
カテゴリー ジャンル 事業所名 住所 電話番号 営業時間 定休日 対象 優遇サービス内容

買う 日用品等
モードショップ
かしはら

さぬき市大川町富田中2228番
地3

0879-43-3066 8：30～19：00 日曜日 会員及び家族
購入金額の5％ＯＦＦ
粗品贈呈

買う 日用品等 西村ジョイ㈱　志度店 さぬき市志度1275-1 087-894-6000
9：00～19：30

（資材館は8：00～）
無休 会員 貸出トラック1時間無料

買う 家具・家電 (有)丸山ガス・デンキ店 さぬき市津田町津田1665番地 0879-42-2025 8：30～17：00 日曜・祝日 会員 購入金額の5％ＯＦＦ

買う 家具・家電 カメダデンカ
さぬき市大川町富田西2627番
地1

0879-43-2107 9：00～19：00 日曜日 会員 最寄商品5％ＯＦＦ

買う 家具・家電
インテリア
かしはら

さぬき市大川町富田中2228番
地3

0879-43-3066 8：30～19：00 日曜日 会員及び家族
契約金額の10％ＯＦＦ
粗品贈呈

買う
お菓子・食

材
（有）ミートとりたま さぬき市志度593番地 087-894-0107 8：00～18：00 日曜日 会員及び家族 購入金額の5％ＯＦＦ

買う
お菓子・食

材
(有)アンザイ さぬき市長尾東827番地7 0879-23-6060 8：00～19：00 土・日・祭日 会員 粗品贈呈

買う
お菓子・食

材
和菓子　孝子堂 さぬき市長尾東933番地 0879-53-2490 8：00～19：00 月曜日 会員及び家族 購入金額の5％ＯＦＦ

買う
お菓子・食

材
結願の郷　産直市場 さぬき市多和助光東30番地1 0879-56-2328 9：00～16：00 月曜～金曜 会員 コーヒー1杯無料

買う
メガネ・時
計・宝石

メガネの三城　志度店 さぬき市志度1905-1 087-894-9103 10：00～19：30
・会員及び家族

・会員を含む団体全員
メガネ・補聴器・化粧品5％割引

買う
メガネ・時
計・宝石

メガネの貴美屋
さぬき市寒川町石田東甲816番
地6

0879-43-2104 9：00～19：00
水曜日

（休日の場合は営業）
会員及び家族

粗品贈呈
（レンズクリーナー）

買う 乗り物関係 渡辺サイクル さぬき市志度660番地3 087-894-1492 8：30～19：00 日曜日 会員及び家族
自転車購入時に「ＴＳマーク付帯保
険」プレゼント

買う 燃料
久米加オアシス
津田ＳＳ

さぬき市津田町鶴羽１６９４－６ 0879-42-3335
平日　07：30～21：00
日祝　07：30～18：30

会員
フロントガラスの
簡易撥水処理

買う 燃料
JA香川県オートエナジー
富田SS

さぬき市大川町富田西2878番
地1

0879-43-2051
平日　7：00～19：00
日・祝　8：00～19：

00

HPで確認してください。
http://jakae.co.jp

会員
・フルサービスSS：（現金の
み）
現金フリー価格より2円/ℓ引き

買う 燃料
JA香川県オートエナジー
大川LPガスセンター

さぬき市大川町田面2032-1 0879-23-2111 8:30～17：00
HPで確認してください。

http://jakae.co.jp
会員

プロパンガス
・特別料金（一般料金より使用
量の増大による逓減率を大きく
したもの）の適用
・ガス給湯専用機の無償貸与制
度有（機種指定あり）

買う 燃料
JA香川県オートエナジー
ジャスポート志度SS

さぬき市志度字花池尻2453番
地

087-894-2000
平日　7：00～23：00
日・祝　7：00～23：

00

HPで確認してください。
http://jakae.co.jp

会員
・セルフSS：（現金のみ）
現金フリー価格より3円/ℓ引き

買う 燃料
JA香川県オートエナジー
鴨部SS

さぬき市鴨部1611番地2 087-895-0617
平日　7：00～19：00
日・祝　8：00～19：

00

HPで確認してください。
http://jakae.co.jp

会員
・フルサービスSS：（現金の
み）
現金フリー価格より2円/ℓ引き

買う 燃料
JA香川県オートエナジー
ジャスポート長尾SS

さぬき市長尾東883番地2 0879-52-3114
平日　7：00～22：00
日・祝　7：00～22：

00

HPで確認してください。
http://jakae.co.jp

会員
・セルフSS：（現金のみ）
現金フリー価格より3円/ℓ引き

買う 燃料
久米加オアシス
長尾ＳＳ

さぬき市長尾西１０５８－４ 0879-52-6172
平日　07：00～20：00
日祝　08：30～18：30

会員
フロントガラスの
簡易撥水処理

買う その他
オードブル・お弁当・惣菜
まめちゃん さぬき市志度518番地3 087-894-1877

10：00～17：30
（14：00～15：00休憩）

サマータイムあり
日・月・祭日 会員 おかずセット（400円）→370円



買う その他 （株）サントップ さぬき市長尾東2393番地 0879-23-6680 8：00～17：00 土日祝日 会員及び家族 次回利用時のサービス券発行

買う その他 (有)矢野仏壇店 さぬき市長尾西1087番地1 0879-52-2146 9：00～18：30 なし 会員 粗品贈呈

食べる・飲む うどん店 さぬきうどん　羽立 さぬき市津田町津田2161番地2 0879-42-2766 10：00～14：00 金曜日 会員 大盛り無料

食べる・飲む うどん店 サヌキ結願亭(株) さぬき市長尾西661番地1 0879-52-2011 10：00～17：00 土曜・日曜 会員及び家族 購入金額の5％ＯＦＦ

