「岡山医療生活協同組合」 提携店のご案内
利用可能なお店は
このマークが目印
です。
2019年5月1日現在

※店舗の都合上、マークの設置がない店舗もございます。

種別

紳士服等

新規
提携

提携店舗 /会社名称

はるやま
※岡山県内店舗のみ

サービス内容

◆お店で組合員カードまたは、はるやま優待カードをご提示ください。
◆岡山医療生協向けスマートフォン用デジタルカードもご利用できます。
右の専用ＱＲコードからダウンロード・画像保存の上、ご利用ください。
※個人情報の登録などはありません。
◆店頭価格より10%割引。
ＱＲコード

寝具

ふとんのつゆき
住所：岡山市北区富田525-1

ベスト電器岡山本店
電化
製品

住所：岡山市北区下中野377-1
※岡山本店(岡山市北区下中野)のみ

エディオン
※法人営業部への電話問い合わせのみ

医療
用品

ダイヤ工業
直営サポーターショップ
住所：岡山市南区古新田1125

手芸マキ
手芸

住所
平井店
岡山市中区平井6-7-1タイム平井店２階
奉還町店
岡山市北区奉還町2-9-10

中野屋眼鏡院
住所：岡山市北区表町2-6-53(本店)
※天満屋倉敷店/ゆめタウン倉敷店

こども眼鏡院
住所：岡山市北区表町2-6-48(本店)
※天満屋倉敷店/ゆめタウン倉敷店

眼鏡

眼鏡市場
ALOOK / LENS STYLE
※岡山県内店舗のみ

メガネ本舗
※岡山県内店舗のみ

◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆店頭価格より10%割引。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントの際、専門講師による体験型
イベントが開催できます。詳細は岡山医療生協企画課（086-271-7515）まで、
ご連絡ください。
◆お店の法人営業窓口で組合員カードをご提示ください。
◆組合員特別優待価格でご提供します(一部対象外あり)
◆出張修理などご相談できます。
◆チラシや店頭で商品を決め、エディオン法人営業部(086-245-8803)に
お電話で、「岡山医療生協の組合員です」と伝えて下さい。
◆組合員優待価格でご提供します。
◆5,000円超の商品は送料無料。(当日持ち帰り不可の商品もあります。)
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆各種サポーター10％割引（一部対象外あり）
◆各種スポーツ関連商品10％割引（一部対象外あり）
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆平井店・奉還町店共通
手芸マキ会員様価格でご提供します(一部対象外あり)
◆手芸マキ平井店限定
手作りサロン(毎月第２・第４火曜日の10時～15時)に参加費のみ無料で参加
できます。(→通常参加費300円/人)
※たまれば割引券として使えるサロン参加スタンプカードも１個/回つきます。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントの際、専門スタッフによる体験型
イベントが開催できます。開催費は要相談となります。(約500～2,000円/人)
◆詳細は岡山医療生協企画課（086-271-7515）まで、ご連絡ください。
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆眼鏡仕上がり商品(本体+レンズ)10％割引(一部対象外あり)。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントの際、専門講師による体験型
イベントが開催できます。詳細は岡山医療生協企画課（086-271-7515）まで、
ご連絡ください。
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆眼鏡仕上がり商品(本体+レンズ)10％割引(一部対象外あり)。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントの際、専門講師による体験型
イベントが開催できます。詳細は岡山医療生協企画課（086-271-7515）まで、
ご連絡ください。
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆眼鏡、コンタクトなど5%割引。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントの際、専門講師によるセミナーが
開催できます。詳細は岡山医療生協企画課（086-271-7515）まで、
ご連絡ください。
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆岡山県内9店舗で、眼鏡・コンタクトなど10％割引、補聴器は5％割引。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントの際、専門講師によるセミナーが
開催できます。詳細は岡山医療生協企画課（086-271-7515）まで、
ご連絡ください。
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「岡山医療生活協同組合」 提携店のご案内
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種別
花

