ロイヤルカード 特約店一覧(岡山市内)
ホテル・温泉

岡山国際ホテル
ホテル宿泊料 シングル(1室)5,556円(税別)～
ツイン (1室)7,407円(税別)～
※カード1枚で何名様でも可。他特典との併用不可
岡山市中区門田本町4-1-16 TEL：086-273-7314

※令和元年7月6日現在

桃太郎温泉
入館料(お芝居付)1,944円→1512円(税込)
入館料(入浴のみ)972円→756円(税込)
※カード1枚で10名様まで可
岡山市北区牟佐2915-1 TEL：086-229-3900

温泉スパホテル レスパール藤ヶ鳴

ぽかぽか温泉

温泉入浴料10％割引
※カード1枚で5名様まで可
岡山市北区菅野3399-1 TEL：086-294-1717

入浴回数券・サウナ回数券 5％割引
※カード1枚で何名様でも可
岡山市北区青江2-4-15 TEL：086-221-0010

湯迫(ゆば)温泉 健康村

苫田温泉 泉水

・入館料1,944円→1,204円(税別)に割引
・16時以降648円→370円(税別)に割引

宿泊料500円割引
岡山市北区栢谷1462 TEL：086-294-2311

※お芝居指定席は別途463円(税別)

岡山プラザホテル

※特別講演時不可
※カード1枚で5名様まで可
岡山市中区湯迫661 TEL：086-278-8118

ホテル宿泊料 シングル(1名)5,926円(税別)～
ツイン(2名)9,630円(税別)～
※カード1枚で何名様でも可
岡山市中区浜2-3-12 TEL：0120-72-1201

グルメ

FAMILY YAKITORI とり福
通常価格より15％割引
※ランチ・夜メニューともにご利用可
(コース料理ご利用分除く)
※他サービスとの併用不可
岡山市南区浜野4-2-1 TEL：086-262-3377

お好み焼きレストラン

ローストチキン テイクアウト専門店 鳥周
全品5%割引
※カード1枚で1世帯
牟佐本店 岡山市北区牟佐2930-1 TEL：086-229-1871
御津店 岡山市北区御津草生824-1 TEL：086-724-3890
江並店 岡山市中区江並78-14 TEL：086-276-4549

ベル

P's GARDEN(ピーズガーデン)

ドリンクバー無料
※カード1枚で1グループご利用可 注文時要提示
岡山市南区藤田651-7 TEL：086-250-5595

ケーキ等、洋菓子お持ち帰り10％割引
※他のサービスと併用不可
岡山市北区平田102-108 1F西 TEL：086-897-4382

う越新

ベーカリーハウス パンだ

お食事の際ソフトドリンクサービス
※カード1枚で5名様まで
岡山市南区中畦440-6 TEL：086-298-2033

ポイントカード2倍押し(店舗販売のみ)
※1,000円以上お買い上げの方のみ
岡山市南区福成1-166-11 TEL：086-264-5422

みのり果実

西川荘

果物・乾物・缶詰・その他一式 5％割引
岡山市北区東古松499-2 TEL：086-231-0808

飲食代10％割引
岡山市北区田町2-13-21

和韓創作料理と韓流鉄板鍋 韓さんの家

カラオケ酒場 かずちゃん

ゆず茶サービス
※カード1枚で7名まで
※ランチ・ディナー注文の方に限る
岡山駅前店 岡山市北区本町2-13 TEL：086-224-5002

会員様限定で昼営業します (５～７名様要予約)
ソフトドリンク\500を\300に (夜)セット料金20％割引
※カード1枚で7名様までご利用可
岡山市北区平野936-3
TEL：090-3636-2930

ショッピング・その他
中原三法堂

メガネのひらまつ

仏壇・仏具・墓石 5～20％割引 ※全店利用可
※岡山市内は表町店・西大寺店・青江店・平島店・
津島店・岡山浜店の6店舗
倉敷市羽島255 TEL：086-427-5588

