消防団員応援制度事業所一覧表
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

備考

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

（有）ヤングドライ 観音寺中央店

観音寺市坂本町五丁目8番35号

0875-23-1158

9：00～20：00

金曜日
（盆・正月）

会員及び家族

ドライクリーニング １０％引き

・一部商品は除く
（Ｙシャツ、礼服、皮、じゅうたん、着物、浴
衣、加工品、その他特殊品）
・他のサービス券併用不可

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

（有）ヤングドライ マルヨシ観音寺店

観音寺市植田町1017番地
マルヨシセンター観音寺店 駐車場内

0875-23-0373

9：30～19：00

水曜日
（盆・正月）

会員及び家族

ドライクリーニング １０％引き

・一部商品は除く
（Ｙシャツ、礼服、皮、じゅうたん、着物、浴
衣、加工品、その他特殊品）
・他のサービス券併用不可

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

クリーニング オサダ

観音寺市大野原町大野原2062番地1

0875-54-4372

8：00～19：00

日曜日

会員及び家族

ポイント２倍

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱
土器店

丸亀市土器町東5-16-2

0877-21-3515

8:00～20:00（平日）
9:00～20：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱
ゆめタウン高松店

高松市三条町608-1

087-868-5426

10：00～22：00

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱
レインボーロード店

高松市多肥下町1579-3

087-869-3174

8:00～21:00（平日）
9:00～21：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ JR坂出店

坂出市元町1-1

0877-45-6090

8:00～19:00（平日）
9:00～18：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ イオン坂出店

坂出市京町1-4-18

0877-44-0133

9：00～20：00

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ イオン多度津店

多度津町北鴨2-10-1

0877-58-5787

9：00～21：00

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 太田上町店

高松市太田上町494-11

087-866-4840

8:00～20:00（平日）
9:00～20：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 片原町店

高松市片原町3-2

087-821-1360

7:30～20:00（平日）
9:00～20：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ コープ一宮店

高松市一宮町341

0857-885-6365

9：30～20：00

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

木曜日

木曜日

カテゴリー

ジャンル

事業所名

住所

電話番号

営業時間

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ コープ扇町店

高松市扇町2-11-2

087-821-5188

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ コープ飯山店

丸亀市飯山町川原869

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 国分寺店

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

暮らし

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

9：30～21：00

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

0877-98-1575

9：00～20：00

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

高松市国分町新居1258-3

087-874-5232

8:00～21:00（平日）
9:00～21：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

さかえドライ㈱ 三条店

高松市三条町88-1

087-805-0024

8:00～20:00（平日）
9:00～20：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 田町店

高松市田町8-1-1階

087-831-2287

8:00～21:00（平日）
9:00～21：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 広場店

高松市錦町1-14-3 1階

087-851-0784

7:30～21:00（平日）
9:00～21:00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 伏石店

高松市伏石町2084

087-868-6548

10：00～21：00

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 仏生山駅前店

高松市仏生山町甲843-3

087-889-5083

7:30～20:00（平日）
9:00～20：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 仏生山東店

高松市出作町311-1

087-888-2597

8:00～21:00（平日）
9:00～21：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 古高松店

高松市新田町甲428-3

087-844-3960

8:00～20:00（平日）
9:00～20：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 本社前店

高松市太田下町2245

0857-868-8670

8:00～19:00（平日）
9:00～18：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 前田店

高松市前田東町719-6

087-847-7333

7:30～19:30（平日）
9:00～19：00（日・祭日）

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ マルナカ円座店

高松市円座町956-2

087-885-3830

9：00～20：00

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ マルヨシ潟元店

高松市屋島西町1453-1

0857-841-5427

9：30～21：00

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ マルヨシ鶴市店

高松市鶴市町1010-1

087-881-9380

9：30～20：00

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

木曜日

木曜日

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

備考

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 宮脇店

高松市宮脇町1-21-13

087-837-8341

8:00～20:00（平日）
9:00～20：00（日・祭日）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 屋島東店

高松市高松町2373-15

087-805-0023

8:00～21:00（平日）
9:00～21：00（日・祭日）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ 栗林病院前店

