
種別
新規
提携

提携店舗 /会社名称 サービス内容（※ロゴをクリックするとお店のＨＰへリンクします。）

紳士服
婦人服

はるやま
※岡山県内店舗のみ

◆お店で組合員カードまたは、はるやま優待カードを
   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。(※一部対象外あり)

婦人服

レディース

オーダーメイドスーツサロン

ROOSELE(ルーシェル)
住所
岡山市北区問屋町1-103
カイタックフェスタ館１階

◆お店で組合員カードを提示ください。
　 店頭価格より5%～15%割引。(※一部対象外あり)
◆予約優先制となりますので、ご来店の際は、
　 店舗(086-241-1323)へお問い合わせ下さい。

紳士服

メンズ
オーダーメイドスーツサロン

LORD HOUSE(ロードハウス)
住所
岡山市北区問屋町1-103
カイタックフェスタ館１階

◆お店で組合員カードを提示ください。
　 店頭価格より5%～15%割引。(※一部対象外あり)
◆予約優先制となりますので、ご来店の際は、
　 店舗(086-244-4441)へお問い合わせ下さい。

呉服

京呉服 好一
住所
岡山本店
 岡山市北区辰巳2-106　トーナン北ビル
城東店
 岡山市東区沼1310-1

◆お店で組合員カードを提示ください。
   振袖購入・レンタルセット価格より10％引き。
   (※一部対象外あり)
　 ※他のサービスとの併用はできません。
　 着物丸洗いサービスを4,000円で提供します。
　 詳細は店舗へお問い合わせください。
   岡山本店(086-242-1529)
   城東店（086-297-9529）

装飾品

JEWELRY MOI PLUS
(ジュエリーモアプリュス)
住所
岡山市北区問屋町1-103
カイタックフェスタ館１階

※岡北店・岡南店・Okayama津高店でも
   ご利用いただけます。

◆お店で組合員カードを提示ください。
　 店頭価格より5%～10%割引。(※一部対象外あり)

おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！

　 ※ 水色の店舗は、｢地域限定｣でご利用可能なお店です。ご注意ください。

デジタル会員証

ＱＲコード

スマートフォンから一覧を

確認！

ＱＲコードを読み込んで最

新の提携店情報がチェッ

クできます。

提携店カードをご利用の

際やお店への問い合わせ

の際は、岡山医療生協の

カードであることを必ずお

伝えください。

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード
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ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード
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http://www.haruyama-co.jp/pdf/201902_30134.pdf
http://www.haruyama-co.jp/pdf/201902_30134.pdf
https://www.kyogofuku-kouichi.com/
https://www.kyogofuku-kouichi.com/
http://www.j-moi.jp/
http://www.j-moi.jp/
https://www.roosele.jp/
https://www.roosele.jp/
https://www.lordhouse.jp/
https://www.lordhouse.jp/
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スーパー

牛窓ショッピング

住所

岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓6421−1

◆お店で組合員カードを提示ください。
　 組合員カードのご利用で牛窓ショッピングのポイントカード
　 「カウカウカード」のポイントが、２倍になります。
◆2,000円以上お買い上げの方は、ご自宅まで購入された
   商品をお届けしますので、お気軽にお声かけ下さい。
   ※牛窓地域の方、限定のサービスです。

クリーニング 岡山ランドリー
※岡山市北区・中区・南区

◆お店で組合員カードを提示ください。
   10%割引になります。

家電
ベスト電器岡山本店
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

◆お店の法人営業窓口で組合員カードを提示ください。
   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。

家電 エディオン
※法人営業部への電話問い合わせのみ

◆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
　 であることを伝えて下さい。
　 ※優待価格での商品購入は店頭では対応できません。
      購入前にお電話でご確認下さい。
◆組合員優待価格でご提供します。(※一部対象外あり)
◆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。

家具
カーテン

カイタックリビング

ameni-Ca(アメニカ)
住所
岡山市北区問屋町1-103
カイタックフェスタ館２階

◆お店で組合員カードを提示ください。
　 店頭価格より5%～15%割引。(※一部対象外あり)

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード
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https://www.edion.com/
https://www.edion.com/
https://www.bestdenki.ne.jp/store/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%BA%97/
https://www.bestdenki.ne.jp/store/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%BA%97/
http://www.okayamalaundry.co.jp/
http://www.okayamalaundry.co.jp/
http://www.ameni-ca.jp/
http://www.ameni-ca.jp/
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シール印刷

株式会社インパム

住所
株式会社インパ岡山本社
岡山市南区洲崎1-2-13

◆シール・ラベル・リーフレット・パッケージなど様々な製
   品の製作ができます。
　 株式会社インパムのホームページの
　 お問い合わせフォームからお問い合わせください。
   お問い合わせの際に組合員であることをご記入ください。
   初回のみ特別価格にてご提供いたします。

   ※サービスは印刷物の内容によりご提案させていただ
      きます。シール・ラベル・リーフレット・パッケージ等の
      デザインから印刷まで幅広いご提案が可能です。

手芸用品

セミナーあり

手芸マキ
住所
平井店
 岡山市中区平井6-7-1タイム平井店２階

◆お店で組合員カードを提示ください。
　 手芸マキ会員様価格でご提供します。
　　※一部対象外あり
◆２ヶ月に１度開催の平井店｢マルシェ｣
　 (詳細はInstagramより)で作家さんの
   ハンドメイド作品の販売や手づくり体験ワークショップが
   お楽しみいただけます。
◆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。
   (教室名：手づくりワークショップ)
　 開催地・開催日程・開催費用は要相談となります。
　 詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

眼鏡
補聴器

セミナーあり

眼鏡市場
ALOOK / LENS STYLE
※岡山県内店舗のみ

◆お店で組合員カードを提示ください。
   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。
   (教室名：耳からはじめる健康づくり)
　 開催地・開催日程は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

眼鏡
補聴器

セミナーあり

メガネ本舗
※岡山県内店舗のみ

◆お店で組合員カードを提示ください。
   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。
   (教室名：眼鏡のレンズ選んでますか？)
　 開催地・開催日程は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

Instagram
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https://www.meganehompo.co.jp/
https://www.meganehompo.co.jp/
https://www.meganeichiba.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=koushiki&utm_campaign=sem&gclid=EAIaIQobChMI4ZKplYT67AIVQVlgCh2rjwr2EAAYASAAEgJg3fD_BwE
https://www.meganeichiba.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=koushiki&utm_campaign=sem&gclid=EAIaIQobChMI4ZKplYT67AIVQVlgCh2rjwr2EAAYASAAEgJg3fD_BwE
http://www.impam.co.jp/
http://www.impam.co.jp/
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花 フラワーショップ アビーロード
住所：岡山市北区内山下2-2-2

