
▼久米郡久米南町 ▼井原市 ▼倉敷市

▼備前市 ▼勝田郡勝央町 ▼和気郡和気町

▼小田郡矢掛町 ▼岡山市中区 ▼岡山市北区

▼岡山市南区 ▼岡山市東区 ▼新見市

▼津山市 ▼浅口市 ▼浅口郡里庄町

▼瀬戸内市 ▼玉野市 ▼真庭市

▼笠岡市 ▼総社市 ▼美作市

▼苫田郡鏡野町 ▼赤磐市 ▼高梁市

[岡山県岡山県]
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

JA晴れの国岡山 サンサンくめなん 久米郡久米南町 下二ヶ１３６７－１ ショッピング

ハピーマート弓削店 久米郡久米南町 下弓削３８９－２ ショッピング

JA晴れの国岡山 井原直売所 井原市 井原町５１２－２ ショッピング

天満屋ハピーズ 井原店 井原市 西江原町１１３４ ショッピング

アラティ 倉敷市 三田９６－２ その他

自家製蕎麦 武野屋 中庄店 倉敷市 下庄４７３－３ 飲食店

酒処 鉄板焼 焼肉 モツ鍋 三代目 小鉄 倉敷市 下庄５９２－６ 飲食店

シュ－ズ愛ランド 倉敷下庄店 倉敷市 下庄６６３－１ ショッピング

ふく仙　本店 倉敷市 下津井田之浦２－８－３９ 飲食店

廣榮堂 倉敷店 倉敷市 中央１－１－８ 飲食店

パティスリー オクサリス 倉敷市 中央１－１５－１４ 飲食店

レストラン 亀遊亭 倉敷市 中央１－２－２０ 飲食店

エル・グレコ 倉敷市 中央１丁目１－１１　 飲食店

ゆうなぎ倉敷本店 倉敷市 中央２－１－１８ 飲食店

ヴァン・ルパン 倉敷 倉敷市 中央２－１１－１０ ショッピング

ium 倉敷市 中央２－１２－２ サービス

テンポスバスターズ倉敷店 倉敷市 中島１２４１－１ ショッピング

ニシナフードバスケット 中島店 倉敷市 中島１３６９－１ ショッピング

アストロプロダクツ 倉敷店 倉敷市 中島１３８９－１ ショッピング

焼肉 しおつ 倉敷市 中島１５３１ 飲食店

焼肉 昇鶴園 倉敷市 中島１６３２－３ 飲食店

ル・フォワイエ 中島店 倉敷市 中島２２３６－１０３ 飲食店

天満屋ハピーズ 倉敷中島店 倉敷市 中島２２３６－１０３ ショッピング

中国料理 娘娘 倉敷市 中島２３７０－２７ 飲食店

ぶっかけ亭本舗ふるいち 中島店 倉敷市 中島２８４６ 飲食店

韓和厨房 櫻や 倉敷市 中島６７０－２ 飲食店

焼肉 十々 倉敷市 中島７１４－１ 飲食店

中華園 倉敷総本店 倉敷市 中島８２６－５ 飲食店

どんどん亭 中島店 倉敷市 中島８３０－１ 飲食店

1番星 水島店 倉敷市 中畝２－７１７－３ ショッピング

ワークハウス 水島中畝店 倉敷市 中畝６丁目１－２２ ショッピング

焼肉十楽水島店 倉敷市 中畝７－１２－１ 飲食店

ニシナフードバスケット 中畝店 倉敷市 中畝９－２６９－１ ショッピング

和風割烹浜作 倉敷市 亀島１－２１－３６ 飲食店
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高田屋 倉敷中庄店 倉敷市 二子３６１－１ 飲食店

すし丸　中庄店 倉敷市 二子６－１ 飲食店

ビッグアメリカンショップ 中庄店 倉敷市 二子字高田　３５５－１ ショッピング

わたなべ生鮮館 上の町店 倉敷市 児島上の町１－１４－８ ショッピング

仙太鮨 倉敷市 児島下の町２－１５７６－７３ 飲食店

ニシナフードバスケット 児島下の町店 倉敷市 児島下の町５－１３８５ ショッピング

I.C.C倉敷児島店 倉敷市 児島下の町９丁目１２番イ１１号 サービス

JAPAN BLUE JEANS 児島店 倉敷市 児島味野１－１４－１０ ショッピング

BIGJOHN－児島本店 倉敷市 児島味野２－２－４３　１Ｆ ショッピング

ブルートリック児島店 倉敷市 児島味野２－２－６５　岩崎ビル　１Ｆ ショッピング

焼肉鶴山 倉敷市 児島小川町３６７１－７ 飲食店

キャピタル 児島店 倉敷市 児島小川町３６７７－１ ショッピング

白十字 児島マリンロード店 倉敷市 児島小川町３６８１－１４ 飲食店

畑田本舗 ハタダ児島店 倉敷市 児島柳田町１６６－４ 飲食店

ニシナフードバスケット 児島柳田店 倉敷市 児島柳田町６０６－２ ショッピング

テンマヤハピータウン児島店 倉敷市 児島駅前２－３５ ショッピング

コドモ館 トピア店 倉敷市 児島駅前２－３５　テンマヤハピータウン内 ショッピング

瀬戸内の味清香 倉敷市 児島駅前４－８ 飲食店

肉のタカト 倉敷市 児島駅前４－９５ ショッピング

どんどん亭 加須山店 倉敷市 加須山２４５－１ 飲食店

福田青空市すいれん 倉敷市 北畝６－５４０－１ ショッピング

白十字 北畝店 倉敷市 北畝７－２－２８ 飲食店

ニシナフードバスケット 水島北店 倉敷市 北畝７－２７３５－１ ショッピング

天満屋ハピーズ 倉敷笹沖店 倉敷市 吉岡１９５ ショッピング

手芸センタードリーム 笹沖店 倉敷市 吉岡２２４－２ ショッピング

シューズ愛ランド 倉敷笹沖店 倉敷市 吉岡上中之町４００－１ ショッピング

ニシナフードバスケット 堀南店 倉敷市 堀南６９７－１ ショッピング

ぶっかけふるいち堀南店 倉敷市 堀南７８３－１ 飲食店

LABREA 倉敷市 堀南７９２－１ ショッピング

炭火焼肉 七厘家 倉敷市 堀南８４９－１ 飲食店

カーテンじゅうたん王国 倉敷堀南店 倉敷市 堀南８５２－１ ショッピング

株式会社 大野金物店 本店 倉敷市 大内１２２４－１ ショッピング

ホリデーコテージ 倉敷市 大島５４－１　グリーンライフ倉敷　１Ｆ ショッピング

ベビーフェイスプラネッツ倉敷店 倉敷市 安江８９－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

3 / 23

[岡山県岡山県]



