2018年2月現在です！随時更新中！

提携店一覧
◇飲食・食品関係
業種

※順不同にて掲載しております

店名/住所/ＴＥＬ/URL
八剣伝 益野店 【㈲二楽】

炭火焼居酒屋 岡山市東区松新町156

営業時間
１７時～2時

℡086-238-5489

定休日：無し

1∞8グループ 創作料理 銅屋 【㈲River Up】

１７時半～２４時

岡山市北区丸の内1-12-17
定休日：日曜
℡086-225-1008
1∞8グループ 海鮮匠 酒蔵 かわかみ 【㈲River Up】 １７時半～２４時
飲食店・居酒屋 岡山市北区中山下1-2-30-1
定休日：日曜
℡086-236-1448
1∞8グループ日の出漁業 岡山市場 【㈲River Up】 １1時～15時 17時～22時
海鮮料理
岡山市南区新保883
定休日：水曜
℡086-264-1448
居酒屋

仕出し屋 桜寿

10時～22時

飲食店・居酒屋 岡山市東区富士見町1-28-6 富士見アパート1階

℡086-897-2741

FAX086-897-2741

旬彩しんすけ
飲食業

岡山市東区西大寺中2-5-10
℡086-943-3232

定休日：月曜

ラシット
居酒屋・バー 岡山市東区西大寺中2-19-24

飲食店

飲食店

飲食店

飲食店

寿司

定休日：不定

Russet Plus

11時半～23時

岡山市東区西大寺東1-5-8
℡086-238-8474

定休日：水曜

（カフェアンドバー ドゥーズ） 6時半～23時

岡山市東区可知1-383-7
℡086-942-5157

定休日：不定休

軽食喫茶とんぼ 【㈲那須食品】

１1時半～２0時

岡山市東区西大寺川口372-1
℡086-944-1725

（ラストオーダー19時半）

イタリアン「ペスカトーレ」 【㈲夢珈房パフィオ】

平日：9時～16時 18時～24時
土日祝：9時～24時

岡山市東区中川町301-1
℡086-942-0254

定休日：火曜

定休日：12/31午後と1/1

舞

１1時半～２0時

岡山市東区中川町267
℡086-942-3564

定休日：第1、3日曜

（ラストオーダー19時半）

㈲魚八寿し

１1時半～14時 17時～22時

岡山市東区西大寺松崎163-1
℡086-942-5677

定休日：水曜、第3火曜

アラカルト

9時～20時半

お持ち帰り弁当 岡山市東区可知5-51-25

℡086-944-1186
洋菓子
製造販売

１7時～２4時

℡086-942-3304

Cafe&bar douze
カフェ・バー

定休日：不定
火～土曜：17時～26時（ラストオーダー25時）
日曜：17時～24時（ラストオーダー23時）

（ラストオーダー20時半）

http://alacarte-ben10.com 定休日：月曜

ル・クープル

9時半～19時

岡山市東区可知4-2-5-1
℡086-206-2618

定休日：水曜

松﨑牧場 ジェヌイーノ

12時～17時

ジェラート販売 岡山市東区松新町332

℡086-239-4649

http://www.genuino.info

定休日：水曜

特典など
割引5%

PR
お客様の満足を
第一に考えて
元気いっぱいがんばってます！

名物銅屋プリンサービ 毎朝市場で
競り落とした新鮮な魚を
ス
いろんな料理に仕上げます
（女性限定）
店長オススメ料理
一品サービス
ソフトドリンク
サービス

鮮魚店だからできる
新鮮な鮮魚と安心な価格
各県のプレミアな地酒を数多く揃えています

市場から直接仕入れの
鮮魚を安く提供しています

ランチ500円
①ランチ 50円引き
②夜 1杯だけ100円引 お弁当500円
夜 居酒屋（お昼からも飲めます）
き

ファーストドリンク
サービス

海鮮を中心とした居酒屋
鳥料理もございます

アイスクリーム
サービス

隠れ家的なおしゃれな居酒屋です
ドリンク・フードとも
６０種類以上常時そろえています

ラシット２号店です！
ディナータイムのみ
落ち着いた空間で
アイスクリームサービス
ゆっくりとおくつろぎ下さい
①お弁当無料配達サー 旬の食材で四季の味を。
ランチ、夜ごはんで。
ビス
モーニング、ランチ、ディナー、バーの
②来店時、デザート無 時間をそれぞれお過ごし下さい。
料サービス
全メニュー及び寿司類
どれでも割引10%
（グループ全員OK）
ご婦人方に大人気のお店です！
会計時提示で
スタンプ5個プレゼント 一度は来てみてね！
（食事された方限定、ド モーニングもやっています
リンクのみ不可）
広島風豚玉もだん
600円→550円！
食後の
コーヒーサービス
ご飯大盛りを
サービス
お買い上げ金額より
割引5%
ジェラート50円引き
（カップアイスは除く）