メガネ・サングラス・補聴器を5％割引
※カード1枚で2名様まで
倉敷本店･福島店･田ノ上店･中庄店･玉島店･総社店･
青江店・今店・平井店の全9店舗にてご利用可能

岡山ランドリー

岡山白桃ドレッシング(ノンオイル)

通常価格より 5％割引
(本店・辰巳店・福島店・東山店・天地下店・学南店)
岡山市北区表町1-6-15 TEL：086-222-8030

ドレッシング・ピクルス5％割引
岡山市中区浜2-5-16-9 TEL：086-273-0501
http://ys-table.net

オノフラッツ

テニススクール･ノア 岡山校

House Do 大元店 ㈱エコプラン

体験レッスン 1回無料
※カード1枚で3名様までご利用可
ノア インドアステージ岡山
岡山市南区下中野1407-1 086-243-6522

不動産査定でＴポイント100Ｐプレゼント
更に御成約事に10,000Ｐプレゼント
※カード1枚で一世帯ご利用可
岡山市北区東古松485-6 TEL：086-230-5750

小山生花店

家具アウトレットチェーン ビッグウッド

通常価格より10％割引
岡山市北区奉還町2-15-4 TEL：086-253-9791

通常価格より5％割引
岡山市南区当新田399-1 TEL：086-242-3456

CPサロン

ジュピア

フェイシャルエステ施術代6,000円を初回に限り2,000円(税別)
※カード1枚で1世帯まで適用
岡山市中区竹田237-3-202 TEL：086-270-7220

おそうじ本舗 岡山青江店
全メニュー1,000円割引
※カード1枚で一世帯までご利用いただけます
岡山市中区清水2-8-51-3 TEL：0120-947-393

ホワイト急便ピュア岡山

スルガ(自動車販売・板金・塗装・自動車保険)

クリーニングが通常価格より10％割引
※ホワイト急便全店にてご利用可
※一部商品、及びセール期間中は除きます
岡山市北区平野622-10 TEL：086-239-1705

1.通常価格より工賃を10％割引
2.代車無料(通常2,000円)
3.納車引取り無料(通常1,000円)
岡山市南区浦安本町32-4 TEL：086-264-3635

㈱三松

不用品・粗大ごみ回収 インテックス

婚礼衣装 10％割引
※一部対象外
岡山店 岡山市北区内山下1-3-17 TEL：086-223-5295
倉敷店 倉敷市沖52-13 TEL：086-424-2212

御見積金額から10％割引
※カード1枚で一世帯ご利用可
御見積でＴポイント100Ｐプレゼント
岡山市北区神田1-9-19 TEL：086-250-7800

保険の節約術

はりきゅう治療院 haru

らくサポ

保険管理一覧表作成 無料・火災保険10％割引
※カード1枚で一世帯ご利用可
岡山市南区新福2-3-46(201) TEL：050-5215-2519

S

初診料1,000円を無料
※カード1枚で一世帯ご利用可
岡山市北区表町2-1-54 三村ビル1F TEL：086-953-4800

㈲でいとな

愛ペットセレモニー ハロー

オイル交換 20％割引
岡山市南区福田161-3 TEL：086-261-1234

通常料金より1,000円割引
岡山市東区西大寺浜984 TEL：0120-33-8600

ふかせ釣り専門店 ふかせ屋

1級造園技能士 いのうえ Gardan

5％割引 ポイント2倍
※カード1枚で1名様までご利用可
岡山市南区三浜町1-4-11
TEL：086-263-5972

通常価格より剪定代金10％割引
※お見積り・ご相談は無料
赤磐市桜が丘西9-11-9 TEL：090-7126-9312

シロアリ・害虫駆除の国方防虫化学㈱

Cadeau de Fleur

御見積金額から10％割引
岡山市北区花尻ききょう町18-105 TEL：086-244-7007

通常価格より 5％割引
岡山市北区本町6-40 TEL：086-224-4187(メグロ園芸)