食べる・飲む うどん店 (有)野田屋 さぬき市多和兼割87番地5 0879-56-2028 8：00～17：00 なし 会員及び家族 田舎こんにゃく（2ケ入）プレゼント

食べる・飲む うどん店 (有)八十八庵 さぬき市多和兼割93番地1 0879-56-2160 8：00～17：00 12月30、31日 会員及び家族 売店のお土産5％ＯＦＦ

食べる・飲む うどん店 さぬきうどん　溜 さぬき市造田宮西849番地1 0879-52-0213 10：00～16：00 なし 会員 30円引き

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
喫茶　鼓撞

さぬき市寒川町石田西1522番
地1

0879-43-6858 6:00～24:00 不定休 会員を含む団体全員 デザートサービス

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
TEA-RESTブレーメン さぬき市長尾名416番地7

0879-52-5836
0879-52-5010

17:00～24：00
水曜日

（祭日の場合は翌日）
会員

・購入金額の5％ＯＦＦ
・ライス大盛り無料
・ランチドリンク1杯無料
・モーニング代（料理）無料
→コーヒー代金のみ

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
ランチカフェ　萌 さぬき市造田野間田657番地 090-7622-1216 11：00～15：00

水～日曜日
（完全予約制）

会員及び家族 10％ＯＦＦ

食べる・飲む 居酒屋等 昭和堂 さぬき市津田町津田913番地1 0879-42-7011 18：00～24：00 月曜日 会員 ドリンク１杯無料

食べる・飲む 居酒屋等 ふくろう さぬき市津田町津田1553番地1 0879-42-3096 17：00～23：00 水曜日 会員
本日のおすすめ１皿サービス（刺
身）

食べる・飲む 居酒屋等 カラオケ　スナック　めぐ さぬき市津田町鶴羽51番地 0879-42-3532 19：00～24：00 火曜日 会員 ドリンク１杯無料

食べる・飲む 居酒屋等 酒処　夕里
さぬき市大川町富田西2866番
地5

0879-43-0057 18：00～23：00 月曜日 会員
ファーストドリンク無料（500円以下
のドリンクに限る）

食べる・飲む 居酒屋等 カフェ＆バー　ヒロ さぬき市志度1886番地10 087-894-6228 19：30～24：00 月曜日 会員 ボトルキープ10％ＯＦＦ

食べる・飲む 居酒屋等 スナック　慶
さぬき市志度1904番地13
アーバンビル2Ｆ

087-894-5310 19：00～24：00 月曜日 会員
合計金額の5％ＯＦＦ
ドリンク１杯無料

食べる・飲む 居酒屋等 スナック　バッカス
さぬき市志度1904番地13
アーバンビル2Ｆ

087-814-2095 19：30～24：00 月曜日 会員 合計金額の5％ＯＦＦ

食べる・飲む 居酒屋等 ナイトスポット　欄楯 さぬき市志度1904番地5 087-894-1934 19：00～24：00 月曜日 会員
会計金額の5％ＯＦＦ
ドリンク１杯無料

食べる・飲む 居酒屋等 めぐりあい　パートⅡ さぬき市小田1514番地35 087-896-0015 16：00～21：00 水曜日 会員を含む団体全員 購入金額の5％ＯＦＦ

食べる・飲む 居酒屋等 炭火焼　しゅん蘭 さぬき市長尾名416番地7 0879-52-1777 17:00～24：00 水曜日 会員 ドリンク１杯無料

食べる・飲む 居酒屋等
海鮮居酒屋
かしむら

さぬき市昭和3364番地3 0879-52-3661 17:00～23：00 木曜日 会員 小鉢一品サービス

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
松坂ステーキ　よしはら さぬき市津田町津田2888番地 0879-42-3631

11：00～14：30
17：00～21：00

火曜日 会員を含む団体全員 フルーツサービス

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
大川オアシス さぬき市津田町鶴羽2326-12 0879-42-2193 11:00～14:00 なし 会員を含む団体全員 購入金額の5％割引

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
道の駅　みろく

さぬき市大川町富田中3298番
地1

0879-43-0550 8：30～17：00 水曜日 会員
２階レストラン
100円引き

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
ガスト　香川志度店 さぬき市志度643-1 087-870-2611 8：00～翌2：00 無休

会員1名につき、同伴
者5名まで

プレミアムカフェ（ドリンクバー）を無
料

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
冨士屋 さぬき市志度548番地2 087-894-1175 11：30～21：30

会員1名につき同伴者2
名まで

ライス大盛り無料

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
王将　食堂 さぬき市鴨庄2573番地3 087-895-2325 11：00～22：00 不定休 会員 ソフトドリンク1杯無料