天満屋ハピーズ アリオ倉敷店 倉敷市 寿町１２－２ ショッピング

料亭厨房〜統〜Nobu 倉敷市 山地１４５２－１　 ショッピング

陽月堂 倉敷市 山地１４５２－１　 飲食店

せんべや 倉敷市 川西町１５－１３ 飲食店

鉄板 天生田 倉敷市 川西町１６－１４　モトヤビル　１Ｆ 飲食店

ワークハウス 倉敷平田店 倉敷市 平田５７－２ ショッピング

びっくりドンキー 倉敷インター店 倉敷市 平田５８－１ 飲食店

シャンベリ-ル 倉敷市 幸町５－３８－１階南 サービス

しんくらしき二海 倉敷市 新倉敷駅前１－７５－１ 飲食店

白十字 玉島店 倉敷市 新倉敷駅前４－１９－１ 飲食店

arbre takaki 倉敷市 新田２７６０－８ ショッピング

白十字 笹沖店 倉敷市 新田２７６４－６ 飲食店

焼肉牛長倉敷店 倉敷市 新田３１４９－５ 飲食店

フラワ－ショップPEPE倉敷 倉敷市 新田３２０６－６ ショッピング

焼肉亭 桂 倉敷市 新田３２０７－１ 飲食店

72cafe 倉敷市 新田３２１９－３ 飲食店

方丈ふるいち 倉敷市 昭和２－１－６７ 飲食店

ワインショップ しんじ 倉敷市 昭和２－３－４１ ショッピング

ル・フォワイエ 天城本店 倉敷市 有城５９５－１ 飲食店

備前焼 倉敷一陽窯 倉敷市 本町３－１７ ショッピング

豆吉本舗 倉敷店 倉敷市 本町４－１　旅館くらしき内 ショッピング

廣榮堂 倉敷雄鶏店 倉敷市 本町５－２２ 飲食店

カフェビスキュイ 倉敷市 本町５－２７ 飲食店

土手森 倉敷市 本町５－３１ ショッピング

デニム研究所 倉敷店 倉敷市 本町５－８ ショッピング

つぼ八 水島店 倉敷市 東７－３－３９ 飲食店

倉敷甲羅 本店 倉敷市 東富井８６６－１ 飲食店

TRATTORIAはしまやDAL2010 倉敷市 東町２－４ 飲食店

ライフスタイルギャラリー 倉敷市 松島１１４４－６ ショッピング

ぶっかけふるいち 松島店 倉敷市 松島１１５２－１７ 飲食店

カフェ青山 倉敷中庄店 倉敷市 松島１１５４－２　山陽マルナカマスカット店
　１Ｆ 飲食店

トラック用品ルート2 倉敷市 林４４９－１ ショッピング

T'SCLOVER 倉敷市 水島東常盤町６－２６ ショッピング

KOHRYO 倉敷市 水島東弥生町２－１９　 ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鶏屋まるしん 倉敷市 水島西常盤町７－１５ 飲食店

海鮮や どんこ 倉敷市 水島西常盤町９－７ 飲食店

憩いの店 二葉 倉敷市 水島西栄町１－２５ 飲食店

焼肉飯店 よかろう 倉敷市 水島西栄町４－１３ 飲食店

焼肉きんぐ 倉敷沖店 倉敷市 沖９３－１ 飲食店

精肉卸問屋直営焼肉まるい精肉店 倉敷市 沖新町８８－７ 飲食店

かつや倉敷浜ノ茶屋店 倉敷市 浜ノ茶屋２５０ 飲食店

天満屋ハピーズ 玉島店 倉敷市 玉島１６５１－１ ショッピング

ハタダ玉島店 倉敷市 玉島１７０２－１ 飲食店

8番らーめん 玉島店 倉敷市 玉島中央町１－１－１ 飲食店

リョービプラッツ玉島店 倉敷市 玉島中央町３－２－１ ショッピング

パークス富田店 倉敷市 玉島八島１４４３－１ ショッピング

JA晴れの国岡山 メルカート果菜館 倉敷市 玉島八島１５０７－１ ショッピング

仁科百貨店 玉島柏島店 倉敷市 玉島柏島１５１２－１ ショッピング

どんどん亭 新倉敷店 倉敷市 玉島爪崎４５４－１ 飲食店

イズミ 靴店 倉敷市 玉島阿賀崎２丁目６－４６ ショッピング

ワインと地酒武田 倉敷店 倉敷市 田ノ上１０９７－２ ショッピング

白十字 白楽町店 倉敷市 白楽町１２０－１ 飲食店

ビッグアメリカンショップ S・PARK店 倉敷市 白楽町１２３－１ ショッピング

宗家源吉兆庵 倉敷白楽町店 倉敷市 白楽町２８６－１ 飲食店

5C UMAKI HAIR 倉敷市 白楽町５２０ サービス

アイジュエリー ウマキ 倉敷市 白楽町５５６－２５ ショッピング

ニシナフード バスケット 真備店 倉敷市 真備町川辺２１３２ ショッピング

天満屋ハピーズ真備店 倉敷市 真備町箭田８８０－１ ショッピング

肉の美山 水島店 倉敷市 神田１－５－７ 飲食店

ニシナフードバスケット 神田店 倉敷市 神田２－１３－１ ショッピング

8番らーめん 連島店 倉敷市 神田４－３－２２ 飲食店

焼肉中村屋 倉敷市 福井１０－２ 飲食店

ニシナフードバスケット 福島店 倉敷市 福島２２９ ショッピング

山中石材 福田店 倉敷市 福田町古新田２５８－１５ ショッピング

雅星本店 倉敷市 福田町古新田２６４－２３ ショッピング

リユースマン倉敷 倉敷市 福田町古新田３０８－１ ショッピング

モダン・プロ 倉敷店 倉敷市 笹沖１０５５－１ ショッピング

YUIMARLOASIS 倉敷市 笹沖１１７０－６ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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楽丸 倉敷市 笹沖３６１　REED-1　１Ｆ 飲食店

うさぎや 倉敷店 倉敷市 笹沖５０８ ショッピング

ハタダ笹沖店 倉敷市 笹沖５１４－１ 飲食店

ニシナ フードバスケット 羽島店 倉敷市 羽島６９１－１１ ショッピング

天満屋ハピーズ老松店 倉敷市 老松町４－２－２０ ショッピング

寿し膳本店 倉敷市 老松町４－６－４ 飲食店

ステーキのどん　倉敷店 倉敷市 老松町４－７－２８ 飲食店

ジュンテンドー 茶屋町店 倉敷市 茶屋町２３４ ショッピング

ブックプラザアズ 茶屋町店 倉敷市 茶屋町６０１－２ ショッピング

びっくりドンキー倉敷市役所前店 倉敷市 西中新田５３５－２ 飲食店

博多ラーメン琥家 倉敷店 倉敷市 西岡１１７３－１ 飲食店

ニシナフードバスケット 西阿知店 倉敷市 西阿知町１６－３ ショッピング

うさぎや 倉敷西店 倉敷市 西阿知町３６２－１ ショッピング

テトテテ 倉敷店 倉敷市 西阿知町西原１０６９－１ ショッピング

白十字 西阿知店 倉敷市 西阿知町西原７８２－１ 飲食店

仁科百貨店 西原店 倉敷市 西阿知町西原８０８－１ ショッピング

ワークハウス 倉敷連島店 倉敷市 連島４－１－１ ショッピング

焼肉十楽 連島店 倉敷市 連島５－２－３２ 飲食店

ニシナフードバスケット 連島中央店 倉敷市 連島中央２－２－３ ショッピング

割烹 はらだ 倉敷市 連島町西之浦６８４－１ 飲食店

すし丸　連島店 倉敷市 連島町連島３６－４ 飲食店

手羽先唐揚・串焼・釜飯 とりや小次郎 倉敷市 連島町連島５２８－１ 飲食店

ニシナ 連島南店 倉敷市 連島町鶴新田３８０ ショッピング

焼肉 よこた 倉敷市 阿知１－１５－１０ 飲食店

Aguhairena倉敷駅前店 倉敷市 阿知１－５－２０　駅前佐々木ビル　１Ｆ サービス

ema 倉敷市 阿知１－７－１　天満屋２Ｆ ショッピング

フレッシュ・マルシェ 倉敷駅前店 倉敷市 阿知１－７－２ ショッピング

地酒と地魚ふく杉 倉敷市 阿知２－１０－１９ 飲食店

和可奈 倉敷市 阿知２－１９－２ 飲食店

吉乃助 倉敷市 阿知２－１９－２９　エトワール２１ビル１Ｆ 飲食店

鉄板 なかつか 倉敷市 阿知２－１９－３４　ＴＹＢビル　２Ｆ 飲食店

魚のとりやまさん 倉敷市 阿知２－２－１５ 飲食店

和ノ心 今川 倉敷市 阿知２－２２－１７ 飲食店

ふるいち仲店 倉敷市 阿知２－３－２３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉 愛道園 倉敷市 阿知２－３－２６ 飲食店