市場から
新鮮な鮮魚を提供！
手作りにこだわる
世界にひとつだけの弁当屋です
自家製ハンバーグステーキと
岡山名物デミカツ丼がオススメメニューです！
地元産の果物を使い
仕上げたスイーツ各種
またご進物用焼き菓子等
地元に愛される店作りを心掛けてます

天皇杯受賞牧場の
牛乳を使ったジェラートです
卵は使用していません

◇車関係
店名/住所/ＴＥＬ/URL

業種
車の
板金塗装・修理

自動車整備
販売業
自動車整備
新車・中古車販
売
ガソリンスタンド
（各種燃料小売）

LPガス、各種炭
生活関連商品

ワークスヨリフジ
岡山市東区西大寺五明305
℡086-944-0008

定休日：日曜、年末年始、夏季休業

双葉車輌株式会社
岡山市中区下260-1
℡086-279-7979

9時～19時
http://www.futaba-car.jp/ 定休日：火曜、第2水曜

㈱ガレージ山根
岡山市東区政津307-3
℡086-206-1212

9時～19時

http://www.g-yamane.com/定休日：水曜
平日：7時半～20時
西大寺セントラルS.S. 【㈲松尾商店】
日曜祝日：8時～19時
岡山市東区西大寺中2-17-17
定休日：元旦
℡086-942-2950

ニッポンレンタカー中国（株）
レンタカー

営業時間
9時～19時

岡山市北区厚生町2-2-5 その他岡山県内営業所
℡086-224-0919

◇仏壇仏具・墓石

8時～20時
定休日：無し

特典など

割引10%
入庫受付時に会員証提示で
①12ヶ月点検時、 オイル交換サービス
②車検入庫時、 手洗い撥水洗車サービ
ス

PR
丁寧な仕上がりを
目指しています！
今TVCMで話題の新車の軽自動車が
全部コミコミで月々１万円で乗れるﾌﾟﾗ
ﾝもあります！

①車検時
エンジンオイル交換無料
②車の購入時
ガソリン満タンサービス

自社指定整備工場完備で親切丁寧・確実
なサービスをモットーにしています自動車の
ことならガレージ山根にお任せください！！

①コーティング洗車、
オイル交換割引5％
②車検値引3000円
他の特典との併用は不可

西大寺グランドホテル東にある丸紅エネルギー特約店のガソリンス
タンドです。
お車のことで、様々な相談が出来る店です。
お車の安全安心トータルカーサービスショップとしてスタッフ一同お
持ちしています

①メンバーカード
無料発行
②割引5%～

◇仏壇仏具・墓石
店名/住所/ＴＥＬ/URL

業種
仏壇・仏具

仏壇・仏具

仏壇・仏具
販売
墓碑・墓地
石材一般

営業時間

㈱近藤 長船本店

9時～19時

瀬戸内市長船町服部460-8
http://kondo-butsudan.com/
℡0869-26-4503

定休日：月曜

㈱近藤 邑久店

9時～19時

瀬戸内市邑久町尾張128-1
http://kondo-butsudan.com/
℡0869-24-1514

定休日：月曜

ギャラリーメモリア岡山門田屋敷 【中国通商㈱】10時～18時
岡山市中区門田屋敷本町1-11 岸本ビル2F
http://www.gendaibutsudan.com
086-273-1121

定休日：火曜・年末年始

㈱進陽石材

9時～１７時半

岡山市中区乙多見329-5
℡086-278-2893

FAX086-201-8851

定休日：お盆、正月

特典など

PR

カード提示にて
値引き有り

地域に愛される店として
親切・丁寧を
モットーにしています

①仏壇の気になる疑問に
答える小冊子と
最新の商品カタログをプレゼント
②割引10％

岡山県で唯一の「現代仏壇」の専門店です
現代の住宅環境に合ったデザインを豊富に取り揃えております
大切な方とのつながりを
身近に感じながら自分達らしく供養頂けるように
お客様のお気持ちに寄り添い心落ち着く「祈りの空間」を
ご提案させて頂きます些細な事でも何なりとご相談下さい