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
ラーメンとん太　香川寒川店

さぬき市寒川町石田東甲816番
地7

0879-43-1407 11：00～23：00 火曜日 会員 ラーメントッピング無料

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
飛猿閣 さぬき市多和兼割90番地1 0879-56-2032 8：00～17：00 なし 会員 ドリンク１杯無料



食べる・飲む
レストラン・

食堂等
お食事処　桜や さぬき市造田野間田805番地 0879-49-1446

11：00～14：00
17：00～21：00

水曜日
会員を含む団体及び

家族
1～4名様単位で500円以下の品を
一品サービス

食べる・飲む
ファースト

フード
すき家　津田の松原SA下り さぬき市津田町鶴羽939-1 7:00～24:00 無休 会員及び同伴者全員 お買上げ500円ごとに30円割引き

食べる・飲む
ファースト

フード
すき家　津田の松原SA上り さぬき市津田町鶴羽935-5 7:00～24:00 無休 会員及び同伴者全員 お買上げ500円ごとに30円割引き

食べる・飲む 焼肉 炭火焼肉　備長 さぬき市鴨部6219番地18 087-895-2665 17：00～22：00 火曜日 会員を含む1団体 キムチ1皿サービス

遊ぶ・学ぶ 旅行 ㈱大川観光 さぬき市長尾西1061 0879-52-2521 8：30～17：00 日曜日 会員及び家族1名まで
大川バスハッピーツアーパンフレッ
ト商品の旅行代金5％引き

遊ぶ・学ぶ 宿泊施設 旅館　竹屋敷 さぬき市多和竹屋敷123番地1 0879-56-2288 11：00～21：00 不定休 会員を含む団体全員 清酒又はウーロン茶1杯付

遊ぶ・学ぶ
温泉・入浴

施設
国民宿舎　松琴閣　クアパーク津
田

さぬき市津田町松原地内 0879-42-2521 5：00～24：00 なし 会員及び家族
・宿泊料10％OFF
・1Fレストラン飲食代10％OFF
・入浴料100円引き

遊ぶ・学ぶ
温泉・入浴

施設
ゆーとぴあみろく さぬき市大川町富田中3424 0879-43-5200 9：00～21：00 水曜日 会員 入浴料100円引き

遊ぶ・学ぶ
温泉・入浴

施設
㈱門入カメリア

さぬき市寒川町石田東甲2988
番地1

0879-43-2566
1～4月：10：00～21：00
5～12月：10：00～22：

00
木曜日 会員 入浴料100円引き

遊ぶ・学ぶ
温泉・入浴

施設
春日温泉 さぬき市寒川町神前22 0879-43-6565 10：00～21：00 火曜日 会員 入浴料100円引き

遊ぶ・学ぶ
温泉・入浴

施設
ツインパルながお さぬき市長尾名1494-1 0879-52-1126 10：00～21：30 水曜日 会員 入浴料100円引き

遊ぶ・学ぶ カラオケ
カラオケ本舗まねきねこ　さぬき
津田店

さぬき市津田町津田913-1 0879-23-7666

9：00～翌4：00(日～木・
祝日）

9：00～翌6：00（金・土・
祝前日）

年中無休 会員を含む団体全員 会計総額の10％割引

遊ぶ・学ぶ カラオケ
カラオケ　バナナクラブ＆ビッグエ
コー志度店

さぬき市志度1424-2 087-894-8977

月～木、日祝12：00～
翌3：00

金、土、祝前日12：00～
翌5：00

なし 会員を含む団体全員

・室料20％割引
※フリータイム及びパック・飲み放題
コースなどをご利用の方は総額の
10％割引

遊ぶ・学ぶ アウトドア 日本ドルフィンセンター さぬき市津田町鶴羽1520-130 0879-23-7623 10：00～17：00
4～9月無休、10～3月毎

週水曜日

会員1名につき、同伴
者4名まで（1枚の会員
証で5名様まで適応）

入場料50円引き

遊ぶ・学ぶ アウトドア フルーツパーク さぬき市志度4947 087-894-1280 9：00～17：00 毎週金曜日 会員及び家族 小学生以上100円引き

遊ぶ・学ぶ
学習塾・教

室
COCO塾　高松校

高松市丸亀町3-13　高松丸亀
町参番街西館2階

087-811-3327
平日：12：00～21：00

土曜日：10：00～19：00
祝日：10：00～19：00

火、日曜日
・会員

・会員及び1親等以内
の親族

・COCO塾の入会金免除
・COCO塾ジュニア、COCO塾ジュニ
ア（ホームインストラクター教室）の
入学金半額免除

きれい・健やか 理美容
ヘアーサロン
アラカワ

さぬき市大川町田面451番地1 0879-43-5629 8：00～19：30
月曜日

第１、第３日曜日
会員

オートシャンプーセット
ドリンク１杯無料

きれい・健やか 理美容 理容　多田 さぬき市大川町田面95番地4 0879-43-3715 8：30～20：00 会員 ドリンク1杯無料

きれい・健やか 理美容 大野美容室 さぬき市寒川町神前1697番地3 0879-43-3326 8：00～18：00
月曜日

第１・３日曜日
会員及び家族 代金の8％ＯＦＦ

きれい・健やか 理美容
ヘアスタジオ　髪ing
（カミング）

さぬき市長尾西769番地7 0879-52-6471 8：30～19：00
月曜日

第１・３日曜日
会員 粗品贈呈

きれい・健やか
スポーツ施

設
㈱プロスパー・サンダ志度 さぬき市志度1421-100 087-894-4411 10：00～22：00 第２日曜日 会員 通常2,700円⇒1,080円

きれい・健やか
スポーツ施

設
アルファ津田カントリークラブ さぬき市寒川町神前647番地16 0879-43-4141 8：00～17：00 なし 会員

平日プレー来館者　練習場ボール1
人1箱

暮らし ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 白洋舎　コープ志度店
さぬき市志度2209
コープ志度店内