高松市栗林町2丁目19-22

087-831-8522

8:00～20:00（平日）
9:00～20：00（日・祭日）

木曜日

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱ レシヴェール店

高松市鍛冶屋町6-3

087-821-5913

8：00～20：00

日・祝

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱
宇多津店

宇多津町浜八番丁132-3

0877-49-3647

8:00～20:00（平日）
9:00～20：00（日・祭日）

木曜日

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱
コープうたづ店

宇多津町浜五番丁49-1

0877-56-7789

9：30～20：00

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

さかえドライ㈱マルナカ春日店

高松市木太町6区2832

087-862-5375

10：00～20：00

会員

毎月19日 クリーニング代金10％OFF

特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

とまとコールヤシマ

高松市屋島西町１２２６－１

087-841-9792

09：00～18：00

日曜日

会員を含む団体全員

布団・毛布・座布団の水洗いクリーニング
10％引き

6.7.8月は20％引き（高松市内）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

パークドライ(昭和店）

観音寺市昭和町3丁目2-15

0875-24-1072

7:30～20:00

日曜日

会員及び家族(会員証提示
必要）

5％引き

・特別割引時は除く
・外注品・修理・加工代・特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

パークドライ(トマト店）

観音寺市坂本町7丁目11-27

0875-25-7486

9:30～20:00

なし

会員及び家族(会員証提示
必要）

5％引き

・特別割引時は除く
・外注品・修理・加工代・特殊品は除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎
丸亀通町店

丸亀市通町8-1

0877-25-2455

平日8：00～19：30

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 CLEANERS栗林店

高松市栗林町1丁目3-11

087-861-3413

平日8：00～20：00
日祝10：00～18：30

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 イオン高松店

高松市香西本町1-1
イオン高松店 専門店1階
北中央入口より

087-882-8252

平日9：00～21：00
日祝9：00～21：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 ウィングポート店

高松市香川町大野916-1
ウィングポート内

087-886-6812

平日9：30～20：00
日祝9：30～20：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 郷東町本店

高松市郷東町135-1

087-881-4399

平日8：00～20：30
日祝10：00～20：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

第2月曜日但し、
祝日の場合第３月曜日

カテゴリー

ジャンル

事業所名

住所

電話番号

営業時間

087-894-4081

平日9：30～20：00
土日9：30～19：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

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

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 コープ三木店

三木町大字氷上911番地

087-898-8955

平日10：00～20：00
日祝10：00～20：00

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 コープ牟礼店

高松市牟礼町牟礼994

087-845-7010

平日9：30～20：30
土日祝9：30～20：30

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 コープ栗林店

高松市藤塚町3丁目157-26
コープ栗林店内

087-837-3367

平日9：30～20：30
日祝10：00～20：30

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 ザ・ビッグ国分寺店

高松市国分寺町新名654-3

087-874-5018

平日10：00～20：00
日祝10：00～19：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

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

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 サンポート店

高松市浜ノ町1-55
ショッピングセンター
「エースワン」サンポート店内

087-851-2536

平日8：00～20：00
土日祝10：00～19：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 ベルシティ店

三木町大字鹿伏310番地

087-898-7728

平日9：30～20：00
日祝9：30～20：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 マックスバリュ高瀬店

三豊市高瀬町新名989-1
マックスバリュ高瀬店内

0875-72-0287

平日10：00～20：00
日祝10：00～20：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 マルナカ綾南店

綾川町陶2610-1
マルナカ綾南店内

087-876-4998

平日10：00～20：00日10：00～20：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 マルヨシ茜町店

高松市茜町1-1
マルヨシセンター茜町店内

087-862-4301

平日9：30～20：00
日祝10：00～19：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 マルヨシ今里店

高松市今里町１丁目493
マルヨシセンター今里店内

087-834-8155

平日10：00～20：00
日祝10：00～19：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 マルヨシ川東店

高松市香川町川東上1792-1
マルヨシセンター川東店内

087-879-0526

平日10：00～19：30
日曜10：00～18：30

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 マルヨシ木太店

高松市木太町2512-2

087-834-1707

平日10：00～20：00
日10：00～19：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 マルヨシ国分寺店