くし亭 倉敷市 阿知２－５－１０　ホワイトプラザ２Ｆ 飲食店

食器のみつはた 倉敷市 阿知２－６－２６ ショッピング

個室居酒屋笑衛門 倉敷市 阿知２－７－１７ 飲食店

和風ステーキ＆シーフード鉄板焼　カンナ 倉敷市 阿知２丁目２１－１２　 飲食店

シュ－ズハウス三宅号 倉敷市 阿知２丁目７－２０　 ショッピング

和風厨房すぎ屋 倉敷市 阿知３－１－７ 飲食店

味なかがわ 倉敷市 阿知３－１４－１２　２Ｆ 飲食店

や台ずし 倉敷駅前町 倉敷市 阿知３－５－２５　ラッキーシャインビル　
１・２Ｆ 飲食店

インテリアセンターくらしき本店 倉敷市 鳥羽３７－１ ショッピング

すてーき上原 倉敷市 鶴形１－４－２５ 飲食店

きまぐれダイニングまほろば 倉敷市 鶴形１丁目８－３０　 飲食店

白十字 黒崎店 倉敷市 黒崎４－１ 飲食店

漁火 大名 倉敷市 黒石１１１７ 飲食店

香洛園 倉敷市 黒石１１４６－５ 飲食店

業務スーパー備前店 備前市 西片上１２７８－３６ ショッピング

鷹取醤油 備前市 香登本８８７ ショッピング

大阪屋食堂有限会社 備前市 香登西２３８ 飲食店

マルイ 勝央店 勝田郡勝央町 岡２２－１ ショッピング

ハピーマート勝央店 勝田郡勝央町 岡２４５－１ ショッピング

赤から 和気インター店 和気郡和気町 衣笠２７６－２ 飲食店

天満屋ハピーズ 和気店 和気郡和気町 衣笠６７６ ショッピング

百菜市場 和気店 和気郡和気町 衣笠８７４ ショッピング

ニシナフードバスケット 矢掛小田店 小田郡矢掛町 小田５５３１－１ ショッピング

矢掛宿場の青空市きらり 小田郡矢掛町 本堀１１０９－１ ショッピング

農マルさん直市場 岡山店 岡山市中区 さい１４７－４ ショッピング

いちのせ 東岡山店 岡山市中区 下１４ ショッピング

かつや東岡山店 岡山市中区 下４７０－３ 飲食店

廣榮堂 中納言本店 岡山市中区 中納言町７－３２ 飲食店

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 ショッピング

博多ラーメン琥家 高屋店 岡山市中区 兼基５１ 飲食店

白十字 円山店 岡山市中区 円山１０１０－１ 飲食店

天満屋ハピーズ 円山店 岡山市中区 円山１１５－１ ショッピング

ダダ上月 岡山市中区 円山１７２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ブロッサムオーグ21 円山店 岡山市中区 円山５９－４ ショッピング

天満屋ハピータウン 原尾島店 岡山市中区 原尾島１－６－２０ ショッピング

ジュンテンドー 原尾島店 岡山市中区 原尾島４－５００－２ ショッピング

天満屋ハピーズ国府市場店 岡山市中区 国府市場４３ ショッピング

海都 平井店 岡山市中区 平井３－１０７８－１ 飲食店

ワークハウス 岡山平井店 岡山市中区 平井５－８－３９ ショッピング

岡山夢菓匠 敷島堂 平井店 岡山市中区 平井５－８－４３ 飲食店

焼肉ポプラ 岡山店 岡山市中区 平井７－１－５ 飲食店

パークス東山店 岡山市中区 東山２－２－２５ ショッピング

焼肉ダルマ 江並店 岡山市中区 江並７９－２３ 飲食店

うさぎや 岡山東店 岡山市中区 浜２－４－１７ ショッピング

白十字 原尾島店 岡山市中区 浜３－８－４３ 飲食店

廣榮堂 藤原店 岡山市中区 藤原６０ 飲食店

酒工房 独歩館〔南〕 岡山市中区 西川原１８４ ショッピング

岡山珈琲館 PLUS 岡山市中区 西川原６２－１ 飲食店

焼肉 福池 岡山市中区 長岡１０８－６ 飲食店

アップガレージ 東岡山店 岡山市中区 長岡３３５－７ ショッピング

大手饅頭伊部屋雄町工場 岡山市中区 雄町２０１－１ ショッピング

リョービプラッツ雄町店 岡山市中区 雄町２６６－１ ショッピング

炭火焼肉と博多モツ鍋 まん福 岡山市中区 高屋３０８－１ 飲食店

白十字 高屋店 岡山市中区 高屋３８０－５ 飲食店

カフェ青山 高屋店 岡山市中区 高屋６７－２ 飲食店

白十字 岡山一宮店 岡山市北区 一宮１３５－１ 飲食店

焼肉牛ちゃん 岡山市北区 上中野１－１９－１ 飲食店

PLYWOOD CIRCUS 岡山市北区 上中野１－１９－４７ ショッピング

炭焼職人 岡山市北区 上中野１－４－１１ 飲食店

有限会社国本刃物上中野 岡山市北区 上中野２－２７－１２ ショッピング

わたなべ生鮮館 下中野店 岡山市北区 下中野１２２２－１ ショッピング

KABAN－YA106 岡山市北区 下中野１２２２－５　 ショッピング

立身 岡山市北区 下中野３３４－１１３ 飲食店

Arms・Relation 岡山市北区 下中野３４４－１０１ サービス

SUGI HAIR DESIGN 岡山市北区 下中野３４６－１１８ サービス

いきなりステーキ 岡山下中野店 岡山市北区 下中野３５５－１０１ 飲食店

啓文社 岡山本店 岡山市北区 下中野３７７－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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天満屋ハピーズ下中野店 岡山市北区 下中野７０３－１０１ ショッピング

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 ショッピング

喜怒哀楽 岡山市北区 下伊福２－９－２１ 飲食店

天満屋ハピ－タウン 岡北店 岡山市北区 中井町２－２－７ ショッピング

ピカデリーパーク 岡山市北区 中仙道１－２－８ サービス

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 ショッピング

元 岡山市北区 中央町１－１２　三野ビル　１Ｆ 飲食店

イングルヌック 岡山市北区 中央町１－８　１Ｆ 飲食店

和風ダイニング　すし舟 岡山市北区 中央町４－１ 飲食店

sapuri 岡山市北区 中央町６－２２　中央町ヒルズ　３Ｆ 飲食店

ケーキハウスフクヤ 岡山市北区 中央町７－１２ 飲食店

たいせい 岡山市北区 中央町８－１６　銀の館ビル　１Ｆ 飲食店

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３　１Ｆ ショッピング

フロマジュリ－ピノ 岡山市北区 中山下１－１０－１０２ 飲食店

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　１０
１ 飲食店

松寿司 岡山市北区 中山下１－４－１２ 飲食店

わたなべ生鮮館 柳川いちば店 岡山市北区 中山下１－４－３０ ショッピング

日本料理DANK 岡山市北区 中山下１－５－４３ 飲食店

THE NORTH FACEクレド岡山店 岡山市北区 中山下１－８－４５　ＮＴＴクレド岡山ビル　
１Ｆ ショッピング

ビームス岡山 岡山市北区 中山下１－８－４５　クレド岡山　１Ｆ ショッピング

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

アムス 岡山店 岡山市北区 丸の内１－１－６ ショッピング

鉄板キュイジーヌ長尾 岡山市北区 丸の内１－１－９ 飲食店

岡山 長楽亭 岡山市北区 丸の内１－１２－８ 飲食店

日本料理 吉晶 岡山市北区 丸の内１－４－１２－２ 飲食店

大手饅頭伊部屋 岡山市北区 京橋町８－２ ショッピング

天婦羅 たかはし 岡山市北区 京町８－１ 飲食店

カフェ青山 岡山本店 岡山市北区 今１－１１－７ 飲食店

サカエヤ本店 今店 岡山市北区 今２－１－１ ショッピング

岡山珈琲館 大野辻店 岡山市北区 今３－２５－２０ 飲食店

今新 岡山市北区 今４－１－１９ 飲食店

白十字 今店 岡山市北区 今６－２０－７ 飲食店

un．fleur 岡山市北区 今８－１－１ 飲食店

うさぎや 岡山店 岡山市北区 今８－１５－２８ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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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 ショッピング