087-894-4081
平日9：30～20：00
土日9：30～19：00

会員
クリーニング品（一般ドライ・ランド
リー品）が10％引き

暮らし ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 白洋舎　ザ・ビッグ寒川店
さぬき市寒川町石田東甲1375
ザ・ビッグ寒川店正面入口横

0879-43-0980
平日・祝日10：00～20：

00
日曜9：00～20：00

会員
クリーニング品（一般ドライ・ランド
リー品）が10％引き



暮らし 金融機関 香川県農業協同組合　津田支店 さぬき市津田町津田141番地4 0879-42-2016
8：30～16：00 土・日・祝日

年末年始

①借入申込者が消防
団員本人

（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に対象ローンを申込
み、かつ実行となった

もの）
②貯金契約者が消防

団員本人
（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に申込み・契約締結と

なったもの）

①期間中、マイカーローン・教育
ローン・子育てフリーローン・フリー
ローンの借り入れ利率（キャンペー
ン利率・各種軽減利率）を0.10.％引
き下げます。
②期間中、スーパー定期貯金（期間
1か年単利型のみ）の預入利率を、
「店頭表示金利＋年0.10.％」としま
す。
ただし、期間中のキャンペーン商
品・既存の金利上乗せ商品は上乗
せ対象外とします。

暮らし 金融機関 香川県農業協同組合　富田支店 さぬき市大川町富田中2130番地4 0879-43-3578
8：30～16：00 土・日・祝日

年末年始

①借入申込者が消防
団員本人

（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に対象ローンを申込
み、かつ実行となった

もの）
②貯金契約者が消防

団員本人
（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に申込み・契約締結と

なったもの）

①期間中、マイカーローン・教育
ローン・子育てフリーローン・フリー
ローンの借り入れ利率（キャンペー
ン利率・各種軽減利率）を0.10.％引
き下げます。
②期間中、スーパー定期貯金（期間
1か年単利型のみ）の預入利率を、
「店頭表示金利＋年0.10.％」としま
す。
ただし、期間中のキャンペーン商
品・既存の金利上乗せ商品は上乗
せ対象外とします。

暮らし 金融機関 香川県農業協同組合　志度支店 さぬき市志度900番地 087-894-1221
8：30～16：00 土・日・祝日

年末年始

①借入申込者が消防
団員本人

（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に対象ローンを申込
み、かつ実行となった

もの）
②貯金契約者が消防

団員本人
（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に申込み・契約締結と

なったもの）

①期間中、マイカーローン・教育
ローン・子育てフリーローン・フリー
ローンの借り入れ利率（キャンペー
ン利率・各種軽減利率）を0.10.％引
き下げます。
②期間中、スーパー定期貯金（期間
1か年単利型のみ）の預入利率を、
「店頭表示金利＋年0.10.％」としま
す。
ただし、期間中のキャンペーン商
品・既存の金利上乗せ商品は上乗
せ対象外とします。

暮らし 金融機関 香川県農業協同組合　鴨庄支店 さぬき市鴨庄3076番地1 087-895-2108
8：30～16：00 土・日・祝日

年末年始

①借入申込者が消防
団員本人

（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に対象ローンを申込
み、かつ実行となった

もの）
②貯金契約者が消防

団員本人
（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に申込み・契約締結と

なったもの）

①期間中、マイカーローン・教育
ローン・子育てフリーローン・フリー
ローンの借り入れ利率（キャンペー
ン利率・各種軽減利率）を0.10.％引
き下げます。
②期間中、スーパー定期貯金（期間
1か年単利型のみ）の預入利率を、
「店頭表示金利＋年0.10.％」としま
す。
ただし、期間中のキャンペーン商
品・既存の金利上乗せ商品は上乗
せ対象外とします。



暮らし 金融機関 香川県農業協同組合　鴨部支店 さぬき市鴨部4644番地2 087-895-1616
8：30～16：00 土・日・祝日

年末年始

①借入申込者が消防
団員本人

（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に対象ローンを申込
み、かつ実行となった

もの）
②貯金契約者が消防

団員本人
（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に申込み・契約締結と

なったもの）

①期間中、マイカーローン・教育
ローン・子育てフリーローン・フリー
ローンの借り入れ利率（キャンペー
ン利率・各種軽減利率）を0.10.％引
き下げます。
②期間中、スーパー定期貯金（期間
1か年単利型のみ）の預入利率を、
「店頭表示金利＋年0.10.％」としま
す。
ただし、期間中のキャンペーン商
品・既存の金利上乗せ商品は上乗
せ対象外とします。

