon CUP 岡山市北区大安寺南町 1丁目1-47

hair salon karen 岡山市南区西紅陽台１−５８−６９７

◆サービス / 理容・美容
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

Hair salon Pono 岡山市北区表町 ３−７−７ E-horse 2F

Hair&Spa Fleur CHERE 岡山市南区平福2丁目8-25

hairsalon Mare 岡山市南区青江6-6-31

Hairsalon Umbilica 岡山市南区築港緑町1-18-12

hairshop KUSKUS 岡山市北区奉還町 2-15-7

health&beauty KK 岡山市北区駅前町1丁目7-16 3F

health&beauty KK OHANA 岡山市中区国府市場592-23

HommeHairLight 岡山市北区十日市中町５−２７ オムヘアーライト

Lomä 岡山市北区川入 218-6

LOTUS 岡山市北区磨屋町 1-17 神谷ビル2F

Melia 岡山市北区柳町 1丁目2-6 柳町プラザ2階

Miostyle(s) Katote 岡山市北区今 4丁目13–6

MIXLINK 岡山市北区野田１ー１ー３６ グランデール野田１Ｆ中

ＭＬＨ 岡山市南区浦安本町101番地27

mof mof 岡山市北区野田屋町 2-4-15

nail pachira 岡山市北区表町 3-20-19 エスティーム表町B1F

ｎａｕｇｈｔ 岡山市北区問屋町７−１０２ ＢＯＯＴＨ ＢＬＤ ＳＯＵＴＨ ＷＩＮＤ ２０２

ｎｉｃｏｎａ 岡山市南区芳泉二丁目9-30-9

nude.lunch 岡山市北区表町 ２丁目３番５２号

Pilgrim OKAYAMA 岡山市北区今６丁目７−８ アルファスタイル今 ２０１

prom 岡山市北区高松原古才１２１−３

seaside’s”away” 岡山市南区米倉144-35

WIZARD 岡山市北区表町 2-2-23 2F

アフェクト リッシュ 岡山市北区駅元町30-10メゾン水嶋101

ウィッシュ アイリー 岡山市北区今 7-6-13

ウィッシュ クエルポ 岡山市北区今 ６丁目２０番２６号 セントリヴィエール今１０５号

ウィッシュキュービック 岡山市北区津島京町 3-1-4 オギノ25ビル1F

オーパスヘアーデザイン 岡山市東区楢原514-2

サロンドカベロ 岡山市北区問屋町 12-101 アローアンドデパートメント２０６

ジュビランAnjoie ～アンジョワ～ 岡山市北区津倉町 2-11-12

プライベートサロンriche 岡山市北区田中 176-101 エクセルシティー101

ブルーム ティアラ西口 岡山市北区奉還町 2-12-2-2 それいゆ奉還町Ⅱ101号

ブルーム ティアラ本店 岡山市北区野田 3-8-11

ブルーム プレミアム 岡山市北区野田 3-8-11

ヘアーデザインLINK 岡山市北区牟佐９６５ー１

ヘアーパームス 岡山市中区浜1-7-37

ミヤケ美容室 岡山市北区津島西坂 2-1-3

美容室プラム 岡山市南区築港新町1-6-11

ＡＣＣＥＮＴ 岡山市北区青江１−１２−１８

Ａｃｃｅｎｔｉｅｒ accent1 岡山市北区庭瀬71-13アルファ庭瀬201

ACORDE HIFU 岡山市北区問屋町8-101BOOTHHAOS2C

ACORDE toiyacho 岡山市北区問屋町8-101BOOTHHAUS3A

ａｃｕｅｒｄｏ 岡山市北区問屋町11-105-2F

add. 岡山市中区倉富226-3

advance 岡山市中区倉田676-7

Adworl アドワール 岡山市南区築港新町1-13-28

Agu hair ballad岡山イオン前 岡山市北区幸町7-34正田ビル6F

Agu hair brooch岡山イオン前 岡山市北区幸町7-34正田ビル5F

Agu hair sourire岡山下中野 岡山市北区下中野５２０−２三栄ビル2階

ＡＨＲＲＲ Ｈａｉｒ 岡山市北区桑田町６−６

ALICE Hair Design 岡山市中区兼基136-11-1F

All LOVE 岡山市南区西高崎36-91
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

allier hair salon 岡山市北区西古松1-12-20

ALLURE 岡山市南区大福134-4

alma HAIR GARDEN 岡山市中区徳吉町2-11-16

Aloha.tiko 岡山市中区円山167-9

Ａｌｏｈａｎａｃｏｍｅｓ 岡山市南区福田１０−４

amat hair creative 岡山市北区桑田町15-10

Ampour 岡山市北区大元1-1-7

ａｎｄｈａｉｒ 岡山市東区瀬戸町瀬戸２８６−２

ANDY 岡山市北区田町1丁目2-1県庁通りオランダビル3F

ANGELICA 岡山店 岡山市北区本町10-22本町ビル1Ｆ

Ann Crash 岡山市北区下中野720-105

ＡＯＺＯＲＡ 岡山市北区奉還町1-2-9野上ビル３Ｆ

APACHE 岡山市北区幸町2-24ZENビル3F

Aphrodite アフロディーテ 岡山市東区松新町208-4

APPELER 岡山市中区平井1-1-8内田ビル1階

ＡＱＵＡＳ 富田店 岡山市北区富田５０５−１

ＡＲＣＨ 岡山市北区辰巳２５−１０５

ＡＲＣＨ ｅｄｕ 岡山市北区津島新野１−１−６

ＡＲＣＨ ｍｅｗ 岡山市北区磨屋町１−１７磨屋町第一ビル２Ｆ

ARCH ブランチ岡山北⾧瀬店 岡山市北区北⾧瀬表町２−１７−８０Ｋ−１１０

aria 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ２階

arrawarra central店 岡山市北区中撫川299-1

ASPIRE 岡山市北区錦町1-24SOHOビル2F

ASUL Hair Design 岡山市北区津倉町1丁目5-12三貴ビル103

atelier neru 岡山市北区十日市西町7-41

ＡＴＬＡＳ 岡山市北区上中野２−７−６アヤカビル２Ｆ

Avenir 岡山市中区浜372-1ファミール岡山719

AXL 岡山市南区新保799-4

AYA NAIL 岡山市北区野田屋町1-8-17アーバンテラス野田屋町1階南

bad girl songs 岡山市北区内山下2-3-12中元ビル

BAGUS JATI 岡山市北区問屋町１１−１０２三鼓ビル３階

bajo 岡山市南区箕島746番地3

BAKU 獏美容室 岡山市南区築港栄町1-1-105和興ビル

Bar Ber アミハマ 岡山市北区平野１０８７‐１２

BAR BER フジワラ 岡山市東区政津１２８５

BAR BER’S CLUB SHOW-UP 岡山市北区田中124-101

barber BOSS 岡山市北区津島西坂2-4-8ラ・ポール津島1階

Barber clan 岡山市北区辰巳14-113-2F

Ｂａｒｂｅｒ ｆａｍｉｌｌｅ 岡山市中区神下４９９−５

ｂａｒｂｅｒ ｇｅｎｅｓｉｓ本店 岡山市北区高松原古才４８４−１２

barber hair wall 岡山市北区西古松２丁目25-4

ＢＡＲＢＥＲ ＭＩＸ ＵＰ 岡山市東区可知４−２−３ー５号室

Barber Tsuchiya 岡山市北区広瀬町2-43

ＢＡＲＢＥＲ ＹＯＫＯＹＡＭＡ 岡山市北区加茂８５２−１

barber 毛美刈 K.lab 岡山市北区下中野362-103カリヤ3ビル101

Barber’s Bar 岡山市中区平井6-7-26

ｂａｒｂｅｒｇｅｎｅｓｉｓ津島店 岡山市北区津島新野２丁目２ー２７

ｂａｒｂｅｒｈａｉｒＷＡＬＬ 岡山市北区西古松２−２５−４

ＢａｒＢｅｒＴＯＭ 岡山市北区今保２８１−１７

Barberとこや 福富店 岡山市南区福富西1-9-41

Barberとこや 北方店 岡山市北区中井町1−3−1

BARONS BARBER SHOP 岡山市南区松浜町5-6
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Ｂｅａｃｈ・Ｒｏｃｋｅｔ 岡山市中区八幡１４７−２

BEATY SALON Kamon R 岡山市北区表町1丁目8番50号

BeAu de Rencontre 岡山市北区白石西新町14-1031階

ｂｅａｕｔｙ ｂｅａｓｔ 岡山市北区錦町１−２４ＳＯＨＯビル１Ｆ

beauty salon VOGUE 幸町店 岡山市北区幸町２番１２号

beauty salon VOGUE 野田店 岡山市北区野田３丁目５番３号2F

Belle Fleur 岡山市北区西古松2丁目17-3SRビル3階

Be-Love 岡山市南区大福３１０番地の１

Ｂｉｅｎ 岡山市北区東中央町２−１３

Bis 岡山市中区江並280-9

blanc 岡山市北区下中野311-114OMOTO-ROOTBLD.103

BLEND THE BABER 岡山市南区並木町2-1-4パッセナミキ1F

BLEU de ROI 岡山市中区浜1-11-22リバーサイド井上101

Ｂｏｎｉｔａ． 岡山市北区駅前町１丁目１０番２１号３Ｆ

ｂｏｙｓ＆ｇｉｒｌｓ 岡山市北区中山下１−２−３６

brare hair 岡山市中区中島75-7

breeze 岡山市中区平井５丁目２番３号

ＢＲＯＮＣＯＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ 岡山市中区倉田６１８−１０

ＢＲＵＳＨ 髪の館 岡山市南区築港栄町２８−１７

Butterfly Jewel Baby店 岡山市北区錦町1-24第二海成ビル3階

Butterfly Jewel 本店 岡山市北区幸町８番２５号

Butterfly Jewel 問屋町店 岡山市北区問屋町8-101BOOTHHAUS2階G

calm 岡山市北区駅前町2-6-27

ＣＡＬＭＥ 岡山市北区今６ー４ー１２コートリヴィエール１０１

ＣａｌｏｎＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ 岡山市東区益野町５３−１５

CAQRECA 岡山市北区表町1-9-63

Carino EYELASH 岡山市北区下中野720-105ウィスティリア102号室

Carlson Hair 岡山市中区湊119-9

caRsa INFINITY 岡山市北区一宮１２３０

ＣＡＴＥＮＡ 岡山市北区番町1-14-29-2F

Cecil hair 岡山駅前店 岡山市北区本町2-4若林ビル４Ｆ

change the Hair STAY 岡山市中区海吉１２６８番池１

chapter 岡山市北区問屋町26-102-1F

chapter 問屋町 岡山市北区問屋町14-103大阪屋ビル1階

chouchou. 岡山市中区中島254-6

CIEL岡山店 岡山市北区本町10-23小竹ビル3階

clear ～クリア～ 岡山市南区箕島2417-1

Click 岡山市北区今村６５１番地１０１ＫＡＲＩＹＡ１ビル１０２

CoCo Color&Cut 山陽マルナカ高屋店 岡山市中区高屋36-1山陽マルナカ高屋店2階

COCO Eyelash 岡山市北区奉還町2丁目11-1

ＣＯＣＯＬＯＢＡ 岡山市南区福浜町１−１５

Ｃｏｃｏｎ ｆｏｒ Ｂｅａｕｔｙ 岡山市中区浜３−１１−１８

ＣＯＣＯＰＥＲＩ 岡山市中区東川原１７０−５

Coiffure 岡山市北区奥田本町2-1

ＣＯＭ ＫＡＭＯＮ 岡山市北区幸町2-6

Comfy 岡山市南区泉田1丁目8-39

conplight's 岡山市北区西古松２丁目１７番１０号Ｂ１０１

coral hair design 岡山市北区中仙道1-4-18グレースマンションエルフ１階

cosmos8 岡山市中区門田屋敷2-2-85アルビオ・ガーデン門田屋敷903号

CRAFT 岡山市北区奉還町4-1-1

CRECE 岡山市南区豊成１丁目１５番１６号

ｃｒｏｓｓ ＯＬＩＶＥ 岡山市東区瀬戸町万富３７３−８
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daily-color＊mikara 平井店 岡山市中区平井3-1082-1

Ｄａｉｓｙ 岡山市南区福浜西町4-18

DEABLU relacion 岡山市中区浜1丁目19-41旭ビル１F

ＤＥＣＯ ＨＡＩＲ Ｔｉｐ． 岡山市北区幸町５−２１ー１Ｆ

ＤＥＣＯＨＡＩＲＣｃｉｎｏ 岡山市北区大和町１−１２−１０

ＤＥＣＯＨＡＩＲｆｒａｐｐｅ 岡山市北区清心町３−３２１Ｆ

ＤＥＣＯＨＡＩＲｋｉｉｔｏｓ 岡山市北区幸町５−２１ー２Ｆ

Demantoide OKAYAMA 岡山市北区中仙道２丁目２６番６号

Demantoide Pour homme 岡山市北区高柳西町9-17

Demantoide パーソナルトレーニングジム 岡山市北区高柳西町1-17-1

ｄｅｓｉｇｎ ｓａｌｏｎ Ｌｉａ 岡山市北区清輝橋２丁目１−３５１Ｆ

DETCH 岡山市北区清輝橋2-1-1シャンシティ医大前1F

DIDIE 岡山市北区幸町5-14ホワイトボックス2F

Do up Hair 岡山市北区学南町2-6-1

Dolce フリル 岡山市北区蕃山町1-22

Dolce 本店 岡山市北区平和町7-16岡薬ビル3階

Ｄｒｅａｍ−ｓｔｙｌｅ 岡山店 岡山市南区新福１ー１ー５０

Ｄｕｕｌ Ｅａｓｔ 岡山市北区問屋町２７−１０２

efu.hair salon 岡山市南区万倍47-3

ENISHI 岡山市北区内山下2-11-8松岡ビル1F

ENOYA for hair 岡山市北区建部町川口１６１３−３

ｅｎｓｅｍｂｌｅ 岡山市北区東古松４−６−３昭和ハイツ東古松１０１号室

epinard エピナール 岡山市南区浜野2-1-35

erika Amon 岡山市北区駅前町２丁目３番１６号

erika AnteNna Plus 岡山市北区中山下２丁目１ー２４

erika applaud 岡山市東区西大寺中野３６７ー１

erika maruyama 岡山市中区円山１４５

Ｅｔｅｒｎａ 岡山市北区川入１０６４−６

EVOGUE BARBER SHOP 岡山市北区下伊福上町15-20ゼウス岡山北101

evolution 岡山市北区下石井2丁目7-26

ＥＸＴＡＳＩＳＴＡ 岡山市北区伊島町１−１−２２

eye＋sante 岡山市北区錦町8番19号シオモリビル3階

eyelash salon 33 岡山市南区藤田426-101

eyelash salon Feliz 岡山市南区築港緑町3-8-22-3

EYELASH SALON Haru 岡山市北区兵団5-17西崎様方

eyelash salon Nico 岡山市北区横井上1-3

eyesalon cil 岡山市北区中山下1-8-1ロイヤルコーポ307

ｆａｂ 岡山市北区弓之町１５−４３はなやびる１階

ＦＡＤＥＬＥＳＳ【フェイドレス】 岡山市中区原尾島３−８−１９

FAMILLE HAIR 岡山市中区平井5丁目8-50-2

family hair salon machi 岡山市北区庭瀬１９３−１

fan paleta 岡山市北区田中110-109成和ビル101

farfara 岡山市北区問屋町15-101問屋町テラス2F

ｆｅｌｉｃｅ ＭＩＣＨＩ 岡山市北区野田屋町１−１１−２０グレースタク２−１０１

ＦＥＭＭＥ ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ 岡山市北区広瀬町５−１

Ｆｉｌ ＨＡＩＲ ａｎｄ ＳＰＡ 岡山市北区野田屋町２−７−１８桑原ビル２Ｆ

ｆｉｌｏ． 岡山市中区浜１−１３−１１

fine since 1996 岡山市北区牟佐８９８ー1

ｆｌａｇ 岡山市中区浜３−９−２１

ｆｌａｐ ＭＩＣＨＩ 岡山市北区野田４−１２−１０７

fleur 岡山市北区学南町3丁目12-26

Fleur 岡山市北区中山下2-2-85
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FLOWERS 岡山市北区今3-9-2

Forest 岡山市中区平井1183-15

Francesca 岡山市北区富田町1丁目2-1

FRASE (フレイズ) 岡山市北区野田屋町1-6-18西部ビル2階

ｆｒｅｅｄｏｍ ｂｅｌｌｅ 岡山市北区下中野３５８−１１２フクシビル１階

freedom chouette 東岡山店 岡山市中区清水1-10-9

freedom ciel 学南町店 岡山市北区津島新野1-1-1

freedom garden 岡山駅前店 岡山市北区本町2-10SEC岡山駅前ビル8階

ｆｒｅｅｄｏｍ ｌｉｅｔｏ奥田店 岡山市北区奥田２−７−１７

ｆｒｅｅｄｏｍｆｏｒｅｓ 岡山市北区今1-1-1-1階

From:Hair design 岡山市南区浦安南町490-7

garden 岡山市北区番町1-14-7

garland 岡山市北区大元2-3-21

GEMINI NAILS 岡山市北区表町３−１８−２１シティマンションユタカ３０１

glanzen 岡山市南区妹尾1880-2

gleam 岡山市北区高松原古才170-1

ｇｏｅｍ【ゴエム】 岡山市北区今３−２３−１

ｇｒａｃｅ 岡山市中区門田屋敷３丁目１０−１

ｇｒａｃｅ ｐｌｕｓ 岡山市北区津島西坂２−１０−６

ｇｒａｃｅ妹尾店 岡山市南区箕島１３７８−３

ＧＲＡＮ ＬＵＳＳＯ 岡山駅前 岡山市北区駅前町１−１−１成通岡山ビル５Ｆ

Ｇｒａｎ ｍａｍａ 松浜店 岡山市南区松浜町４−７ハローズ岡南店敷地内

Ｇｒａｎ ｍａｍａ 中畦店 岡山市南区中畦５２２

ＧＲＡＮＬＵＳＳＯ 岡山イオン前 岡山市北区幸町８−２５岡山エクセルビル３Ｆ

Ｇｒｅｅｎｓ【グリーンズ】 岡山市北区奥田本町２３−２６パークヒルズ奥田１０３

HAIR & MAKE EARTH 岡山店 岡山市北区表町1-10-12表町山田店舗1F

Hair & Make Meet 岡山市北区奉還町3丁目12ｰ1

hair & nail & eyelash salon Brooch 岡山市北区御津野々口487-10

hair &make swallowtail 岡山市北区大供１丁目３−１８

Hair art HIDE 岡山市東区東平島121-3

hair attic 岡山市南区築港新町2-5-10

ＨＡＩＲ ＣＲＡＦＴ ＰＡＹＡＨ 岡山市北区津島新野１‐１０‐２

Hair design Gdobant 岡山市南区下中野62-16-2F

hair design kotori 岡山市中区雄町552-1

HAIR DESIGN Rose 岡山市北区上中野2丁目4番8号1階

HAIR DOUX 岡山市北区東古松3丁目12-22アリべ東古松101

HAIR FACTORY Laugh 岡山市南区南輝２丁目1-10

Hair Flet. 岡山市北区田中609-5

hair gallery Snip 岡山市北区幸町6-22徳山ビル1F

ｈａｉｒ ｇａｒｄｅｎ ｏｆｆ 岡山市北区中山下１−９−２０ネオ・ブリーズ１０１

Hair Garden shanteek 岡山市北区白石東新町１番地１００

Hair la Meno 岡山市北区西花尻1097-5

Hair Life first fly 岡山市北区西古松1-26-14

ＨＡＩＲ ＭＡＫＥ ＡＬＥＡＰ 岡山市中区藤原西町２−７−３７

HAIR MAKE CREAM 岡山市北区田中168-114難波ビル102

Hair Make Duul East 岡山市北区問屋町２７−１０２

Hair Make Duul West 岡山市北区問屋町２７−１０９

hair make Freely 岡山市北区鹿田本町8-45

hair make iara 高柳店 岡山市北区高柳東町１５−１０

hair make iara 野田店 岡山市北区野田２-3-8

Hair Make NOBLE 津島店 岡山市北区津島南1丁目1−21

hair make Rita 岡山市北区岡町17-28スプレンドーレ医大東２1階
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hair make salon ドロップ 岡山市南区三浜町2-2-1