しーじゃっく 伊島北店 岡山市北区 伊島北町９－２０ 飲食店

パークス伊福店 岡山市北区 伊福町３－２８－１７ ショッピング

長崎ちゃんめん岡山伊福店 岡山市北区 伊福町４－４ 飲食店

パニック 伊福町店 岡山市北区 伊福町４－４－３４ サービス

白十字 伊福町店 岡山市北区 伊福町４－５－４３ 飲食店

スーリィ・ラ・セーヌ 岡山市北区 内山下１－２－１５ 飲食店

CAFEKITSUNE ROASTERY 岡山市北区 出石町１－６－６－２ ショッピング

NET21セルバブランチ岡山店 岡山市北区 北長瀬表町２－１７－８０ ショッピング

天満屋ハピーズ北長瀬店 岡山市北区 北長瀬表町２－１７－８０ ショッピング

浦志満本舗 若沼庵 岡山市北区 北長瀬表町３－１１－１８ 飲食店

ホットリッパー 岡山市北区 十日市西町１－２ サービス

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 ショッピング

ミートはしぐち 岡山市北区 十日市西町５－９ ショッピング

ステーキ工房　桜 岡山市北区 厚生町２－３－１６　ＡＳレジデンス厚生町　
１Ｆ 飲食店

すし丸　厚生店 岡山市北区 厚生町３－２－１ 飲食店

プロフーズ 岡山店 岡山市北区 厚生町３－５－１ ショッピング

株式会社 ジュンテンドー 吉備津店 岡山市北区 吉備津１３８５ ショッピング

天満屋ハピーズ吉備津店 岡山市北区 吉備津１４０３－１ ショッピング

ロードハウス 岡山市北区 問屋町１－１０３ ショッピング

Hair Craft． 岡山市北区 問屋町１１－１０１　高木ビル　２Ｆ サービス

Montare 岡山市北区 問屋町１１－１０５　サプルビル　１Ｆ 飲食店

フレンチアパートメント 岡山市北区 問屋町１２－１０６ ショッピング

farfara 岡山市北区 問屋町１５－１０１　問屋町テラス　２Ｆ サービス

いろは堂本店 岡山市北区 問屋町１９－１０３ ショッピング

いろは堂本店 岡山市北区 問屋町１９－１０３ ショッピング

天満屋ハピーズ卸センター店 岡山市北区 問屋町２－１０１ ショッピング

AMANEQbyTHISCOVER 岡山市北区 問屋町２４－１０３　２Ｆ サービス

ジョンブルプライベートラボ 岡山店 岡山市北区 問屋町２５－１０１ ショッピング

同和商事 岡山市北区 問屋町２５－１０３　 飲食店

プライウッド サバーヴィア 岡山市北区 問屋町２５－１０４ ショッピング

地鶏陶板焼 abura 岡山市北区 問屋町２７－１０７ 飲食店

アクタス岡山店 岡山市北区 問屋町９－１０１ ショッピング

焼肉きんぐ 岡山大供店 岡山市北区 大供２－４－６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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アトリエボブ 岡山市北区 大供２－６－２５ サービス

JA岡山 農産物直売所 はなやか中央店 岡山市北区 大供表町４－５ ショッピング

ゆず庵 岡山大元店 岡山市北区 大元１－１２－１８ 飲食店

海都 本店 岡山市北区 大元２－４－５ 飲食店

RIZ 大元店 岡山市北区 大元２－６－２６ ショッピング

fruitierPasta 岡山市北区 大元上町３－１ 飲食店

高架下ホルモン 岡山市北区 大元駅前１８０丁目１７ 飲食店

リサイクルソーコ 岡山市北区 大元駅前３－２７ ショッピング

ステーキのあさくま岡山大元店 岡山市北区 大元駅前３－２７ 飲食店

JOYCE 岡山市北区 大元駅前６－５ サービス

炙り網焼高架下ホルモン 岡山市北区 大和町１－１５－１１ 飲食店

フレッシュ・マルシェ 医大前店 岡山市北区 大学町３－５ ショッピング

焼肉秀吉 大安寺店 岡山市北区 大安寺南町１－２－３ 飲食店

ティンクルティンクル岡山店 岡山市北区 大安寺南町２－２－３３ ショッピング

ひとり鍋 恵 岡山市北区 天神町２－１　天神町ビル　１０２ 飲食店

懐石 昇一楼 岡山市北区 天神町２－１０ 飲食店

Aimable 岡山市北区 天神町５－２　十月館　１Ｆ 飲食店

エタニティー 岡山市北区 奉還町１－１２－１ ショッピング

町家やきにく密陽家 岡山市北区 奉還町１－１３－１４－２ 飲食店

自然食コタン 奉還町店 岡山市北区 奉還町１－６－１ ショッピング

お好み焼きもり 岡山市北区 奉還町１－６－９ 飲食店

岡山個室千屋牛焼肉J’s苑 岡山市北区 奉還町２－１０－１１ 飲食店

福寿司 岡山市北区 奉還町２－１６－１７ 飲食店

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 飲食店

焼肉アンジ－ 岡山市北区 奉還町３－７－２０ 飲食店

岡山珈琲館 岡山南店 岡山市北区 奥田１－８－７ 飲食店

博多ラーメン琥家 奥田店 岡山市北区 奥田南町３５５丁目５ 飲食店

天満屋ハピーズ 岡輝店 岡山市北区 奥田本町３－１ ショッピング

自然食コタン 岡大前店 岡山市北区 学南町２－７－１３ ショッピング

HAIRMAKEMICHI富田店 岡山市北区 富田４１３－４　プラザビル富田　１０１ サービス

ワークハウス 岡山大元店 岡山市北区 富田４１９－８ ショッピング

かつや岡山富田店 岡山市北区 富田５０３－１９ 飲食店

すし丸　青江店 岡山市北区 富田５１６－１２ 飲食店

印鑑道 岡山市北区 富田５１６－１４ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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つゆき 岡山支店 岡山市北区 富田５２５－１ ショッピング

白十字 奥田店 岡山市北区 岡南町１丁目８番１号 飲食店

ほそだ 岡山市北区 岩田町７－６ ショッピング

焼肉 牛山 岡山市北区 川入２０９－３ 飲食店

中国料理はすのみ 岡山市北区 平和町１－１１　１Ｆ 飲食店

AIMSGALLERY 岡山市北区 平和町１－８ ショッピング

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 飲食店

焼鳥とおばんざい 西川ルンバ 岡山市北区 平和町５－２２ 飲食店

天ぷら およべ 岡山市北区 平和町５－２３ 飲食店

VIA　PACE 岡山市北区 平和町５－２４　アシモ西川　１Ｆ 飲食店

焼肉・手打冷麺 まんぷく平和町店 岡山市北区 平和町５－２７ 飲食店

BAR VAGABOND 岡山市北区 平和町６－２７　WAKAビル１Ｆ 飲食店

魚や大将 岡山市北区 平和町６－５　森安ビル　１Ｆ 飲食店

一吉 岡山市北区 平和町６－９ 飲食店

Dolce 岡山市北区 平和町７－１６　岡薬ビル　３Ｆ サービス

酒膳　たいら 岡山市北区 平和町７－２６　丹治ビル　１Ｆ 飲食店

かんてんぱぱショップ 岡山店 岡山市北区 平田１０１－１０１ ショッピング

じゅうじゅうカルビ 岡山西バイパス店 岡山市北区 平田１１６－１０２ 飲食店

わたなべ生鮮館 庭瀬店 岡山市北区 平野９２０ ショッピング

La fith hair 岡山店 岡山市北区 幸町１－７　大田ビル　２Ｆ サービス

リフレ＆ケア ミチ 幸町店 岡山市北区 幸町１０－５０－１０２ サービス

STORY 岡山市北区 幸町２－１０　山部ビル ショッピング

ウイスキーラバーズ 岡山市北区 幸町２－２４ ショッピング

プログラム オカヤマ 岡山市北区 幸町２－６ ショッピング

鉄板焼 ふじ原 岡山市北区 幸町３－１１６　木村ビル　１Ｆ 飲食店

ワインと地酒武田 岡山幸町店 岡山市北区 幸町３－２　CFビル１Ｆ ショッピング

イタリア料理 ラボッカ 岡山市北区 幸町４－５　カサセグーラ幸町　１０１ 飲食店

天鶏 岡山市北区 幸町５－１２ 飲食店

タボーラ タパス 岡山市北区 幸町５－１４　ホワイトボックス　１Ｆ 飲食店

こにし 岡山市北区 幸町５－２０　 飲食店

DECO HAIR kiitos 岡山市北区 幸町５－２１　２Ｆ サービス

EIGHTYS ANTIQUES 岡山市北区 幸町６－２２　ＴＯＫＵＹＡＭＡＢＬＤ　１Ｆ ショッピング

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 飲食店

のじか 岡山市北区 幸町７－１４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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宗家源吉兆庵 岡山本店 岡山市北区 幸町７－２８ 飲食店