◆お店で組合員カードを提示ください。
   来店で現金払い3,000円以上のお買い上げの方に限り、
   消費税10％割引。

花 フラワースタジオ Ｍ(エム)
住所：岡山市中区江崎468-5

◆お店で組合員カードを提示ください。
   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。

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野500-8

◆お店で組合員カードを提示ください。
   お店でのお買い物が5%割引。（※一部対象外あり）

スポーツ
用品

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

◆お店で組合員カードを提示ください。
   お店でのお買い物が5%割引。（※一部対象外あり）

運動器
スポーツ

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

◆お店で組合員カードを提示ください。
   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）

食品
ギフト

日本ハム
住所：岡山市南区新保106-5
　　　  日本ハムマーケティング株式会社
         中四国販売部岡山営業所

◆商品の詳細について・カタログ手配・ご注文は、日本ハム
   マーケティング株式会社(086-283-5586/担当：小原)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。
◆ギフト商品を5%～最大40%割引。
　 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。
　  ※内容はシーズンにより異なります。※送料は全国一律、
       １箇所880円（税込）。

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード
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https://shop.eikosports.co.jp/
https://shop.eikosports.co.jp/
https://www.nipponham.co.jp/
https://www.nipponham.co.jp/
http://www.daiyak.co.jp/
http://www.daiyak.co.jp/
http://www.flowerstudio-m.com/shop/
http://www.flowerstudio-m.com/shop/
https://www.momijiyasports.jp/
https://www.momijiyasports.jp/
http://www.e-abbey-road.com/
http://www.e-abbey-road.com/
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食品
ギフト

蒲鉾のはせい
住所：岡山市北区二日市町232番地
         株式会社長谷井商店

◆お店（天満屋岡山店 地下食料品売り場「はせい」）
　 で組合員カードを提示ください。
    2,000円(税抜)以上をお買い上げの方へ1品
　 サービスします。
   ※サービス商品の詳細は店舗でお聞き下さい。

◆岡山医療生協との協同企画商品｢やわらか蒲鉾 日の出｣は、
　 岡山協立病院１階の売店で販売中です。

食品
ギフト

鷹取醤油　燕来庵
住所：岡山県備前市香登本887番地
　　　　鷹取醤油株式会社

◆お店で組合員カードを提示ください。
   500円以上お買い上げの方へ、当日から使用
   いただくことのできる「ソフトクリーム50円引券」を
   進呈します。
　※鷹取醤油　燕来庵備前店でのみ利用いただけます。

食品
ギフト

野菜・ドレッシング・ソルト・ビネガー

Ortolano（オルトラーノ）
住所：岡山市北区京山２－５－２
         両備ホールディングス株式会社
         京山ソーラー・グリーン・パーク

◆商品の詳細（チラシ手配）やご注文は、両備ホール
   ディングス株式会社（電話：086-256-7060/担当:高橋）
　 にお電話またはメール（ortolano@ryobi-holdings.jp）にて
   お問い合わせください。
   ※お問い合わせの際は、岡山医療生協の組合員No、氏名
　　  をお伝え下さい。
◆ギフト用または自家食用として、商品を組合員特別割引
    価格（5～20%割引）でご提供します。
   送料は送料込の商品を除き、全国一律一箇所あたり880円
　 （税込）が別途必要です。

リフォーム
岡山県住宅
リフォーム協同組合
住所：岡山市北区野田2-4-1

◆組合員カードを提示ください。
   (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。

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ
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http://www.meisyou-club.or.jp/
http://www.meisyou-club.or.jp/
https://takatori-shoyu.co.jp/
https://takatori-shoyu.co.jp/
http://www.hasei.co.jp/
http://www.hasei.co.jp/
https://ortolano.info/
https://ortolano.info/
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店舗
サポート

開店・閉店・店舗サポート

BATON(バトン)
住所：岡山市北区表町1丁目1-8
　　　  ライオンズタワー岡山表町1901
　 　　 有限会社晴れ屋プロジェクト

◆メールでの問合せは下記内容を明記ください。
   アドレス:batonection@gmail.com
　 内容:お名前・ふりがな・電話番号・相談内容(簡潔に)
 　「組合員No.」もご記入ください。ご利用日には組合カード
　 をご提示ください。
　 電話予約（070-2642-5184)の際は「組合員No.」を伝
   えてください。ご利用日には組合カードをご提示ください。
 
   開店や閉店時にコスト軽減などのサポートから売りたい方
   と買いたい方を繋ぐサポートもお手伝いしています。
　 組合員様特別価格にてサポートサービスをご提供します。
　 ※初回相談料は無料です。

清掃・整理

セミナーあり

遺品整理・生前整理

おかやま
楽すてかたづけ隊
住所：岡山市北区野田2-4-1

◆組合員カードを提示ください(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。(教室名：遺品整理について考えてみよう)
   開催地・開催日程は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

清掃・整理

セミナーあり

片付け代行・ごみ屋敷清掃
遺品整理・生前整理

株式会社いろは
住所：岡山市東区南水門町４５７

◆電話でお問い合わせの際、｢組合員No.｣を伝えてくだ
　 さい。問い合わせ先：086-289-5784
   お家に関する困りごと、まずはご相談ください。
　 見積無料、組合員様特別割引価格にてサービスを
   ご提供します。
◆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。
   (教室名：片付け代行・ゴミ屋敷清掃の業者が見た現場のお話)
　 開催地・開催日程は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

清掃・整理 有限会社 藤原企画
住所：岡山県和気町本428

◆電話予約（090-8718-1944)の際、「組合員No.」を伝えてください。
   ご利用日には組合カードをご提示ください。
   草刈り・庭木の剪定・お墓の掃除・住宅のちょっとした困りごとなど、
   まずはお気軽にご相談ください。(※一級建築施工管理技士が対応)
   組合員様特別割引価格にてサービスをご提供します。
　 ※見積は無料です。
　 ※対応エリアは岡山県内の南東部地域です。

害虫駆除 津高防除
住所：岡山市北区津高200-8

◆電話でのお問い合わせ（086-254-8550)の際、「組合員No.」を
　 伝えてください。

　 シロアリ予防駆除サービス
   調査のみの場合、調査料から10％をお値引きします。
　 調査後施工となった場合は、調査料をいただいておりません。

ＱＲコード
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ございません
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見守り
サービス