HAIR Palms 岡山市中区浜1-7-37

Hair Park klaver 岡山市北区辰巳21-109

Ｈａｉｒ ＰＬＡＹＡ 岡山市北区富町１−１−６

Hair resort &swell 岡山市北区本町5-1SHIGEHIROビル2F

HAIR ROAD KEN 岡山市中区国富1丁目10-22

hair room ne_ne 岡山市北区今6丁目7-8アルファスタイル今202

ｈａｉｒ ｒｏｏｍ． ｒｅｄ 岡山市北区問屋町８番１０１ＢＯＯＴＨＨＡＵＳ２Ｆ

ｈａｉｒ Ｒｕｓｓｅｌ 岡山市南区新保９０４−５

HAIR SALON NEXT 岡山市中区平井6-12-10

HAIR SALON RESORT 岡山市南区彦崎2894-1

Hair salon spur 岡山市南区西市８０７−７

ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ｓｕｃｒｕ 岡山市北区今６−１−６松尾ビル１Ｆ南側

Hair salon VERDE 岡山市南区藤田564-253

ｈａｉｒ Ｓｈｉｆｔ 岡山市中区倉田６４５−４

hair space blue blue 岡山市北区厚生町一丁目2−13WEビル101

Ｈａｉｒ ｓｐａｃｅ Ｃｒｏｗｄ 岡山市中区円山１７２−１

hair space syrup 岡山市北区出石町1ー2ー5

ＨＡＩＲ ＳＴＥＰ 岡山市中区円山１５１−１１０３

hair Technica 岡山市北区十日市西町8-15

hair treatment hiraoka 岡山市北区大元2-3-28

Hair Work's POPEYE 岡山市北区三野3-3-21

hair&dressing Mako 岡山市南区福富西1-20-41

hair&eyelash trim×eye 岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘2-1-113

ｈａｉｒ＆ｆａｃｉａｌ ＴＡＴ 岡山市北区津島京町３−１−３５

hair・make CANDLE 岡山市北区問屋町7-102BOOTHBLDSOUTHWIND202

ＨＡＩＲＧＲＡＣＥ Ｔrangistar 岡山市北区平野９９７−１ラオックス101

ＨａｉｒＬａｂ ｃｏｉｌ 岡山市北区辰巳46-104B102

Hairmake＆relaxationeaze 岡山市南区築港新町1-23-19

ＨＡＩＲＭＡＫＥＭＩＣＨＩ津島店 岡山市北区津島西坂1-2-39

ＨＡＩＲＭＡＫＥＭＩＣＨＩ富田店 岡山市北区富田４１３ー４プラザビル富田１０１・１０２

hairplace Lachic 岡山市北区吉備津1213-9サンライズA棟201

hair's36 岡山市北区平田150-124

HAIRてく・てく 岡山市南区彦崎2957-16

ＨＡＬＥ【ハレ】 岡山市北区中仙道５５−１２４

health&beauty KK OHANA 岡山市中区国府市場592-23

Ｈｉｄｅｏｕｔ 岡山市中区浜３−４−１２

ＨＩＬＬ’Ｓ ＥＹＥ 岡山市北区幸町２−２４ＺＥＮビル４Ｆ

Homme Hair Light 岡山市北区十日市中町5-27

ｈｏｎｅｙ−ｃｏｍｂ ｃｏｒｅ 岡山市北区中島田町２−２−２

ＨｙｕＩＬ 岡山市北区田町１−８−５

ｉａｒａ 高柳店 岡山市北区高柳東町１５−１０

IMPACT 岡山市北区本町１番３号３階

ｉｍｐｉｓｈ 岡山市中区原尾島３−８−１５

ＩＮ∞ｈａｉｒ 岡山市北区下伊福上町１７−２１

ＩＮＧ ＨＡＩＲ 岡山市北区神田町１−１３−１７

ＩＮＴＥＧＲＩ【インテグリ】 岡山市北区表町２丁目４‐９表町ヒルズ１Ｆ

ｉｐｓｅ 岡山市北区田中１１７−１０１成和第五ビル１０２

Irie+ アイリープラス 岡山市北区吉備津2041-26

Ｉｒｉｓ． 岡山市北区西古松２−１７−１２

ＪＵＭＰＩＮＧ ＲＡＢＢＩＴ 岡山市北区津高７８０−５

junos hair 岡山市南区妹尾2345-1
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KAINOinter岡山 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3階

KAINOinter岡山 岡山店 岡山市北区本町5-1本町クロスビル３階

ＫＡＲＡＮ 岡山市北区丸の内1-12-17

KARUTA hair 岡山市北区田中155-103

Ｋｉｎｇ’ｓＢａｒｂｅｒｓｈｏｐ 岡山市北区下中野３６２−１０４ユニビル１０２

Kiri-coto 岡山市中区浜2-9-19

ＫＯＲＥＴＯＭＯ 岡山市北区磨屋町１−１９

ｋｏｔｉ 岡山市北区学南町２−６−７４ＳＯハイツ岡山１Ｆ

kotonoha 岡山市北区野田3丁目22-17誠ビル1階

kukka 岡山市北区伊島町2-20-21

la.momon 岡山市北区表町1丁目6-53-2階

laki ラキ 岡山市北区辰巳23-124武田ビル1階

Ｌａｍｉｅ 岡山市中区門田屋敷１−１０−２７−２

Laura 岡山市北区幸町2-6

ＬＡＶＡＮＤＥ heir 岡山市中区中島70-42階

le calme hair design 岡山市南区大福1274-5

Ｌｉｂｅｒｏ 岡山市南区下中野６２−１６−２Ｆ

Ｌｉｂｒｅ 岡山市北区北⾧瀬表町3-2-8

ｌｉｅｎ ｂｙ ｄｅｃｏ 岡山市東区西大寺南２丁目１−４０

ＬＩＧＯＯＤ【リグッド】 岡山市中区浜１−７−３５

LiLas -リラ- 岡山市南区洲崎3-3-5洲崎ハイツ1-5

Ｌｉｌｙ 岡山市北区大元駅前７−６サンフォレスト大元駅前１０１

LILY’S LUSH 岡山市北区野田2丁目13ー8

Lincontro 岡山市北区幸町4-26大重ビル102号

LIOS 岡山市北区田中６１７番地２０

Lir omotecho 岡山市北区表町1丁目8番38号NASAビル2F

Little Garden 岡山市北区今６丁目１番２号

Lumeto salon Lutella 岡山市北区奉還町3-13-3

ｍａ ｃｈｅｒ 岡山市中区山崎２７−１０ー２Ｆ

Ｍａｄｅｉｒａ 岡山市北区伊福町3-12-10リヴィンコートstudio伊福町1F

MAHI mahi マヒマヒ 岡山市北区内山下1丁目8-6

MAIDEN hair 岡山市中区小橋町1丁目5-11-3

ＭａｉｓｏｎＩＮＥ 岡山市北区富原３９１０北村ビルＳＥＥＤ２１Ａ棟１１３

makali 岡山市中区西川原1-15-24コーポ雅Ⅱ１Ｆ

ＭＡＮ ＣＡＶＥ ＳＡＬＯＮ 岡山市北区田中１７３−１１０

MAQUIA 岡山駅前店 岡山市北区本町2-10SEC岡山駅前ﾋﾞﾙ1F

Marchan Merchan 岡山市北区下石井2丁目8-10ナガシオビル602

MARDI GRAS 岡山市北区下中野350-101

MARSH 岡山市南区新福1-22-35

ＭＡＲＳＨＦＬＡＧ 岡山市南区新福1-19-27

MEGAMI hair atelier tete 岡山市北区十日市西町11-21

ＭＥＧＡＭＩ 円山店 岡山市中区円山７１−１

MEGAMI国富店 岡山市中区国富804-1アリべ国富1階

MEGAMI東岡山店 岡山市中区⾧利273-10

Mel's 岡山市北区中仙道1-1-31

Men’s salon 絆 岡山市北区清輝橋4-1-7

Ｍｉｃｈｉ メルパルク店 岡山市北区桑田町１ー１３

Ｍｉｃｈｉ 国際ホテル店 岡山市中区門田本町４ー１ー１６

MIJYORE 岡山市北区春日町5-12

mix清水店 岡山市中区清水1-9-13

MOCOE 岡山市東区東平島1196-6EASE101

mondemi 岡山市北区昭和町14-11
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MoreMoon 岡山市北区野田屋町1-1-17第二セイワビル3F

ＭＯＴ−ＣＯ 岡山市北区表町２−２−６４坂本ビル２Ｆ

Nail salon tricot 岡山市北区本町1-3イーゼル&コンプレックス3階

nail＆eyelash ma cher 岡山市北区平野622-23平野テナント北棟1F南

ＮＡＩＬＦＬＯＯＲ ｖｉｖｉｄ 岡山市北区東島田町１丁目６−１０

ｎａｉＬｉｕ【ネイリュー】 岡山市北区奥田本町２４−１９ヴィレッジ奥田１０２室

ｎａｉｌｉｕ田中店 岡山市北区田中１１５−１０９

ｎａｉｌｓ Ｒ 岡山市南区浜野2丁目4-13-201号室

ＮａｉｌＴｏｉｍｅｍｅ 岡山市東区金田２１９−９

nanamaru hair 岡山市北区津島新野1-1-2

NARVIS 岡山市北区野田4-15-63

Ｎａｓｋｉ 岡山店 岡山市北区錦町１−２４黄色いビル３Ｆ

Natary 岡山市中区高屋126

Natural Hair 岡山市北区庭瀬494番地3

nature 岡山市南区福成1-166-7

navy hair design 岡山市北区問屋町21-103

ＮＥＳＴＡ 岡山市北区中山下２−３−５８朝日プラザ岡山中山下１Ｆ

ＮＥＵＴＲＩＺＥ 岡山市北区表町1-8-40坂田ビル２Ｆ

ＮＥＷＳＴＡ ｅＬ 岡山市南区泉田３−２−３１

nitt 岡山市南区新保1128番地8

noaM hair design 岡山市北区尾上730-7

NOER HAIR DESIGN 岡山市中区森下町5-6ピアホーム森下町1F

Noir blanc 岡山市南区新保456-3-302号室

ｎｓ ａｍｂｉｅｎｔ表町店 岡山市北区表町１−７−８リベール表町１Ｆ

ＮＵ ＢＯＷＺ 岡山市北区幸町２−２１２Ｆ

obje't ciel 岡山市北区高松原古才253-1

O-dash hair 山南店 岡山市東区神崎町65-2両備プラッツ山南店O'dashhair

odehair 岡山市北区十日市中町15-53

OHANA 岡山市南区大福286

one plus one 岡山市北区天瀬南町4-82F

Ｐ’ｓ ＬＡＶ 岡山市北区幸町５−２３ドゥヴィエイユメゾン２Ｆ

ＰＡＮＩＣ 岡山市北区伊福町４−４−３４

ＰＡＮＩＣ ｒｅｃｔ 岡山市南区藤田５６０−２０９

panipani 岡山市南区箕島970-1

Ｐａｒｃｏ 岡山市北区一宮５０１‐３

Parve Mix ALLY 岡山市北区幸町8ー125-B1F

Ｐａｒｖｅ Ｍｉｘ ＲＩＣＯ 岡山市北区本町1-18-2F

ParveMix 本店 岡山市北区磨屋町10ー20磨屋町ビル1階

passh 岡山市北区中仙道57-101

passion 岡山市北区西古松２丁目２４−１５

patchi hair and face 岡山市北区中山下1-9-20ネオブリーズ102

Peru・teso 岡山市南区福富西１−２０−４１

ｐｅｔｉｔ ｐａｓ 岡山市北区辰巳２３−１２５

ＰＩＡ ＰＡＴＥＲ 岡山市北区今5-1-25林第一ビル１Ｆ東

ＰＩＣＡＳＳＯ ＧＡＲＤＥＮ 岡山市中区原尾島３−２−８

ＰＩＣＡＳＳＯ アルテ 岡山市南区福富西３−７−３５

plastic 岡山市北区平和町4-18

ｐｌｅｄｇｅ【プレッジ】 岡山市北区今４−９−３４−１０２

Plus Belle hair creation 岡山市北区吉宗621-3

prima doll 岡山市北区中山下2-2-54山根ビル1F

PrimaDonna 今店 岡山市北区今2-13-82F

PrimaDonna 中山下店 岡山市北区中山下2丁目8-4池田ビル201
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primp 岡山市北区石関町5-16

Ｐｕ’ｕｗａｉ 岡山市北区神田町1-8-9

Ｐｕｒｅ 【ピュア】 岡山市南区妹尾２５９−６

Quay 岡山市北区今村６５１−１０７

Qunto 岡山市北区駅前町1丁目7-22カタヤマビル3F

Qunto 岡山市北区問屋町8-101BOOTHHAUS2

ｒａｃａｌ 【ラカル】 岡山市中区原尾島１−１−１８ミサオヤマビル１０１

RAMIPASS ladies&gentlemen 岡山市北区柳町１丁目４−４山陽交通ビル１Ｆ

REARC hair salon REARC 岡山市南区新保1175-2エルハウス102

ReCoRu 岡山市中区東川原184-3コンフォートケヤキ2F

RED MOON 岡山市北区中山下2丁目2-55

ｒｅｆｒｅ＆ｃａｒｅ Ｍｉｃｈｉ 岡山市北区幸町１０ー５０アイステージ幸町１０２

relha 岡山市東区瀬戸町沖80-6

RENATUS 岡山市北区柳町1丁目2-6柳町プラザ2F

Reverie hair 岡山市北区西古松1-7-10

Ｒｉｃｈｅｌｌ 岡山市北区東古松４−７−５ベルメゾン東古松

ＲＩＥＮＳ 岡山市北区富田町２−９−３−１ガーデン富田町１０１

RitaEyes 岡山市北区田中110-109成和ビル201

Rogu’s hair 岡山市北区伊島町2丁目20-18ラ・フィーネ伊島1F

ｒｏｉｊｉｒ【ロイジー】 岡山市北区清心町１−２１ｋ２ビル１Ｆ

Ronnie hair&nail 岡山市北区上中野１丁目１７番２６号

rough design of hair 岡山市北区石関町5-18

RR 岡山市南区箕島935-12

Ruj okayama 岡山市中区浜483リズミラルU102

Rukka 岡山市北区伊福町4丁目4-31京山コーポ102

sally's hair 岡山市中区⾧岡98-12プラザハウス東岡山101号

ｓａｌｏｎ ｄｅ ｈｅｃ． 岡山市北区下中野７０１−１０４１Ｆ

salon de monpei 岡山市北区鹿田本町２番１２号

Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｐｒｅｍａｇｅ 岡山市北区平和町７−１６岡薬ビル２階東

Salon de Ricoru 岡山市中区四御神51-22

salon de Sarasvati 岡山市東区瀬戸町瀬戸407-1

Salon De しるく 岡山市北区北⾧瀬本町4-192階

salon du chou chou 岡山市北区佐山７２６-６

ｓａｌｏｎ ｇｌｉｔｔｅｒ 岡山市北区西古松１丁目２２−７１Ｆ

salon true サロンtrue 岡山市北区表町1-3-46二階

SALONS HAIR 高島店 岡山市中区清水2丁目98ー7

Ｓａｌｔｙ 岡山市北区青江２−１５−１パーチェ青江１０３号室

ｓａｕｃｅｒ 岡山市北区石関町６−１０銘木ビル２Ｆ

Schrit 岡山市北区柳町2-12-5スカイガーデン柳町1F

Secret base 岡山市東区益野町465-13

Selection. 岡山市北区伊福町3-6-1

Shanti 岡山市北区門前231-6

Ｓｈａｐｏｎ 岡山市東区藤井258

SHiN 岡山市北区中山下2丁目1-55-2F

silkwrap 岡山市北区青江3-12-26

smil 岡山市北区大供表町1-8りひあハウス

SOPHIAEYES 岡山市北区中山下2-1-20セシルビル3F

SOUPREX HAIR DESIGN 岡山市北区磨屋町2-8酒井ビル2F

Stella natura (ネイルサロン） 岡山市中区さい東町1-14-37ネクストＳＡＩ-A

ＳＵＧＩ 岡山市北区春日町５−１６

Suite Couture 岡山市南区新保100-4

Ｓｕｎｌｉｔ 岡山市北区中井町１−３−４ＲＩＴＺ中井町１０１
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ｓｗａｙ 岡山市北区表町３丁目５−２８

Sweet 岡山市北区京町1-3

ｓｙｍ． 岡山市北区表町一丁目１−２５

syn syn pool 岡山市東区西大寺中野本町3-8-2F

Ｔａｋｕｍｉ美容院 岡山市北区庭瀬９６８−９０

Terrace AVEDA 岡山店 岡山市北区駅元町1-25-5Fサンステーション岡山西館

tete hair design 岡山市北区大元2-4-3

THE RIRE. 岡山市南区新保904-5

thinkhairtoiro 岡山市北区富田５１６番地１

ｔｏｇａｓｈｉ 岡山市中区浜３−２−１

ＴｏＳｕａ 岡山市北区富田町１−１−１８

Total beauty La Feliz 岡山市北区大供本町714-5ベル・フィオリーレ

total beauty salon Ricard【リカルド】本店 岡山市北区下中野347-110ユアマンション1F

Ｔｏｕｃｈｅ’ｎａｉｌｓ 岡山市北区今４−１５−２１

TOUJOURS 岡山市北区東古松3-3-30A-2

UMM 岡山市北区幸町3-10-201

UNCHEIN 岡山市北区富田町1-10-3

UNIHAIR 岡山市中区原尾島3丁目9-18

ＵＮＩＫＡ 岡山市北区北⾧瀬表町３−９−２１セントフォレスト北⾧瀬１Ｆ

valo hair design 岡山市北区内山下2-8-8早川ビル1階

ｖｏｌ． 岡山市北区野田屋町２丁目２−３

WARM NEST 岡山市北区平野909-1セントラル参番館101

Warmth Hair Design 岡山市南区妹尾２３７３番地２３

West side neo style barber shop WONDER 岡山市南区福成2−9−1サーバス福富公園307号

YOU STYLE 岡山市北区表町3丁目15-9

yshair relax 岡山市北区平野1087-12

YUIMARL OASIS eyelash salon DESIR 岡山市北区中島2197-1

ＹＵＫＩ ＨＡＩＲ 岡山市北区平野６７５ー１

あ！とこやさん 岡山市北区番町1-14-27

アイラッシュサロン リリウム 岡山市南区洲崎２−６−３０ベイ・シティー洲崎３３０２

アヴァンタージュ 岡山市北区本町6-36第一セントラルビル1階

アットヘアーサロンイシダ 岡山市北区京町１−１２

アトリエ イマージン 岡山市南区新保1187-1

アトリエ ヘア クローゼット 岡山市北区今4-11-16ホワイトピア怒田101

アトリエ・ピュア 岡山市北区東古松3丁目12−32

アトリエボブ 岡山市北区大供2-6-25

アマネク バイ ディスカバー 岡山市北区問屋町24-103-2F

アン美容室 岡山市北区吉宗582-9

イーカット岡山雄町店 岡山市中区雄町２６６−１ P.モール雄町敷地内

ヴィハーラ 岡山市中区中井1丁目17-18

ウルウール 岡山市南区福富西１−９−４１

エール 美容室 岡山市東区可知132-7

エカヒエルア 岡山市北区大安寺東町27-24フレグランスK１０２

おうちネイルサロンplus5° 岡山市中区乙多見501-1

オーガニックヘアケア クルール 岡山市北区東中央町2-13

オーパス ヘアー デザイン 岡山市東区楢原514-2

オクトヘアープラス 錦町店 岡山市北区錦町8ー192階

オクトヘアープラス 西古松店 岡山市北区西古松250-106イーリスガーデン大元西1階

オンリーワン美容室 岡山市南区西市118-4

お顔そりと酵素浴 kagiroi(カギロイ) 岡山市北区上中野1丁目17-24

ガイア 岡山市北区奉還町１−１２−１５-２ｆ

ガウディ 岡山市北区本町9-111F
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カットスタジオ サミューズ 岡山市中区高屋353-3