高松市国分寺町新居1406
マルヨシセンター国分寺店内

087-875-0963

平日10：00～20：00
日祝10：00～19：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

なし

なし

カテゴリー

ジャンル

事業所名

住所

電話番号

営業時間

対象

優遇サービス内容

備考

087-869-4494

平日10：00～20：00
日祝10：00～19：00

定休日

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 マルヨシ松縄店

高松市松縄町301-1
マルヨシセンター松縄店駐車場西側

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 ムーミー林店

高松市林町1208
ムーミー林店内

087-868-7030

平日9：30～20：00
日祝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

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎 屋島店

高松市屋島西町1897-14

087-843-8724

平日8：00～20：00
日祝10：00～19：00

会員

クリーニング品（一般ドライ・ランドリー品）が
10％引き

毎月15日
直営店のみ対応可
（但し、外注品・特殊品は除外）

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

豊栄舎クリーニング店

琴平町榎井107-2

0877-75-3448

7:30～19:30

第３日曜日

会員及び家族

お支払金額の５％引き

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

堀クリーニング

綾川町萱原774-1

087-876-1045

8：00～20：00（平日）
9：00～18：00（日祭日）

お盆・年末年始

会員

消防関係の服10％引き

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便
ヤングドライ
エース店

丸亀市中府町1-6-51

0877-22-4767

7：30～18：00

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便
ヤングドライ
郡家店

丸亀市郡家町2050-1

0877-28-1041

平日9：00～20：00
日曜日・祝日9：00～19：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便
ヤングドライ
郡家ピノ店

丸亀市郡家町3150-1

0877-25-3060

9：00～19：00

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便
ヤングドライ
中府店

丸亀市中府町4-3-13

0877-23-1463

8：00～19：00

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便
ヤングドライ
土器店

丸亀市土器町西7-73

0877-23-0542

7：00～18：30

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便
ヤングドライ
飯山店

丸亀市飯山町川原870-1

0877-98-7016

8：00～19：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便
ヤングドライ
東小川店

丸亀市飯山町東小川860

0877-98-2640

8：00～19：00

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便
ヤングドライ
ビック城南店

丸亀市田村町965

0877-58-0890

9：00～20：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便
ヤングドライ
平山店

丸亀市西平山町226

0877-24-3448

8：30～17：00

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便
ヤングドライ
フジ丸亀店

丸亀市川西町南1280-1
フジグラン丸亀

0877-28-2024

9：00～20：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

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

備考

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便
ヤングドライ
マルナカ中府店

丸亀市中府町2-7-8

0877-23-3035

9：00～19：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ
うらしま店

三豊市詫間町松崎2780-508

0875-83-8272

8：30～19：00

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ
マルナカ高瀬店

三豊市高瀬町下勝間2475

0875-73-3415

9：00～19：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ H.T.K宇多津
店

宇多津町2085

0877-49-0078

9：00～19：00

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 上吉田店

善通寺市上吉田町3-1-24

0877-62-2487

平日7：30～19：00
土曜日7：30～18：00

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 川津店

坂出市川津町3645-1

0877-46-7159

平日8：00～19：30
日曜日・祝日9：00～19：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 坂出店

坂出市入船町1-1-8

0877-44-4222

平日8：00～20：00
日曜日・祝日9：00～19：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 庄店