敷島堂 庭瀬店 岡山市北区 庭瀬２４１－１ 飲食店

白十字 庭瀬店 岡山市北区 庭瀬３００－１ 飲食店

ORBAL 岡山市北区 弓之町１５－４７ サービス

株式会社 ジュンテンドー 御津店 岡山市北区 御津宇垣１４６１－１ ショッピング

天満屋ハピーズ金川店 岡山市北区 御津宇垣１４６４ ショッピング

焼肉 山屋 岡山市北区 撫川１４８２－３ 飲食店

天満屋ハピーズ昭和町店 岡山市北区 昭和町４番３８号 ショッピング

バルサ　バルサ 岡山市北区 本町１－１０　松原ビル　１Ｆ 飲食店

西龍軒 岡山市北区 本町１－１５　ケイ・ワイ・エス岡山駅前ビル
　１Ｆ 飲食店

AUBEhairvoce岡山店 岡山市北区 本町１－２　炭屋ビル　６Ｆ サービス

鶏と魚の旨い店 次元 岡山市北区 本町１０－１８ 飲食店

壱厘酒蔵 岡山市北区 本町２－１６　小林ビル　１Ｆ 飲食店

public　bar　BAMBOO 岡山市北区 本町４－１８　コア本町１Ｆ 飲食店

ボストン ステーキ 岡山市北区 本町５－１　本町クロスビル　１Ｆ 飲食店

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　Ｂ１Ｆ 飲食店

花番地 岡山市北区 東古松３－１２－４１ ショッピング

RICO de VIN 岡山市北区 東古松４８８－１１ ショッピング

肉懐石 紬 岡山市北区 柳町１－１３－２０ 飲食店

木花園 本店 岡山市北区 柳町１－１４－２０ ショッピング

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　栢野ビル　１Ｆ 飲食店

みや古 岡山市北区 柳町１－２－６　柳町プラザ　１Ｆ 飲食店

博多風炭火焼鳥 おかいち 岡山市北区 柳町１－３－１０ 飲食店

イタリアの台所 Nobe noBe 岡山市北区 柳町１－３－２　シャンボール富士　１Ｆ 飲食店

弥勒 岡山市北区 柳町１－３－９　カワカミハイツ　１Ｆ 飲食店

タバサ 岡山市北区 柳町１－４－８－１０２－２　みのるガーデン
ビル　１Ｆ 飲食店

にぎり処 貫太のすし 岡山市北区 柳町１－６－１　ＹＳタウン柳町　１０１ 飲食店

だんだん亭 岡山市北区 柳町１－６－１０１ 飲食店

鮨 馬戸 岡山市北区 柳町１－７－３　ＳＰ岡山柳町ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉大幸柳町本店 岡山市北区 柳町１－８－２１ 飲食店

みや古 岡山市北区 柳町１丁目２－６　柳町プラザ１Ｆ 飲食店

ショーハウス 紫苑JOY 岡山市北区 柳町２－２－１３　第二耐火ビル　１Ｆ 飲食店

MAKOA COFFEE 岡山市北区 楢津１５１－１ 飲食店

イールドインテリアプロダクツ 岡山市北区 横井上２０－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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夜寿司 津高店 岡山市北区 横井上７８１－１２ 飲食店

サンフラワー Okanaka津高店 岡山市北区 横井上８３－３　Ｏｋａｎａｋａ ショッピング

天満屋ハピーズ津島店 岡山市北区 津島桑の木町５－１ ショッピング

ビッグウッド岡山本店 岡山市北区 津高１５２ ショッピング

ジュンテンド－ 津高店 岡山市北区 津高３７５ ショッピング

グランドマート 津高店 岡山市北区 津高８２０ ショッピング

ラム肉バル結 岡山市北区 田町１－１２－７ 飲食店

中華快席 福幸 岡山市北区 田町１－２－６－２ 飲食店

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 飲食店

ボクデン 岡山本店 岡山市北区 田町１－３－３５ 飲食店

景虎岡山店 岡山市北区 田町１－３－３５　ボクデン本店ビル　３Ｆ 飲食店

どう前 岡山市北区 田町１－６－１１　ナーチャー田町　１０１ 飲食店

よりしま多幸半 岡山市北区 田町１－８－６ 飲食店

イワテガワ 岡山市北区 田町１－９－２０ 飲食店

割烹 美作 岡山市北区 田町１－９－６ 飲食店

サルトリア　サンダ 岡山市北区 田町１丁目１－１　チサンマンシヨン１Ｆ－１
０２ 飲食店

カクテル＆アイラモルトバー・ステラ 岡山市北区 田町２－１－１　木村ビル４Ｆ 飲食店

夜寿司 田町本店 岡山市北区 田町２－１１－８ 飲食店

四季彩鉄板くさの 岡山市北区 田町２－１３－１Ｓ　WISS西川２Ｆ 飲食店

博多炭焼春よし 岡山市北区 田町２－１４－１１　シャンティ田町ビル　１
Ｆ 飲食店

季節料理丘 岡山市北区 田町２－４－１３ 飲食店

焼き肉×鍋 よし坊 岡山市北区 田町２－５－２　岡崎第二ビル　１Ｆ 飲食店

日本料理一扇 岡山市北区 田町２－７－１０ 飲食店

（株）ロマラン洋菓子店 岡山市北区 番町１－１１－１７ 飲食店

炭火焼き肉くいろ－ 岡山市北区 番町１－５－２８　番町マンション　１Ｆ 飲食店

元町珈琲 岡山西の離れ 岡山市北区 白石２３５－７ 飲食店

焼肉うたげ 岡山市北区 白石西新町１１－１３１ 飲食店

アストロプロダクツ 岡山西店 岡山市北区 白石西新町６－１０７ ショッピング

ターブル ハラダ 岡山市北区 石関町５－３　窪田ビル　１Ｆ 飲食店

爺や 岡山市北区 磨屋町１０－１２　交通オアシスビル　１Ｆ 飲食店

Parve Mix 岡山市北区 磨屋町１０－２０　磨屋町ビル　１Ｆ サービス

岡山旬彩ステーキ鉄板いろは 岡山市北区 磨屋町１０－２０　磨屋町ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

インターナショナルリレーション 岡山市北区 磨屋町２－５ ショッピング

すし処 いちえ 岡山市北区 磨屋町６－１８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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麻布 岡山市北区 磨屋町６－２３－２ 飲食店