新規
提携

提携店舗 /会社名称
フラワースタジオＭ(エム)
住所：岡山市中区江崎468-5

ミズノ(MIZUNO)
住所：広島県広島市西区
商工センター5-14-27
ミズノ株式会社 広島営業所

スポーツ
用品

モミジヤスポーツ
住所：岡山市東区西大寺中1-11-15

MOMIJIYA F.C
住所：岡山市東区西大寺南1-2-1
※フットサルコート

エイコースポーツ
住所：岡山市北区大供1-3-7
※本社/店舗
住所：岡山市北区絵図町1-50
※ランニング専門店

日本ハム西販売
住所：岡山市南区新保106-5
日本ハム西販売株式会社
中国販売部岡山営業所

ギフト

日本茶専門店

引両紋(ひきりょうもん)
本社：備前市吉永町吉永中450

クリーニング

清掃

岡山ランドリー
※岡山市北区・中区・南区

遺品整理・生前整理

岡山楽すてかたづけ隊
住所：岡山市北区野田2-4-1

防犯
映画

ドッグ
スクール

セコム(SECOM)
住所：岡山市北区岩田町4-38
セコム株式会社岡山統括支社

福武観光（岡山メルパ）
住所：岡山市北区駅前町1-4-23

ドッグスクール
ONE LIFE(ワンライフ)
住所：岡山市南区東畦372-1

サービス内容
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆来店で2,000円以上のお買い上げの方に限り、｢粗品｣をプレゼント。
◆組合員活動でウォーキング大会開催時に、ミズノノルディック
(ウォーキングポール）を組合員特別価格で体験レンタルします。
※専門講師が現地で取り扱い・フィッティングをします。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントの際、健康に関わるミズノ製品の
体験・体感会を開催できます。
◆詳細は岡山医療生協企画課（086-271-7515）までご連絡ください。
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆お店でのお買い物が5%割引（一部対象外あり）。
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆フットサルコート使用料が10%割引。
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆お店でのお買い物が5%割引（一部対象外あり）。
◆商品の詳細について・カタログ手配・ご注文は、日本ハム西販売株式会社
岡山営業所(086-283-5586/担当：尾崎)にお電話で、問い合わせ下さい。
※お問い合わせの際は、岡山医療生協の組合員であること、組合員Ｎｏ、
氏名をお伝え下さい。
◆①ギフト商品
カタログから選ぶ｢日本ハムギフトセット｣を、組合員特別割引でご提供します。
※10%～最大30%の割引です。
②ご家庭用商品
・岡山医療生協特別セット2,000円(税抜)で販売/ 【3,000円(税抜)相当】
・岡山医療生協特別セット3,000円(税抜)で販売/ 【4,000円(税抜)相当】
◆ギフト商品やご家庭用商品の内容は、シーズンにより異なります。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで「お茶」に関する体験型勉強会を
開催できます。日本茶専門店の知識を活かしたお茶の淹れ方や、自分好み
のお茶を知ることなど、お茶を味わいながら楽しく学ぶことができます。
開催費は要相談となります。(約500～1,000円/人※お茶菓子・日本茶付き)
◆詳細は岡山医療生協企画課（086-271-7515）までご連絡ください。
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆10%割引になります。
◆組合員カードをご提示ください(問い合わせ先：0120-244-211)。
◆見積無料、見積から15％引きで対応します(岡山県認可)。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントの際、専門講師によるセミナーが
開催できます。詳細は岡山医療生協企画課（086-271-7515）まで、
ご連絡ください。
◆組合員カードをご提示ください。
◆見守りサービスなど組合員優待価格でご提供します。
◆メルパで組合員カードをご提示ください。
◆通常（大人）1,800円が1,500円、（子供）1,100円が900円になります。
◆組合員カードをご提示ください。
◆愛犬に関するご相談・カウンセリング料を無料にします(店舗：080-6242-3068)。
◆レッスンにお申し込みの方には、｢スクール思い出写真｣をサービス。
◆グループ参加型の愛犬しつけ相談会・犬に関する講習会も開催可能です。
グループ講習会は、岡山医療生協企画課（086-271-7515）までご連絡ください。
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種別

新規
提携

提携店舗 /会社名称

いのうえエヴァホール
※岡山県内全ホール共通

葬祭

住所：倉敷市新田2393-7

岡山住宅
リフォーム協同組合

◆組合員カードをご提示ください(問い合わせ先：0120-42-5335)。
◆組合員様特別割引価格にて高品質の住宅リフォームをご提供します。

※岡山県内全ホール共通

ペット葬祭 ペットピア

住所：岡山市北区野田2-4-1

日本旅行
※岡山県内3支店のみ

旅行

★

ＮＴＯＵＲ 農協観光
住所：岡山市北区磨屋町9-18

シモデンツーリスト
住所：岡山市北区厚生町1-2-8

トヨタレンタリース新岡山
※岡山県内7店舗/岡山・倉敷・津山のみ

レンタカー

ニッポンレンタカー
※全国共通/インターネット予約のみ

ベネフィットホテル
岡山駅前
住所：岡山市北区駅前町2-6-12

ベネフィットホテル
岡山ほんまち
ホテル

◆組合員カードをご提示ください。
◆10%～最大20％割引になります。(商品により割引率は異なります。)
◆詳しくは各店舗までご連絡ください。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントの際、専門講師による体験型
イベントが開催できます。詳細は岡山医療生協企画課（086-271-7515）まで、
ご連絡ください。
◆組合員カードをご提示ください。
◆10%以上割引になります。
◆組合員カードをご提示ください。
◆10%以上割引になります。