多度津町大字庄853-5

0877-33-3772

7：30～19：30

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 尽誠学園前
店

善通寺市生野町1038-1

0877-63-3358

8：30～19：00

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 善通寺中央
店

善通寺市上吉田町字鳥の子392-1

0877-63-5166

9：00～19：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 詫間ABC店

三豊市詫間町詫間2102-1

0875-83-5042

8：30～18：30

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 多度津店

多度津町京町5-31

0877-33-4886

9：30～19：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 仲ノ町店

多度津町仲ノ町8-10

0877-32-2729

7：30～19：00

日曜日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 原田店

善通寺市原田町969

0877-62-3804

8：30～18：00

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 的場店

三豊市詫間町的場452-2

0875-83-3973

7：30～19：00

日曜日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

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

備考

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 丸亀工場前
店

善通寺市金蔵寺町1061-1

0877-62-5469

7：00～19：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ マルヨシ善通
寺店

善通寺市上吉田町8-8-3

0877-63-8616

9：00～19：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ マルヨシまん
のう店

まんのう町吉野下212

0877-75-6115

9：00～19：00

水曜日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 三野店

三豊市三野町下高瀬542-3

0875-72-5456

8：00～19：00

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ 本山駅前店

三豊市豊中町本山甲716-1

0875-62-4626

平日8：00～18：30
土曜日8：00～18：00

日曜日・祝日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便 ヤングドライ
ラムー店

坂出市入船町2-320-1

0877-45-2766

平日10：00～20：00
日曜日・祝日10：00～19：00

お盆・正月

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ホワイト急便
ヤングドライ 鍋谷店

宇多津町大字東分336-3

0877-49-2937

平日7：30～19：30
火・木曜日7：30～19：00

日曜日

会員及び同伴家族

クリーニング料金10％割引

外注品・リフォーム除く

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

マルニヤ（クリーニング店）

観音寺市観音寺町甲3401番地1

0875-25-2939

8：00～19：00

日曜日

会員及び家族

クリーニング料金の１０％OFF

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ヤングドライ三野店

三豊市三野町下高瀬542-3

0875-72-5456

8：00～19：00

第２日曜日

会員及び家族

クリーニング代金の5％引き

暮らし

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

㈲冨士屋商店

三豊市山本町辻329-1

0875-63-3428

8：00～18：30

日曜日・祝日

会員及び家族

ガス器具全品通常金額の1割引き
・洗車券プリペードカード2000円が1500円
・クリーニング毎日３割引き

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。

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。）

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。

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。）

暮らし

暮らし

金融機関

金融機関

香川県農業協同組合
香川浅野支店

香川県農業協同組合
木太北部出張所

高松市香川町浅野846番地1

高松市木太町3145番地1

087-889-0763

087-861-1934

8：30～16：00

8：30～16：00

200円以上の品に限る

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合
国分寺支店

香川県農業協同組合
国分寺南支店

香川県農業協同組合
下笠居支店

香川県農業協同組合
高田出張所

香川県農業協同組合
高松市太田支店

住所

高松市国分寺町新居557番地1

高松市国分寺町新名1323番地1

高松市生島町346番地

高松市前田東町1223番地8

高松市伏石町2047番地1

電話番号

087-874-1211

087-874-1220

087-881-2181

087-847-4780

087-865-3331

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合
高松市西部鬼無支店

香川県農業協同組合
高松市中央一宮支店

香川県農業協同組合
高松南部十河支店

香川県農業協同組合
高松ローンセンター

香川県農業協同組合
檀紙北出張所

住所

高松市鬼無町佐藤31番地7

高松市一宮町616番地2

高松市十川西町298番地1

高松市伏石町2047番地1

高松市檀紙町2057番地4

電話番号

087-881-4151

087-885-1136

087-848-0023

087-865-0686

087-885-9061

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

平日8：30～17：00
日曜9:00～16：30

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

土・祝日
年末年始

土・日・祝日
年末年始

①借入申込者が消防団員本
人
①期間中、マイカーローン・教育ローン・子育
①申込時に「会員証」を提示すること。
（平成28年1月4日から平成 てフリーローン・フリーローンの借り入れ利率
（詳しくは取扱店頭窓口にてご照会くださ
31年3月31日の間に対象 （キャンペーン利率・各種軽減利率）を0.10.％
い。）
ローンを申込み、かつ実行と
引き下げます。
なったもの）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合
檀紙支店

香川県農業協同組合
仏生山支店

香川県農業協同組合
古高松支店

香川県農業協同組合
本店金融部

香川県農業協同組合
女木出張所

住所

高松市檀紙町780番地1

高松市仏生山町甲325番地1

高松市高松町11番地1

高松市寿町一丁目3番6号

高松市女木町11番地

電話番号

087-885-2136

087-889-0323

087-841-3381

087-825-0220

087-873-0203

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

9：00～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

火・木・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。

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。）

土・日・祝日
年末年始

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合
安原出張所

香川県農業協同組合 相生支店

香川県農業協同組合 庵治支店

香川県農業協同組合 綾歌支店

香川県農業協同組合 粟島出張所

住所

高松市塩江町安原下第2号1745番地1

東かがわ市馬宿242番地4

高松市庵治町5824番地2

丸亀市綾歌町栗熊東408番地1

三豊市詫間町粟島861番地2

電話番号

087-897-0003

0879-33-2570

087-871-4141

0877-86-2001

0875-84-7006

営業時間

8：30～15：30

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～14：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