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

◆ご契約の際に組合員カードを提示ください。
   見守りサービスなど組合員優待価格でご提供します。

映画 福武観光（岡山メルパ）
住所：岡山市北区中山下１丁目１０−３０

◆メルパで組合員カードを提示ください。
   (大人)通常1,800円が1,500円、
　 (小人）1,100円が900円になります。

ドッグ
スクール

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

◆組合員カードを提示ください。
◆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。
　 お友だちなどグループでの講習会をご希望の際は、
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

葬祭
仏壇
仏具

アーバンホール
※岡山県内全ホール共通

◆組合員カードを提示ください。
   10%以上割引になります。

葬祭
仏壇
仏具

セミナーあり

いのうえエヴァホール
※岡山県内全ホール共通

◆組合員カードを提示ください。
   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。
   （教室名：ハーバリウム体験教室）
   開催地・開催日程・開催費用は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

葬祭
仏壇
仏具

ペット葬祭 ペットピア
エヴァホールいのうえグループ
住所：倉敷市新田2393-7

◆組合員カードを提示ください。
   10%以上割引になります。
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葬祭
仏壇
仏具

さくら祭典
※岡山県内全ホール共通

◆組合員カードを提示ください。
　　祭壇基本料金２０％・ホール諸経費２０％・
　　生花（供物一式）１０％が割引となります。
　　その他会員様限定プランをさくら会員と同等の
　　価格で利用できます。

仏壇
仏具

照泰仏堂
住所：岡山市北区三門中町2-11

◆お店で組合員カードを提示ください。
　 ①お線香・ローソク5％、お仏具10％～、お仏壇１０％～、
　 　 返礼品(粗供養/満中陰志/その他)１０％～が割引と
　    なります。
　 ②法要専門ホールご利用料金を照泰仏堂会員様と同等
　　  の料金で提供します。
　 ③2,000円以上お買い上げの方へ併設店
　    ｢IMA KOKOKARAカフェ」のドリンクが無料になります。
 　④写経体験・ヨガ体験が無料となります。

旅行 日本旅行
※岡山県内3支店のみ

◆ご予約の際、組合員カードを提示ください。
   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％、マッハ5％
   ベスト･ベストエクセレント3％、それぞれ割引。

旅行

セミナーあり

エヌツアー（NTOUR)
農協観光
住所：岡山市北区磨屋町9-18

◆カウンターご予約の際、組合員カードを提示ください。
   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。（※一部除外商品あり）
◆こだわりの宿のＷＥＢカタログは、右のＱＲコードからも閲
　 覧可能です。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。
   (教室名：旅から食を考えよう！)
　 開催地・開催日程・開催費用は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。
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旅行 下電観光バス株式会社
住所：岡山市北区厚生町1-2-8

◆ご予約の際、組合員カードを提示ください。
   国内・海外パッケージ商品３％割引。
   （一部除外商品あり）

レンタカー 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

◆お店で組合員カードを提示ください。
   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。

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

◆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。
　 ご利用の際は岡山医療生協企画課（086-271-7515）
   までご連絡ください。

ホテル
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

◆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
   提示ください。
   電話予約の際、宿泊基本料(お部屋代のみ割引)
   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。

ホテル
ベネフィットホテル
岡山ほんまち
住所：岡山市北区本町4-20

◆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
   提示ください。
   電話予約の際、宿泊基本料(お部屋代のみ割引)
   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。

ホテル レスパール藤ヶ鳴
住所：岡山市北区菅野3399-1

◆お店で組合カードを提示ください。
   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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ホテル ゲストハウス　曙だるま
住所：岡山県瀬戸内市邑久町虫明1118

◆施設で組合カードをご提示ください。
   1日１組様貸切(10名様まで)の1泊2食付の宿泊施設
   です。組合カードご利用で宿泊の方へ朝食後のコーヒー
   を無料でサービスします。

ホテル ザ・ホテルリマーニ＆スパ
住所：岡山市瀬戸内市牛窓町牛窓3900

◆電話予約(0869-34-5500)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
　 提示ください。
   電話予約の際、宿泊基本料(お部屋代のみ割引)が
   550円割引になります。
◆他券、他のサービスとの併用はできません。

ホテル 西大寺グランドホテル
住所：岡山市東区西大寺中2丁目12-9

◆電話予約(086-942-8000)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
   提示ください。
   電話予約の際、宿泊基本料(お部屋代のみ割引)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。

ホテル ホテルエクセル岡山
住所：岡山市北区石関町5-1

◆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
   提示ください。
   電話予約の際、宿泊基本料(お部屋代のみ)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。

スポーツ
施設

MOMIJIYA F.C
住所：岡山市東区西大寺南1-2-1

◆お店で組合員カードを提示ください。
◆フットサルコート使用料が10%割引。

スポーツ
施設

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

◆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。
◆岡山医療生協のイベントにスポーツトレーナーの
   派遣ができます。(※有料サービスです。)
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種別
新規
提携

提携店舗 /会社名称 サービス内容（※ロゴをクリックするとお店のＨＰへリンクします。）

おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！

　 ※ 水色の店舗は、｢地域限定｣でご利用可能なお店です。ご注意ください。

スマートフォンから一覧を

確認！

ＱＲコードを読み込んで最

新の提携店情報がチェッ

クできます。

提携店カードをご利用の

際やお店への問い合わせ

の際は、岡山医療生協の

カードであることを必ずお

伝えください。

105
2023年5月1日 現在、

スポーツ
施設

両備乗馬クラブ
クレイン岡山
住所：岡山市東区寺山169

◆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。
　 ※対象年齢は小学１年生から。未成年者の参加は
      親権者の同伴が必要です。

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

◆お店で組合員カードを提示ください。
   入会初回月の会費が50%割引になります。

整体
訪問整体みくる
住所：岡山市東区西大寺中野9-4
代表：青木　亮
※訪問エリアは岡山市中区/東区エリア

◆電話予約(090-1351-5822)の際、｢組合員Ｎｏ.｣を
   伝えてください。当日は組合カードを提示ください。
   下記コースを選択された方へのサービスが対象です。
　　※コース：全身整体コースのみ
　　　 ・初回6,000円を3,000円へ割引
　　　　･ご利用後も自宅でセルフケアできるよう、ストレッ
　　　　 チ指導や生活のアドバイス(姿勢指導)を行います。

ストレッチ アルクラックス(arklax)
住所：岡山市北区錦町7-23

◆電話予約(050-1745-6362)の際、｢組合員Ｎｏ.｣を
   伝えてください。来店時、組合カードを提示ください。
   清算時に各コースから5％割引になります。