カットハウス ちょっきん 岡山市東区瀬戸町万富609-1

カットハウスドルフィン 岡山市南区築港元町１−２７

カトレア美容室 岡山市北区岡町15-7

カンノ 岡山市南区浜野4-11-16-1

キュートナ 岡山市北区京橋町4-12F

キングズバーバーショップ 岡山市北区辰巳３０−１０５

グラサラリュン 岡山市北区内山下１−１２−１９

クリスマス・リー 本店 岡山市北区中仙道２丁目１６−２７

くるるん 岡山市南区大福４３２−２２クリオビル３Ｆ

ケイ美容室 岡山市中区⾧岡３５２−８

サロブリーユ 岡山市北区今保９２−１ピュアライン今保１０２号

サロン ド ソワ(salon de soi) 岡山市北区奉還町1-6-7奉還町1丁目ビル2F西

サロン ド リアン 岡山市北区駅前町1-1-118-2階

サロン 和音 岡山市南区阿津1811

サロン・ド・クルール 岡山市北区小山106-7

サロンド アニー 岡山市南区あけぼの町33-18

サロンド アニー 三浜町店 岡山市南区三浜町2-6-16

サロンド・ボーテ 岡山市南区大福３６３−９

サロンドエマーブル 岡山市北区奥田1-6-31

サロンドエル 岡山市中区⾧岡4-81

サンスーシー 岡山市南区迫川２５５−３

サンデイリーヘアサロン 岡山市南区築港新町２−７−３２

さんぱつひろば 岡山市北区東島田町2-6-17

さんるーと 円山店 岡山市中区円山164−1

さんるーと 西大寺店 岡山市東区西大寺中2丁目2-17

さんるーと 妹尾店 岡山市南区箕島1266

シーズヘア 岡山市中区小橋町2-4-48

ジェイズ 岡山市北区岩田町１−１６

ジェネリスト 岡磨美 岡山市北区中山下1-2-30

シック 岡山市北区駅元町３０−１０水嶋ビル２階

シフト スマイルカット 岡山市北区中山下2-8-633階

シャポン 岡山市東区藤井２５８東岡山ビル１階

しらかわ整骨院 岡山市北区西古松1-12-20

すがわら理容室 岡山市北区清輝橋2-2-17

セット・アップ 北⾧瀬店 岡山市北区北⾧瀬表町２丁目３ー２５

セブン 岡山市南区福富東1-7-37-203

セント・バレンタイン 岡山市南区福成１−１６５−１

てとわ 岡山市中区原尾島4-7-13

ドゥアパパス 岡山市北区学南町2丁目3-14

トータルサロン Cher 岡山市中区山崎27-10

トータルビューティー アイリス 岡山市北区駅前町2-3-12カーサスタチオーネ101

トガシグループ impish 岡山市中区原尾島3丁目8-15

トガシグループ MAJESTIC SALON togashi 岡山市中区浜３丁目2-1

トトーラ 岡山市北区中山下1丁目2-11-2F

ニューカンヌ 美容室 岡山市北区大供3-1-11

ニューサロン入江 岡山市南区箕島953

ネイルサロン COLORFUL PALETTE 岡山市北区幸町8-25エクセルビル５階

ネイルスタジオ アンビエント ネイルスクール 岡山市北区柳町2-11-20ダイトクビル8階

ネイルスタジオ アンビエント 表町店 岡山市北区表町2丁目3-1高木ビル3階

ネイルハウス ダリア 岡山市南区洲崎3-3-5洲崎ハイツ1-5

バーバー・トム 岡山市北区今保281-17
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バーバーショップレガリア 岡山市中区倉田６７１−１３

バーバーマーチン 岡山市北区南方4丁目６−１６

バイオテック 岡山 岡山市北区本町6-36第一セントラルビル５Ｆ

バニラ ファッジ 岡山市北区表町3丁目21-251F

パパスフェリエ 岡山市北区中仙道58-101

パパス本店 岡山市北区津島南２丁目５番２６号

パピヨン美容室 岡山市北区昭和町１４−２８

ハロウ 岡山市北区錦町7-4-1F

パワードール 岡山市北区問屋町１１番１０５号サプルビル３階

ヒマリ 岡山市北区楢津1199-4

ビューティーキャッスル たまみ 岡山市北区清輝橋3-8-13朝日プラザサウスフロント104

ビューティーサロン Canoa 岡山市北区下中野342-106

ビューティーサロン アルス 岡山市東区東平島458-1

ビューティーサロンモナミ岡山店 岡山市南区西紅陽台1-58-349

ビューティーサロン琥珀 岡山市北区京橋町6-14

ビューティーハウスCoCo 岡山市北区大窪４４６−３

ビューティトップヤマノ 山野愛子美容室 ホテルグランヴィア岡山 岡山市北区駅元町1-5ホテルグランヴィア岡山5F

ヒラタ理容 岡山市北区建部町福渡803-4

ファブリック 岡山市北区弓之町13-20

ファミリーサロン ラッキー岡山店 岡山市北区大元２丁目６−２０

ファミリーサロン ラッキー妹尾店 岡山市南区妹尾２５９５−１

ブリリアント美容室 岡山市北区中仙道2-11-31

ブルーネス ブルーネス ヘアデザイン 岡山市北区三門中町２−２９

ブルーム エクセレント 岡山市北区学南町２ー７ー２岡ビル1F

ブルーム シエル 岡山市北区駅元町31-8野上ビル2F

ブルーム セレクト 岡山市中区山崎３７１ー４山崎店2F

ブルーム レガロ 岡山市中区山崎371-4

ブルーム 円山 岡山市中区円山201-2メゾン円山1階

フレール 岡山市北区田中６０７番地１

ヘア−＆リラクゼーションＬａＬａ 岡山市中区高島新屋敷９４−１

ヘアーあ・ら・かると・ワタナベ 岡山市南区三浜町1-5-13

ヘアーアソシエ イワイ 岡山市南区福吉町１０−６

ヘアーガーデンヤマベ 岡山市南区箕島８７５−５

ヘアーカンパーニュ 岡山市中区赤田91-25

ヘアーサロン アヤタ大元店 岡山市北区大元上町8-32

ヘアーサロン オオタ 岡山市中区土田３１５−１８

ヘアーサロン トモ 岡山市中区江並２８７−６

ヘアーサロン ヤノ 岡山市中区高屋457-2

ヘアーサロンＳＡＴＯ 岡山市東区瀬戸町光明谷１９１−８

ヘアーサロンアヤタ野田店 岡山市北区野田３−５−３

ヘアーサロンジョイ 岡山市南区豊成3-2-37

ヘアーサロンダイヤ 岡山市北区西崎１−２３−２８

ヘアーサロンヒロ 岡山市北区神田町1丁目13-21

ヘアーサロンふじわら 岡山市南区箕島304-9

ヘアーサロンよしだ 岡山市東区中川町７４８−３

ヘアーサロン男爵 岡山市南区福田５３３−９

ヘアーサロン和み 岡山市北区吉備津1276-1

ヘアーシェイパーかどき 岡山市中区小橋町2丁目2番5号

ヘアーショップ ナチュ 岡山市北区平野1012-16

ヘアーショップ バブルス 岡山市北区駅前町2-3-29

ヘアーショップゴウ六 岡山市中区森下町４−１

ヘアースタイル ルール 岡山市中区江並67-29
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ヘアーステージ・moco 岡山市南区植松570-1