火・木・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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

月・水・木
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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 池田支店

香川県農業協同組合 石田支店

香川県農業協同組合 一ノ谷支店

香川県農業協同組合 植田支店

香川県農業協同組合 宇多津支店

住所

小豆島町池田1101番地1

さぬき市寒川町石田東甲373番地1

観音寺市古川町82番地1

高松市西植田町1122番地

宇多津町1881番地

電話番号

0879-75-0411

0879-43-2564

0875-25-0104

087-849-0001

0877-49-0731

営業時間

8：30～15：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8:30～16:00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 内海支店

香川県農業協同組合 円座支店

香川県農業協同組合 王越支店

香川県農業協同組合 大内丹生支店

香川県農業協同組合 大川造田出張所

住所

小豆島町安田甲144番地142

高松市西山崎町200番地1

坂出市王越町乃生846番地2

東かがわ市土居68番地1

さぬき市造田是弘758番地

電話番号

0879-82-1166

087-885-2125

0877-42-0105

0879-25-2371

0879-52-3121

営業時間

8：30～15：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 大鐸出張所

香川県農業協同組合 大野出張所

香川県農業協同組合 大野原支店

香川県農業協同組合 大部出張所

香川県農業協同組合 岡田支店

住所

土庄町肥土山甲1855番地1

高松市香川町大野844番地2

観音寺市大野原町大野原1931番地

土庄町大部甲3246番地2

丸亀市綾歌町岡田下523番地4

電話番号

0879-62-0703

087-885-2317

0875-54-2076

0879-67-2001

0877-86-3003

営業時間

8：30～15：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～15：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

火・木・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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 男木出張所

香川県農業協同組合 鴨部支店

香川県農業協同組合 上郷出張所

香川県農業協同組合 鴨庄支店

香川県農業協同組合 川島支店

住所

高松市男木町129番地3

さぬき市鴨部4644番地2

善通寺市善通寺町1922番地1

さぬき市鴨庄3076番地1

高松市川島東町207番地2

電話番号

087-873-0503

087-895-1616

0877-62-0713

087-895-2108

087-848-1161

営業時間

9：00～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

月・水・金
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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 川添支店

香川県農業協同組合 川津町支店

香川県農業協同組合 川東支店

香川県農業協同組合 観音寺町支店

香川県農業協同組合 神田出張所

住所

高松市東山崎町203番地2

坂出市川津町2943番地1

高松市香川町川東上955番地

観音寺市観音寺町甲2979番地1

三豊市山本町神田1209番地1

電話番号

087-847-6011

0877-46-1788

087-879-3224

0875-25-3503

0875-63-2120

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

9：00～15：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

火・水・金
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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 紀伊支店

香川県農業協同組合 北浦支店

香川県農業協同組合 木太支店

香川県農業協同組合 協栄支店

香川県農業協同組合 柞田支店

住所

観音寺市大野原町丸井260番地1

土庄町屋形崎甲1436番地1

高松市木太町1669番地

まんのう町吉野下1141番地1

観音寺市柞田町丙1548番地

電話番号

0875-27-6055

0879-65-2001

087-861-5130

0877-75-3191

0875-25-4564

営業時間

8：30～16：00

8：30～15：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 香西支店

香川県農業協同組合 香南支店

香川県農業協同組合 五郷支店

香川県農業協同組合 琴南支店

香川県農業協同組合 琴平支店

住所

高松市香西北町1番地18

高松市香南町由佐1170番地1

観音寺市大野原町井関510番地1

まんのう町中通905番地

琴平町榎井509番地1

電話番号

087-881-2604

087-879-3231

0875-54-2021

0877-85-2311

0877-75-5271

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 財田支店

香川県農業協同組合 財田中出張所

香川県農業協同組合 坂出市支店

香川県農業協同組合 坂本支店

香川県農業協同組合 桜町支店

住所

三豊市財田町財田上3487番地2

三豊市財田町財田中4072番地1

坂出市駒止町一丁目1番11号

丸亀市飯山町川原983番地

高松市桜町二丁目13番18号

電話番号

0875-67-2002

0875-67-2008

0877-46-2683

0877-98-2225

087-861-2511

営業時間

8：30～16：00

9：00～15：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

月・水・木
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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 幸町支店