暮らし 金融機関 香川県農業協同組合　石田支店 さぬき市寒川町石田東甲373番地10879-43-2564
8：30～16：00 土・日・祝日

年末年始

①借入申込者が消防
団員本人

（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に対象ローンを申込
み、かつ実行となった

もの）
②貯金契約者が消防

団員本人
（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に申込み・契約締結と

なったもの）

①期間中、マイカーローン・教育
ローン・子育てフリーローン・フリー
ローンの借り入れ利率（キャンペー
ン利率・各種軽減利率）を0.10.％引
き下げます。
②期間中、スーパー定期貯金（期間
1か年単利型のみ）の預入利率を、
「店頭表示金利＋年0.10.％」としま
す。
ただし、期間中のキャンペーン商
品・既存の金利上乗せ商品は上乗
せ対象外とします。

暮らし 金融機関 香川県農業協同組合　長尾支店 さぬき市長尾東883番地2 0879-52-3111
8：30～16：00 土・日・祝日

年末年始

①借入申込者が消防
団員本人

（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に対象ローンを申込
み、かつ実行となった

もの）
②貯金契約者が消防

団員本人
（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に申込み・契約締結と

なったもの）

①期間中、マイカーローン・教育
ローン・子育てフリーローン・フリー
ローンの借り入れ利率（キャンペー
ン利率・各種軽減利率）を0.10.％引
き下げます。
②期間中、スーパー定期貯金（期間
1か年単利型のみ）の預入利率を、
「店頭表示金利＋年0.10.％」としま
す。
ただし、期間中のキャンペーン商
品・既存の金利上乗せ商品は上乗
せ対象外とします。

暮らし 金融機関
香川県農業協同組合　大川造田
出張所

さぬき市造田是弘758番地 0879-52-3121
8：30～16：00 土・日・祝日

年末年始

①借入申込者が消防
団員本人

（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に対象ローンを申込
み、かつ実行となった

もの）
②貯金契約者が消防

団員本人
（平成28年1月4日から
平成31年3月31日の間
に申込み・契約締結と

なったもの）

①期間中、マイカーローン・教育
ローン・子育てフリーローン・フリー
ローンの借り入れ利率（キャンペー
ン利率・各種軽減利率）を0.10.％引
き下げます。
②期間中、スーパー定期貯金（期間
1か年単利型のみ）の預入利率を、
「店頭表示金利＋年0.10.％」としま
す。
ただし、期間中のキャンペーン商
品・既存の金利上乗せ商品は上乗
せ対象外とします。



暮らし 金融機関 香川銀行　津田支店 さぬき市津田町津田1011-11 0879-42-3151 9:00～15:00
土日祝

12/31～1/3
会員証を提示した会員

次の条件にて、金利優遇定期預金
を受入れいたします。
・預入期間　1年（期間経過後は通
常の定期預金として自動継続しま
す）
・預入金額　お一人様100万円まで
・金利　スーパー定期店頭表示利率
＋0.1％

暮らし 金融機関 香川銀行　志度支店 さぬき市志度655-1 087-894-1511 9:00～15:00
土日祝

12/31～1/3
会員証を提示した会員

次の条件にて、金利優遇定期預金
を受入れいたします。
・預入期間　1年（期間経過後は通
常の定期預金として自動継続しま
す）
・預入金額　お一人様100万円まで
・金利　スーパー定期店頭表示利率
＋0.1％

暮らし 金融機関 香川銀行　長尾支店 さぬき市長尾西1057-2 0879-52-2555 9:00～15:00
土日祝

12/31～1/3
会員証を提示した会員

次の条件にて、金利優遇定期預金
を受入れいたします。
・預入期間　1年（期間経過後は通
常の定期預金として自動継続しま
す）
・預入金額　お一人様100万円まで
・金利　スーパー定期店頭表示利率
＋0.1％

暮らし 金融機関 高松信用金庫　志度支店 さぬき市志度895 087-894-1781 9：00～15：00 土・日曜日、祝日 会員

融資商品4商品のご融資利率をそ
れぞれ年▲0.20％優遇。
※以下､4商品
・自動車ローン【マイカーローン】
【ニューオートローン】
・リフォームローン【リフォームロー
ン】
・教育ローン【新YOU学ローン（当貸
型）】



暮らし 金融機関 百十四銀行　津田支店 さぬき市津田町津田１１５７－８ 0879-42-3114 9：00～15：00 土、日、祝日、年末年始 会員証を提示した会員

①無担保証貸ローン（マイカーロー
ン、教育ローン、フリーローン）の優
遇金利適用。
114ディーシーカード保証付無担保
証貸ローンの各基準金利（固定金
利）より年0.10％引き下げる。ただ
し、無担保証貸ローン特別金利キャ
ンペーン時に適用される金利との併
用は行わない。
②スーパー定期の優遇金利適用。
1年もの定期預金店頭標準金利に
年0.10.％上乗せ。ただし、金利の上
乗せは当初預入期間に限定し、満
期日以降は店頭表示金利を適用す
る。