菓子
岡山夢菓匠  敷島堂
住所：岡山県瀬戸内市邑久町尾張1153-1
　　　 竹久夢二本舗敷島堂株式会社
　　　 ※岡山県内８店舗共通

◆お店で組合員カードを提示ください。
   清算時に敷島堂ポイントカード２倍になります。

菓子

菓匠　福井堂
本店：岡山県備前市西片上1293
※岡山県下４店舗共通
　 （備前・西大寺・和気・山陽店）
※赤穂店・相生店でも使用できます。

◆お店で組合員カードを提示ください。
   お買い上げ金額1,000円以上で、お好きな
   お饅頭を1個プレゼント
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提携

提携店舗 /会社名称 サービス内容（※ロゴをクリックするとお店のＨＰへリンクします。）

おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！

　 ※ 水色の店舗は、｢地域限定｣でご利用可能なお店です。ご注意ください。

スマートフォンから一覧を

確認！

ＱＲコードを読み込んで最

新の提携店情報がチェッ

クできます。

提携店カードをご利用の

際やお店への問い合わせ

の際は、岡山医療生協の

カードであることを必ずお

伝えください。
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福祉用具 ダテ・ライフ・ウェルネス
住所：岡山市南区西紅陽台2-54-464

◆お店で組合員カードを提示ください。
   福祉用具のレンタル・購入の方には粗品をプレゼント。

福祉用具

ベビー用品

株式会社ヤマサキ
住所：岡山市南区当新田485-18

◆電話予約(086-241-7822)の際、｢組合員Ｎｏ.｣
　 を伝えてください。
   インターネットからご注文の場合、お客様情報入
　 力の項目にある「お問い合わせ」欄へ、｢岡山医
　 療生協の組合員｣であることをご入力ください。
   あわせて 「組合員No.」も忘れずご入力ください。

　 ベビー用品レンタル価格を5％割引。
　 ※他の割引や他のサービスとの併用は不可です。

薬局

ダテ薬局
対象店舗
※岡山市南区～玉野市
宇野店・メルカ店・日比店・田井店・藤田店
東高崎店・彦崎店

◆お店で組合員カードを提示ください。
   市販薬・日用品関連商品を店頭価格より10％割引。
　 ※特価品、紙おむつ、コンタクトレンズなど一部対象
　　　外商品あり。
   ※処方箋は対象外

薬局 田辺ドラッグストア
住所：岡山市北区東島田町2-7-18

◆お店で組合員カードを提示ください。
   医薬品、健康食品を５％割引。（※一部対象外商品あり）

生活用品

セミナーあり

アイプランニング
住所：岡山市中区国富７３９−４

◆次亜塩素酸水(ディゾルバウォーター)や空間除菌消臭器
   を取り揃えています。対象のホームページをご確認ください。
　 ご注文やお問い合わせは電話(086-201-1122/佐藤)・
   FAX(086-201-1124)までお願いします。
   お問い合わせの際に組合員であることをお知らせください。
   組合員価格にてご提供いたします。購入合計金額5,000円
　 以上(税込)については送料無料です。
　 ※ホームページ：http://www.disolva.jp/product/index.html

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで、
　　｢次亜塩素酸水の使い方をもっと知ろう！」が開催できます。
   開催地・開催日程・開催費用は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）
　　まで、ご連絡ください。

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページは

ございません

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

12/23ページ

https://www.d-lifewellness.date/
https://www.d-lifewellness.date/
https://date-yakkyoku.com/
https://date-yakkyoku.com/
http://www.disolva.jp/product/index.html
http://www.disolva.jp/product/index.html


種別
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提携店舗 /会社名称 サービス内容（※ロゴをクリックするとお店のＨＰへリンクします。）

おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！

　 ※ 水色の店舗は、｢地域限定｣でご利用可能なお店です。ご注意ください。

スマートフォンから一覧を

確認！

ＱＲコードを読み込んで最

新の提携店情報がチェッ

クできます。

提携店カードをご利用の

際やお店への問い合わせ

の際は、岡山医療生協の

カードであることを必ずお

伝えください。

105
2023年5月1日 現在、

化粧品
美容関連

だてや
住所：玉野市宇野1-38-1
　　　　ショッピングモールメルカ2階

◆お店で組合員カードを提示ください。
   市販薬・化粧品・美容関連商品を店頭価格より
   10％割引。ドリンク類など一部対象外商品あり。

学習
ステップ学習塾
住所：岡山市中区平井1182-21-307
        ニューベルメゾン坪田ビル

◆電話予約(086-277-5519)の際、｢組合員Ｎｏ.｣を
   伝えてください。
   事前に電話予約をいただければ平日16時以降のみ
　 ではなく、土日祝日(時間も相談可能)の3者面談また
　 は2者面談を無料でさせていただきます。
　 現状をしっかり聞かせてください。
   英数国理社の５教科、入塾テストや宿題はなく、塾長
　 による直接指導の学習塾です。

学習

Franklin School
(フランクリンスクール)

本部表町校
住所：岡山市北区表町1-4-58(2階)

◆教室で組合員カードを提示ください。英会話レッ
   スン料を初月50％割引。
   ※一部割引対象外となる講座もございます。
　 提携サービスのご利用は、３ヶ月以上の継続受
   講が条件です。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで、
    ｢Let's speak English ～子供も大人も気軽に
   ネイティブ講師と触れ合おう！～」を開催できます。
　 開催地・開催日程・開催費用は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

セミナー

体験

日本一のだがし売場
株式会社大町
住所：瀬戸内市長船町東須恵1373-5

◆組合員活動や岡山医療生協主催イベントで、
　 老若男女参加型の 「㈱大町オリジナル紙芝居」
   を開催できます。だがしで世界を笑顔にする"をキー
    ワードにすべての子供たちに笑顔を届ける紙芝居で
    す。紙芝居開催については、㈱大町と事前相談のう
    え決定します。
◆紙芝居をレンタルし、実演は組合員の皆さんで行うこ
    とも可能です。地域のなかで、子供と大人がともに楽
    しめる場作りに活かせます。
    詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。
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おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！

　 ※ 水色の店舗は、｢地域限定｣でご利用可能なお店です。ご注意ください。

スマートフォンから一覧を

確認！
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クできます。
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の際は、岡山医療生協の

カードであることを必ずお

伝えください。
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2023年5月1日 現在、

セミナー

体験

岡山県
ノルディック・ウォーク連盟
住所：岡山県倉敷市羽島666-1
　　　　健康増進施設「はぁもにぃ倉敷」内

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで
　 「ノルディック・ウォーク体験教室」を開催できます。
   開催参加人数は20名から開催可能。
   開催地・開催日程・開催費用は要相談となります。
　 ※ノルディックポールのレンタル可能。500円/人。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター
   （086-271-7880）まで、ご連絡ください。