香川県農業協同組合 塩上支店

香川県農業協同組合 塩江支店

香川県農業協同組合 四海支店

香川県農業協同組合 志度支店

住所

高松市番町三丁目7番4号

高松市塩上町三丁目2番1号

高松市塩江町安原上東347番地1

土庄町伊喜末1番地15

さぬき市志度900番地

電話番号

087-861-9125

087-833-3511

087-893-0020

0879-64-5211

087-894-1221

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～15：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 荘内出張所

香川県農業協同組合 城南出張所

香川県農業協同組合 昭和出張所

香川県農業協同組合 白鳥支店

香川県農業協同組合 陶支店

住所

三豊市詫間町大浜甲1633番地8

丸亀市田村町字橋の坪1274番地

綾川町千疋乙557番地4

東かがわ市湊1353番地1

綾川町陶4153番地1

電話番号

0875-84-6108

0877-22-5730

087-877-0508

0879-25-2266

087-876-1191

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

火・金
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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 善通寺麻野出張所

香川県農業協同組合 善通寺支店

香川県農業協同組合 高室支店

香川県農業協同組合 高篠出張所

香川県農業協同組合 高瀬支店

住所

善通寺市生野町586番地

善通寺市上吉田町六丁目12番1号

観音寺市高屋町1911番地2

まんのう町東高篠289番地

三豊市高瀬町上高瀬1271番地2

電話番号

0877-62-0712

0877-64-0626

0875-25-4561

0877-73-2158

0875-72-3181

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 高瀬東部支店

香川県農業協同組合 滝宮支店

香川県農業協同組合 詫間支店

香川県農業協同組合 龍川出張所

香川県農業協同組合 多度津支店

住所

三豊市高瀬町上麻3879番地

綾川町滝宮529番地1

三豊市詫間町詫間600番地1

善通寺市原田町305番地

多度津町大字庄928番地

電話番号

0875-74-6311

087-876-1192

0875-83-3101

0877-62-0076

0877-33-1351

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 多肥支店

香川県農業協同組合 仲南支店

香川県農業協同組合 長炭出張所

香川県農業協同組合 津田支店

香川県農業協同組合 弦打支店

住所

高松市多肥上町817番地1

まんのう町買田240番地

まんのう町炭所西1428番地1

さぬき市津田町津田141番地4

高松市鶴市町599番地1

電話番号

087-889-0430

0877-73-4151

0877-79-2007

0879-42-2016

087-881-2405

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 鶴尾支店

香川県農業協同組合 常磐支店

香川県農業協同組合 土庄支店

香川県農業協同組合 富田支店

香川県農業協同組合 豊島支店

住所

高松市西ハゼ町370番地1

観音寺市植田町1735番地

土庄町甲290番地1

さぬき市大川町富田中2130番地4

土庄町豊島家浦2160番地

電話番号

087-865-3411

0875-25-2570

0879-62-2215

0879-43-3578

0879-68-2301

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～15：00

8：30～16：00

8：30～15：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 豊田支店

香川県農業協同組合 豊中支店

香川県農業協同組合 豊浜支店

香川県農業協同組合 苗羽支店

香川県農業協同組合 直島支店

住所

観音寺市新田町1375番地1

三豊市豊中町本山甲838番地

観音寺市豊浜町姫浜527番地

小豆島町苗羽甲1070番地1

直島町850番地

電話番号

0875-27-6022

0875-62-3181

0875-52-3333

0879-82-1171

087-892-2331

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～15：00

8：30～15：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 長尾支店

香川県農業協同組合 仁尾町支店

香川県農業協同組合 西村出張所

香川県農業協同組合 萩原支店

香川県農業協同組合 林支店

住所

さぬき市長尾東883番地2

三豊市仁尾町仁尾丁1447番地6

小豆島町西村甲1076番地1

観音寺市大野原町萩原1299番地4

高松市林町351番地4

電話番号

0879-52-3111

0875-82-3211

0879-82-0580

0875-54-2034

087-865-4937

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～15：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 林田支店