ヘアーデザイン スタイルラボ 岡山市北区田中１１０ー１０９成和ビル１０２

ヘアーデザイン フレア 岡山市北区西古松2-3-1

ヘアードゥーソシエ 岡山市中区倉田693-6

ヘアードーム 岡山市北区牟佐８９

ヘアードラジェ 岡山市中区高屋372-5

ヘアードリーム 岡山市東区光津257

ヘアードレッシングyaya 岡山市北区東古松480-17

ヘアーホーム ばんき 岡山市北区神田町2-6-1

ヘアーメイク フェアリー 岡山市北区今8丁目1-32エントピアマンション103

ヘアーモードサロンタケハラ 岡山市東区瀬戸町下５５０−１２

ヘアカラー専門店 COLORFUL PALETTE 岡山市北区本町2-7三和ビル4F

ヘアクリエイト ナフ 岡山市北区横井上１５７６−５

ヘアサロン アラモード 岡山市北区十日市西町6ー18

ヘアメイク オンディーヌ 岡山市北区大窪449-1

ヘアメイクアレア 岡山市東区可知４−３−１１

ヘアルーム アミティエ 岡山市北区今6丁目3-5

ヘアルームチル 岡山市北区野田屋町1-8-12

ベル美容室 岡山市北区駅前町駅前町1ー10ー17

ミオスタイル原尾島店 岡山市中区浜605-2ﾒｿﾞﾝ小松1F

ミオスタイル大福店 岡山市南区大福721-63

ミオスタイル津高店 岡山市北区柏谷1062-1

ミッキー美容室 岡山市南区妹尾８７０−７

ミミプライベートネイルサロン 岡山市北区田中６２５−１３セジュールショウ３０５号

ミラーデイズ 岡山市南区豊成３−２−３８

ミルクココア 岡山市北区今１丁目１２番２８号

メープル 岡山市北区西古松1丁目34-9

メンズ ヘア レノン 岡山市南区福浜町1-1

メンズサロンハリウッド 岡山市北区高柳西町１７−３

ユー：スタイル 岡山市北区表町3-15-9

ヨシイビヨウイン 岡山市北区表町１丁目１番２号

ラナイヘアリゾート 岡山市中区浜３−６−３０

ラミパス 木村 岡山市北区川入796-1

リブインクローバー・ビューティラボ 岡山市中区国富800

リュークスヘアー 岡山市東区可知２−２−３伍賀アパート１０４

リリアンナ ビューティー 岡山市北区奉還町3-8-2

リンパケアサロン Puty(ピューティ) 岡山市南区築港ひかり町1-7

ルポゼカシェット 岡山市中区山崎163-17

レイフィールド(株) 下中野店 岡山市南区西市339

レディーバード ヘアサロン 岡山市南区並木町1丁目17−15

ワークス ヘア デザイン 岡山市北区幸町2-15

ワイズヘアインク 国富店 岡山市中区国富816-11

ワシントン美容室 奥田店 岡山市北区奥田本町1-1

ワシントン美容室 岡南店 岡山市南区並木町1丁目17-17

ワシントン美容室 原尾島店 岡山市中区原尾島3丁目6-28

ワシントン美容室 瀬戸店 岡山市東区瀬戸町沖209-3シャーメゾン冲101

ワシントン美容室 西大寺店 岡山市東区西大寺中2-3-11

ワシントン美容室 庭瀬店 岡山市北区平野1095

ワシントン美容室 東岡山店 岡山市中区関485-1

ワシントン美容室 福富店 岡山市南区福富西3丁目7-15

奥野理髪舗 岡山市中区西中島町２−１

岡山京橋整体院 岡山市北区京橋町9-8



110

店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

株式会社ユニーク 岡山市北区本町９番１４号IKビル2F

擬宝珠 岡山市中区雄町360-18

吉兆美容院 岡山市北区下伊福本町11-27

合同会社APICE 岡山市中区東川原177番地3

黒瀬理容店 岡山市北区撫川211

散髪屋交差点 岡山市北区奥田本町25-17

手もみ屋本舗 今店 岡山市北区今8-13-27

手もみ屋本舗 大安寺店 岡山市北区大安寺南町1丁目1-52

積む日々 岡山市中区国府市場105-13

入江理髪店 岡山市南区西畦４５８−５

白髪染め専門店ロハスヘア 野田店 岡山市北区野田２−２−３５上杉ビル１０２

髪ing美容室 岡山市南区彦崎２８４３−３

髪と頭皮のクリニックばら色めがね 岡山市中区平井５−１−６０

髪の店 岡山市北区丸の内１−１３−１２髪の店ビル

髪工房 PICK-UP 岡山市中区⾧岡302-24

髪工房内藤 岡山市北区京橋町5-13

髪師 稲垣 岡山市中区高島新屋敷４８−７

髪質改善サロン Umore 岡山市中区中納言町6-30サンポウ旭川マンション103号

髪切り夢詩 岡山市北区奥田本町12-13-101クレオ

髪風船 トータルヘアーサロン 岡山市北区小山３８−９

美・スペース髪彩 岡山市南区妹尾２９８ー８

美よう室 加羅【カラ】 岡山市東区西大寺中野７３４−１

美骨筋美容 ako beauty 岡山市南区福成1-166-7

美骨筋美容 田園の風 岡山市南区福成1-166-7

美眉庵vivian 岡山市北区玉柏２２５２ヴィラゆずりは１０３

美容と健康水素サロン 岡山市北区磨屋町１−５セシルプラザ３Ｆ

美容室 astray 岡山市北区津島南1-1-11

美容室 image 岡山市中区高屋２１９番地１０

美容室 KIITOS 岡山市北区今7-23-11-102

美容室 sora 岡山市東区松新町152-5

美容室 イーカット 岡山津高店 岡山市北区横井上８３−３エブリイ津高店４Ｆ

美容室 イーカット 岡山白石店 岡山市北区久米３８８−１城口ビル１Ｆ

美容室イーカット 岡山岡北店 岡山市北区中井町２丁目2番地７号２Ｆ

美容室イーカット 岡山西大寺店 岡山市東区西大寺南１丁目２番５号２Ｆ

美容室 なないろ 岡山市北区岡町12-50

美容室 ノーム 岡山市北区白石東新町2-102コーポ光月105号

美容室 ノブレ hair make Nonle 備中高松店 岡山市北区高松311

美容室 モア 岡山市南区東畦81-3

美容室defi 岡山市南区豊浜町１３−７０

美容室ＥＮ 岡山市北区大元２丁目３ー１コーポみあき１０１

美容室ＬＩＴＲＥ 岡山市南区西市８５２−４

美容室LYON 岡山市南区築港ひかり町１−５

美容室ressac 岡山市南区新保394-3プラザビル新保101

美容室sachi 岡山市中区赤田61-8

美容室soa 岡山市南区南輝2-2-1

美容室Tiara 岡山市南区藤田６４８−６３

美容室YOU 岡山市北区伊福町１丁目９番１３号

美容室クラフツパーソン 岡山市北区西古松１−２８−２２

美容室サクラ 岡山市南区浜野2-7-28

美容室デフィ 岡山市南区豊浜１３ー７０

美容室ビューティブローＢ．Ｂ 岡山市中区兼基２２３

美容室ヒロミ 岡山市北区庭瀬607-2
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

美容室ファータ ファータ 岡山市南区福田526-3

美容室マニエール 岡山市東区益野町８８１番地２

美容室ラ・フィーユ 岡山市北区神田町2-1-52

美容室わたなべ 岡山市中区福泊２５２番地の１２

福富店 岡山市南区福富西1-8-25Brunocasa103

理容 ヨコヤマ 岡山市北区弓之町8-14

理容カヨコ 岡山市東区目黒町10-1

理容ダイヤ 岡山市北区西崎1-23-28

理容室ハル 大安寺店 岡山市北区大安寺南町１丁目７-２４紳士服はるやま岡山大安寺店

理容大阪 岡山市中区中井1-2-2
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

DESIGN OFFICE アクアプラス 岡山市北区撫川132-16

Francesca photo studio 岡山市北区富田町1-2-1

hum design 岡山市北区大供2丁目8-5

Knocks 岡山市南区西七区405

O.C.Photo.Studio オーシーフォトスタジオ 岡山市北区表町1丁目10-13-2F

RADIANCE 本店 岡山市北区大供表町3-1

TOTAL PAINTING 岡山市東区金岡西町３３５−１０

ARMS 中国主張所 岡山市北区本町1-18

スタジオビュー岡山本店 岡山市北区西古松２２８−１０９

フリーフオーム 岡山市北区内山下 2-7-5

写真ナガセ 岡山市北区野田屋町 １丁目７番３号

アールボレ 岡山市中区湊１３４８番地１

アケボノスタジオ ミミ 岡山市北区横井上1742-4

アッシモフォトオフィス 岡山市北区田中184-108

カメラのキタムラ スタジオマリオ 高柳店 岡山市北区高柳西町７−５２

カメラのキタムラ スタジオマリオ 青江店 岡山市北区青江１丁目１７番１７号

カメラのキタムラ スタジオマリオ 東岡山店 岡山市中区神下１５４−１

カメラのキタムラ 岡北店 岡山市北区中井町２−２−７天満屋ハピ−タウン岡北店１Ｆ

カメラのキタムラ 下中野店 岡山市南区新保８９２番１キタムラＰＣデポ岡山本店内

カメラのキタムラ 高柳店 岡山市北区高柳西町７−５２

カメラのキタムラ 西大寺店 岡山市東区西大寺中野４３７−２

カメラのキタムラ 青江店 岡山市北区青江１丁目１７番１７号

カメラのキタムラ 東岡山店 岡山市中区神下１５４−１

カメラのサンヨー 両備プラッツ灘崎店 岡山市南区西紅陽台3丁目１２−１

クレアコーポレーション 岡山市中区今谷１４１

ジー・アール 岡山市中区倉田１８２−２

ジャパンネクストエネルギー 岡山市北区野田３−１３−３９ー２F

スタジオアリス 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4F

スタジオアリス 岡山西バイパス店 岡山市北区田中122-105

スタジオアリス 岡南店 岡山市北区岡南町2-6-50トイザらス岡山店隣

スタジオアリス 上道店 岡山市東区上道北方725-7

スタジオビュー 岡山本店 岡山市北区西古松228-109

スタジオライト 岡山市北区磨屋町8-23

たむらフォトスタジオ 岡山市東区瀬戸町瀬戸４２１−７

トンテンシ 岡山市北区今5丁目9-24

プリエージュ 岡山店 岡山市北区表町3-2-15表町ビル2F

べあもん 岡山市北区奥田西町8-4

岡山フォトスタジオ＋ 岡山市北区京町2−1

株式会社BtoBホールディングス 岡山市北区駅前町1-8-1岡山新光ビル6階

株式会社二鶴堂 岡山営業所 岡山市北区今8-2-28

吉森写真館 岡山市北区伊福町２−２−６

彩工房 岡山市北区清心町２−１９

写真のいろは 岡山市南区泉田４２３−２５

松島写真場 岡山市中区浜１ー１２ー１

通クリック社 岡山市北区上中野２丁目２３番１６号

明和興産 岡山市北区青江５−２３−２０

◆サービス / DPE・印刷・コピー
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

元気でる堂 岡山市北区大井2236-2 12月25日から適用

ホテルレポーゼ岡山 岡山市北区表町３ー１９ー２１ 12月16日から適用

岡山ビューホテル 岡山市北区中山下１丁目１１番１７号 12月16日から適用

ANAクラウンプラザホテル岡山 岡山市北区駅元町15-1

ANAクラウンプラザホテル岡山 カジュアルダイニング ウルバーノ 岡山市北区駅元町15-1

ANAクラウンプラザホテル岡山 和食ダイニング 廚洊 岡山市北区駅元町15-1

ARENA HOUSE 岡山市北区京町11-20エレガンス京町601号室

Ｃｏｚｙ Ｈｏｓｔｅｌ 岡山市北区駅前町１丁目６−５

KAMP 岡山市北区奉還町3-1-35

KOSCOINN ホテルレポーゼ岡山 岡山市北区表町3-19-21ホテルレポーゼ岡山

LAZYHOUSE 岡山市北区桑田町９番５号

LAZYHOUSE 3 岡山市北区桑田町6-7

nano inn nanocafe & bar 岡山市北区御津高津1425古民家宿nanoinn内

Ｐｅａｃｈ Ｈｏｕｓｅ 岡山市北区船頭町１２９−１センチュリー旭川４０２号

YADOKARI 岡山市北区奉還町4-13-2

アットステイ 岡山市北区田町２丁目３番１２号

あづま屋 岡山市北区奉還町4丁目12-22

アパホテル 岡山駅前 岡山市北区下石井1-3-12

エポック ダイブサービス 岡山市南区豊成1-15-19

ゲストハウス MEETS 岡山 岡山市北区富町1-3-22

ゲストハウス吾妻 岡山市北区足守1090

サウナ＆カプセルハリウッド 岡山市北区駅前町１丁目2番16号東洋八興ビル2F

サン・ピーチ OKAYAMA 岡山市北区駅前町2丁目3-31

スペシャルホンマチ 岡山市北区本町8-27

たかの友梨 岡山 岡山市北区中山下1ー11ー54ロッツ6F

ハイパーイン岡山 岡山市北区青江1-7-30

ビジネスイン セントラル 岡山市北区岩田町３−４

ビジネスイン岸乃屋 岡山市東区西大寺中1-8-10

ヒバリハウス 岡山市北区表町２丁目7-15ヒバリ照ラス2階

ひまわり旅館 岡山市北区大供1丁目7-10

ファインガーデン岡山 岡山市南区泉田2-4-8

ベネフィットホテル岡山ほんまち 岡山市北区本町4-20

ベネフィットホテル岡山駅前 岡山市北区駅前町2-6-12

ホテル エクセル岡山 岡山市北区石関町5-1

ホテルアベスト グランデ岡山 岡山市北区駅前町1丁目8-5

ホテルウォーターゲート岡山 岡山市中区平井1163-3

ホテルエリアワン 岡山店 岡山市北区幸町7-1

ホテルグランヴィア岡山 岡山市北区駅元町1-5

ホテルたちばな 岡山市北区十日市西町７番４３号

ホテルトレンド岡山駅前 岡山市北区下石井1-1-17アクロスキューブ岡山駅前4階

ホテルマイラ 岡山市北区錦町8-16

ホテルリブマックス岡山 岡山市北区錦町4-14

リバ邸 岡山市北区岡町19-1山田ビル4階

レスパール藤ヶ鳴 岡山市北区菅野3399-1

一軒家 津島 岡山市北区津島東2丁目3-5

稲荷山健康センター 岡山市北区高松稲荷570

岡山プラザホテル 岡山市中区浜２丁目３番１２号

岡山ワシントンホテルプラザ 岡山市北区本町3-6-201

岡山県青年館 岡山市北区津島東１丁目４番１号

岡山国際ホテル 岡山市中区門田本町4丁目1番16号

株式会社クリエ・ココ 岡山市北区弓之町1-20SKIPビル4F

◆サービス / ホテル・旅館・レジャー・浴場
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キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

児島プチホテル 岡山市北区平野１７０番地

西大寺グランドホテル 岡山市東区西大寺中２丁目１２番９号

天然温泉ゆずき 岡山市北区野殿東町3-25

東横INN 岡山駅西口右 岡山市北区奉還町1-12-4

東横INN 岡山駅西口広場 岡山市北区駅元町22-10

東横INN 岡山駅東口 岡山市北区駅前町1-7-3
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キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

両備県庁通り観光センター 岡山市北区錦町7-23 12月16日から適用

エイチ・アイ・エス 岡山駅前営業所 岡山市北区駅前町37121イコットニコット2階

ビューティフルツアー 岡山営業所 岡山市北区駅元町1-10ラヴィール岡山内

ヒロ・ワールド株式会社 岡山市北区国体町１番５号吉備システムビル２階

Nツアー 農協観光 岡山支店 岡山市北区磨屋町９番１８号 岡山県農業会館本館３階

株式会社ｎｔｓ 岡山営業所 岡山市北区西古松321-103エトワール岡山103

日本旅行 TiS岡山支店 岡山市北区駅元町1-1JR岡山駅構内1Fさんすて内

両備イオンモール岡山観光センター 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山2階

両備スカイプラザ 岡山市北区磨屋町10-12ｺｳﾂｳオアシスビル6階

L-デザイン事務所 岡山市北区吉備津2142-1

岡山クリスチャンフェロシップ 岡山市南区三浜町1-2-10

山陽新聞販売 中央支店 岡山市北区中山下2丁目5番50号

読売センター 岡山南 岡山市南区福浜町7-4

読売センター岡山東部 岡山市中区乙多見126-4

読売センター岡山東部 読売センター瀬戸 岡山市東区瀬戸町江尻1080-1

Mレンタカー 岡山市中区湊304-22 12月25日から適用

JAPAN C.R.C 岡山営業所 岡山市北区東古松485-4

JR駅レンタカー 手荷物岡山営業所 岡山市北区駅元町1-1-201

N-Pro-Factory 岡山市南区藤田425-411

Rental space Area29 岡山市北区奉還町2丁目8番15号

Think Camp 岡山市北区柳町2-11-20ダイトクビル2F

Heart Up World 岡山市北区建部町川口 １５２０番地１

ntsレンタカー 岡山営業所 岡山市北区西古松321-103

ウイズ ワタベ 岡山市北区今６−１９−８

オートワークス 岡山市北区青江5丁目16-24

スカイレンタカー 岡山南店 岡山市南区泉田２丁目１番１３号

スタジオバース 問屋町スタジオ 岡山市北区問屋町23-101-1F2F

スタジオバース表町スタジオ 岡山市北区中山下2−4−523F

セスティル 花ビルレンタル 岡山市北区丸の内２ー９ー１花ビル２０１

ファーストエイド中央郵便局前 岡山市北区中山下２−１−２０セシルビル６階

レンタル着物マイン 岡山店 岡山市北区本町4-18コア本町ビル３階

株式会社ＮＳＳ 岡山市中区倉田197-1

株式会社カーセンターカワサキ 岡山市北区白石東新町２番地１０３

三鼓 岡山市北区問屋町11-102MitsuzumiB.L.D4階

直島レンタカー 岡山市南区藤田425-174

日本駐車場開発株式会社 ニッセイ岡山スクエアビル 岡山市北区下石井2丁目2-5

日本駐車場開発株式会社 岡山駅前ﾋﾞﾙ 岡山市北区錦町1-1

服部パーキング 岡山市北区錦町２番１号

平成レンタカー 岡山駅前店 岡山市北区駅前町2丁目3-25ルフォン岡山駅前1F

平成レンタカー 岡山空港店 岡山市北区日応寺1072-1

平成レンタカー 岡山店 岡山市北区田中624-6

蓮室レンタカー 岡山市北区蕃山町2-19シルクビル2階

◆サービス / 旅行代理店

◆サービス / 電話・通信・ISP・テレビ・新聞

◆サービス / リース・レンタル
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

コーワン 岡山物流センター 岡山市中区新築港1-18 12月25日から適用

ランナバウト 岡山市南区新保７１ 12月25日から適用

Volkswagen 西岡山 岡山市北区今１丁目１番２５号 12月25日から適用

景山車輌 岡山市北区今岡２８６−６ 12月25日から適用

JEEP 岡山 岡山市北区平野555-2 12月16日から適用

PCリペアステイ岡山 岡山市南区福田343-31-202 12月16日から適用

（有）ガレージ近藤 岡山市東区光津５０９番地の１

（有）ニューオート 岡山市東区松新町５８番地

（有）大光設備工業 岡山市南区藤田５６１番地の６９

（有）中井モータース 岡山市中区中井２丁目８番１４号

A.P.T 岡山市東区鉄409-1-102

（株）ホンダオート岡山販売 岡山市中区平井1100-10

Air Style 岡山市北区天瀬南町７−１５−１ クレストヴェールＶ ２０２

Auto Body S 岡山市南区西高崎36-5

AUTO GARAGE レアレア 岡山市南区古新田277-5

KSTオート 岡山市南区浦安南町235

ＭＩＮＩ岡山 岡山市北区平野５５７−２

MINI岡山 NEXT 岡山市北区平野566-1

スズキサン庭瀬 岡山市北区平野 975番地の１

車のコザキ 岡山市南区古新田399-5

小銭モータース 岡山市南区東畦207-2

松下自動車 岡山市南区大福66番地

ａｄｖａｎｃｅ‐ａｕｔｏ‐ｍｏｂｉｌｅ 郡店 岡山市南区郡７０番地３

ａｄｖａｎｃｅ‐ａｕｔｏ‐ｍｏｂｉｌｅ 築港店 岡山市南区築港元町13−25

Audi Approved Automobile 岡山中央 岡山市北区野田3-18-6

Audi 岡山 岡山市中区高屋334-14

Auto house imsa 岡山市北区中仙道１ー２１−２１

AUTO STYLE A・K・G 岡山市北区辰巳44-112

autobahn y'zengi autobahn 岡山市南区豊成2-8-41

BEARD MOTOR CYCLES 岡山市中区倉田500-1

BIKE COLORS ハシモト 岡山市北区奥田2-4-21

BLA 岡山市南区内尾301-6

BRANCH 岡山市北区花尻ききょう町１５−１０７

Car consulting service Retry 岡山市北区今保240-12

Car Freak Max 岡山市南区西市117-6

CAR LADY FLASH 岡山市東区竹原１２０８番地１

CAR STAGE 岡山市南区大福168-2

CAR SUPPORT-TAKEMOTO 岡山市東区富崎686-1

CocoRo Company 岡山市南区藤田578-3

EURO AUTO 岡山市中区江崎490-11

Evolution 岡山市北区牟佐83-1

FEEL ONE 岡山市北区大元上町13-30

ＦＲＥＥ ＲＩＤＥ 岡山市北区御津金川５４０

Garage 1st 岡山市南区新保106-3

GAREGE AUTO T.N company 岡山市南区藤田579-7

GAREGE ROS 岡山市北区門前193-18

G-STYLE 岡山市北区花尻あかね町１１番地１０９

GTNET 岡山店 岡山市南区青江6丁目3-29

Heart Up Worid建部店 岡山市北区建部町川口１５２０−１

HNV株式会社 岡山市東区瀬戸町瀬戸６００番地

HS−STYLE 岡山市北区御津野々口1188-1

◆サービス / 自動車整備・各種修理
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

I&Iグループ 岡山市北区吉備津９８９

ＩＳ．ＴＲＡＤＩＮＧ 岡山市南区植松３１０番地５

JAGUAR 岡山 岡山市中区高屋334-14

ＪＡＯスズキオー卜株式会社 岡山市南区西高崎58-32

JERRY’S AUTO PARTS CENTER 岡山市北区青江4-23-9

Kamui Produce 岡山市北区門前252-2

Kazu Paint Works 岡山市中区桑野127-2

Kfactory 岡山市中区倉田208-10

KMロックサービス 岡山市南区東畦679-25

LIFE WALK 岡山市北区下中野350-107

lite-line 岡山市北区西辛川827-1

M’s garage 岡山市南区西紅陽台3-1-145

Mash−up 岡山市中区兼基143-1

mmAm 岡山市北区西辛川649-8

most of garage 岡山市北区撫川1032-1

Mouf. 岡山市北区今保189-1

MOVE JAPAN 岡山市東区竹原1440-3

MTN SPORTS 岡山市南区藤田425-178

NCJ Global Communications 岡山市中区藤原光町3-9-6

nexus 岡山市北区大安寺南町１丁目１番７６号

nexus 西工場 岡山市南区西市803−5

Nifty Auto 岡山市北区今保1006-2

NMK 岡山市南区新保６７９番地２５

NOJ岡山店 岡山市南区新保662-6

NYC株式会社 岡山市南区妹尾4130-2

oacs株式会社 中国エリア 岡山市南区新福１−１−４８

ONE BASE 岡山市北区南方4-2-1

PIT POINT 岡山市東区東幸西408-8

prime repair 岡山市北区問屋町9-101タイルビル3階

QUICKFIX 岡山富田店 岡山市北区富田410-2

RADIO・STAR 岡山市北区学南町2-2-2

re:Alive 岡山市南区海岸通2丁目1-33-4

Repair Kobo kobbit 岡山市北区表町１丁目９番４号

Route30 岡山市南区芳泉２丁目１７番３１号

ｒｕｓｈ 岡山市東区政津５８５番地１

SEPIONN 岡山市南区藤田564-158

SMUSH 岡山市北区御津下田2-3

ＳＴＡ 岡山市南区浦安本町32-4

ＴＯＴＡＬＲＥＰＩＡＲ リトライ 岡山市北区今保２４０−１２

TWO LINKS 岡山市南区藤田2011

Volkswagen Center 岡山 岡山市中区高屋334-14

WAオート 岡山市北区中仙道1-5-5

Wella Auto Repair 岡山市北区佐山434-5

WEST AUTO 岡山市南区妹尾3890-5

YKオート 岡山市北区下中野417-11

イースマイル 岡山営業所 岡山市北区横井上1681-3

イデアル IDEAL(イデアル） 岡山市南区藤田１４２０番地11

イナダオートサービス 岡山市南区内尾608-5

インパクト 岡山市北区撫川45-4

ウオッチ職人 岡山市北区新道２８−２

ウルトラ 車の買取1・2・3 岡山市南区新福１−２１−１０

エコ・ドライブ 岡山市中区浜1丁目12−5
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

エス・ケー整備 岡山市南区福吉町１７−１７

エスイズ 岡山市南区藤田1420-4

エスカーズ 岡山市南区川張８４３−１

エヌ・エフ・エー スズキ販売 内尾店 岡山市南区内尾２８５番地９

エバーグレイス コーティングアーツ 岡山市南区西市101-4

エフォート 岡山市東区鉄458番地

エフファクトリー 岡山市中区国府市場49-5

エムジーモータース 岡山市中区祇園７１０−１

オートアドバンス 岡山市東区升田556-1

オートガレージスマイル 岡山市北区平野568-1

オートガレージファイン 岡山市中区土田１８−２

オートグランドスーパーセブン 岡山市北区大安寺南町1-1-109

オートサービスエノエ 岡山市中区東川原１５２−１

オートサービス山崎 岡山市北区楢津648-5

オートステーションR 岡山市南区米倉91

オートスペース 岡山市南区福富西1丁目3-45

オートセンターサンライト岡山 岡山市北区西辛川832-1

オートビークル 岡山市北区中撫川２９６

オートボデーエム 岡山市南区藤田422-9

カーエイト八軒町 岡山市北区大井５０５番地の４

カークラブ 岡山市南区箕島1376-1

カーコレクションエムエム本舗 岡山市南区大福346-8

カーサポート難波 株式会社 岡山市北区川入1163-4

カーショップチャッツ 本店 岡山市北区白石東新町１２番地１００

カーステーション松尾 岡山市東区金田２７３−５

カーディテイリング専門店 アウェイク 岡山市南区新保603-5-1F

カーバイセル 岡山市北区楢津５３３番地３

カーファインインターナショナル 岡山市北区今保１４５番地の１

カーブティックイリエ 岡山市北区白石西新町10-100

カープラザジャック 岡山市東区瀬戸町森末296-1

カープロジェクトMKⅡ 岡山市南区内尾217-5

カープロデュースALTEX 岡山市東区東平島1171-3

カーボックス 岡山市南区郡1404

カゲヤマオート 岡山市南区曽根326-4

カシザキ電機 岡山市南区小串1136

ガルダオート 岡山市南区藤田2012

ガレージＢｌｏｏｍ 岡山市中区桑野７２２−５

ガレージダブルジョイ 岡山市東区広谷13-4

ガレージトライ 岡山市北区西辛川４５０−１

ガレージリアライズ 岡山市中区山崎182-11

カワサキ自販 岡山市南区泉田３４４

カントリーランド 岡山市南区植松558-1

キーパープロショップ エスクライム 岡山市中区兼基１３６番地１０

キムラ自販 木村自動車販売 岡山市南区浦安本町28-7

キャンベル岡山 岡山市東区沼1366-3

クラフトマン 岡山市北区下中野７０１番地の１０７

くるまのハヤシ 車検の速太郎 岡山西バイパス店 岡山市南区古新田1595-1

くるまのハヤシ 車検の速太郎 東岡山店 岡山市中区兼基227

くるま館 岡山市北区足守１６６９−１

グレイスカーズ 岡山市南区西紅陽台2-58-469

ケイエスケイ自販 岡山市北区今３丁目９番８号

コチラ自転車屋 2号店 2号店 岡山市北区番町1丁目1-29
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コチラ自転車屋 大元店 岡山市北区大元駅前1-15金田ビル事務所1F

コチラ自転車屋 本店 岡山市北区大供1-2-1磯村ビル104号

サイクルキッズ松島 岡山市南区彦崎２８００−１

サイクルギャラリーカヤマ 岡山市中区円山58-11

サクセス アルファ ロメオ岡山 岡山市南区米倉32−3

ササノオートサービス 岡山市東区瀬戸町宗堂７１８番地の３

サンネット 岡山市南区並木町２丁目１１番６７号

サンライン 岡山市南区古新田1198-1

シーボーイ笠岡店 アイズワン 岡山市南区藤田1788-6

じどうしゃ村 岡山市東区福治６２７番地１

シャイニングカー サクセス 岡山市東区鉄４１３番地の１

ジャストアップオート 岡山市東区矢津1403-1

しゃりん 岡山市中区桑野７１４−２−５

スアーヴ 本店 岡山市北区下中野３４９番地１１８

スキルオート 岡山市南区箕島1310-7

スズキアリーナ岡山南 岡山市中区藤崎483-36

スズキ自販高屋 岡山市中区高屋２８９−１

スパフランコルシャン 岡山市南区新保678-6

スマイルオート 岡山市南区妹尾2342-4

スマホスピタル ダイキ岡山店 岡山市南区藤田560-236DCMダイキ岡山店内

スマホスピタル岡山駅前店 岡山市北区錦町1-8折り鶴ビル2F

スルガ 岡山市南区浦安本町32−4

セカンドカートウ・ナン 岡山市東区西庄180番地

セコハン輪業 岡山市北区北⾧瀬本町４５８−４

タイヤサービス原田 岡山市北区撫川１３９７−１０

タイヤショップ松井 岡山市南区福成2-25-17

タイヤランド 岡山下中野 岡山市北区下中野459-4

タイヤランド 瀬戸 岡山市東区瀬戸町沖350-2

タイヤランド 泉田 岡山市南区泉田373-5

タムラ自動車販売 岡山市南区古新田27-4

たんぽぽ自動車 岡山市東区矢津1393番地

たんぽぽ自動車 本店 岡山市南区西市623

チェリーオート 岡山市南区藤田８８８番地の５

テックオート 岡山市南区千鳥町8-7

テックワールド 岡山市中区倉益378-16

テニスショップスリースター 岡山市北区伊島町1-2-15

デントリペア岡山 岡山市南区箕島1107-8

トータルオートサービス フレンズ 岡山市中区⾧利２２４番地３

トータルカーサービス BTJ 岡山市北区富原590-1

トータルカーサービス ジョイフル 岡山市中区兼基42-8

ドクターカーズ 岡山市南区郡71

ナイスガイ 岡山市南区豊成2-11-13

バイクの森 岡大前店 岡山市北区学南町2丁目5-2

パオワオ 岡山市南区西高崎６２−４９

パオワオ２号 岡山市南区西市98-1

バナナハンズ 岡山市東区金岡西町606-4

ビーグル塗装工場 岡山市南区曽根153ー2

ピットイン共和 岡山市南区新福1-22-18

ファルコン 岡山市南区阿津1694-5

ブブハウス 岡山市北区吉備津５９９番地の５

プライドワン 岡山市南区並木町2-11-18

プライムファクトリー 岡山市南区浦安南町495-70
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フルノ自工 本社 岡山市中区藤原36-2