炭火居酒屋 忠兵衛 岡山市北区 磨屋町７－１　岡村ビル　１Ｆ 飲食店

盆栽茶屋 岡山市北区 磨屋町７－１３ 飲食店

海山潤味　ごう原 岡山市北区 磨屋町７－１４ 飲食店

鮨心 岡山市北区 磨屋町８－２６ 飲食店

すてーき西岡 岡山市北区 磨屋町８－２８－１　山崎ビル１Ｆ 飲食店

聖原田 岡山市北区 磨屋町９－１８　農業会館　Ｂ１Ｆ 飲食店

ふるいち岡山健幸プラザ店 岡山市北区 絵図町１－５０ 飲食店

レストラン　レオーニ 岡山市北区 絵図町９－４０ 飲食店

グランドマート 佐山店 岡山市北区 芳賀５１１２－１０３ ショッピング

OKAYAMAパ－ソナルボディ 岡山市北区 葵町２－１０　 サービス

ブルーク 岡山市北区 表町１－１－２０ ショッピング

al bacio 岡山市北区 表町１－１－２６ 飲食店

焼鳥鳥こば 岡山市北区 表町１－３－４６ 飲食店

ルッカ 岡山市北区 表町１－３－８ ショッピング

BROOK MARE 岡山市北区 表町１－４－１ ショッピング

ヤマハ 岡山店 岡山市北区 表町１－５－１　岡山シンフォニービル　２Ｆ ショッピング

鉄板焼 宝伝 岡山市北区 表町１－６－３２ 飲食店

雅芳 岡山市北区 表町１－７－１　魚田ビル１Ｆ 飲食店

やき鳥喰快 岡山市北区 表町１－７－２５ 飲食店

やきにく未完 岡山市北区 表町１－８－５２　花房ビル　１Ｆ 飲食店

すし 拓 岡山市北区 表町１－８－９　共和ビル　１Ｆ 飲食店

フォワイエ 岡山市北区 表町１－９－５１　フォワイエビル　３Ｆ ショッピング

カフェドクリエ 天満屋バスセンター 岡山市北区 表町２－１－１　天満屋バスセンター　１Ｆ 飲食店

トミヤ メカミュージアム店 岡山市北区 表町２－１－３９ ショッピング

ユーロサロン トミヤ 岡山市北区 表町２－２－５８ ショッピング

トミヤ タイムアート店 岡山市北区 表町２－２－６０ ショッピング

クロノファクトリー 1038 岡山市北区 表町２－２－６１ ショッピング

Omotecho Style Store 岡山市北区 表町２－２－８０ ショッピング

BARL SALON 岡山市北区 表町２－３－５　大石ビル　１Ｆ サービス

アペティート 岡山市北区 表町２－５－５１ 飲食店

御料理椙 岡山市北区 表町３－１－１０６ 飲食店

食道園 岡山市北区 表町３－１３－５７ 飲食店

韓国居酒屋 銀次郎 岡山市北区 表町３－１３－６５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

15 / 23

[岡山県岡山県]



フレッシュ・マルシェ 三丁目店 岡山市北区 表町３－３－２６ ショッピング

割烹 ままかり 岡山市北区 表町３－９－２ 飲食店

さかな処 和 （なごみ） 岡山市北区 西古松　２－２６－２２－１０７ 飲食店

焼肉秀吉 西古松本店 岡山市北区 西古松１－２９－１０ 飲食店

はんこスタジアム岡山店 岡山市北区 西古松１－２９－１１１ ショッピング

寿司・和食 富久屋 岡山市北区 西古松１－３６－１９－１０１ 飲食店

Iris． 岡山市北区 西古松２－１７－１２ サービス

東風 大元本店 岡山市北区 西古松２－２４－１６ 飲食店

どんどん亭 大元店 岡山市北区 西古松２５２－１０２ 飲食店

Capital Luck 岡山市北区 西古松７４－１　大森ビル　１Ｆ サービス

アフレンツァ 岡山市北区 西古松西町５－５ 飲食店

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　１Ｆ ショッピング

Arte eye＆beauty 岡山市北区 西古松西町５－６　新都市ビル１０２ サービス

岡山夢菓匠 敷島堂 大元店 岡山市北区 西古松西町８－１０１ 飲食店

中華園 岡山本店 岡山市北区 西崎１－８－３０ 飲食店

ニシナフードバスケット 三門店 岡山市北区 西崎１－９－３８ ショッピング

焼肉牛ちゃん 岡山市北区 西崎本町１４－３５ 飲食店

酒の悟空 京山店 岡山市北区 谷万成１－１１－４６ ショッピング

天満屋ハピーズ京山店 岡山市北区 谷万成１－１１－４６ ショッピング

ベビーフェイスプラネッツ岡山インター店 岡山市北区 谷万成２－９－７６ 飲食店

天満屋ハピーズ足守店 岡山市北区 足守１６６７－１ ショッピング

高木金物 岡山市北区 辰巳１－１０２ ショッピング

炭火焼やきとり巧 岡山市北区 辰巳１－１１５ 飲食店

モダン・プロ 岡山店 岡山市北区 辰巳３４－１１０ ショッピング

千房 岡山大安寺店 岡山市北区 野殿東町１－４６ 飲食店

海都 大安寺店 岡山市北区 野殿東町１－５５ 飲食店

ル・フォワイエ 大安寺店 岡山市北区 野殿西町３２９－１ 飲食店

天満屋ハピーズ 大安寺店 岡山市北区 野殿西町３２９－１ ショッピング

テーラーカミタイ 岡山市北区 野田１丁目１０－１４　 飲食店

エルガルディ 岡山市北区 野田２－７－６ ショッピング

CASANOVA＆CO 岡山市北区 野田３－１－２９ ショッピング

MARGINAL 岡山店 岡山市北区 野田３－２３－５ ショッピング

フラップミチ 岡山市北区 野田４－１２－１２ サービス

fasol 岡山市北区 野田５丁目１－２０　野田メゾネット西 サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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すし晴 岡山市北区 野田屋町１－１０－２６　乗金ビル　１Ｆ 飲食店

柳川はむら 岡山市北区 野田屋町１－１１－２０　グレースタワー２　
２Ｆ 飲食店

フェリーチェ ミチ 岡山市北区 野田屋町１－１１－２０－１０１ サービス

新イタリア料理 コーザ・ボーレ 岡山市北区 野田屋町１－１２－１６　セントラルハイツ　
１１２ 飲食店

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 飲食店

ヒゲとワイン EGOZARU 岡山市北区 野田屋町１－６－１９　西崎ビル　１Ｆ 飲食店

和風居酒屋あかり 岡山市北区 野田屋町１－６－２２ 飲食店

Kitchen ekubo 岡山市北区 野田屋町１－７－２０　中野ビル　１Ｆ 飲食店

麺屋 咲 岡山市北区 野田屋町１ー３ー３ 飲食店

STAGE 岡山市北区 野田屋町２丁目６番１４号 ショッピング

とり鉄 岡山錦町店 岡山市北区 錦町３－１０１　天水ビル 飲食店

Duomo 岡山市北区 錦町３－４　山佐ビル　１０１ 飲食店

鮨 逸斎 岡山市北区 錦町３－５　第二クロスビル　１Ｆ 飲食店

イルブルスケッタ 岡山市北区 錦町８－１１　フェリスビル　１Ｆ 飲食店

鉄板前川 岡山市北区 錦町８－２３　野形ビル１Ｆ 飲食店

わたなべ生鮮館 高松店 岡山市北区 門前３７２－１ ショッピング

びっくりドンキー 青江店 岡山市北区 青江１－２１－１２ 飲食店

和食・鍋しゃぶしゃぶ清水岡山青江店 岡山市北区 青江１－６－２ 飲食店

しーじゃっく 青江店 岡山市北区 青江１－７－１５ 飲食店

ステーキのどん　岡山店 岡山市北区 青江１－７－２６ 飲食店

ARIZONO 岡山市北区 青江２－１０－３３ 飲食店

おかやま駅弁 岡山市北区 駅元町１－１ ショッピング

ユアーズ さんすて岡山店 岡山市北区 駅元町１－１ ショッピング

冨士寿し 岡山市北区 駅元町１３－１３ 飲食店

ヘルシーチャイナ 粋菜逢 岡山市北区 駅元町１５－１　リットシティビル北棟　２Ｆ 飲食店

リッシュ 岡山市北区 駅元町３０－１０　１Ｆ サービス

海都 岡山駅前店 岡山市北区 駅前町１－１－１１８－１ 飲食店

や台ずし 岡山駅前町 岡山市北区 駅前町１－１０－２８ 飲食店

鉄板燈心 岡山市北区 駅前町１－５－１４　クレインブリッジ第一ビ
ル　１Ｆ 飲食店

天満屋ハピーズ 岡山駅前店 岡山市北区 駅前町１－８ ショッピング

焼肉レストラン大日亭 駅前本店 岡山市北区 駅前町２－６－２１　ダイニチ上西川ビル　１
Ｆ 飲食店

JA岡山 Aコープたかまつ 岡山市北区 高松１４１－１ ショッピング

泰山堂書店 鹿田店 岡山市北区 鹿田町１－６－１２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ミスターバーク・ガーデン 岡山市南区 下中野１４０８－５ 飲食店