香川県農業協同組合 羽床上出張所

香川県農業協同組合 羽床出張所

香川県農業協同組合 引田支店

香川県農業協同組合 広島出張所

住所

坂出市林田町494番地1

綾川町羽床上774番地4

綾川町羽床下2271番地

東かがわ市引田2060番地1

丸亀市広島町江ノ浦443番地5

電話番号

0877-47-1090

087-878-1194

087-876-1193

0879-33-2540

0877-29-2130

営業時間

8：30～16：00

9：00～15：00

9：00～15：00

8：30～16：00

8：30～15：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

月・水・金
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。

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。）

火・木・金
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。

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。）

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。

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。）

火・水・金
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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 福栄出張所

香川県農業協同組合 福田支店

香川県農業協同組合 府中支店

香川県農業協同組合 筆岡出張所

香川県農業協同組合 法勲寺支店

住所

東かがわ市西山354番地7

小豆島町福田甲407番地3

坂出市府中町5163番地3

善通寺市中村町1527番地1

丸亀市飯山町下法軍寺545番地1

電話番号

0879-27-2011

0879-84-2101

0877-48-0811

0877-62-1290

0877-98-3263

営業時間

8：30～15：00

8：30～15：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 報徳出張所

香川県農業協同組合 誉水支店

香川県農業協同組合 前田支店

香川県農業協同組合 松山支店

香川県農業協同組合 丸亀北支店

住所

丸亀市中津町775番地

東かがわ市中筋45番地1

高松市前田西町86番地1

坂出市高屋町1086番地3

丸亀市津森町字宮浦806番地3

電話番号

0877-25-2536

0879-25-2674

087-847-6211

0877-47-0311

0877-22-4475

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 丸亀支店

香川県農業協同組合 丸亀東支店

香川県農業協同組合 丸亀ローンセン
ター

香川県農業協同組合 三谷支店

香川県農業協同組合 三都出張所

住所

丸亀市郡家町字大林上3295番地1

丸亀市飯野町西分588番地1

丸亀市田村町字橋の坪1274番地

高松市三谷町1200番地

小豆島町吉野355番地1

電話番号

0877-22-8201

0877-22-6009

0877-58-3570

087-889-0171

0879-76-0111

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

平日8：30～17：00
日曜9:00～16：30

8：30～16：00

8：30～15：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

土・祝日
年末年始

①借入申込者が消防団員本
人
①期間中、マイカーローン・教育ローン・子育
①申込時に「会員証」を提示すること。
（平成28年1月4日から平成 てフリーローン・フリーローンの借り入れ利率
（詳しくは取扱店頭窓口にてご照会くださ
31年3月31日の間に対象 （キャンペーン利率・各種軽減利率）を0.10.％
い。）
ローンを申込み、かつ実行と
引き下げます。
なったもの）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 三野支店

香川県農業協同組合 牟礼支店

香川県農業協同組合 本島出張所

香川県農業協同組合 屋島支店

香川県農業協同組合 山田支店

住所

三豊市三野町下高瀬846番地

高松市牟礼町牟礼1147番地3

丸亀市本島町泊478番地

高松市屋島西町1595番地1

綾川町山田上甲1287番地1

電話番号

0875-72-4155

087-845-1251

0877-27-3030

087-841-4171

087-878-2010

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～15：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

月・水・木
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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合 山本支店