ペイントショップ 岡田 岡山市南区藤田182-2

ベーシック 岡山市南区新保107-8

ベストワンオートモーティブ 岡山市南区豊成2-10-10

ベル・エキップ 岡山市中区倉田１９６番地３

ホットスタッフ 岡山市中区倉田５３５番地の１０

ボディショップ アクセル 岡山市南区古新田397-5

ボディショップ パーフェクト 岡山市北区撫川1032番地

ボデーショップＣＳげん 岡山市東区西大寺中野42-19

ボデーショップ林株式会社 岡山市南区藤田1790番地

マック片岡 岡山市中区雄町428

マルソーオートプラザ 岡山市北区東花尻４８−７

ミカド自動車株式会社 岡山市北区西崎1丁目1番38号

ミスタータイヤマン 西岡山 岡山市南区米倉１２０番１５

モーターベイスナルセ 岡山市北区平野568-3

ヤマナオート 岡山市南区福富中１丁目２番３３号

ヤマネモータース 岡山市北区青江４丁目２２番３０号

ヨシダオート 岡山市北区西花尻１１７２番地２

ラスター 岡山市南区古新田２８番地６

ラスター・オート 岡山市南区浦安南町147

ラスティーファム 岡山市東区升田408

ランドエス株式会社 岡山市南区藤田５６６番地１１５

リボーンスミス 岡山市北区久米２０９−１

ルバート 岡山市北区今１丁目１１番９号

レッドジャスパー 岡山市東区宍甘３７１番地８

ワンナップ 岡山市南区福吉町１番５号

安井自販 岡山市北区牟佐476-3

安心ロック 安心ロック 岡山店 岡山市北区学南町２−６−１３

伊丹車輌 本店 岡山市北区西山内１１６

井上屋 岡山市南区藤田１７８８−７

井上電機 岡山市中区倉富４０３−７

宇宙旅行 岡山市北区中撫川298-3

影本塗装 岡山市東区沼1301-1

延原板金塗装 岡山市中区中井４丁目３番１1-4

岡山スズキ自動車株式会社 岡山市南区泉田５丁目１番３号

岡山トヨペット Ｈｉ Ｔｏｕｃｈ東岡山 岡山市中区乙多見86-1

岡山トヨペット Ｓ．Ｓｔａｇｅ伊福町 岡山市北区伊福町1-20-12

岡山トヨペット ＷＡＶＥ築港 岡山市南区築港元町13-26

岡山トヨペット とう西大寺 岡山市東区西大寺中野589-4

岡山メカロードサービス 岡山市南区妹尾３８１０番地の６

岡山第一タイヤ 岡山市中区藤原７３番地の８

岡田オートサービス 岡山市北区庭瀬１３６番地の３

岡電装(有) 岡山市南区豊成２丁目７番３５号

岡洋自動車 岡山市北区下中野718-112

下山自動車 岡山市東区西大寺中野1-4

河原自動車 岡山市南区西市４８６番地の２

雅サービス 岡山市南区浦安南町185-3

株AJ安逹太陽自動車 岡山市南区新保653-16

株式会社BSS 岡山市東区上道北方728番地

株式会社ＥＳＴＩＬＯ 岡山市中区神下546-15

株式会社ＥＳＴＩＬＯ 軽ラボ 岡山市南区新保107-9

株式会社RODEO CROWN 岡山市南区あけぼの町4-11
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

株式会社エコピット 岡山市東区九蟠１１１９番地の８

株式会社エコピット 足守SS 岡山市北区足守1590-1

株式会社エムグローバル 岡山市南区豊成2-8-32

株式会社オートガレージK 岡山市南区福吉町28-17

株式会社オートリスペクト 岡山市東区瀬戸町沖２９１番地３

株式会社カーワークス 岡山市東区竹原１５４３番１号

株式会社くるまのポパイ 岡山市東区瀬戸町江尻１２７０番地の５

株式会社岸本 岡山市北区北⾧瀬本町11-48

株式会社西崎自動車 岡山市北区玉柏1833-2

株式会社大松自動車整備工場 岡山市南区新福２丁目１２番１７号

株式会社池上商会 岡山市北区御津金川２８４

株式会社鶴海モーター 岡山市東区浅越757

株式会社灘崎オートセンター 岡山市南区西高崎62-4

株式会社南備商事 岡山市中区今谷79番地3

株式会社服部システム 岡山市北区番町1-4-19

株式会社万治モータース 岡山市北区今保605-2

丸一商会 岡山市南区藤田889-5

丸増自動車 岡山市北区足守１５８３番地

協栄自動車 岡山市南区当新田108-2

近藤自動車整備 岡山市東区君津５３５番地の２

熊谷興産 岡山市北区青江５−２２−３４

景山車輌 岡山市北区今岡２８６−６

軽自動車.com 岡山青江店 岡山市北区青江1-22-3

軽自動車.com 東岡山店 岡山市中区下260-1

兼松車両 岡山市南区中畦385-4

鍵の開ロックサービス 岡山市東区草ケ部1051-51

元気印 岡山市南区新保１０７−５

元山自動車 岡山市南区中畦895番地の3

合鍵と靴の修理屋さん 岡山市北区駅前町1丁目8番地18号イコットニコット地下1階

三光自動車 岡山市南区藤田２３６−１

三友自動車株式会社 岡山市北区一宮山崎260-1

三友自動車株式会社 カーブリッジ 岡山市北区万成東町12-33

山形オート 岡山市南区小串2417-4

山崎自動車 岡山市北区富原3802-1

山中モータース 岡山市南区妹尾2302-2

山内自転車店 岡山市中区浜２−９−１８

山本商会 岡山市北区内山下1-10-4

山陽リバイブ 岡山本社 岡山市北区今６丁目８番１２号インペリアルビルⅠ１Ｆ

柴田自動車整備工場 岡山市南区福成2-25-27

車の買取123 岡山市南区新福1-21-10

寿タイヤサービス 岡山市中区⾧岡４６９番地２

松本モータース 岡山市東区邑久郷45-1

上田商会 岡山市北区平田119-108

仁屋車体 岡山市北区建部町田地子654

西山自動車工業(株) 岡山市東区瀬戸町瀬戸６４３番地の１

西日本三菱自動車販売株式会社 岡山店 岡山市北区今1-10-28

西日本三菱自動車販売株式会社 岡山東店 岡山市中区高屋134

西日本三菱自動車販売株式会社 岡山南店 岡山市南区青江6-5-9

石川塗装板金工業所 岡山市南区西市５０７−６

赤木モータース 岡山市南区藤田２０２２番地の２

川西自動車 岡山市東区東平島1365-1

泉田マイカー 岡山市南区泉田２丁目３番１４号
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

洗車職人 岡山店 岡山市北区大安寺南町１丁目１番７６号

全日本ミシン 岡山本店 岡山市北区青江６ー１ー７

創car堂 岡山市南区西市544-1

早川鈑金塗装 岡山市南区浜野４丁目１７番３１号

草谷モータース株式会社 岡山市北区高松２２０番地の１

大栄自動車 岡山市南区新保５５７番地の１

中村タイヤ 岡山市東区西大寺中野501-5

仲原自動車工業 岡山市東区東平島1418-5

⾧田自動車整備工場 岡山市東区金田１０４５番地の３

津島自工 岡山市中区高屋304-1

定光鈑金 岡山本店 岡山市南区古新田１０５６番地

定光鈑金 白石支店 岡山市北区白石東新町7-103

田中自動車整備工場 岡山市北区東古松２１３番地８

渡辺自動車 岡山市南区洲崎２−６−２１

藤井商会 岡山市北区錦町１−９

楠本コートワークス 岡山市東区楢原422-1

梅木商会 原尾島店 岡山市中区原尾島3-14-26

梅木商会 中央店 岡山市北区南中央町12-3

梅木商会 本店 岡山市北区南中央町12-9

白神自動車 岡山市中区江並75-24

不二オートサービス 岡山市北区下中野３０５番地の１２

武田商会 岡山市東区神崎町２１７４番地

福岡自動車 岡山市北区庭瀬３２６番地

福島車輌 岡山市中区平井1105-4

豊成モータース 岡山市中区江崎４６０番地の８

野村自動車 岡山市中区桑野701-18

弥生自動車 岡山市北区上中野1丁目8-13

有限会社 栄進自動車 岡山市南区北浦７３８番地の１

有限会社 岡オート商会 岡山市北区吉備津271-1

有限会社IKカンパニー 岡山市北区松尾789-1

有限会社K.M.T 岡山市東区瀬戸町万富９４３番地７

有限会社イモトモータース 岡山市北区西古松２丁目１５番５号

有限会社オートジェラン 岡山市北区青江5-23-45

有限会社ガレージインペリアル 岡山市中区下４２０番地

有限会社コレクション・ボーイズ 岡山市南区浦安本町101-2

有限会社ダイマル自動車 岡山市南区富浜町1-27

有限会社タカオ車輌 岡山市東区宍甘291-1

有限会社でいとな 岡山市南区福田161-3

有限会社ナンビモータース 岡山市中区高屋１６４番地の８

有限会社フォレスト・プランニング 岡山市南区新保1155番地の11

有限会社フジオート 岡山市南区川張８４３番地の１

有限会社ヤマダ商会 岡山市南区大福827-3

有限会社レッドゾーン 福田支店 岡山市南区福田183-2

有限会社出射自動車 岡山市東区邑久郷４６２番地の２

有限会社備前タイヤ 岡山市東区西大寺中野487

萬治屋 岡山市北区中撫川４０３番地３

鈑金塗装カタギリ 岡山市東区南水門町５８１−１
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

アベルホーム 岡山市北区今３丁目１０番１０号 12月25日から適用

elfa 岡山市南区西市５９１番地の５ 12月16日から適用

向井設備 岡山市南区西紅陽台3-1-145 12月16日から適用

佐山住器 岡山市南区浜野３丁目２０番４０号 12月16日から適用

(株)ヴィータ・デザイン 岡山市北区庭瀬４８７番地２

（有） 田中設備工業 岡山市南区藤田３４７−９

（株）ハジメ設備 岡山市南区福田83番地

セキスイファミエス 岡山支店 岡山市北区今１−７−１１

ニシヒラ設備 岡山市北区辰巳 27-102 301

横川建築 岡山市北区万成西町 18-26

佐藤瓦 岡山市南区浦安西町80

重藤組 岡山市南区福成3丁目6-22重藤ビル1Ｆ

白崎工業 岡山市南区大福430-6

ｅ−ｃｏｍ 岡山市南区築港元町１−２３号

Garden Monster 岡山市北区吉備津602-1

KNP 岡山市北区下中野303-11

lifeport 岡山市北区足守1682-1

Ｍ’ｓデザイン 岡山市東区東平島１２１８−１

ＭＡＩＬクリエーション 岡山市北区広瀬町１５−３２

NEWTRAL DESIGN 岡山市南区藤田680-9

T-Decorating 岡山の壁紙職人 岡山市北区吉備津737

アクセント 岡山市中区倉田３８３−７

アドバンステック株式会社 岡山市北区吉宗５１６番地６

アトリエ シャルアーツ 岡山市北区富田173-1エクセルメゾン岡山1003

あんしんホームレスキュー株式会社 祐一朗 岡山市南区浦安南町３６８−１古米貸家北側B-1

おうちの達人 岡山市南区藤田２０１１−１

カスケホーム 岡山店 岡山市北区田中137-111

くらし設備 支店 岡山市北区奥田西町2-3

ジェーシートレコム 岡山市北区今７丁目１５番４５号

トソシエ 岡山市北区東古松１丁目９番６号

ニッカホーム岡山西営業所 岡山市北区今8-16-22

ニッカホーム岡山東営業所 岡山市中区兼基172-1

ハシモトホームズ 岡山市南区福成2丁目21番31号

ファクトリィ 岡山市北区西古松２−３−３１アーバンハウス大元１０２

プロタイムズ岡山南店 岡山市南区浜野4-3-32

ミムラ建装 岡山市南区福富中1丁目16-13-3

岡山住宅リフォーム 岡山市南区内尾72-6

岡山水道センター 岡山市南区豊成3-23-30

株式会社ＯＦＦＩＣＥ ＹＫ２１ 岡山市中区山崎１７８−３

株式会社エステクト 岡山市南区浦安本町２１番地１６

株式会社ベストホーム 岡山市中区倉田３８７番地３

株式会社山根建材店 岡山市東区西大寺中野４番地の１１

株式会社至誠工務店 岡山市北区田中５８５番地

株式会社立建 岡山市南区浦安西町32番地の21

山本内装 岡山市南区山田１３６８番地２０

松浦畳店 岡山市南区福富東2-36-10

積水ハウス 岡山オフィス 岡山市北区大元駅前3-50

池田電業 住まいのおたすけ隊 岡山市北区下伊福１丁目２番７号

土井 リフォーム匠 岡山市北区富原２９３３−１

八光電設 岡山営業所 岡山市北区富田407-4

有限会社高島建設 岡山市北区撫川２５３−９

◆サービス / 住宅建設・リフォーム
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

有限会社三葉電気工業所 岡山市北区十日市東町4-24

廣安瓦建材 岡山市北区御津宇垣１３番地の５
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

オーバルスポーツコム 円山 岡山市中区円山125-1 12月25日から適用

オーバルスポーツコム 妹尾 岡山市南区妹尾819-4 12月25日から適用

ステラ下中野店 岡山市北区下中野１２３０−１明御ビルＣ 12月25日から適用

&lab 岡山市北区下中野2丁目4番8号

FIrsT GYM 岡山市北区新屋敷町 3-2-3

Xtry 岡山市北区下中野３７７−１ ベスト電器岡山本店１Ｆ

ARTIST 岡山市北区庭瀬294-3アーバンライフ庭瀬103

BETORE 岡山市北区中仙道１−１−１２−２Ｆ

CHARME 岡山市北区西古松西町1-10

ＣＲ Ｗｅｌｌｎｅｓｓ 岡山市北区十日市西町１１−７

L.Jarre 岡山市北区今4丁目15-21犬飼ビル

Okayama trees 岡山市南区芳泉5-32-1FグランデA102

RUTA 岡山市北区上中野2丁目4-83階

ＳＴＥＬＬＡ 岡山市南区新保１６１１−１ガラクシアトーレ４階

UP LIFE GALLERY 岡山市北区奉還町1丁目6-7奉還町1丁目ビル3階WEST号室

W-FIT24 岡山新保店 岡山市南区新保685-1

ウエルネスデザイン 岡山市北区西古松2-26-22ＢＩＯプラザ10135室

スタジオ ル・ポ 問屋町店 岡山市北区問屋町24-103大武商事ビル102号

ダイエットジムRITA-STYLE 岡山駅前店 岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6F

パーソナルトレーニング tomonote 岡山市北区東古松488-11-2F

パーソナルトレーニングジム グランス（GRANCE） 岡山市北区十日市西町６−１６

パーソナルトレーニングスタジオ スパークル 岡山市中区平井3丁目885ー2

ビプラス 岡山市北区問屋町8-101BOOTHHAUS3C

フィクステージ 岡山市南区西市233-6

ホットヨガ＆コラーゲンスタジオアズ岡山店 岡山市北区下中野1407-1ノアインドアステージ岡山内２F

ボディ＆バランス 辰巳店 岡山市北区辰巳４２１番地１（３０１）

加圧クラブ 岡山十日市店 岡山市北区岡南町2丁目299-1TSUTAYA店内

健康屋 岡山問屋町店 岡山市北区問屋町9-102RETIOBODYDESIGN2階

表町桃太郎ジム 岡山市北区表町２丁目6番64号電雷館3階

木かげ 岡山市北区西古松2丁目16-14

◆サービス / フィットネスジム
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

ecole 岡山市北区出石町１丁目８−22明比ビル１階 12月25日から適用

Cipria 岡山市北区清輝橋２丁目１ー４井上ビル１０２ 12月25日から適用

ネイルサロン ダブル 岡山市北区中央町4-23 12月25日から適用

Marilyn's Rose 岡山市北区表町1-9-51Deuxfoyerビル2F 12月25日から適用

Private Salon style 岡山市北区北⾧瀬表町3-9-21セントフォレスト206 12月25日から適用

Atelier Le Lien 岡山市北区柳町2-7-15柳町Aマンション1F 12月16日から適用

Moana 岡山市南区藤田651-11 12月16日から適用

nail × nail 岡山市中区江崎10-1 12月16日から適用

NAILgallery GODAI 岡山市南区築港栄町28-5ポレスターブロードシティ307 12月16日から適用

Naturalcare L'ecrin 岡山市北区内山下2-6-5 12月16日から適用

Ti Amo 岡山市北区本町1−10第６三信ビル201 12月16日から適用

～うるつや空間～Epiphany 岡山市南区新福2-4-19

Body Meee ! 岡山駅前店 岡山市北区錦町 1-24 海成第二ビル2F

CEサロンLucy 岡山市東区瀬戸町瀬戸385-1 シェンブラ瀬戸A101

feliz. 岡山市北区青江 5-15-33 あとりえビル2階

moco nail 岡山市北区表町 1-8-59 M’sビル2F

Nail Mix 岡山表町店 岡山市北区表町1-10-12 表町山田店舗1F･2F

nail salon sunny 岡山市北区京橋町 7-13 PIA SMART京橋101

Nail's pixie 岡山市北区問屋町 4-103 サーパス問屋町レジデンス1305

RepNailSalon 岡山市南区福富西3-7-40 三宅ビル2Ｄ

SALON Claire 岡山市北区田町 1-1-3 西川コーポ802

SWING Nail Salon 岡山市北区奉還町 2-9-5

エステティックサロン プリティーフェアリー 岡山市北区菅野 4412-1

シュペルノーヴァ 岡山市北区奉還町 3−1−39−2

スキンケアサロンcorail 岡山市北区中井町 1-5-31 ファミーユLIMO 101号

たるみ専科プリエ 岡山市北区本町9-20 プティハイム 1F

桜さくら 岡山市中区山崎129-21

小顔コルギサロンCHIARA 岡山市北区西⾧瀬 1216-2

上の町クリニック 温salon 岡山市東区西大寺上2-9-26

adatto’ 岡山市北区大元1-1-7カクサンビル507

Ajujunail 岡山市南区新保667-14大岩ビル2FA号室

Amie 岡山市北区中井町2-2-45

AMULET 岡山市北区南中央町2−8セシルタワー1F

Art Studio gLAsse 岡山市北区本町10-22本町ビル609

ＡＹＵ 岡山市北区中央町3-8(2F)