暮らし 金融機関
百十四銀行　さぬき市役所出張
所

さぬき市志度５３８５－８ 087-894-6114 9：00～15：00 土、日、祝日、年末年始 会員証を提示した会員

①無担保証貸ローン（マイカーロー
ン、教育ローン、フリーローン）の優
遇金利適用。
114ディーシーカード保証付無担保
証貸ローンの各基準金利（固定金
利）より年0.10％引き下げる。ただ
し、無担保証貸ローン特別金利キャ
ンペーン時に適用される金利との併
用は行わない。
②スーパー定期の優遇金利適用。
1年もの定期預金店頭標準金利に
年0.10.％上乗せ。ただし、金利の上
乗せは当初預入期間に限定し、満
期日以降は店頭表示金利を適用す
る。

暮らし 金融機関 百十四銀行　志度支店 さぬき市志度１９１４－４ 087-894-1141 9：00～15：00 土、日、祝日、年末年始 会員証を提示した会員

①無担保証貸ローン（マイカーロー
ン、教育ローン、フリーローン）の優
遇金利適用。
114ディーシーカード保証付無担保
証貸ローンの各基準金利（固定金
利）より年0.10％引き下げる。ただ
し、無担保証貸ローン特別金利キャ
ンペーン時に適用される金利との併
用は行わない。
②スーパー定期の優遇金利適用。
1年もの定期預金店頭標準金利に
年0.10.％上乗せ。ただし、金利の上
乗せは当初預入期間に限定し、満
期日以降は店頭表示金利を適用す
る。

暮らし 金融機関 百十四銀行　富田支店
さぬき市寒川町石田東甲９２１
－１

0879-43-4114 9：00～15：00 土、日、祝日、年末年始 会員証を提示した会員

①無担保証貸ローン（マイカーロー
ン、教育ローン、フリーローン）の優
遇金利適用。
114ディーシーカード保証付無担保
証貸ローンの各基準金利（固定金
利）より年0.10％引き下げる。ただ
し、無担保証貸ローン特別金利キャ
ンペーン時に適用される金利との併
用は行わない。
②スーパー定期の優遇金利適用。
1年もの定期預金店頭標準金利に
年0.10.％上乗せ。ただし、金利の上
乗せは当初預入期間に限定し、満
期日以降は店頭表示金利を適用す
る。



暮らし 金融機関 百十四銀行　長尾支店 さぬき市長尾西９５５－８ 0879-52-4114 9：00～15：00 土、日、祝日、年末年始 会員証を提示した会員

①無担保証貸ローン（マイカーロー
ン、教育ローン、フリーローン）の優
遇金利適用。
114ディーシーカード保証付無担保
証貸ローンの各基準金利（固定金
利）より年0.10％引き下げる。ただ
し、無担保証貸ローン特別金利キャ
ンペーン時に適用される金利との併
用は行わない。
②スーパー定期の優遇金利適用。
1年もの定期預金店頭標準金利に
年0.10.％上乗せ。ただし、金利の上
乗せは当初預入期間に限定し、満
期日以降は店頭表示金利を適用す
る。

暮らし 自動車整備 (有)新町自動車商会 さぬき市津田町津田1611番地4 0879-42-2159 8：30～17：30 日曜・祭日 会員 年１回エンジンオイル交換半額

暮らし 自動車整備 (有)フルセ・オート
さぬき市津田町津田2052番地
36

0879-42-2822 8：30～19：00 日曜・祭日 会員 車検基本工賃10％ＯＦＦ

暮らし 自動車整備 (有)上原石油店
さぬき市大川町富田中3009番
地1

0879-43-3118 7：00～20：00 1月1日、2日 会員 洗車　店頭表示価格から20％ＯＦＦ

暮らし 自動車整備 ㈲グローバルサンガワ さぬき市大川町富田東51番地1 0879-43-3034 8：30～18：30 毎週日曜日 会員及び家族
・整備費用の10％引き
・オイル交換半額（50％引き）

暮らし 自動車整備 (株)坂本自動車 さぬき市志度952番地6 087-894-1368 8：30～17：30 日曜・祝日・第２土曜 会員 オイル交換半額

暮らし 自動車整備 サヌキモータース さぬき市志度2362番地2 087-894-3447 8：00～17：30 日・祭日 会員及び家族
エンジンオイル交換
１台1,000円から（軽四）

暮らし 自動車整備 バイクショップ　のざき さぬき市志度5384番地 087-894-1903 9：00～19：00
日曜日・ＧＷ・秋祭り・年

末年始・お盆
会員及び同居の家族 エンジンオイル交換工賃の半額

暮らし 自動車整備 (有)カシムラオート さぬき市鴨庄4374番地 087-894-3980 9：00～18：00 日曜・祝日 会員 粗品贈呈

暮らし 自動車整備 (有)松佐オートサービス さぬき市鴨庄2660番地1 087-895-2553 9：00～19：00 日曜・祭日・年始 会員及び家族 エンジンオイル半額

暮らし 自動車整備 (有)東讃愛輪社
さぬき市寒川町石田東甲344番
地

0879-43-2076 8：00～18：00 日曜・祝祭日祝日 会員及び家族
オイル交換半額
一般修理工賃10％ＯＦＦ
車検整備工賃10％ＯＦＦ

暮らし 自動車整備 (有)オートサービス河野 さぬき市寒川町神前2021番地3 0879-43-5146 8：00～17：00 日曜・祭日 会員 車検基本工賃10％ＯＦＦ