サカイ引越センター

岡山支社

20％割引
※カード1枚で一世帯ご利用いただけます
岡山市北区下中野313-105 TEL：0120-06-0747

コーヒー卸

ベイコーヒー

お買い上げ2割引 500ｇ以上で配達します(岡山市のみ)
※カード1枚で一家族ご利用可
岡山市北区平田188-2 TEL : 086-244-2331

リサイクルショップたまの 内尾店
お買い上げ金額より10％割引
※カード1枚で3親等までご利用可
岡山市南区内尾282-3 TEL : 086-236-6506

乗馬クラブ ハッピーホースファーム
ワンコイン \500値引き
※カード1枚で1グループご利用可
和気郡和気町小坂135-3 TEL : 090-6409-0288

ベストフット岡南店

きれいをサポートするお店 カマダ

不要になった靴をお持ちください。
靴の下取りで、1,200円分のクーポン進呈
※カード1枚で3名様までご利用可
岡山市南区築港新町1-2-300 TEL：086-261-5657

お試しエステ ソニックエステフルコース60分
4,500円(税別)→1,000円(税別)
※カード1枚で3名様までご利用可
岡山市南区西市567-3 TEL：086-241-3268

美容院 MARDI GRAS

伊勢海老 家庭用商品 ジャパンユナイテッド㈱

技術料 3%OFF
岡山市北区下中野350-101 ファイブ・ジャンクション102
TEL：086-236-8551 http://mardi-gras.jp/

ホームページ価格から10％引き
※カード1枚で何名様でも可
岡山市南区北浦970-17

ブライダルサポート 芸舎

ダイニングカラオケ アイカラ

ブライダルに関するご相談無料･ご来店の方に
小皿5枚セットプレゼント
※カード1枚で3親等までご利用可
岡山市北区辰巳18-108 TEL：086-243-9333
https://gei-sha.com/

ルーム代より20％割引 (金曜18時以降、土日祝ご利用時)
フリータイム、パックご利用時は10％割引
※他割引、クーポンとの併用は不可
※カード1枚で1グループご利用可
岡山市南区豊成3-23-13 TEL：086-263-5100

カフェ&スペースKOTYAE(コチャエ)

小中学生個別指導(プログラミング・英会話有)

レンタルスペース利用料金より10％割引

めぶき学習塾

カフェメニュー利用料金より(総額)10％割引
※カード1枚で1グループご利用可
岡山市北区表町3-5-19 TEL：086-206-7788

入塾金無料(通常5,000円)
岡山市中区原尾島3-5-12-101 TEL：086-238-4281

バルーンギフトとおむつケーキの店

白髪染めの窓口

InstagramやFacebookでいいね！ﾌｫﾛｰで5%割引
岡山市北区問屋町19番地103（いろは堂本店内）
TEL：086-241-0511
http://www.b-yumekobo.com

10％～50％割引(初回のみ)
※カード1枚で10名様までご利用可
岡山市北区野田2-2-35 TEL：086-259-3229
http://www.rohas-company.com/

㈱バルーン夢工房

オーガニックカラー＆薬液除去

ヘッドスパ専門店 rohas company

トヨタレンタリース岡山

焼酎・泡盛量り売りの古酒屋

レンタル料金 10％割引
※カード1枚で1世帯様までご利用可
HV1,P1,W1,T1,旅行代理店商品,駅レンタカーによる貸出,
マンスリー料金,各種キャンペーン商品,その他割引制度
との併用不可
本社・新保店・岡山店・岡山駅西口店・
岡山駅西口リットシティ店・西大寺駅前店
全店共通 0120-55-6600

初回購入の方、量り容器各種(150円)無料
※カードご本人様のみ適用
岡山市北区今保199-3 TEL：086-245-7045