割引10%

新設 リフォーム 墓じまいなど
墓地の事なら何でも
ご相談下さい

特典など

PR

◇その他販売
店名/住所/ＴＥＬ/URL

業種
生花店

生花店

営業時間

山田生花店 本店

9時～19時

岡山市東区西大寺中野本町4-3
℡086-943-9611

定休日：１/1～5

山田生花店 リョービプラッツ店

9時～19時

岡山市東区西大寺上1-1-46
℡086-943-8699

定休日：１/1～5

モミジヤスポーツ 【株式会社モミジヤ運動具店 10時～20時
】
スポーツ用品小売

岡山市東区西大寺中野500-8
http://www.momijiyasports.jp/ 定休日：火曜
℡086-943-6000

㈲かつら木
果物販売

書籍・雑貨
文具販売

化粧品販売

9時～18時

岡山市北区青江1-20-7
℡086-223-6707

定休日：友引前日の午後

ストラ スコッグ ヒロタニヤ

10時～19時

岡山市東区可知1-62-12
℡086-206-2555

http://storaskog.net

定休日：日曜

ナリス化粧品 吉永販売所

11時～21時

岡山市東区可知3-1-39
℡090-5377-2726

定休日：不定

http://www.naris.co.jp

割引5%

割引5％OFF
（一部対象外あり）

割引5%
文具・雑貨
割引10%
①化粧品割引15％
②エステメニュー
割引10％

全国に配達出来ます!
西大寺地区の配達は無料!!

西大寺本店は総合スポーツ店で、
最近県下で唯一となる
スーパーフィートの
オーダーインソール製作を始めまし
た。

贈答用果物・盛篭など
お客様のニーズに応じて
ご用意させて頂きます
小さな本屋ですが
文具・雑貨なども置いてます
天然成分研究のパイオニア
安全性と
確かな効果を素肌へ

◇その他サービス
業種
クリーニング

リラクゼーション業

店名/住所/ＴＥＬ/URL

営業時間

上原クリーニング

9時～19時

岡山市東区可知1-94-1
℡086-942-2461

定休日：日曜

http://www.rideribuki.wix.com/uehara-clean

手もみ屋本舗 西大寺店

10時～22時

岡山市東区西大寺松崎215-6
℡086-238-8855

定休日：木曜

柳生園テニスクラブ

9時～23時

テニススクール 岡山市南区万倍61-7

℡086-243-1252
訪問写真
スタジオ
家財整理
遺品整理

http://www.ryuseien.co.jp/ 定休日：無し

社会保険労務士

10時～19時

岡山市北区中仙道1-3-11 中仙道富士ビル201
定休日：日曜・祝日
http://www.senior-photo.jp ※撮影のみ行います
℡0120-905-647

アライブ岡山
http://alive-okayama.com 定休日：不定

ひろやす瓦
屋根工事業

岡山市北区御津宇垣13-5
℡0120-23-3290

8時～17時
http://hiroyasu-kawara.com 定休日：日曜

年金サポートなかがわ事務所

9時～18時

岡山市中区浜604-3 トラスト井上ビル2F B-8
℡086-201-0677
℡086-201-0688

定休日：日曜・祝日

MOMIJIYA F.C 【株式会社モミジヤ運動具店 10時～23時
】
ﾌｯﾄサルコートの運営

①無料宅配サービス
②割引8％
ボディ60分通常4104円を
3218円（税込）に！
（平日10～16時の間）

入会金
（大人5400円子供3240円）

シニアフォトサービスセンター

岡山市北区西崎1-7-45
℡086-259-0439

特典など

岡山市東区西大寺南1-2-1西大寺グリーンテラス1～2F
http://fc.momijiyasports.jp/ 定休日：火曜
℡086-943-0020

無料

基本料金か
プラン価格
割引10%
見積り金額
割引10%
落ち葉や塵などが
詰まって困る樋清掃作業を
無料サービス
（危険を伴う部位は除く）

割引10％
①店内商品 通常価格5％OFF
（一部対象外あり）
②フットサルコート使用料10％OFF
（スクールを除く）

PR
ドライクリーニングを中心に、
Yシャツ・スーツ・布団・カーペット
着物・革製品まで幅広く取り扱ってます
個人店ならではのこだわりで
お客様をお待ちしております
手もみ屋本舗では
スタッフの「人間の向上」と「進化」を目標とし
日々の実践とその成果を通じて
広く社会に貢献できる店舗創り
人材育成を目指しています。そしていつも笑顔で
元気にお客様に安心してもらえるよう心掛けています

冷暖房完備で
日焼けの心配がいらない
インドアテニススクールです
県内では唯一の専門店
出張料も完全無料（一部エリア除く）
生前の遺影準備はもちろん
写真整理などもお任せ下さい
協会認定終活カウンセラーも在籍

リサイクル出来るものは
ワクチンに代えて
命をつなげる活動をしています
雨漏れ・水漏れは急を要する内容です
スピード対応をモットーに
安心して住んで頂ける屋根工事を
社員一同心掛けています
明るく誠実に取り組みます
遺族年金・葬祭費
請求漏れの年金が無いか？など
煩雑な手続きを迅速に行います
ご遺族の生活費を守ります

MOMIJIYAF.Cは日本で唯一の
フットサルコート２面併設した
大型サッカー・フットサル専門店で、
小学生のサッカースクールも開催していま
す。