セミナー

体験

備前焼 take factory
竹﨑典泰・竹﨑洋子
住所：岡山県備前市浦伊部1099-66

◆お店で組合員カードを提示ください。
   3,000円以上お買い上げの方にオリジナル備前焼
　 小物をプレゼント致します。
◆オンラインショップでもご利用できます。
　 ご注文の際、組合員である事と組合員№を
   「備考欄」 へご記入頂くと、3,000円以上お買い上
   げの方にオリジナル備前焼小物をプレゼント致します。
 　※オンラインショップの場合はご購入者様とお届け先が同一の場合に限ります。

セミナー

体験

備前焼窯元 五郎辺衛窯
住所：岡山県備前市香登本828

◆お店で組合員カードを提示ください。全作品を１０％割引。
   ※詳細は店舗でお聞きください。
◆電話予約(0869-66-0011)の際、｢組合員Ｎｏ.｣を
   伝えてください。通常の備前焼体験とともに、作家から
   備前焼の歴史についても学べます。
   歴史についての話と体験を含めて2,500円(税込)へ
   割引。（通常料金：2,750円）
　 所要時間は約2時間。カップ程度の大きさができ上が
   ります。お２人様から予約は可能です。
   ※作品は後日ご自宅へお届けします。送料は別途要。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで、 ｢備前焼の歴史も知ろう！
   備前焼体験」などを開催できます。
   開催地・開催日程・開催費用は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

セミナー

体験

陶芸　伊勢﨑 創
住所：岡山県備前市伊部2207

◆お店で組合員カードを提示ください。一部対象作品を10％割引。
   ※詳細は店舗でお聞きください。
◆電話予約(0869-63-3395)の際、｢組合員Ｎｏ.｣を
   伝えてください。
   ①備前焼体験が2,500円へ割引。（通常2,750円）
　 ②備前焼アクセサリー作りのワークショップが
      2,000円へ割引。 （通常2,200円）
　 ※①/②どちらもお２人様から予約は可能です。
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで、｢備前焼の歴史を知ろう！
   備前焼体験」などを開催できます。
   開催地・開催日程・開催費用は要相談となります。
  詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。
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おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！

　 ※ 水色の店舗は、｢地域限定｣でご利用可能なお店です。ご注意ください。

スマートフォンから一覧を

確認！

ＱＲコードを読み込んで最

新の提携店情報がチェッ

クできます。

提携店カードをご利用の

際やお店への問い合わせ

の際は、岡山医療生協の

カードであることを必ずお

伝えください。
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セミナー

体験

窯元　柴岡陶泉堂
住所：岡山県備前市伊部669

◆お店で組合員カードを提示ください。
　 全商品10％割引いたします。
   ※詳細は店舗でお聞きください。
◆電話予約(0869-64-2162)の際、｢組合員Ｎｏ.｣
   を伝えてください。備前焼登り窯の見学ができます。
   さらに土づくりから成形、発色の不思議まで、製作
   工程の順を追って丁寧に解説いたします。
   ※お１人様から予約可能です。無料

セミナー

体験

フィットネスインストラクター
和田 佳子
光田 由美
池田 佳世  他

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで、「初めて
   でも楽しめるリズム体操・エアロビクス」 ｢リラックスがで
   きる、ゆるめる、ほぐすヨガ・ストレッチ」 「初めてでもで
   きるピラティス・筋トレ」を開催できます。
   開催地・開催日程・開催費用は要相談となります。
　 日程や内容により講師は異なります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター
   （086-271-7880）まで、ご連絡ください。

セミナー

体験

クミコアートフローラル
岡﨑　久美子

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで、
　 「クレイアート + アートクレイシルバー教室」を開催できます。
   ※開催地・開催日程・開催費用は要相談となります。
　 ※開催費：約2,800円～/人（※材料費含む）となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター
   （086-271-7880）まで、ご連絡ください。

セミナー

体験

ヘブンパラダイス
(Heaven Paradice)
住所：玉野市明神町11-10

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントでポーセラーツ
   (転写紙を用いた食器のアレンジ)に関する体験型教室を
   開催できます。日常生活に取り入れられるオリジナルの
   お洒落な陶器が作れます。
　 開催地・日程・費用は要相談となります。
　 ※ティッシュペーパーとタオルの持参が必要です。
　 詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター
   （086-271-7880）まで、ご連絡ください。

セミナー

体験
音楽講師　生田 智子

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで
    ｢音にふれよう！楽しもう！｣音楽体験教室」が開催
　 できます。歌を楽しむ、打楽器をたたく、リズムで体を
    動かすなど、みんなで｢音｣を楽しむ教室です。
    音楽が苦手な方も歓迎！気持ちも健康になりましょう！
　  開催地・日程は要相談となります。
　  詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター
    （086-271-7880）まで、ご連絡ください。

※写真はイメージです

Instagram
@kumikoartfloral

ホームページ

ＱＲコード

ホームページは

ございません

ホームページは

ございません

ホームページは

ございません
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https://touyuukai.jp/pottery/%E6%9F%B4%E5%B2%A1%E9%99%B6%E6%B3%89%E5%A0%82.html
https://touyuukai.jp/pottery/%E6%9F%B4%E5%B2%A1%E9%99%B6%E6%B3%89%E5%A0%82.html
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提携店舗 /会社名称 サービス内容（※ロゴをクリックするとお店のＨＰへリンクします。）

おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！

　 ※ 水色の店舗は、｢地域限定｣でご利用可能なお店です。ご注意ください。

スマートフォンから一覧を

確認！

ＱＲコードを読み込んで最

新の提携店情報がチェッ

クできます。

提携店カードをご利用の

際やお店への問い合わせ

の際は、岡山医療生協の

カードであることを必ずお

伝えください。

105
2023年5月1日 現在、

セミナー

体験

おかやま信用金庫

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで
   ｢資産運用セミナー・相続相談会・保険相談会」が開催
   できます。将来への不安やご自身の相続、契約されて
　　いる保険の保障内容の見直しなど、それぞれの悩みや
　　ニーズに合わせたテーマで、各種セミナーや相談会を開
　　催します。
    開催場所：おかやま信用金庫内山下スクエア
    日程：要相談、参加無料
　  詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター
    （086-271-7880）まで、ご連絡ください。