BBsalon 岡山市北区平野622-23ワークスペース平野203

BELTA NAIL 岡山市南区豊成3丁目２１−７ライズガーデン参番館203

Body Meee ! 岡山市北区問屋町26-102沢井ビル2F

Chance 岡山市北区丸の内1-14-6

COHA nail and art 岡山市中区藤崎564-3

Esthe salon VIVO 岡山市北区今7-24-21

eyeny.brow 岡山市北区清輝橋3-8-13朝日プラザ岡山サウスフロント1F

Flor flor 岡山市南区下中野１４−１ハーベスト下中野２０８

FOOD COSME STYLE 岡山市北区津島福居1-3-3セコンドキャステロ津島208

Health & Beauty Salon en 岡山市南区当新田452-1

La Rocco 岡山市南区西市６５１番地

Le Lien 岡山市東区政津213-2

Lis Fiore 岡山市北区富田516-10ワイズスクエア101号室

Lulu 岡山市中区藤崎576-4オフィスM206

Macha nail 岡山市中区国富2ー17ー5ー2F

mamiNAIL 岡山市北区広瀬町15-3

◆サービス / エステティックサロン
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

meguri 岡山市北区延友419-2is延友A101

mint mint 岡山市北区辰巳5-101

mio sweet nail 岡山市北区表町1-11-1中之町第1ビル201

NAIL CLINIQUE NailCure&EyeCure 岡山市北区平和町3-6シャトー平和町１F

Nail Laulea 岡山市南区松浜町7-6ミモザ館101号室

Nail Mico 岡山市北区田中591-14サニーコスモⅡ106

nail 'oli 岡山市北区辰巳11-113

naiL pom.M 岡山市北区駅前町2丁目6-7池田ビル102

Nail salon Cachecache 岡山市東区松新町149-13

nail salon CREARGE 岡山市北区富田293-1

Nail Salon Le’chat 岡山市北区上中野1-17-24

Nail Salon Lily 岡山市北区磨屋町1-5セシルプラザ702

Nail salon Penny 岡山市北区磨屋町１−１サンホーム岡山駅前ビル201

nail sister 岡山市北区中仙道2-26-8⾧瀬マンションII-101

ＮＡＩＬＳ とんぷそん 岡山市南区福富中１丁目２ー８ＮＹビル３０１

NailSalon CLOVER 岡山市北区平野1100-1ハローズ庭瀬店建物内

nailsalon PEARL M 岡山市中区海吉1759-24ファルネーゼ海吉301

NOTE NAIL 岡山市北区表町3-18-52吉本ビル5Ｆ

PICK-UP Dolce 岡山市中区⾧岡406-1

Pixy 岡山市中区倉田527-13ネクスト倉田東館403号

Plein de Bonheurs 岡山市北区大安寺南町1丁目8-35-2ボナールコート102

Salon Maetel 岩盤睡眠浴 はいむるぶし 岡山市南区並木町2-13-14

salon×school Nail L'Ateleir OKAYAMA 岡山市北区東古松215-6丸山ビル二階

SalonIriyama 岡山市北区今3-11-14

Smooth 岡山市北区今4-15-20アウルステージ今701

Ｓｔｅｌｌａ 岡山市北区富田516-14

VI-PROSPER 岡山市北区富田346-5ツアンガーデンB102

Viv-run 小顔＆ボディメイク 岡山市北区駅前町1丁目10ー17ベル3F

アウラエイジングエステサロン 岡山市中区平井3-887-1

アロマサロン ～Le mercie～ 岡山市中区藤崎73-21

アロマサロン Twilight 岡山市北区島田本町2-3-9クロダハウス1F

アンリラ 岡山市北区大元1-7-7大益ハイツ103号

イピア 岡山市北区下中野1407-6cocoro内

エステティックサロン JEWEL。 岡山市東区瀬戸町下396-11

エステドゥボーテ ラ・フィーネ 岡山市北区下中野708-105-102

エンジェルフィート 岡山市中区円山115ー1ハピーズ円山

サロン イリス 岡山市中区高島新屋敷333ドミール山川203

シンクロニシティ 岡山市北区津島京町３丁目６番３６号ビ・ウェル津島京町903

スイッチ パーソナルボディメイクスイッチ 岡山市北区内山下2丁目6-11GRACE21-202

トータルビューティーエレノア 岡山市北区今3-24-20今宮コーポ１０３

ハピネス なでしこサロン 岡山市北区今8丁目1-24あすなろコーポレーション202

ビューティーサポート 岡山市北区中央町3-12難波ビル2F

ビューティー屋.さーちゃん 岡山市東区金田258

ファイブセンス 本店 岡山市北区奉還町3-7-2

フェイシャル専門店 organic salon～ねろり～ 岡山市南区藤田507−14

プラージュボーテ 岡山市中区原尾島3丁目8-53-2F

ボディコアヒイロ 岡山市中区雄町318-4

マイペンライ 岡山市北区表町2-2-46ハウス悠201号室

まつげふさ子 KIRA 岡山市北区上中野2丁目４番８号

ミネクリエーション Minette.nail 岡山市北区西古松2-7-12

メナードフェイシャルサロン ララナチュール 岡山市北区十日市西町9-17グランディール十日市３０３

メンズ脱毛サロンOCEANS 岡山市北区大和町1-9-20プレジィール大和町1階
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

わたしのハイフ。 岡山店 岡山市北区野田屋町1-1-17第2セイワビル3F

腰痛専門 森の整体院ぼかし 岡山市北区中島田町２−７−８

再生美容サポートエステ one’s own 岡山市北区西古松2丁目26-16上杉第7ビル505号

小顔矯正サロン caloma 岡山市南区当新田355-33

腸もみエステサロン SARA 岡山市北区田中１１６レジデンス十和

美骨艶肌サロン TORIE 岡山市北区白石62-1

美骨艶肌サロン TORIE 下中野店 岡山市北区下中野348-103chihiro’sカンパニィー2F
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

三ツ星レッスン 岡山 岡山市北区三門東町５番２７号グレースハイツ３０２号 12月25日から適用

BEE'S KNEES ACADEMY 岡山市北区富町2-4-4-2階

COOKING LABO DILETTO 岡山市北区平田107-135

ｅｍｂｅｌｌｉｒ ｄａｔｅ 岡山市南区西紅陽台２−５８−４６４

Flower Yosixyu-Ru 岡山市東区西大寺南2-11-3

Kダンスファミリー 岡山市中区清水2-8-58-3

Margarete 岡山市中区江崎39-5

Music Place KISHIMOTO イベント 岡山市中区四御神264-6

Radiant Color12 岡山市北区川入８２３−３

Rumy’s Finishing School 岡山市北区丸の内1-12-17丸の内倶楽部301

TAEKO MAGICメイクレッスンアカデミー 岡山市北区内山下1-14-5アウルスタイル内山下306

VoiceMaster 岡山校 岡山市東区可知4-10-21益野マンション4階

Coco Tone Piano Academy 岡山市北区問屋町 7-102 Booth BLD South Wind302号

Gran flower coordinate 岡山市南区築港ひかり町5ｰ15

Pecco 岡山市北区磨屋町 8−20 501

Salon de briller 岡山市北区新屋敷町 1-2-22 ロイヤルガーデン新屋敷611

イングリッシュ プラネッツ 岡山市北区駅前町1-8-1サムライスクエア

オカヤマ ドローンステーション 岡山市北区奉還町 ２丁目９番１６号

ジオンミュージックスクール 岡山市北区大供 1-3-15 内田ビル1階

資格の学校 LA PETITE FLEUR 岡山市北区問屋町9-101 ﾀｲﾋﾞﾙ3階 fabbit岡山問屋町

あき シニアライフサポート 岡山市南区妹尾2407番地94

ウェルビー 岡山駅前センター 岡山市北区本町6-36第一セントラルビル3階

オフィスSoleil 岡山市北区表町1-11-1中之町第一ビル

キシモトヒロカジムショ 岸本浩加着物教室 岡山市東区可知1-62-9

くまの森パソコン倶楽部 岡山市北区庭瀬１８７番地９

スポーツ塾 フェニックス 岡山市南区新保685-20

ダンススタジオ ブルーム・ワン 岡山市北区野田屋町２丁目６−３ニュー岡ビルマンション

ダンススタジオVERTEX 岡山店 岡山市北区富町2-8-7

ダンススタジオVERTEX 灘崎店 岡山市南区片町1079

チェリエヴォーチェアカデミー 岡山市北区奉還町２−６−２

ちほ着付け教室 岡山市南区藤田425-644

ともいき塾 岡山市東区瀬戸町光明谷263-1

ぴあのん音育教室 岡山市南区西市１１７番地の４喜多商事内レッスンルーム

ベリーダンスアトリエ麻ノ葉 岡山市北区内山下二丁目１１番５号

マキコ タップダンス スタジオ 岡山市南区福島1-5-6

メイプル英会話スクール 岡山校 岡山市中区東川原150

ユイ・マネジメント・ラボ 岡山市北区表町１丁目１０番３４号山陽ビル２階

ゆめみフルート教室 岡山市中区原尾島３−９−６

岡山新堀ギター音楽院 岡山本院 岡山市北区駅前町１丁目３−６小峠ビル3F

岡山新堀ギター音楽院 西大寺教室 岡山市東区西大寺中2-8-9トベ東ビル2F

加藤学オフィス 岡山市北区上土田101

玉龍堂 岡山市北区問屋町9-101タイルビル３F

守屋クッキングスクール 岡山市北区中山下2ー１−２０中山下セシルビル4F

日本救命協会 岡山市北区南方2-13-1ゆうあいセンターL32

和 パソコン教室 岡山市中区兼基２２３

◆サービス / 学習塾・語学教室・パソコン教室・カルチャースクール
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

(株)エムシーオー 岡山市北区富町２丁目７番５号

Amour 岡山市北区柳町1-14-18ピア1ビル4F

Liliana 岡山市北区中央町3ー37第五ビル5F

ジョイカウンセリングスクール岡山校 岡山市北区駅前町1-8-1岡山新光ビル5Fサムライスクエア内

ヘアーサロン サカノ 岡山市南区藤田1684-24

よもぎやす 岡山市北区野田屋町2丁目10番7号ポレスター野田屋町弐番館203号

蓮華 岡山市北区柳町１４−１９コトブキビル４Ｆ

◆サービス / 接客業
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

ナオキ整骨院 岡山市中区乙多見１２１番地５ 12月25日から適用

ヴァーテブラ整骨院 岡山市北区野田３−５−８安井ビル１階 12月25日から適用

クリエ鍼灸整骨院 岡山市中区東山2丁目8-23 12月16日から適用

まちばり鍼灸院 岡山市南区豊成3-7-1メゾンエルドラド103 12月16日から適用

１０−２ＬＡＢ 岡山市北区東古松４丁目７−５−３０５

Ｃｈｅｓｔｎｕｔ 岡山市北区津島笹が瀬４−５２ー１０２

ＤｅｃｏＲｅｌａＭａｈａｌｏ 岡山市北区幸町５−２１ー１Ｆ

ｄｏｍｏ 岡山市南区若葉町１８−１０

Ｆｒｕｉｔｉａ 岡山市北区表町２−７−２小松原ビル２Ｆ

Ｊｉｎ 岡山店 岡山市北区駅前町２−３−１２カーサスタチオーネ１０３

Ｋスタイル整骨院 岡山市南区福富東2-32-45

Love整骨院 岡山市北区田中１１７−１０５

ＰＩＵ ＬＩＬＩＡＮＡ 岡山市北区本町２−１０ＳＥＣビル６Ｆ

Ｒｏｓｅ Ｂｅａｕｔｙ 岡山市北区錦町８−２４錦ビル３Ｆ

UNIVERSE 鍼灸院 岡山市北区田町2-1-1木村ビル1階

のどの整骨院 岡山市北区野殿東町 1-27

まちだ鍼灸接骨院 岡山市北区中山下二丁目 7-6

整骨院 桜花 岡山市南区福富西3-7-25

大供一丁目整骨院 岡山市北区大供 １丁目 ６−１７ エクセレント大供1F

大元駅前整骨院 岡山市北区東古松 3-3-32 ウィンクルム東古松BⅢ

あいあい整骨院 みなみ分院 岡山市南区新保1314-2Diario1F-A

あいあい整骨院 大安寺本院 岡山市北区大安寺南町2丁目1084-2

アクア整骨院 岡山市中区浜1-12-18

アサーナ 岡山市北区表町2丁目2-52

アロマサロン こころ 岡山市東区瀬戸町沖２１２−９

いろは整骨院 岡山市中区山崎230-4

ヴァーテブラ整骨院 岡山市北区野田３丁目５番８号

うれしい整骨院 岡山市北区楢津596-1

えかお回復整体岡山 サロン光 岡山市北区大供表町2-16

おおふく鍼灸院 岡山市南区大福３０７−８

おひさま骨盤接骨院 岡山市北区東古松1-5-20

オリエンタルフォレスト治療院 岡山市北区岩田町6-6

カイロプラクティック健寿 岡山市北区下伊福上町１７−８−１０１

キュアQ’a鍼灸サロン 岡山市南区福田457-1

クローバー治療院 岡山一宮分院 岡山市北区一宮４６７−１

こりとるマッサージラボ 岡山市北区平野862-1

こりらーく 岡山市北区奉還町2-15-2

さくら整骨院 西川店 岡山市北区駅前町2-6-25

ジール整骨院 岡山市中区門田屋敷2丁目2-19ラルゴ門田屋敷1F

ジール整骨院 泉田院 岡山市南区泉田3丁目2-31

しばた整骨院 岡山市中区海吉１８４７−５

しらお鍼灸院 岡山市南区築港緑町1-16-8

スタイル鍼灸整骨院 岡山市南区万倍１３−２

はーと整骨院 岡山市南区大福432-22クリオビル1階

はぴねす・すたいる株式会社 はぴねす鍼灸整骨院 岡山市北区下中野350ー105

はり きゅう 治療院 治 岡山市北区表町2ー1ー54

はり・きゅう・マッサージ ばらんす 岡山市中区国富4-5-3

はりきゅう みどりねこ 岡山市北区伊福町2丁目15-25

ひかり整骨院 岡山市北区十日市西町6ー16

ふくだ整骨院 岡山市南区古新田981-1

みさと鍼灸院 岡山市北区宿本町8-52-6

◆サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、接骨院、整骨院）
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

みどりまち接骨院 岡山市北区上中野1-19-45

ムネトモ鍼灸院 岡山市北区今7-6-25

めばえ鍼灸整骨院 岡山市北区神田町1-13-17

ゆう整骨院 福田院 岡山市南区福田532-11-102

ゆう鍼灸整骨院 新福院 岡山市南区新福1丁目1番53号

ゆかり整骨院 岡山市南区松浜町14-15オフィスK1F

ゆるりら治療院 岡山市北区西崎１−３−１６−５０２

リフレッシュサロンＢＩＪＩＮ 岡山市北区中仙道５７−１０８

りょう鍼灸整骨院 岡山市北区津島笹が瀬1-5メゾンなかやま1F

ルアナーム 岡山市南区泉田３−４−１３

芦田治療室 岡山市北区今3-3-17

按鍼堂 岡山市北区神田町1-9-12リトルハイム神田１０１

伊弉祇整骨院 岡山市北区野田屋町1丁目5-9野田屋パレス１F

近藤治療院 岡山市北区今3-4-16

健幸サロン 大足 津高店 岡山市北区富原３７８８−１

健幸堂 本店 岡山市北区駅前町１丁目７−２０

五気⾧生療院 岡山市北区庭瀬70-6

山田整骨院 山田整体院 岡山市北区高松原古才258

手もみ屋本舗 妹尾店 岡山市南区妹尾2321-1

秋山鍼灸接骨院 岡山市北区奥田1-9-10

小原整骨院 岡山市南区下中野1407-6

小林整骨院 岡山市北区南方３丁目７−２６

上気元整骨院 岡山市北区東古松４８８−１０

城東台治療院ふくはら 岡山市東区城東台西2-1-2

森の整体院 ぼかし 岡山市北区中島田町２丁目７−８二葉ゴム工場内敷地

整体理楽 岡山市北区中山下1丁目2ー30中山下赤松ビル405

仙手道整骨院 岡山市北区下中野1230-1

朝日医療大学校附属 あさひ整骨院 岡山市北区奉還町２丁目７番１号

天照館 なごみの癒 岡山市中区清水２−８−１５

並木町の整骨院 岡山市南区並木町1-15-9

訪問はりきゅうＫＥｉＲＯＷ岡山東区ステーション 岡山市東区広谷474番地17

陽だまり鍼灸整骨院 岡山市南区洲崎３丁目１５番３１号

和ごころ 岡山市北区西古松１−３７−８大守ビル２Ｆ

鍼・灸・マッサージ 福匠庵 岡山市南区福田134-12

鍼Glitter. 岡山市北区大元駅前10-20

鍼の一平堂 岡山市北区京町10-1

鍼メディカルうちだ 岡山市北区本町5-20高島屋東館3階

鍼灸 からだコンディショニング岡山 岡山市中区中井2-2-1-3

鍼灸マッサージにこにこ治療院 岡山市北区津高７８−１
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キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

アオイ祭典 ひとひら 岡山中央店 岡山市南区福富中1-1-11

アオイ祭典 ひとひら 東山店 岡山市中区桜橋4-5-37

アオイ祭典 ブライダルセンター 岡山市北区大元上町12-11

アオイ祭典 岡山中央会館 岡山市南区福富中１丁目１番７号

アオイ祭典 吉備会館 岡山市北区西辛川646-5

アスカフューネラルサービス ひとひら 東山店 岡山市中区桜橋4-5-37

アスカフューネラルサービス ひとひら岡山中央店 岡山市南区福富中１丁目１番１１号

アスカフューネラルサービス ブライダルセンター 岡山市北区大元上町12-11

アスカフューネラルサービス 岡山中央会館 岡山市南区福富中1丁目1-7

アスカフューネラルサービス 吉備会館 岡山市北区西辛川646-5

オブジェ 西大寺 岡山市東区西大寺東1-5-11

たけべシオンホール 岡山市北区建部町西原947-8

ブライダルセンター・ハート 岡山市北区大元上町12-11

ブライダルセンター・ハート ひとひら 岡山中央店 岡山市南区福富中1-1-11

ブライダルセンター・ハート ひとひら 東山店 岡山市中区桜橋4-5-37

ブライダルセンター・ハート 岡山中央会館 岡山市南区福富中1丁目1-7

ブライダルセンター・ハート 吉備会館 岡山市北区西辛川646-5

岡山アルディ（株） 岡山市北区清輝本町5-36

冠婚葬祭こころの会 ひとひら 岡山中央店 岡山市南区福富中1-1-11

冠婚葬祭こころの会 ひとひら 東山店 岡山市中区桜橋4-5-37

冠婚葬祭こころの会 ブライダルセンター 岡山市北区大元上町12-11

冠婚葬祭こころの会 岡山中央会館 岡山市南区福富中1丁目1-7

冠婚葬祭こころの会 吉備会館 岡山市北区西辛川646-5

石田葬祭 岡山市中区⾧岡２６０番地

総社花萬 総社セレモニーホール高松 岡山市北区小山221-1

東部典礼 岡山典礼会館 西館 岡山市東区中川町602-1

東部典礼 川東営業所 岡山市東区西大寺浜699-1

東部典礼 本店 岡山市東区富士見町１丁目２８番１号

飛鳥グループ ひとひら 岡山中央店 岡山市南区福富中1-1-11

飛鳥グループ ひとひら 東山店 岡山市中区桜橋4-5-37

飛鳥グループ ブライダルセンター 岡山市北区大元上町12-11

飛鳥グループ 岡山中央会館 岡山市南区福富中1丁目1-7

飛鳥グループ 吉備会館 岡山市北区西辛川646-5

法要庵 ひとひら 岡山中央店 岡山市南区福富中1-1-11

法要庵 ひとひら 東山店 岡山市中区桜橋4-5-37

法要庵 ブライダルセンター 岡山市北区大元上町12-11

法要庵 岡山中央会館 岡山市南区福富中1丁目1-7

法要庵 吉備会館 岡山市北区西辛川646-5

◆サービス / 冠婚葬祭
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キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