暮らし 自動車整備 シバザキ自動車販売 さぬき市寒川町神前2583番地1 0879-43-3844 8：00～19：00 日曜日 会員 車検整備料工賃10％ＯＦＦ

暮らし 自動車整備 (有)六車商会 さぬき市寒川町神前1761番地1 0879-43-2501 8：30～17：30 日曜・祝祭日 会員 エンジンオイル交換20％ＯＦＦ

暮らし 自動車整備 ㈱石井自動車 さぬき市長尾西1045 0879-52-2027 9：00～18：00 水曜日、祝日 会員及び家族 ポイント2倍

暮らし 自動車整備 (有)安部輪三業 さぬき市多和中山下101番地2 0879-56-2316 7：00～19：00 日曜日 会員及び家族 自動車購入時燃料満タンサービス

暮らし 自動車整備 マナベ自動車相談所 さぬき市多和力石上38番地 0879-56-2409 8：30～17：30 日曜・祭日 会員 エンジンオイル１ℓ　500円

暮らし 自動車整備 JAオートパルさぬき さぬき市造田是弘562 0879-52-3113

平日7：30～19：00
土・日・祝8：30～

17：00

HPで確認してください。
http://jakae.co.jp

会員
エンジンオイル無料交換券（1回
分）

暮らし 冠婚葬祭 ベルモニー会館 志度 さぬき市志度4313 087-867-4441 24時間 年中無休
会員と家族（二親等

迄）

・会館使用料　20％割引
・祭壇料金　20％割引
（祭壇生花は除く）

暮らし 冠婚葬祭 (株)花装 さぬき市鴨庄2165番地1 087-895-0055 0:00～24：00 なし 会員及び同居家族 智の会会員割引



暮らし 家事代行
ダスキンむぐるまサービスマス
ター

さぬき市寒川町石田東甲561-1 0120-30-3079 9：00～18：00 土、日、祝日 会員本人

下記のハウスクリーニングのメ
ニューを5％割引（税抜き標準価格）
・レンジフード￥17,000
・キッチン￥16,000
・浴室￥16,000
・洗面所・トイレ￥16,000
・エアコン￥12,000
・お掃除機能付きエアコン￥22,000
※各メニュー対象条件あります。対
象条件については、当店若しくは
ホームページ
（http://www.duskin.co.jp/)でご確認
ください。
※最寄りの店舗にご用命願います。

暮らし 家事代行 ㈱ニチイ学館　高松支店
高松市サンポート2-1　高松シン
ボルタワー13F

0120-212-295 24時間 無休
会員及び家族（二親等

まで）

ニチイライフ（家事・育児・自費介護
サービス）
①デビュープラン3,980円（税込）
②スポットプラン5％オフ

暮らし
新築・リ
フォーム

(有)環境設備サービス さぬき市長尾西547番地2 0879-52-4511 8：00～19：00 土・日・祝祭日 会員及び家族 購入金額の3％ＯＦＦ

暮らし
新築・リ
フォーム

(有)槇野設備工業 さぬき市長尾西620番地1 0879-52-3418 8：00～18：00 日曜日 会員及び家族 工事代金の3％ＯＦＦ

暮らし 工事等 (有)中川電機設備 さぬき市鴨庄4361番地1 087-894-0415 8：30～17：30 日曜・祝祭日 会員 粗品贈呈

暮らし 工事等 (有)真島金物 さぬき市長尾東857番地 0879-52-2143 8：00～20：00 日・祝祭日 会員及び家族 工事代金の3％ＯＦＦ

暮らし 工事等 安部無線電機商会 さぬき市長尾西942番地5 0879-52-2131 8：30～19：00 日曜・祭日 会員 工事代金の3％ＯＦＦ

暮らし 工事等 (有)環境設備サービス さぬき市長尾西547番地2 0879-52-4511 8：00～19：00 土・日・祝祭日 会員及び家族 購入金額の3％ＯＦＦ