セミナー

体験

フレアス在宅マッサージ
住所：
フレアス在宅マッサージ岡山東区施術所
岡山市東区瀬戸町江尻1071-1
メゾン瀬戸A棟102

フレアス在宅マッサージ倉敷施術所
倉敷市中庄3605-2

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで
   ｢身体の傾き｣あなたはどっち？　姿勢の歪み測定会」
　　が開催できます。わずか５メートルの歩行で、あなたの
　　姿勢の歪みを測定。国家資格を持ったマッサージ師
　　が、あなたに最適な運動を、指導いたします。
　
    開催場所・日程：要相談、参加無料
　  詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター
    （086-271-7880）まで、ご連絡ください。

セミナー

体験

asa-WORKS
(アサワークス)
淺山　俊哉
住所：岡山市北区弓之町17-1
　　　 烏城ビル6C

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで
   ｢岡山の特産品でも身近な植物でも！草木染体験
   教室」が開催できます。
   オリジナルのハンカチや小物を作って楽しむ教室です。
   自然の色を体験してください。開催地・日程は要相談
   となります。(※参加：2,000円/人～)
　 詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター
   （086-271-7880）まで、ご連絡ください。

セミナー

体験

「お魚かたりべ」
岡山水産物
流通促進協議会

森下　倫年
住所：岡山市北区柳町2-5-12

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで
  「岡山の魚（とと）を食べよう！」
　　～地域の食文化を残すために～が開催できます。
   水産庁から県内初の「お魚かたりべ」に選ばれた森下倫年
　 さんが講演します。低利用魚の魅力発信に尽力され、
   「地域の食文化を残すためにも低利用魚の魅力を伝え、魚
   と食卓をつなぐ」活動を聞くことのできる貴重な機会にしませ
   んか。
　
   開催地・日程は要相談(※講演のみ：無料)
　 詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター
   （086-271-7880）まで、ご連絡ください。

@asayama.

colors.works

ホームページ

ＱＲコード

ホームページは

ございません

16/23ページ

https://ja-jp.facebook.com/asayama.colors.works/
https://ja-jp.facebook.com/asayama.colors.works/
https://ja-jp.facebook.com/asayama.colors.works/
https://ja-jp.facebook.com/asayama.colors.works/
https://ja-jp.facebook.com/asayama.colors.works/
https://ja-jp.facebook.com/asayama.colors.works/
https://fureasu.jp/location/okayama_higashi/
https://fureasu.jp/location/okayama_higashi/
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提携店舗 /会社名称 サービス内容（※ロゴをクリックするとお店のＨＰへリンクします。）

おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！

　 ※ 水色の店舗は、｢地域限定｣でご利用可能なお店です。ご注意ください。

スマートフォンから一覧を

確認！

ＱＲコードを読み込んで最

新の提携店情報がチェッ

クできます。

提携店カードをご利用の

際やお店への問い合わせ

の際は、岡山医療生協の

カードであることを必ずお

伝えください。

105
2023年5月1日 現在、

セミナー

体験

株式会社ドコモＣＳ中国
岡山支店

住所：岡山県岡山市北区東古松1-11-20
　　　　株式会社ドコモＣＳ中国

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで、
　　①「スマートフォンの基本的な操作方法」
　　　　※入門編
　　　　電源ON／OFFといった基本操作を一から学べます。
　　　　※基本編
　　　　電話のかけ方や写真の撮り方など機能を学べます。
　　　　※応用編
　　　　地図の見方やアプリのダウンロード方法など、スマー
　　　　 トフォンならではの楽しみ方を学べます。
　　➁「スマートフォンを安心安全に使うために」
        小中学生の保護者向け、シニアの方向けにスマート
        フォンを安心・安全にご利用いただくための講座です。
   開催地・開催日程は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

セミナー

体験
美術講師　脇本　明

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで
   約2時間程度の油絵入門教室が開催
　 できます。初心者歓迎！小物を一緒に作りましょう。
　  開催地・日程は要相談となります。
　  詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター
    （086-271-7880）まで、ご連絡ください。

セミナー

体験

OFFICE HIT-LAB
(オフィス ヒットラボ)
代表　横山 三樹生

住所：岡山県岡山市北区表町1-6-56
　　　　オレンジビル２０５号
　　　　合同会社OFFICE HIT-LAB

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで
   ｢あなたが起点でつながる世界！SDGｓってなんだろう。体験
   教室」が開催できます。
   岡山医療生協をはじめ、様々な国や団体・企業が取り組み
　　始めたSDGｓ。そもそもSDGｓってなんだろう。私に関係ある
　　のかな、できることなのかな。SDGsを身近なテーマとして触
　　れ、私と環境、私と世界のつながりを実感し。SDGsの本質を
　　理解してみませんか？開催地・日程は要相談となります。
　　(※参加：3,000円/人～)
　 詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター
   （086-271-7880）まで、ご連絡ください。

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページは

ございません
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http://www.docomo-cs-chugoku.co.jp/
http://www.docomo-cs-chugoku.co.jp/
https://www.hit-lab.org/
https://www.hit-lab.org/


種別
新規
提携

提携店舗 /会社名称 サービス内容（※ロゴをクリックするとお店のＨＰへリンクします。）

おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！

　 ※ 水色の店舗は、｢地域限定｣でご利用可能なお店です。ご注意ください。

スマートフォンから一覧を

確認！
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新の提携店情報がチェッ

クできます。
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の際は、岡山医療生協の

カードであることを必ずお

伝えください。

105
2023年5月1日 現在、

セミナー

体験

株式会社明治
住所：株式会社明治　西日本支社
　　　  岡山市北区駅前町2-1-1
         JR岡山駅第1NKビル4F

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで、
　 下記セミナーの開催ができます。
　　①いつまでも元気で、健康な毎日のために
　　　 ～フレイルを予防しましょう～
      セミナー開催時、骨の健康チェック体験や、商品の試食・
　　 　試飲もご用意できます。
　
    ➁カラダは食べた物からできている
       ～元気な人生100年のためのヒント～
       健康寿命を延ばすために、今からできることは何でしょうか？
       セミナー開催時、骨の健康チェック体験や、商品の試食・
　　　  試飲もご用意できます。

    ③「１歳からの幼児期の栄養」
       1歳～3歳の幼児期は、成長が著しく、栄養が特に重要な時期です。
　　　　幼児期に必要な栄養のポイントを栄養士がお話しします。
 