Blue line gloup 岡山市北区大元駅前１０−２１

OUCカエロカー 岡山運転代行 岡山市中区西中島町2-3

α代行サービス 岡山市中区門田文化町3-6-15サンライズ門田文化町202

アクト・フォー F・K3 岡山市北区南中央町2-5

エイト代行 岡山市南区西市486-2

ココ代行 岡山市北区岡南町２丁目２−１５

ツジツウ 岡山市中区原尾島３丁目７−７エスポアール22の305号

岡山スター代行 岡山市中区藤崎478-42

株式会社総合代行 岡山市中区原尾島２丁目18-35

一般社団法人すこやかのわ 岡山市南区築港栄町１６番１４号

岩田豪事務所 岡山市北区天神町4-7

行政書士重森良太事務所 岡山市北区平野９００番地１２

三宅晴久税理士事務所 岡山市北区広瀬町3-3島本ビル501

山本事務所 岡山市北区大元上町1-23

司法書士法人 東亜国際合同法務事務所 岡山市南区植松530-16

中村法律事務所 岡山市北区内山下2丁目1-12西村ビル6階

◆サービス / 運転代行業

◆サービス / 医療相談、法律相談
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

D’s design 岡山市南区新保605-2 12月25日から適用

aroma & foot salon fuaro 岡山市南区曽根３４９ー６７ 12月25日から適用

Photo atelier HOMARE 岡山市南区大福65 PhotoatelierHOMARE 12月25日から適用

D’s design こみんかはうす 岡山市北区駅前町1丁目8-18 12月25日から適用

ｻｴ･ﾊｯﾋﾟｰ･ｱｰﾄ･ﾌｧｸﾄﾘｰ 岡山市北区舟橋町５−２７ 12月25日から適用

salon Felice 岡山市北区西古松1-15-9 12月25日から適用

K'sセラピールーム 岡山市北区西古松241-101 12月25日から適用

よもぎ屋本舗おかやま 大元店 岡山市北区大供表町9-5301 12月25日から適用

姿勢改善スタジオNature 岡山市北区表町3-18-52吉本ビル2F 12月25日から適用

Lumiere 岡山市北区表町3-5-15 12月16日から適用

villa 岡山青江店 岡山市北区青江１ー２３ー１５ 12月16日から適用

パソコン110番 岡山支社 岡山市中区東山4-5-13-304 12月16日から適用

ポピィ 岡山市北区大供3-1-42 12月16日から適用

ポプシー 岡山市北区南方2-9-9 12月16日から適用

みんたす介護タクシー 岡山市北区富田町1-8-7 12月16日から適用

手もみ屋本舗 吉備津店 岡山市北区吉備津1403-1 12月16日から適用

小林臨床心理オフィス 岡山市北区伊福町1-3-5伊福ビューアレイ305 12月16日から適用

夢一 岡山市中区海吉２１４６番地１３ 12月16日から適用

（有）フォトスタジオみどりや 岡山市南区泉田5-3-23

グラビティリサーチ 岡山 岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル１・２

10ー2LAB 岡山市北区東古松 4丁目7-5 ベルメゾン東古松 305号

BIBODY 岡山市北区表町 3丁目9-31 2F

BODY MAKE GYM Rebirth 岡山市北区奉還町 ４丁目１２−２２ 勝手口側

FU−A 岡山市北区石関町 3-16

NAOSU 整体院 岡山市北区表町2-2-52

natula 岡山市北区大安寺東町 25-11-3

NATURAL PLUS 岡山市北区田中 121-113

Pono 岡山市東区東平島1134-67

PUNA 岡山市北区下中野713-105

Retoa 岡山市北区奥田本町17-14 クワランタB-1

Sagoo丸の内本店 岡山市北区丸の内１−１４−６ ＬＡＢＬａＣＯＲＥ丸の内３０２

SHU-TEC 岡山市東区西大寺中2丁目13-13

stray sheep 岡山市北区天瀬 2-9 月光千日前505

TAM Create -たむクリエイト- 岡山市北区富町 1-1-3-3 タウンコートA棟 203号

teratai 岡山市北区田町 1-3-33 蓮昌寺ビル305

TOTAL BODY整体院 岡山市北区奉還町 2-11-10 101

villa 岡山青江店 岡山市北区青江 1-23-15

Whiteer 岡山市北区野田屋町2丁目 11-13 エバーシャインビル1階

WORKWIND 岡山市北区久米 ２６９−１３

Yufla 岡山市北区鹿田町 1-6-17

あたまセレブ 岡山市北区平田 111-114

いとでんわ 岡山市北区天神町 ４番７号 岩田豪事務所内

ウェルメディ 岡山市北区平野 ６２２番地２３

カラオケウインク岡山店 岡山市北区南中央町１−１０３

ダブダブ 岡山市北区西古松 1-28-27 景山ビル1F102

チョーファ タイ古式マッサージ 岡山市北区今 5丁目1−25 林ビル2F

ヒーリングサロン・カナン 岡山本店 岡山市北区南中央町 ２番３号 丸一内田ビル ２０１

フタバ写真場 岡山市北区津島笹が瀬５−２３

ラウンジマスカット 岡山市北区日応寺１２７７ 岡山桃太郎空港旅客ターミナル３階

馨和整体院 岡山院 岡山市北区表町 3-5-1

骨格調律®グレース 岡山市中区江崎17-3

◆サービス / その他（サービス）
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キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

自遊空間岡山表町店 岡山市北区中山下２−２−１ エスパス岡山６Ｆ

若石流カラダビジン 岡山市北区大安寺東町 21−30 ラフレシール２０１

全身もみほぐし 楽庵 本店 岡山市中区平井6丁目4-24 第二小林ビル1階

美容・健康・髪育・リラクゼーション Saiai 岡山市北区大元上町 14-18 2F

A＊M Photo 岡山市南区福田1004-16

aLicia 岡山市北区内山下2-11-18-2F

Ａｎｇｅ 岡山市北区中央町７−１ｋ＆ｋ２階

Anthes 岡山市北区問屋町11-102MitsuzumiB.L.D2階1号室

ARC Labo 岡山店 岡山市北区野田２丁目１番５号ハーモニーパーク２階

Aroma Rich アロマリッチ 岡山店 岡山市北区清輝橋2丁目1-19TAKADASEIKIBASHIBLD301号室

Atelier Baiser 岡山市北区田中146-111-103

atelier photo ONE DAY 岡山市北区西⾧瀬１２１０番地１

Bali spa jepun 岡山市北区富田516-1美容室toiro2F

BAN KUN MEI グランヴィア岡山店 岡山市北区駅元町1-5ホテルグランヴィア岡山5F

Be Cure 岡山市北区今2丁目4-13

Beauty Salon trinity 岡山市南区泉田362-12

Body Care Salon 光 岡山市北区奉還町1-3-16

BODY CARE SOLEIL 岡山市北区大元上町14-29ドリーム大元105号

ｃｅｎｔｒａｌｆｏｒｅｓｔ 岡山市北区本町６番３０号第一セントラルビル２号館８Ｆ

cherie 岡山市中区国富2-17-1YKビル1階

COMFORT 爽快 本店 岡山市中区平井1105-4

Courage 岡山市南区大福208-25

CRea 岡山市北区内山下2-11-182F

D’s Project 岡山市南区中畦４４０番地の６

Deco＊Rela -Mahalo- 岡山市北区幸町5-211F奥フロア

Embellir 岡山市北区青江3丁目9-33

EVクリエイト 岡山市北区田益１６９５−１

firstclass 岡山市北区問屋町9-101タイルビル3F

ＧＥＳＴ サウンドフラッシュ岡山店 岡山市北区平和町5-15-2F

Green&Body 岡山市北区今4丁目15-23アクシス今2F

helianthus 岡山市北区下伊福1-2-20

Holistic Bodywork Rerakoa 岡山市北区表町5-15COOMOTECHOOO2-A

impress stage 岡山市東区西大寺中野810-18

ＩｎＴｏｕｃｈ Ｎａｔｕｒａｌ 岡山市中区浜１丁目７番３０−３７号

IPhone修理 あいさぽ岡山店 岡山市北区奉還町2丁目5-20

kihoworks 岡山市中区藤崎646-41

Laboratory Panacea Salon de Mme Kaworu 岡山市北区厚生町2-1-8厚生町マンション602

lenail 岡山市南区藤田509-26

Life Style Produce 岡山店 岡山市北区東花尻137-1

Location Studio GOOD 岡山市北区中仙道1-3-11-201

ＬＵＡＮＡ 岡山市北区表町３−６−３福原ビル１Ｆ

LUCE 岡山市北区清心町1-23

Luna 岡山市北区駅前町1-7-22片山ビル4F

Luxgerous 岡山市南区福富中2-18-13カプチーノA

Maison de chloe 岡山市北区下中野1403-1シティーパークA101

Makalapua 岡山市中区海吉1870-17

Marine T Design 岡山市北区横井上563-13

Merci total beauty 岡山市北区庭瀬321ｰ1

MIMOSA 岡山市中区徳吉町2丁目11-17

miroku 岡山市北区中井町2-1-6-1F

MONCHER 岡山市中区西川原1-15-2小橋マンション103号室

My・Small・Step 岡山市中区徳吉町2-11-27
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NaturalBodyCafe SORA 岡山市北区三野2-1-5

Ｎｏｋ Ｆｉｔｎｅｓｓ 岡山市北区天瀬南町4-7スカイガーデン天瀬101

NPO法人みんなの劇場・おかやま 岡山市東区西大寺北946

OKAYAMA パーソナルボディ 岡山市北区葵町2-10

Pearch 岡山市北区大和町1-6-21

pepからだ工房 岡山PST整体院 岡山市北区岩田町1-16ブロスビル4階

Ｐｅｔｉｔｅ ｃｈａｍｂｒｅ 岡山市北区青江2-8-24天成治療院2階

Photo＆Movie design Afro shot 岡山市北区下中野323-106紀之美ビル1F西

PhotoStudio・NOGUCHI 岡山市南区並木町1-2-2

Praan自力整体 岡山市中区浜478-19

Private salon Gerbera 岡山市中区関541-1

Ｒｅ：Ｒｅ： 岡山市北区本町８−１５本町プラザ２Ｆ

Refreshing Club フラット 岡山市北区田中629ー2

ReineBrille 岡山市北区大元駅前7-6サンフォレスト大元駅前102

RELAR(リレア)～女性のための癒し空間～ 岡山市北区奥田本町12-1スカイスクエア石部ビル101

Relaxation こころ寝屋 岡山市北区今5-5-9

RELIEVED 岡山市北区大供2丁目8-11ホーミー大供102

Remuria 岡山市北区伊福町1ー15ー18

Rental Boutique Patigo 岡山市北区表町1丁目7-10光岡ビル2F(旧帝国ビル）

ricolle 岡山市北区富田193-4グレース富田301

SAKURA STYLE 岡山市北区奉還町3-12-1

SAN-AI PHOTO STUDIO 岡山店 岡山市北区大元2-7-25

ＳＨＡＬＯＭ ＡＩ 岡山市東区浅越82-11

Ｓｏｎｉａ Ｋａｗａｓａｋｉ 岡山市北区駅前町１−１０−１９オフィス２１ビル３０２

STUDIO IMAGE 岡山市北区表町１丁目8-48-2F

studio kua 岡山市北区表町2-3-5大石ビル3F

studio さんぽみち 岡山市北区下足守７５７

TAJ-NAMASTE gakunancyo-ten 岡山市北区学南町３丁目１２−２３

TAJ-NAMASTE Honmachi-ten 岡山市北区本町6ー36セントラルビルB1階

TAJ-NAMASTE nishiguti-ten 岡山市北区駅元町30-10ミサワビル1F

TEE RAXXA 岡山市北区上中野2丁目4-83階

TEMOMI RISER 岡山市南区西紅陽台2-58-523

T-FACTORY 岡山市南区古新田５７番地８

ＴＯＧＩＴＯＧＩ 岡山市北区磨屋町３−１０岡山ニューシティービル２Ｆ

TRANT by touche 岡山市北区上中野2-4-83F

TRIPLET SALON 岡山市中区門田屋敷2-2-17メゾン門田屋敷1階

ｕｎ ｊｏｕｒ 岡山市南区箕島９６６−１Ｙ−ＢＡＳＥ１０１

Unail 岡山市北区磨屋町8番20号1階

With moms 岡山市東区城東台西2-15-9

Y’s【岡山整体 根本改善サロン】 岡山市北区津島南２丁目２−５−１０１

YOSUGA OKAYAMA eスポーツ 岡山市北区駅前町１丁目６番１１号

yukkoのヒュッゲな暮らし 岡山市中区原尾島1-17-19

アート引越センター 岡山支店 岡山市南区西市121-2

アート引越センター 東岡山支店 岡山市中区高屋１３０−１

アーユルヴェーダ専門サロンMyCocoon 岡山市北区中島田町2-3-15ふぁみーゆ中島田501

アイ カフェ岡山本店 岡山市北区上中野2-1-6

アイアイフォトスタジオ 岡山市東区大多羅町１０４番地５

アイカラ 岡山市南区豊成3-23-13

あいぷらす 岡山市中区桑野７１４−９

アクアタイム 岡山市北区岡南町2-1-5別館2階

アクロス 岡山市中区神下５７−３７

アクロポート 岡山市東区瀬戸町沖３３３番地
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アサヒテニスクラブ 岡山市東区瀬戸町沖380

アジアンヒーリング シールドゥ 岡山市北区今村651-101KARIYA1ビル2F

アデランス ＡＤ岡山店 岡山市北区本町６番３６号第一セントラルビル８Ｆ

アドバンス:藤沢徒手医学研究所 岡山市北区大元上町14-29ドリーム大元105号

アトリエ・マリーニ 岡山市北区表町3丁目9-30

アモリール岡山店 岡山市北区辰巳28-104

アロマテラピーサロン Leciel 岡山市南区藤田422-28

アンジェリカ 岡山市北区伊福町4丁目4-31京山コーポ101号室

イナミ引越サービス 岡山支店 岡山市中区穝158

イノセンス 問屋町テラス店 岡山市北区問屋町15-101問屋町テラス２Ｆ

イヤーエステ 御耳亭 岡山 岡山市北区柳町2-8-12

インターネットカフェMEGALO 岡山市北区表町1丁目10-25

インテックス 岡山市南区藤田1438-10

ウィルケアみよし 岡山市中区海吉1441-1

うちごこち 岡山市中区小橋町1-2-17-1

エイブルスポーツクラブ 岡山店 岡山市北区下伊福本町１番３３号

エクシードシステム株式会社 岡山市北区今３丁目２４番３４号

エピックネット 岡山市北区蕃山町2-19シルクビル2階

エルヴェ・スペース 岡山駅前オフィス 岡山市北区駅前町２−５−１３−１Ｆ

おかでんミュージアム 岡山市中区東山2-3-33

おかやま代替療法専科 岡山市中区中島87-10

おかやま未来まちづくり 岡山市北区駅前町１丁目１番１３号

おそうじ本舗 岡山青江店 岡山市中区清水２−８−５１−３

カウンセリングルームスマイル、親業ほっとスマイル 岡山市中区江崎17-3

がじゅらん 岡山市南区浦安本町83-23

かってぼっくす 岡山市北区表町3丁目5-13

カプリ 岡山市中区浜3-8-12-13

カラオケ CLUB DAM 円山店 岡山市中区円山77-1

カラオケ MONOTONE カラオケウィンク 岡山市北区南中央町1-103

カラオケ ウインク 岡山市北区南中央町1-2

カラオケ5 岡山市南区妹尾2278-1

カラオケponpoco 京山店 岡山市北区谷万成1丁目10

カラオケスタジオ BOO 岡山市南区新保６６８番地の４

カラオケハニービー岡南店 岡山市南区並木町２−１４−１５

カラオケハニービー高島店 岡山市中区清水372ー1

カラオケハニービー十日市店 岡山市北区十日市西町１−３７

カラオケハニービー妹尾店 岡山市南区箕島１３７１−１

カラオケパンプキン グレート店 岡山市北区奉還町1ー11ー1

カルテット 岡山駅前店 岡山市北区磨屋町1-1サンホーム岡山駅前ビル201号室

カン・ファクトリー 岡山市中区原尾島３−３３−６

キンダートーネン岡山 キンダー岡山店 岡山市北区下伊福本町１番３３号

グッドラック・プロモーション 岡山市北区駅元町28-5

くぼ農園 岡山市北区御津紙工2747-1

クライミングスペース リズム 岡山市北区今2丁目3-27

クリーニング壱屋今店 岡山市北区今６−３−５

クリーニング壱屋庭瀬店 岡山市北区平野６６−６

グロース・ホープ バランス整体 笑未 岡山市北区平野622-23

ゲームアイビス岡山店 岡山市中区高屋308-1

コート・ダジュール 岡山店 岡山市南区新保1135-8

ココピア 岡山本店 岡山市南区箕島1246

ザ・サンラウンジ 岡山店 岡山市北区神田町2丁目4-22

サウンドビート 東岡山店 岡山市中区⾧岡439-3



139

店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

サムライスクエア 岡山市北区駅前町1-8-1岡山新光ビル5階

シェア&バーチャル岡山 岡山市北区伊島町２丁目20-26エクセレント津島2F

シャイン 岡山市南区新保804-4ドルチェ新保202号

ジャンカラ 岡山駅前2号店 岡山市北区駅前町1-1-21成通ハリービル5･6F

ジャンカラ 岡山駅前店 岡山市北区本町1-1相互ビルB1F～4F

シューズスタジオ ストーリー 岡山市北区東古松485-42階

シルバーヤマサキ 岡山市南区当新田485-18

しんそう岡山駅前 岡山市北区駅前町２丁目７−１１

スカット リラクゼーションサロン 岡山市北区駅前町1-7-28

スタディオ・フジイ 岡山市中区神下127-3

ステップ 岡山市北区幸町9-22樹宝ビル2F

スピリチュアルカウンセリング陽月 岡山市北区駅前町1-8-18

スモールボックス 岡山市北区北⾧瀬表町2-5-21

セレモニーサロンプラス 岡山市北区奥田本町12-7藤原ビル1F

ダイビングスクール ノリス ノリス岡山 岡山市北区下伊福上町15-17

たけい行政書士事務所 岡山市北区蕃山町1-3インターシティビル2階

たけべの森公園 岡山市北区建部町田地子1571-40

たまい整体 岡山市中区高屋164-13

たわわの里プロジェクト 岡山市東区瀬戸町寺地286

トータル・コレクト からっぽサービス 岡山本店 岡山市北区延友420-1

ドクターデータエキスパートパートナーデータ復旧岡山 岡山市北区奉還町1-8-3吉岡ビル1階

ともに行政書士事務所 岡山市南区西紅陽台3−1−76

トリノス 岡山市中区西川原３７番１号

ドルフィン・メイトこども園 中山下 岡山市北区中山下1丁目６−５

ニッショクフットサル岡山 岡山市北区栢谷1050-1

にわせ姿勢はりきゅう整骨院 岡山市北区庭瀬237-8フィオレ1階

ネイルサロン＆スクールＣＬＯＶＥＲ 岡山市北区柳町1丁目4-4SQUAREPARK501

ねや卓球道場 岡山市北区白石東新町３ー１０５

のほほん堂 岡山市北区吉593

ハートフルサウンド 加茂本店 岡山市北区加茂746-7

パソコン修理・データ復旧専門店 パソコンドック24 岡山・表町店 岡山市北区表町３丁目3-32ウエスタンビル101号

ハチヤテニスクラブ 岡山市北区富原１２９７

バランス整体 岡山市北区田中117-101成和第5ビル1階

ヒーリングスペースネイチャーリオラ 岡山市北区下中野323-106紀ノ美ビル1F東

ヒーローズ ベースボールジム 岡山市北区野田2丁目3-31

ビッグエコー岡山駅前２号店 岡山市北区錦町7-31

ビッグエコー岡山駅前店 岡山市北区錦町1-27

ビッグエコー岡山本町店 岡山市北区本町3-23

ビッグエコー岡山本町本店 岡山市北区本町5-6-2～4F

ビューティスタジオ ロハス 岡山市南区立川町6-7

ビューティスタジオ ロハス 新保店 岡山市南区新保440-13ウッドウォーム景山205号

ファイブチャンネル 岡山店 岡山市北区弓之町2-9

フェアレーン岡山 岡山市北区清心町16番31号

フォセット 下中野店 岡山市北区下中野357-103

フォトサロンあとりえM 岡山市北区青江5丁目15番33号

フォトスタジオ小野 岡山市北区野殿東町9-20

フォレストハウス おかやま 岡山市北区庭瀬2-12F

プチ・マーメイド 岡山市北区中央町３−４１ニューセントラルプラザ３Ｆ−３０９

フットサロンアーチ・岡山 岡山市中区関287-16

フットリフレクソロジー美羽 岡山市東区瀬戸町笹岡570-2

ぷめはな 岡山市北区内山下2-11-14アークハイツ内山下902

プライベートアイズ探偵事務所 岡山市南区西紅陽台3-1-145
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ペットエンゼル岡山 岡山市北区平山909番地