備考

一部商品は除く。

商品購入に限る。

工事代金は除く。

一部商品は除く。
お１人様1,000円以上の買い物に限る。

・一人様10,000円以上購入の際に限る。
・一部商品は除く
・他のサービス券との併用不可

一部セルフ

・会員証呈示によりVIPカードを発行す
ることによる値引き
・ポイント制度なし

・会員証呈示
・詳細はガス販売所迄お問い合わせ下
さい。

・会員証呈示によりVIPカードを発行す
ることによる値引き
・ポイント制度なし

・会員証呈示によりVIPカードを発行す
ることによる値引き
・ポイント制度なし

・会員証呈示によりVIPカードを発行す
ることによる値引き
・ポイント制度なし

売り切れの場合がありますので、事前にお
電話いただければお取置します。



購入金額によりサービス券の額が変動

お一人様飲食1,000円以上に限る。

他券との併用不可

一部除く

一部除く

1人様2,000円以上の飲食に限る。

5,000円以上のお客様に限る。

5,000円以上のお客様に限る。

5,000円以上のお客様に限る。

1人様3,000円以上の飲食に限る。

なし

土日祝祭日は除く。
1000円以上飲食された方のみ

一人様3,000円以上の飲食に限る

食事のみ。
ドリンクのみは除く。

・注文時に会員証を提示。
・他の優待券・割引券・WEB・携帯画面サー
ビスとの併用は不可。

お一人様3,000円以上の飲食に限る。
他のサービス券との併用不可。
土日祝祭日は除く。

一人様2,000円以上の飲食に限る。

一部商品は除く

飲食ご利用時に限る



・他のサービスとの併用不可
・一部商品は除く

店内、お持ち帰り、ドライブスルー共通

店内、お持ち帰り、ドライブスルー共通

土日祝祭日は除く。

日帰りプランに限る。

季節商品などのプランは除く。
（夏季ビアテラス、冬季忘新年プランなど）

・特別料金期間（お盆、お正月等は除く）
・一部コースを除く

他の入場割引との併用不可

※ホームインストラクター教室のお問い合
わせは、087-822-9440　COCO塾インフォ
メーションセンター高松まで

調髪後一週間内

他のサービス券との併用不可。

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）
毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）



①申込時に「会員証」を提示すること。（詳
しくは取扱店頭窓口にてご照会ください。）
②申込時に、「会員証」を提示すること。
貯金契約者＝貯金名義人となります。
自動継続定期貯金の場合、継続後の預入
利率は店頭表示金利となります。（詳しくは
取扱店頭窓口にてご照会ください。）

①申込時に「会員証」を提示すること。（詳
しくは取扱店頭窓口にてご照会ください。）
②申込時に、「会員証」を提示すること。
貯金契約者＝貯金名義人となります。
自動継続定期貯金の場合、継続後の預入
利率は店頭表示金利となります。（詳しくは
取扱店頭窓口にてご照会ください。）

①申込時に「会員証」を提示すること。（詳
しくは取扱店頭窓口にてご照会ください。）
②申込時に、「会員証」を提示すること。
貯金契約者＝貯金名義人となります。
自動継続定期貯金の場合、継続後の預入
利率は店頭表示金利となります。（詳しくは
取扱店頭窓口にてご照会ください。）

①申込時に「会員証」を提示すること。（詳
しくは取扱店頭窓口にてご照会ください。）
②申込時に、「会員証」を提示すること。
貯金契約者＝貯金名義人となります。
自動継続定期貯金の場合、継続後の預入
利率は店頭表示金利となります。（詳しくは
取扱店頭窓口にてご照会ください。）



①申込時に「会員証」を提示すること。（詳
しくは取扱店頭窓口にてご照会ください。）
②申込時に、「会員証」を提示すること。
貯金契約者＝貯金名義人となります。
自動継続定期貯金の場合、継続後の預入
利率は店頭表示金利となります。（詳しくは
取扱店頭窓口にてご照会ください。）

①申込時に「会員証」を提示すること。（詳
しくは取扱店頭窓口にてご照会ください。）
②申込時に、「会員証」を提示すること。
貯金契約者＝貯金名義人となります。
自動継続定期貯金の場合、継続後の預入
利率は店頭表示金利となります。（詳しくは
取扱店頭窓口にてご照会ください。）

①申込時に「会員証」を提示すること。（詳
しくは取扱店頭窓口にてご照会ください。）
②申込時に、「会員証」を提示すること。
貯金契約者＝貯金名義人となります。
自動継続定期貯金の場合、継続後の預入
利率は店頭表示金利となります。（詳しくは
取扱店頭窓口にてご照会ください。）

①申込時に「会員証」を提示すること。（詳
しくは取扱店頭窓口にてご照会ください。）
②申込時に、「会員証」を提示すること。
貯金契約者＝貯金名義人となります。
自動継続定期貯金の場合、継続後の預入
利率は店頭表示金利となります。（詳しくは
取扱店頭窓口にてご照会ください。）



・新規契約に限る。
・一部、他の金利優遇サービスと併用でき
ないものもあり。





ガソリン車のみ5ℓ以下

フィルター・オイル等用品は不可

軽自動車・乗用車（トラックは除く）

他のサービス券との併用不可

一部車両は除く。

・車検で入庫された方に限る。

・他団体契約との併用不可
・ベルモニー会員との併用について祭壇料
金はベルモニー会員特典祭壇以上のもの
をお選び頂いた場合にその追加料金の
20％を割引。それ以外はベルモニー会員
特典のみの適用。
・家族葬ホール縁の利用については、特典
の適用外。

当社規定の智の会会員規約に基づく



・各種キャンペーンとの併用及び11月・12
月の繁忙期は対象外
・サービス受付は平日のみ
・「香川県消防協会会員証」は申込み時に
所有のお申し出のうえ、見積り時の提示
（併せて運転免許証等の身分証明書の提
示）にて適応とさせていただきます。

①デビュープラン　スタッフ1名　1.5時間　1
住所1回限りのお試しプラン
②スポットプランの詳細は、ホームページ
参照。
Http://www.nichiiweb.jp/kaji/
※諸島部、一部地域を除く。
他サービスとの併用不可。

工事費5万円以上の場合

工事完了後

工事費10万円以上に限る。

工事代金10万円以上の場合に限る。

工事費5万円以上の場合