焼肉秀吉 待庵下中野店 岡山市南区 下中野１９０ 飲食店

ワークハウス 岡山中畦店 岡山市南区 中畦３１３－６ ショッピング

うさぎや 岡南店 岡山市南区 千鳥町１－１７ ショッピング

Gowdy 岡山市南区 千鳥町２６－１０ 飲食店

ニシナフードバスケット 南輝店 岡山市南区 南輝２－１－５ ショッピング

和食炭火焼居酒屋あさひや 岡山市南区 大福１２４８－２ 飲食店

さしこう 大福店 岡山市南区 大福１３４－７ ショッピング

なんでも屋 岡山市南区 大福１６１－１ ショッピング

マルイ大福店 岡山市南区 大福３５０－２ ショッピング

赤から岡山大福店 岡山市南区 大福３９－１１ 飲食店

白十字 妹尾店 岡山市南区 妹尾２３２２－１ 飲食店

宗家源吉兆庵 妹尾店 岡山市南区 妹尾２６５８ 飲食店

ジ－ンズファクトリ－ 岡山店 岡山市南区 妹尾４０８７－１ ショッピング

お宝発見岡山店 岡山市南区 当新田１２１－１ ショッピング

ワインと地酒 武田 岡山店 岡山市南区 新保　１１３０－１ ショッピング

カルビ自慢 炭一鉄 岡山青江店 岡山市南区 新保１１２４－４ 飲食店

アストロプロダクツ 岡山店 岡山市南区 新保１１３０－１１ ショッピング

焼肉ひらい 岡山店 岡山市南区 新保１１３５－２ 飲食店

ル・フォワイエ 青江店 岡山市南区 新保１１９２－６ 飲食店

株式会社 アイジュエリー・ウマキ 岡山店 岡山市南区 新保１６０４－１ ショッピング

浦志満本舗 新保菓匠工房店 岡山市南区 新保３７０－２ 飲食店

焼肉ホルモン 坂本 岡山市南区 新福１－４－８ 飲食店

いちのせ 福富店 岡山市南区 新福２－１３－１９ ショッピング

スーパー タマヤ 豊成店 岡山市南区 新福２－９５７ ショッピング

ニシナFB東畦店 岡山市南区 東畦８３－１ ショッピング

天満屋ハピーズ 泉田店 岡山市南区 泉田２８１－１ ショッピング

泉田マイカー 岡山市南区 泉田２丁目３－１４ サービス

わたなべ生鮮館 泉田店 岡山市南区 泉田３－２－３２ ショッピング

リョービプラッツ泉田店 岡山市南区 泉田３８１－１ ショッピング

ヤマナオート 岡山市南区 福富中１丁目２－３３ サービス

わたなべ生鮮館 福富いちば店 岡山市南区 福富東２－３２－３８ ショッピング

活魚料理店 うおじま 岡山市南区 福富西１－３－２３ 飲食店

長崎ちゃんめん岡山福浜店 岡山市南区 福浜西町１－８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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白十字 岡南店 岡山市南区 福浜西町４－１２ 飲食店

焼肉 七福 岡山市南区 福田１８３－４ 飲食店

やきとりひろまさ本店 岡山市南区 築港ひかり町３－４ 飲食店

ブロッサムオーグ21 岡山市南区 築港新町１－１３－３２ ショッピング

テンマヤハピータウン岡南店 岡山市南区 築港新町１－１８－５ ショッピング

宗家源吉兆庵 岡南店 岡山市南区 築港新町１－２４－２１ 飲食店

かつ処季の屋 シネマタウン岡南店 岡山市南区 築港新町１－２５－１　シネマタウン岡南 飲食店

0908 GPfw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　１
Ｆ ショッピング

焼肉＆ステ－キ官兵衛 岡山市南区 築港新町１－６－５ 飲食店

ポー·ド·ネージュ 岡山市南区 築港新町１丁目１９－３ ショッピング

回転居食屋 悠喜 岡山市南区 藤田１７８４－５－２ 飲食店

リョービプラッツ藤田店 岡山市南区 藤田５６０－２０９ ショッピング

白十字 藤田店 岡山市南区 藤田６５１－１７ 飲食店

居酒屋 ぶん福 岡山市南区 西市５８５－８ 飲食店

レイフィールド下中野店 岡山市南区 西市８５２－７ サービス

ビッグアメリカンショップ 南店 岡山市南区 西市９９－１ ショッピング

リョービプラッツ灘崎店 岡山市南区 西紅陽台３－１２－１ ショッピング

コリアンダイナー陽 岡山市南区 豊成１－５－５ 飲食店

PRICE岡山店 岡山市南区 豊成３－１－１００ ショッピング

ポルシェセンター 岡山 岡山市南区 青江６－３－１３ ショッピング

わたなべ生鮮館 城東店 岡山市東区 中尾２９５ ショッピング

長崎ちゃんめん岡山益野店 岡山市東区 可知２－２－１２ 飲食店

海都 西大寺店 岡山市東区 広谷４７４－９ 飲食店

ニシナフードバスケット 西大寺店 岡山市東区 広谷４７４－９ ショッピング

カルビ屋八戒 平島店 岡山市東区 東平島１４１７－１ 飲食店

焼肉ハウス明洞 岡山市東区 東平島２３－１ 飲食店

アストロプロダクツ 岡山東店 岡山市東区 東平島２３－３ ショッピング

白十字 益野店 岡山市東区 益野町２２６－７ 飲食店

リョービプラッツ山南店 岡山市東区 神崎町６５－２ ショッピング

ジュンテンドー 岡山神崎店 岡山市東区 神崎町９０ ショッピング

岡山夢菓匠 敷島堂 西大寺本店 岡山市東区 西大寺中野３７７－１ 飲食店

JA岡山 Aコープ西大寺 岡山市東区 西大寺中野３８８－２ ショッピング

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 ショッピング

JA岡山 農産物直売所 はなやか東店 岡山市東区 西大寺松崎１５９－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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とれたて岡山産直マルシェ 岡山市東区 西大寺門前５４５ ショッピング