アーバンホール

リフォーム

サービス内容

住所：岡山市北区本町4-20

ホテルエクセル岡山
住所：岡山市北区石関町5-1

レスパール藤ヶ鳴
住所：岡山市北区菅野3399-1

◆ご予約の際、組合員カードをご提示ください。
◆岡山支店・TiS岡山支店・TiS倉敷支店で、対象パッケージ商品：赤い風船5％、
ベスト･ベストエクセレント3％、マッハ5％それぞれ割引。
◆カウンターご予約の際、組合員カードをご提示ください。
◆岡山支店で、対象Ｎツアーおすすめプラン：こだわりの宿5％、
Ｎツアー中四発着オリジナルツアー3％それぞれ割引。
◆こだわりの宿のＷＥＢカタログは、右のＱＲコードより閲覧ください。
Ｎツアー中四国発着オリジナルツアーについては、お電話でお問い
合わせ下さい。岡山支店(086-225-6630/担当：梶清・竹内)
※お問い合わせの際は、岡山医療生協の組合員であること、
組合員Ｎｏ、氏名をお伝え下さい。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントの際、専門講師による
体験型イベントが開催できます。
詳細は岡山医療生協企画課（086-271-7515）まで、ご連絡ください。

ＱＲコード

◆ご予約の際、組合員カードをご提示ください。
◆国内・海外パッケージ商品３％割引（一部除外商品あり）。
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆10%割引になります。※職員が利用する際は総務課にご連絡ください。
◆インターネットでご予約の際、全国のニッポンレンタカーが割引。
※20%～最大55%の割引です。
◆詳しくは岡山医療生協企画課（086-271-7515）までご連絡ください。
◆電話予約(086-222-8833)の際、｢組合員Ｎｏ.｣を伝えてください。
◆宿泊日にはフロントへ組合カードをご提示ください。
◆電話予約の際、宿泊基本料金(お部屋代のみの割引)が10％割引になります。
◆他券、他のサービスとの併用はできません。
◆電話予約(086-232-5858)の際、｢組合員Ｎｏ.｣を伝えてください。
◆宿泊日にはフロントへ組合カードをご提示ください。
◆電話予約の際、宿泊基本料金(お部屋代のみの割引)が10％割引になります。
◆他券、他のサービスとの併用はできません。
◆電話予約(086-224-0505)の際、｢組合員Ｎｏ.｣を伝えてください。
◆宿泊日にはフロントへ組合カードをご提示ください。
◆電話予約の際、宿泊基本料金(お部屋代のみの割引)が割引になります。
◆他券、他のサービスとの併用はできません。
◆組合カードをご提示ください。
◆入浴料10%割引、宿泊基本料金(お部屋代のみの割引)10%割引。
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種別

新規
提携

提携店舗 /会社名称
シティライトフィットネス
コート岡山南
住所：岡山市南区当新田420-4

両備乗馬クラブ
クレイン岡山
住所：岡山市東区寺山169

スポーツ
施設

オーバルスポーツ
※岡山県内4店舗/中区円山
南区妹尾・総社・玉野

★

◆コート岡山南に入会した方に運動と食事の個別プログラムを作成します。
◆岡山医療生協のｲﾍﾞﾝﾄにスポーツトレーナーの派遣ができます（有料）。
◆健康と生活、なんでも相談窓口カードを設置していただいています。
◆電話予約(086-297-6622)の際、｢組合員Ｎｏ.｣を伝えてください。
◆施設フロントへ組合カードをご提示ください。
◆乗馬試乗会１回コースが20％割引になります。
試乗料はスクール料金3,024円(通常3,780円)+馬具レンタル・保険料1,820円。
※対象年齢：小学１年生から。未成年者の参加は親権者の同伴が必要です。
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆入会初回月の会費が50%割引になります。

住所：岡山市北区錦町7-23

◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆清算時に各コースから5％割引になります。

ヘルシーカフェ
ＳＡＮＴＥ(サンテ)

◆お店で組合カードをご提示ください。
◆新鮮野菜「健康カジュアルフレンチ」他、飲食代10％割引（一部対象外あり）。

arklax(アルクラックス)

住所：岡山市南区古新田1125

「彩」 irodori
岡山プラザテル１階
住所：岡山市中区浜2-3-12
岡山プラザホテル内/１階

飲食

サービス内容

宅配弁当屋 喜楽
住所：岡山市中区さい3-4

慈恩精舎
（じおんしょうじゃ）
住所：岡山市中区米田26-5

花由
（はなよし）
住所：岡山市中区浜1-13-39

◆お店で組合カードをご提示ください。
◆ランチ時ワンドリンクサービス。
※ドリンクバーの含まれるランチメニューはサービス対象外となります。
◆注文の際組合員カードをご提示ください(店舗：086-239-6002)。
◆初回注文に限り通常500円(税込み）の日替弁当を400円（税込み)。
◆無料配達・宅配エリアについてはお問い合わせください。
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆「すこしお＊」弁当を検討できます。
◆個別配達に対応します（中区・東区）。
◆お店で組合員カードをご提示ください。
◆ランチ時ワンドリンクサービス。
◆「すこしお＊」弁当を検討していただけます。
＊「すこしお」は少しの塩分ですこやかな生活をめざす医療生協のとりくみです。
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