ベビーレンタルヤマサキ 岡山市南区当新田４８５−１８

ペルピエ 岡山市北区岡町１６−２１

ほぐす整える GENKI plus＋ 岡山市北区中仙道1-2-1-102

ホットリッパー 岡山市北区十日市西町1-2

ボディーケアー南 岡山市中区原尾島3-10-6原尾島フロントガーデンマンション102

ボディケア＆ストレッチ KAIZEN 岡山市南区松浜町2-6

ボディケアサロン バンブー 岡山市北区西古松1-18-8-602大元マンション

ボディケアステージろ.は.す 岡山市北区白石西新町8番地101

ホリスティックビューティ リラハープ 岡山市北区大供2丁目5-6ウエーブレジデンス大供

まいぷれ事業部 岡山市東区金田706番地15

マッサージ笑未来 岡山市南区植松３８−２

ミクスト企画 貸会議室アンジュ 岡山市北区駅前町1−10−20駅前第一ビル3階

みのるゴルフ一宮 岡山市北区一宮228

みのるゴルフ笹ヶ瀬 岡山市北区横井上886ー3

みのるゴルフ妹尾 岡山市南区妹尾4141ー5

ムラマツ寫眞館 岡山市中区門田本町四丁目1番16号岡山国際ホテル二階

メディオ！ 西市店 岡山市南区西市411番地

モーリーファンタジー・ｆ岡山 岡山市北区下石井1-2-1イオンモール4F

やくだち隊 岡山市南区藤田1438-10

やさしい木 岡山市北区奥田西町12-6

ヤマモト 岡山市南区迫川553

ゆとりマネジメント 岡山市北区神田町2丁目１−２５玉野耐火第３ビル５０８

ゆるり処 朱音 岡山市北区今６−７−８アルファスタイル今302号室

ヨリミツ治療塾整骨院・鍼灸院 岡山市北区奉還町１丁目１２−９

ヨリミツ治療塾整骨院・鍼灸院 レイスポーツ岡山院 岡山市南区泉田2001-7-6レイスポーツ岡山内

ラヴィファクトリー 岡山スタジオ 岡山市北区表町1-11-38

ラウンドワン岡山妹尾店 岡山市南区妹尾3413-1

ラクサリゾート 岡山市北区野田4-1-1-3F

リテラシード 岡山市北区柳町2-4-23プレジデント山忠ビル9階

リトルプレイスおかやま 岡山市北区大内田714−1

リバランスケア 想～てとてと～ 岡山市南区東畦145-50

リフレッシュサロン Sucre 岡山市北区西⾧瀬1222-14グラシア１０１

リラクゼーション スゥエ 岡山市北区問屋町21-102

リラクゼーションサロン Re:plus 岡山市北区下中野342-106

リラクゼーションサロン リセット 岡山市中区藤崎564-3-2F

リラクゼーションサロン&スクール fuangfa 岡山市南区西七区481-7

リラクゼーションサロンＧＲＡＣＥ 岡山市北区青江１−１−１２

ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾊｳｽ ミント 岡山市中区四御神68-9

リラクゼーション体楽 岡山市北区東中央町1-1則武ビル2F

りらくる 岡山けやき通り店 岡山市中区浜620-2

りらくる 新福店 岡山市南区新福2丁目2-1

りらくる 西古松店 岡山市北区西古松1-27-18

りらくる 東岡山店 岡山市中区下457-1

レンタル８１９岡山駅前店 岡山市北区本町６−３０第一セントラルビル２号館８F

レンタル８１９岡南店 岡山市南区築港栄町５−９−１Ｆ

レンタルスペースあかつき@大供1丁目 岡山市北区大供1丁目2-23あかつきビル1階101号室

レンタルハウスYELLOWGREEN 岡山市東区西大寺南２−１１−３

ロイヤル整体 岡山市南区新保801

ロイヤル整体 岡山市南区大福１２２番地３

ロゼ・ステーション 岡山市北区西崎本町12-38

隠し部屋 岡山市北区表町１丁目１番４５号３０２
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永原動物病院 岡山市南区福浜町1-27

岡山ももたろう自動車学校 岡山市中区藤崎６２２番４

岡山市民葬儀 岡山市北区二日市町６３番地

岡山整体ももたろう 岡山市北区天神町1-16ロイヤルガーデン桃太郎通り102

下谷 直 税理士事務所 岡山市北区野田5-9-5スキポール野田1号室

家族葬専門葬儀社ファイング 岡山市北区三門西町3-17

花回廊ゴルフコース 岡山市南区築港緑町2丁目1番地

華～hana～ 岡山市中区土田1033-7

快活CLUB フレスポ高屋店 岡山市中区高屋308-1

快活CLUB 岡山青江店 岡山市北区青江5-22-24

快活CLUB 岡山大安寺店 岡山市北区大安寺南町2-6-5

快活CLUB岡山駅東口店 岡山市北区本町1-13

楽や 妹尾テン 岡山市南区妹尾2373ー23

株式会社 富紗屋 岡山市中区中井430-15

株式会社ＡＬＬＵＲＥ ＷＥＤＤＩＮＧ 岡山市北区辰巳４３番地１０９

株式会社エンサンクス 岡山市南区洲崎3丁目1-27-2F

株式会社オーケーミュージック 本部 岡山市北区表町３丁目２２番３１号

株式会社オリーズデザイン 岡山市北区厚生町３丁目7-6

株式会社トラス 岡山市南区藤田1670-2

株式会社みうら 岡山市北区駅前町1丁目8-1岡山新光ビル5階

株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズ 岡山市北区大供本町４７４−１−２Ｆ

株式会社灘崎瓦斯 岡山市南区彦崎２８３５番地

鑑定サロン阿弥オフィス 岡山市北区蕃山町9-15

京べに Photo Studio LIOS 岡山店 岡山市北区田中617-20MKビル1階

京べに 岡山店 岡山市北区田中617-20MKビル2階

京べに 岡山東店 岡山市中区⾧利256-1

金友写真店 岡山市北区吉備津1128

健幸サロン 大足 岡山駅前店 岡山市北区錦町１番地２４

健幸サロン 大足 今店 岡山市北区今７−２２−１７

健幸サロン 大足 十日市店 岡山市北区十日市西町２−１２

健康整体 元氣ハウス 岡山市南区西紅陽台2-58-444

肩こり腰痛専門LABサンヴィア 岡山市北区本町1-3イーゼル&コンプレックス3階

原一探偵事務所 岡山 岡山市北区駅前町2丁目5番24号JR岡山駅第2NKビル11階

合同会社岡山大家 岡山市中区門田本町１丁目９番１７−２号

酸素カプセルサロン青山 岡山市中区倉田571

児童発達支援事業所 ドルフィン庭瀬 岡山市北区平野716-2平野木下ビル2階

寺見たたみ店 岡山市北区北⾧瀬表町３−１０−１３

自転車工房ゼウス 岡山市北区玉柏1766-6

写真イガラシ 岡山市北区丸の内２−８−５

写真ムラカミ 岡山市南区当新田242-11

写真ヤマサキ 岡山市南区妹尾８２１−６

手もみ屋本舗 ハピータウン岡北店 岡山市北区中井町2-2-7ハピータウン岡北店3F

手もみ屋本舗 岡南店 岡山市南区築港新町１ー１３ー２８メゾンド・つむぎ・１Ｆ西

手もみ屋本舗 原尾島店 岡山市中区浜483リズミラルーU1F

手もみ屋本舗 西大寺店 岡山市東区西大寺松崎２１５−６

手もみ屋本舗 青江店 岡山市北区富田516-10

心つづみ 岡山市南区南輝2-10-29

整体サロン からだ想い 岡山市北区内山下2-2第7小野ビル501

整体院 ふくろう堂 岡山市北区大和町2丁目4-30スペイン通り1F中南

晴れの国 岡山市北区磨屋町6-11-12F

占いの館千里眼 桃太郎大通り店（１） 岡山市北区本町1-3

蒼風工房 岡山市南区箕島1107-7
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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102

超教育ラボラトリー Inc. 岡山市北区野田屋町1丁目11番20号グレースタワーⅡ1703

帝国興信所 東京本社 岡山相談室 岡山市北区富田町2-7-5サンワビル5F

東川原整骨院 岡山市中区東川原184-3

藤田ゴルフレンジ 岡山市南区藤田４２５番地２８６

頭の揉みほぐし専門店 Sa goo 岡山市北区丸の内1丁目14-6-302

頭の揉みほぐし専門店 Sa goo 表町店 岡山市北区表町2丁目2-64坂本ビル3階

南備リサイクルセンター 岡山市南区飽浦695-1

梅里ヴァイオリンスタジオ 岡山市南区三浜町1-2-10

白玉整体 岡山市東区光津２１９

幡多障害者自立支援センター 岡山市中区沢田１４５−１

八王子電気 岡山市中区江崎５０２番地の４

備前自動車 岡山教習所 岡山市中区清水418

美整館 中田整骨院 岡山市北区下足守2199

武修館道場 岡山市北区畑鮎２２１１番地

福屋クリーニング 岡山市北区津島南１−２−１５

奉還町 花咲きsalon 岡山市北区奉還町2-1-22宮本ビル4階

本気整体院 岡山市北区今1-6-11第2今村合同ビル

眠り屋本舗 原尾島店 岡山市中区浜483

癒しの空間 ポポレア 岡山市北区青江5-15-33あとりえビル2F

癒しや co co青江 岡山市北区青江4-3-7

癒し屋 癒Room 岡山市中区赤田16-1-3

癒し整体 アペーゼ 岡山市南区泉田４０１番地

有限会社 岡山清掃 岡山市南区山田1072

有限会社エルム 岡山市中区江並265番地の3

有限会社トキノブレッカーセンター 岡山市中区兼基２５番地の１

有限会社フクシマ宅建 岡山市北区奉還町３丁目８−９

有限会社ヘルスプランニング 岡山市中区森下町4-1

有限会社ルゥフレ 岡山市北区大元駅前9-15クリンピア大元駅前804

有限会社時信レッカーセンター 岡山インター営業所 岡山市北区田益1702-1

有限会社島村写場 岡山市北区天神町2-19

和YogaLounge蒼空Coo 岡山市北区内山下2丁目6-11GRACE21-303

栩本泰輝税理士事務所 岡山市南区米倉68-1

櫻堂 岡山市中区神下421-11
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さなだタクシー 岡山市北区横井上234-17 12月25日から適用

Heiwa Taxi Corp. 岡山市北区十日市西町11-7十日市ブランビル1F

RK TAXi 岡山市北区延友246-2RKパレス103

アクト・フォー F・K2 岡山市北区南中央町２−５

カワタタクシー 岡山市北区清輝本町4-26GBCビル209

ぎんりんタクシー 岡山市南区西市557-1

さかきタクシー 岡山市中区乙多見273-5

サンタクシー西営業所 岡山市北区吉備津1951-1

サンタクシー倉益営業所 岡山市中区倉益３６３番地の２

セフティ裕代行 岡山市北区大供表町1-24

つどいタクシー 岡山市北区和井元238-9

ながとタクシー 岡山市北区津高1444-202

ハイウェイタクシー 岡山市東区城東台西3-13-38

ふじタクシー 岡山市北区田中102-103-401

プラザ交通 岡山市中区高屋１３９番地の４

ミツワタクシー 岡山市北区西山内35ー3

やまもとタクシー 岡山市南区大福707-2-105

ロイヤルタクシー 岡山市南区大福664-4

〇八六タクシー 岡山市南区東畦661-7

秋山タクシー 岡山市北区杉谷 ６４４

上道タクシー 岡山市東区中尾1-177

前谷タクシー 岡山市中区江崎32-1

旭タクシー 岡山市北区西古松西町５番５号

安藤タクシー 岡山市中区海吉2015-22

稲荷交通 岡山市北区吉備津266番地の1

烏城タクシー 岡山市北区奥田1-5-30-405

猿田彦交通 岡山市中区藤原光町2-4-8

岡山旭交通 岡山市南区芳泉２丁目４番２６号

岡山個人 彦タクシー 岡山市南区西市111-25

岡山個人 富田タクシー 岡山市北区野田2-3-8-209

岡山個人江草タクシー 岡山市中区雄町344ー7

岡山個人三沢タクシー 岡山市北区下足守1637-1

岡山交通 旭東 岡山市中区藤原西町１−４−１７

岡山交通 今保 岡山市北区今保163-1

岡山交通 西 岡山市北区下伊福本町３−１４

岡山交通 西大寺 岡山市東区西大寺中２−２−１５

岡山交通 豊成 岡山市南区豊成１丁目１４番１２号

岡山両備 岡山市中区藤原46

岡南交通 岡山市南区福吉町３１番地２

下電タクシー 岡山 岡山市南区豊浜町10-33

下電タクシー 西大寺 岡山市東区西大寺中3-11-17

株式会社キリンタクシー 岡山市東区瀬戸町万富４１１−４

吉備タクシー 岡山市北区平野１０１２−１７

吉備交通 岡山市南区松浜町１５番１６号

玉串タクシー 岡山市東区東平島134番地の4

見口タクシー 岡山市北区久米321-8

個人 福島タクシー 岡山市南区福富中1-14-21

紅陽台タクシー 岡山市南区西紅陽台2-58

荒島タクシー 岡山市南区妹尾165

佐柿タクシー 岡山市北区田中629-2 B-102

佐伯タクシー 岡山市中区江並170-43

◆交通 / タクシー
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斎藤タクシー 岡山市北区西古松247-19

桜交通 岡山市北区御津金川２７１番地の４

皐月タクシー 岡山市中区藤崎473-10

三浜タクシー 岡山市南区浦安南町356-23

山本タクシー 岡山市中区乙多見351-10

枝松タクシー 岡山市北区高松原古才37（2A）

小西タクシー 岡山市北区御津新庄2869-72

城東タクシー 岡山市東区城東台東2-5-16

新中国交通株式会社 岡山市北区野田５丁目１番地４

成広タクシー 岡山営業所 岡山市北区三和１０００番地４５

成広タクシー金川営業所 岡山市北区御津金川439

清家タクシー 岡山市中区海吉２３８６−３

西大寺タクシー 岡山市東区西大寺中１丁目４番１３号

善タクシー 岡山市北区西崎本町8-17

村岡タクシー 岡山市北区西⾧瀬1221-14

大森（善）タクシー 岡山市北区牟佐1365-5

大林タクシー 岡山市南区福田29-1

大和交通 岡山市南区松浜町15番10号

知タクシー 岡山市北区西古松1丁目14-2コーポ大元B-201

中上タクシー 岡山市北区御津国ケ原788-3

中野タクシー 岡山市南区東畦668-3

⾧内タクシー 岡山市北区芳賀5116-89

東和タクシー 岡山市北区東古松２丁目１０番５３号

藤田タクシー 岡山市南区藤田425番地の85

風露タクシー 岡山市北区門前144-3

福成タクシー 岡山市南区福成2-21-1

平野（進）タクシー 岡山市南区妹尾1908-6

優愛福祉タクシー 岡山市北区舟橋町3-16-2

有限会社高松タクシー 岡山市北区高松１３７番地の９

翼タクシー 岡山市東区古都宿956-1

両備グレースタクシー 岡山市中区国富１丁目１４番１４号
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店舗名 住所

キャンペーン対象店舗カテゴリー別一覧（12月25日現在）

遊漁船 さんさん丸 岡山市南区当新田459-19

キャリー 岡山営業所 岡山市北区今保１３０番地２

引越しは日通 岡山支店 岡山市北区下中野460

喜多商事株式会社 KITASHOJI 岡山市南区西市１１７番地の４

中国トラック 岡山営業所 岡山市南区万倍122-10

宇野自動車株式会社 岡山市北区表町２丁目３番１８号

両備バス 高速バス 岡山エクスプレス津山号 岡山市北区錦町7-23

両備バス 高速バス 岡山駅西口バスセンター 岡山市北区駅元町1017-3

株式会社小鳥の森ゴルフパーク 岡山市東区竹原字外池594-3

吉備路文学館 岡山市北区南方3丁目5番35号 12月16日から適用

スキッズガーデン スキッズガーデン 岡山 岡山市北区下石井１−２−１イオンモール4階

バラ園事業部 岡山市北区撫川1592-1

犬島精錬所ストア 岡山市東区犬島327-4

岡山城天守閣 岡山市北区丸の内2-3-1

岡山城天守閣内備前焼工房 岡山市北区丸の内2-3-1岡山城天守閣内

犬島精錬所 岡山市東区犬島327-4

招き猫美術館 岡山市北区金山寺８６５−１

池田動物園 岡山市北区京山２丁目５番１号

夢二郷土美術館 岡山市中区浜2-1-32

CYBERGOODS 岡山市東区邑久郷1353-62

LIVEHOUSE IMAGE 岡山市北区表町１丁目8-48-1F

心音天舞事務局 岡山市北区表町 ３丁目１８番５２号 吉本ビル4階

おかやまものづくり祭り実行委員会 岡山市北区北方4-2-18

ジョリー東宝 岡山市北区中山下1-10-30福武ジョリービル5階

トライフープ岡山 岡山市北区厚生町3-1-15岡山商工会議所ビル616

岡山メルパ 岡山市北区駅前町1-4-23

倉田卓球センター 岡山市中区倉田321-1

◆娯楽 / 劇場・スポーツ観戦施設

◆交通 / 客船・フェリー

◆交通 / 宅配便

◆交通 / バス

◆娯楽 / ゴルフ場

◆娯楽 / テーマパーク・遊園地・水族館・博物館