メンズショップマルコシ 岡山市東区 金岡西町６３９－８ ショッピング

あしん広場 焼肉千屋牛 新見市 正田３９７－２ 飲食店

ジュンテンドー 新見店 新見市 正田橋ノ本４３３－６ ショッピング

Aコープあしん 新見市 高尾２４２３ ショッピング

ヘア－サロン　みかみ 新見市 高尾２４５６　 サービス

リカーズ新見店 新見市 高尾７８０　新見店内 ショッピング

自然大好き！ニッチ・リッチ・キャッチ 津山市 一方１４６番地　 ショッピング

マルイノースランド店 津山市 上河原１６０－２ ショッピング

ジュンテンドー 津山店 津山市 上河原２１３－２ ショッピング

シューズ愛ランド 津山店 津山市 二宮１０６－１ ショッピング

マルイウエストランド店 津山市 二宮７１ ショッピング

串揚げ料理　聖 津山市 二階町４７　 飲食店

四季旬彩 和菜美 津山市 京町５７－２ 飲食店

ペンショップ タツヤ 津山市 堺町１２ ショッピング

ゑびす鯛 津山市 大手町８－８ 飲食店

JA晴れの国岡山 サンヒルズ 津山市 大田８１１－１ ショッピング

道の駅 久米の里 津山市 宮尾５６３－１ ショッピング

喜久屋書店津山ノースランド店 津山市 小原１２９－３ ショッピング

回転居食屋 悠喜 津山本店 津山市 小原１８０－４ 飲食店

トイランド マキノ 津山市 小原２０７－９ ショッピング

天満屋ハピーズ小田中店 津山市 小田中２０３－１ ショッピング

マンボ 津山市 山下２８－２４番地新開地ビルＢＦ１ 飲食店

アンジェ 津山市 山北４００－４ 飲食店

モダン・プロ 津山店 津山市 山北４０４－１ ショッピング

マルイイーストランド店 津山市 川崎１４７ ショッピング

焼肉まる屋 津山市 志戸部７０－１　 飲食店

マルイ勝北店 津山市 新野東１１４２－１ ショッピング

天満屋ハピーズ アルネ津山店 津山市 新魚町１７ ショッピング

天満屋ハピーズ東一宮店 津山市 東一宮１－１１ ショッピング

つるや 東一宮店 津山市 東一宮７０－１ ショッピング

燦燦つやま 津山市 林田１４６－１ ショッピング

白十字 津山店 津山市 林田１５１－５ 飲食店

マルイ志戸部店 津山市 林田１６０－８ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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エスマート河辺店 津山市 河辺９０３ ショッピング

くらや 総本舗 津山市 沼７７－７ 飲食店

有限会社ワークショップツヤマ 津山市 津山口２４０－２ ショッピング

焼肉 園楽 津山市 福渡町６５－１ 飲食店

焼肉レストラン 慶州 津山市 院庄９５０－４ 飲食店

マルイ高野店 津山市 高野山西４３７ ショッピング

天満屋ハピーズ高野店 津山市 高野本郷１４０１－１ ショッピング

中国料理 満州楼 津山市 高野本郷１７３３－１ 飲食店

さぬきや 浅口市 寄島町７５４０－１７ ショッピング

天満屋ハピータウン 鴨方店 浅口市 鴨方町六条院中２１２８－１ ショッピング

焼肉ほんまもん 浅口郡里庄町 浜中９３－１１ 飲食店

白十字 里庄店 浅口郡里庄町 里見３４２５－５ 飲食店

JA岡山 農産物直売所 はなやか牛窓店 瀬戸内市 牛窓町牛窓３９１１－４４ ショッピング

Rossa 瀬戸内市 牛窓町牛窓６４５１－１２ 飲食店

JA岡山 一本松直売所 瀬戸内市 邑久町尻海３５３９ ショッピング

岡山夢菓匠 敷島堂 邑久総本店 瀬戸内市 邑久町尾張１１５３－１ 飲食店

JA岡山農産物直売所 はなやか瀬戸内店 瀬戸内市 邑久町豊原１０１－１ ショッピング

畠山製菓 豊原工場本店 瀬戸内市 邑久町豊原７０２ 飲食店

白十字 邑久店 瀬戸内市 邑久町豊原９７－１ 飲食店

CUTBOX PANIC 玉野市 宇藤木５５０－４ サービス

スーパーマーケット タマヤ 宇野店 玉野市 宇野１－２８－２０ ショッピング

天満屋ハピータウン 玉野店 玉野市 宇野１－３８－１ ショッピング

わたなべ生鮮館 宇野店 玉野市 宇野４－９－１ ショッピング

スーパーマーケット タマヤ 東児店 玉野市 東田井地１４３５－３ ショッピング

幸寿司 玉野市 東紅陽台１－１９－１５ 飲食店

おもちゃ王国 玉野市 滝１６４０－１ ショッピング

道の駅みやま公園直売所 玉野市 田井２－４４６４ ショッピング

わたなべ生鮮館 玉野店 玉野市 田井３－１１８８－１ ショッピング

アタック 玉野店 玉野市 築港３－１－１２ ショッピング

ニシナフードバスケット 玉野長尾店 玉野市 長尾６１１ ショッピング

マルイ 勝山店 真庭市 三田１４９－１ ショッピング

ジュンテンドー 落合店 真庭市 下方１２５２－１ ショッピング

天満屋ハピーズ 落合店 真庭市 下方１２５２－５ ショッピング

焼肉 慶州 真庭市 江川１２２３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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古見屋羊羮 真庭市 落合垂水１９９ 飲食店

マウンテン マウンテン上福田店 真庭市 蒜山上福田１２０５－１２９ 飲食店

ひるぜんワイナリー 真庭市 蒜山上福田１２０５－３２ ショッピング

やまな食堂 真庭市 蒜山上長田２０５０－２　 飲食店

桃太郎ロック笠岡 笠岡市 五番町５－８４ ショッピング

欧風菓子スバファー 笠岡市 四番町４－３８ 飲食店

ニシナフードバスケット 笠岡店 笠岡市 富岡１２９－１ ショッピング

CUT・S笠岡店 笠岡市 富岡９－４４４－１ サービス

ホリデイ 笠岡市 笠岡５６１１ ショッピング

天満屋ハピーズ 笠岡美の浜店 笠岡市 緑町５－５ ショッピング

ワークハウス 総社中央店 総社市 中央１－２０－２８ ショッピング

焼肉ハウス　カルビ亭 総社市 中央１－４－３８　 飲食店

どんどん亭 総社店 総社市 中央３－１５－１０８ 飲食店

オオツキ 総社市 中央５丁目９番１０２号１階 ショッピング

寿司茶屋 天蔵 総社市 中央６－２－１０５ 飲食店

宮脇書店 総社店 総社市 井手１０４９－１ ショッピング

ニシナフードバスケット 総社東店 総社市 井手１２６０－１ ショッピング

白十字 総社店 総社市 井手６０７－３ 飲食店

bless dog cafe 総社市 宿１６４３－２８ 飲食店

JA晴れの国岡山 山手直売所 総社市 岡谷２３ ショッピング

山手マルシェ 総社市 岡谷２５－１ ショッピング

Lani’s 総社市 清音上中島１８８－７　 ショッピング

天満屋ハピーズ 総社溝口店 総社市 溝口８１－１ ショッピング

ひとり鍋しゃぶしゃぶ リ山 総社市 真壁２１１０－２ 飲食店

お食事処 前田 総社市 窪木８９４－６ 飲食店

農機具王 岡山店 総社市 窪木字上前田９０８－１ ショッピング

農マル園芸 吉備路農園 総社市 西郡４１１－１ ショッピング

晴れの国岡山農業協同組合 大原ふれあいマー
ケット 美作市 古町１７８２－１ ショッピング

Aコープ みまさか店 美作市 明見１６８ ショッピング

焼肉 力亭 美作市 明見３８－１２ 飲食店

海鮮ずしゆめマート美作店 美作市 楢原下１２６８－１ 飲食店

マルイ湯郷店 美作市 湯郷１２３ ショッピング

天満屋ハピーズ 鏡野店 苫田郡鏡野町 寺元１６８ ショッピング

PLANT－5 鏡野店 苫田郡鏡野町 布原１３６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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農マル園芸 あかいわ農園 赤磐市 上市１７５－１ ショッピング

敷島堂 赤磐店 赤磐市 下市３０５－１ 飲食店

ハピーマート吉井店 赤磐市 周匝７１４－１ ショッピング

Aコープ くまやま店 赤磐市 松木４８０－３ ショッピング

回転すし処 弁天丸 山陽店 赤磐市 河本１１１０－１ 飲食店

天満屋ハピーズ山陽店 赤磐市 沼田１２８２－１ ショッピング

天満屋ハピーズ 赤坂店 赤磐市 町苅田８０９－１ ショッピング

稚媛の里 赤磐市 馬屋５６１－１ ショッピング

白十字 山陽店 赤磐市 高屋３９５－１ 飲食店

ジュンテンドー 高梁店 高梁市 中原町１４５１－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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