   開催日程は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

青果

那須農園
代表　那須　稔

住所：岡山県岡山市東区矢井110

◆岡山医療生協組合員限定で、無農薬・
   自然栽培・きれいな地下水といった自然
   の環境で育てた ｢平島しいたけ」を直接
   販売いたします。市場には出荷できない
   規格外しいたけの詰め合わせです。
　 大きさや形は不揃いです。
　 販売価格：１ｋｇ　750円（税抜）

　 ご注文はお電話でのみ受付いたします。
　 那須農園（090-8997-9864）までご連絡
　 をお願いいたします。
　 岡山医療生協の組合員であること・氏名・
　 お電話番号・組合員Noを必ずお伝えください。
 　※お問い合わせ時期により、販売不可の場合
　    もございます。ご了承ください。
 　※お電話でご注文を頂いた際に、準備可能な
　　　日程をお伝えいたします。
　 ※商品は、現地(農園)での引き取りのみです。
　 ※お引き取りの際に、現金でお支払いください。

←平島 備前→

国道250号線沿い

拡大地図

ホームページ

ＱＲコード
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https://www.meiji.co.jp/takuhaimeiji/commodity/itsutsuboshi/
https://www.meiji.co.jp/takuhaimeiji/commodity/itsutsuboshi/
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おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！
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105
2023年5月1日 現在、

青果
果物

セミナーあり

八百屋三代目

池田促成青果ラボ
住所：岡山県岡山市北区本町9-13

◆店舗でのご購入や電話注文(086-223-3241)の際、
　 ｢組合員Ｎｏ.｣を伝えてください。
   ①岡山のおしいしい野菜や果物を割引します。
   ②目利きのプロが選ぶ野菜・果物詰め合わせ（ご贈答）を
      割引します。
　 ※お気軽に店舗へお問い合わせください(086-223-3241)
◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで、
   ｢八百屋一筋25年！目利きのプロが選ぶ野菜・果物の目利
　 き教室｣を開催できます。旬の野菜・果物の即売会も行います。
　 開催地・開催日程・開催費用は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

寝具

セミナーあり

ふとんのつゆき
住所：岡山市北区富田525-1

◆お店で組合員カードを提示ください。
   店頭価格より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。
   (教室名：手作りキッズ枕体験教室)
　 開催地・開催日程・開催費用は要相談となります。
   詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター
   （086-271-7880）まで、ご連絡ください。

飲食関連 ザ マグリット
住所：岡山市北区丸の内1-5-8

◆電話予約(086-225-4801)の際、｢組合員Ｎｏ.｣を
   伝えてください。
   20名様以上でプラン利用のご予約については下記
   サービスを提供します。
　 ①お1人6,000円以上のプランご利用
      デミタスコーヒーサービス
　 ②お１人7,000円以上のプランご利用
      乾杯用スパークリングワインサービス
◆他のサービスとの併用はできません。

飲食関連 焼肉 三千里
住所：岡山市南区新保667-11

◆お店で組合カードを提示ください。
   お会計時に10％割引します。

飲食関連

焼肉 ひだや
住所：岡山市北区大供1-2-1
　　　  株式会社ひだや
※岡山県内4店舗
　 （大供・磨屋町・柳町・本町店）共通

◆お店で組合カードを提示ください。
   お食事時ワンドリンクサービス。
   ※対象ドリンクは店舗にてご確認ください。

ホームページ

ＱＲコード

ホームページは

ございません

ホームページは

ございません

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

最新のお得な

プランはこちらから

(ホームページへ)

19/23ページ

http://www.yakiniku-hidaya.jp/
http://www.yakiniku-hidaya.jp/
https://futon-tsuyuki.com/shop/okayama/
https://futon-tsuyuki.com/shop/okayama/
https://the-magritte.jp/
https://the-magritte.jp/


種別
新規
提携

提携店舗 /会社名称 サービス内容（※ロゴをクリックするとお店のＨＰへリンクします。）

おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！
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2023年5月1日 現在、

飲食関連 ピクニックレストラン  ポラリス
住所：岡山県瀬戸内市牛窓473-5

◆お店で組合カードを提示ください。
　 平日に限り、組合カード利用で商品1,000円以上(税込)
　 ご購入のお客様へ「そらいろクリームソーダ(600円/税込)」
　 をプレゼントします。
　 ※組合カードご利用のお客様１回の商品ご購入につき
　　　１つプレゼントです。
　 ※岡山医療生協組合カード提携店の岡山県内版・牛窓エ
　　　リア版共通のサービスです。

飲食関連

レストラン彩 -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

◆お店で組合カードを提示ください。
   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
       サービス対象外です。

飲食関連
宅配弁当屋 喜楽
(きらく)
住所：岡山市中区さい3-4

◆注文の際組合員カードを提示ください。
   (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)へ割引します。
   ※無料配達・宅配エリアについては店舗へ
　　  お問い合わせください。

飲食関連

セミナーあり

ブックカフェ栞日
住所：岡山市北区鹿田町1-6-17

◆お店で組合員カードを提示ください。
   ランチを10％割引サービスします。

◆組合員活動・岡山医療生協主催イベントで、
　　「ライオンハート岡山※」の取り組みや田中
    代表の肺がんを通しての経験などを学ぶ講
    座が開催できます。開催地・開催日程・開催
    費用は要相談となります。
   ※｢ライオンハート岡山｣とは「まちなかガンサロン」
      を兼ねたブックカフェ栞日の店主 田中 勇様が
      代表を務める肺がん患者会の名称です。
　 詳細は岡山医療生協健康まちづくりセンター（086-271-7880）まで、ご連絡ください。

飲食関連 花丸本舗アカバナ
住所：岡山市北区表町3丁目1-26

◆お店で組合員カードを提示ください。電話でのご予約
　（店舗：086-231-5080）の際は事前に組合員番号を
　お伝えいただきお店で組合員カードの提示をお願いします。
　来店時に１品サービスします。
　※サービスメニューはカードご利用のグループ１組１品です。
　　 対象メニューは健康に良いものをお選びいただけます。
　　 お尋ねください。

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

@shioribi
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https://www.takuhaibento-kiraku.com/
https://www.takuhaibento-kiraku.com/
https://www.oplaza-h.co.jp/1f_rest/rest_1f_1.html
https://www.oplaza-h.co.jp/1f_rest/rest_1f_1.html
ttps://picnic-polaris.com/
ttps://picnic-polaris.com/
https://akabana.owst.jp/
https://akabana.owst.jp/
https://ja-jp.facebook.com/shioribi/
https://ja-jp.facebook.com/shioribi/
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提携店舗 /会社名称 サービス内容（※ロゴをクリックするとお店のＨＰへリンクします。）

おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！

　 ※ 水色の店舗は、｢地域限定｣でご利用可能なお店です。ご注意ください。

スマートフォンから一覧を

確認！

ＱＲコードを読み込んで最

新の提携店情報がチェッ

クできます。

提携店カードをご利用の

際やお店への問い合わせ

の際は、岡山医療生協の

カードであることを必ずお

伝えください。

105
2023年5月1日 現在、

飲食関連 ちいさな新芽テンガジャ
住所：岡山市北区磨屋町4-19

◆お店で組合員カードを提示ください。電話でのご予約
　（店舗：086-201-0883）の際は事前に組合員番号を
　お伝えいただきお店で組合員カードの提示をお願いします。
　来店時に１品サービスします。
　※サービスメニューはカードご利用のグループ１組１品です。
　　 対象メニューは健康に良いものをお選びいただけます。
　　 お尋ねください。

飲食関連
来恩 DK(ライオン)
住所：岡山市北区本町4-18
　　　  コア本町１階

◆お店で組合員カードを提示ください。電話でのご予約
　（店舗：086-222-8722）の際は事前に組合員番号を
　お伝えいただきお店で組合員カードの提示をお願いします。
　来店時に１品サービスします。
　※サービスメニューはカードご利用のグループ１組１品です。
　　 対象メニューは健康に良いものをお選びいただけます。
　　 お尋ねください。

飲食関連
遊・膳 炫家(げんや)
住所：岡山市北区本町4-18
　　 　 コア本町地下１階

◆お店で組合員カードを提示ください。電話でのご予約
　（店舗：086-221-3309）の際は事前に組合員番号を
　お伝えいただきお店で組合員カードの提示をお願いします。
　来店時に１品サービスします。
　※サービスメニューはカードご利用のグループ１組１品です。
　　 対象メニューは健康に良いものをお選びいただけます。
　　 お尋ねください。

飲食関連

安富牧場ファミーユ
足守本店

住所：岡山市北区下足守402-3
       有限会社安富牧場

◆お店で組合員カードを提示ください。
　 ソフトクリーム・ジェラートS・ジェラートWの
　 いずれかをご購入の方、割引をいたします。
   １会計につき30円の割引です。
   ※サービス対象店舗は安富牧場ファミーユ
　　　足守本店のみです。
   ※一部対象外商品あり(店舗で問合せ下さい。)

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード

ホームページ

ＱＲコード
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https://tengaja.owst.jp/
https://tengaja.owst.jp/
https://www.facebook.com/pg/%E9%81%8A%E8%86%B3-Genya-Dining-%E3%81%92%E3%82%93%E3%82%84-%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%AB%E3%82%93%E3%81%90-227256990629914/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/%E9%81%8A%E8%86%B3-Genya-Dining-%E3%81%92%E3%82%93%E3%82%84-%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%AB%E3%82%93%E3%81%90-227256990629914/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/laion.dk/
https://www.facebook.com/laion.dk/
https://yasu-tomi.com/
https://yasu-tomi.com/
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おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！
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飲食関連
TSUBAME(つばめ)
住所：岡山市北区平和町4-17
　　　  寺島ビル１階

◆お店で組合員カードを提示ください。電話でのご予約
　（店舗：086-221-3118）の際は事前に組合員番号を
　お伝えいただきお店で組合員カードの提示をお願いします。
　来店時に１品サービスします。
　※サービスメニューはカードご利用のグループ１組１品です。
　　 対象メニューは健康に良いものをお選びいただけます。
　　 お尋ねください。

飲食関連
すし懐石 花由
（はなよし）
住所：岡山市中区浜1-13-39

◆お店で組合員カードを提示ください。
   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。

飲食関連

ザ・ガーデンテラス
岡山国際ホテル１階
住所：岡山市中区門田本町4-1-16
　　　  岡山国際ホテル１階

◆お店で来店時組合カードを提示ください。
   お会計時に5％割引をいたします。

飲食関連 てれやカフェ
住所：岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4200-1

◆お店でお会計時、組合カードを提示ください。
　 組合員カード利用で「てれや珈琲」または「牛窓ブ
    レンド」のワンドリップコーヒーをおひとつプレゼントし
　 ます。
   ※組合員カード1回のご利用につき1つプレゼント。
   ※岡山医療生協組合カード提携店の岡山県内版・
      牛窓エリア版共通のサービスです。

飲食関連 牛窓カフェ
住所：岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓3069-1

◆お店で来店時組合カードを提示ください。
　 平日のご利用限定でランチメニューをご注文の方
   へ、コーヒー・ハーブティー・ティーをおひとつサービ
　 スします。選択可能なメニューはお店でお聞きくだ
   さい。
   ※組合員カードのご利用につき1つプレゼント。
　　  複数名でご利用の方は皆様、組合員カードを提示
       ください。
   ※岡山医療生協組合カード提携店の岡山県内版・
      牛窓エリア版共通のサービスです。

ホームページ

ＳＮＳは

ございません

ホームページ

ＱＲコード

@ushimado.cafe
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https://www.okayamakokusaihotel.jp/restaurant/
https://www.okayamakokusaihotel.jp/restaurant/
https://www.facebook.com/ushimado.cafe/
https://www.facebook.com/ushimado.cafe/
https://www.facebook.com/tereyacafe
https://www.facebook.com/tereyacafe
http://hanayoshi-web.com/
http://hanayoshi-web.com/
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おかげさまで組合員カード提携店の数は100店舗を達成しました。

これからも、お近くのお店のご利用や多彩なセミナーをぜひご活用ください！

　 ※ 水色の店舗は、｢地域限定｣でご利用可能なお店です。ご注意ください。
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飲食関連

淙々亭(そうそうてい)

岡山国際ホテル地下１階
住所：岡山市中区門田本町4-1-16
　　　  岡山国際ホテル地下１階

◆お店で来店時組合カードを提示ください。
   お会計時に5％割引をいたします。

飲食関連 Ｃａｆｅ ＷＥＳＴ(カフェウエスト)
住所：岡山県瀬戸内市長船町八日市1-1

◆お店で来店時組合カードを提示ください。
　 店内で1,300円(税抜)以上ご飲食された方に
　 オリジナルドリップパックを１つプレゼント。
   ※組合員カードのご利用につき1つプレゼント。

＊「すこしお」とは、「少しの塩分」で「健やかな生活をめざす」、医療生活協同組合のとりくみです。
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https://www.okayamakokusaihotel.jp/restaurant/sousoutei.php
https://www.okayamakokusaihotel.jp/restaurant/sousoutei.php
https://cafewest.1net.jp/
https://cafewest.1net.jp/