香川県農業協同組合 与北出張所

香川県農業協同組合 吉原出張所

香川県農業協同組合 和田支店

香川県農業協同組合
川岡出張所

住所

三豊市山本町辻525番地1

善通寺市与北町2096番地1

善通寺市吉原町374番地1

観音寺市豊浜町和田甲460番地

高松市岡本町字幸ノ神944番地

電話番号

0875-63-2026

0877-62-2030

0877-62-1184

0875-52-2154

087-885-1324

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。）

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川県農業協同組合
井戸出張所

香川県農業協同組合
三木町支店

香川県農業協同組合
田中支店

住所

三木町大字井戸4136番地1

三木町大字氷上364番地1

三木町大字田中3828番地2

電話番号

087-898-6474

087-891-1011

087-898-1311

営業時間

8：30～16：00

8：30～16：00

8：30～16：00

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

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。）

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。

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。）

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。

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。

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。）

087-898-0103

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）

観音寺市観音寺町甲3377番地3

0875-25-2181
（代）

9：00～16：00

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

観音寺信用金庫 港支店

観音寺市南町一丁目12番10号

0875-25-2670
（代）

9：00～15：15

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

観音寺信用金庫 南支店

観音寺市坂本町五丁目9番55号

0875-25-4302
（代）

9：00～16：00

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

暮らし

金融機関

香川県農業協同組合
氷上支店

暮らし

金融機関

観音寺信用金庫 本店営業部

暮らし

金融機関

暮らし

金融機関

三木町大字氷上2829番地1

カテゴリー

ジャンル

事業所名

暮らし

金融機関

観音寺信用金庫 国道支店

暮らし

金融機関

暮らし

住所

電話番号

営業時間

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

観音寺市植田町1126番地3

0875-23-1441
（代）

9：00～15：15

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

観音寺信用金庫 茂木支店

観音寺市茂木町二丁目2番2号

0875-23-1431
（代）

9：00～15：15

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

金融機関

観音寺信用金庫 豊浜支店

観音寺市豊浜町姫浜1394番地6

0875-52-2181
（代）

9：00～16：00

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

暮らし

金融機関

観音寺信用金庫 大野原支店

観音寺市大野原町大野原1979番地1

0875-54-2181
（代）

9：00～15：15

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

暮らし

金融機関

観音寺信用金庫 高瀬支店

三豊市高瀬町新名664番地2

0875-72-5188
（代）

9：00～16：00

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

暮らし

金融機関

観音寺信用金庫 山本支店

三豊市山本町財田西325番地1

0875-63-3181
（代）

9：00～15：15

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

暮らし

金融機関

観音寺信用金庫 詫間支店

三豊市詫間町詫間753番地１

0875-83-2181
（代）

9：00～15：15

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

暮らし

金融機関

観音寺信用金庫 仁尾支店

三豊市仁尾町仁尾丁879番地4

0875-82-3266
（代）

9：00～15：15

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

暮らし

金融機関

観音寺信用金庫 豊中支店

三豊市豊中町本山甲958番地１

0875-62-3121
（代）

9：00～15：15

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

暮らし

金融機関

観音寺信用金庫 三野支店

三豊市三野町下高瀬1942番地1

0875-72-5101
（代）

9：00～15：15

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

暮らし

金融機関

観音寺信用金庫 財田支店

三豊市財田町財田上2191番地6

0875-67-3181
（代）

9：00～15：15

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

暮らし

金融機関

観音寺信用金庫 丸亀支店

丸亀市城西町二丁目2番36号

0877-25-2900
（代）

9：00～16：00

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

カテゴリー

ジャンル

事業所名

暮らし

金融機関

観音寺信用金庫 坂出支店

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

高松信用金庫
丸亀支店

高松信用金庫
丸亀城西支店

高松信用金庫
丸亀南支店

高松信用金庫 一宮支店

高松信用金庫 太田支店

高松信用金庫 片原町支店

高松信用金庫 観音寺支店

住所

坂出市京町三丁目7番41号

丸亀市土器町東8丁目3

丸亀市大手町3-3-21

丸亀市郡家町2608-5

高松市一宮町328-5

高松市太田上町798-3

高松市片原町5-6

観音寺市坂本町6丁目3-18

電話番号

営業時間

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

0877-45-7181
（代）

9：00～15：15

土・日・祝日

会員
（借入については満２０歳以
上）

①対象融資商品の優遇金利適用
②住宅ローンの事務手数料優遇
③各種出張相談等

観信が指定した商品及びサービスに限る

0877-24-1234

0877-25-5300

0877-58-2811

087-885-3121

087-866-8598

087-851-0058

0875-23-2552

9：00～15：00

9：00～16：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

高松信用金庫 木太支店

高松信用金庫 空港口支店

高松信用金庫 国分寺支店

高松信用金庫 琴平支店

高松信用金庫 坂出支店

高松信用金庫 坂出東支店

高松信用金庫 三本松支店

高松信用金庫 志度支店

住所

高松市木太町1842-2

高松市香川町川東上1806-5

高松市国分寺町新名440-11

琴平町163-26

坂出市本町3丁目6-14

坂出市京町2丁目5-29

東かがわ市三本松609-1

さぬき市志度895

電話番号

087-862-8723

087-879-1211

087-875-0001

0877-73-2525

0877-46-4459

0877-46-2334

0879-25-7111

087-894-1781

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～16：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

対象

優遇サービス内容

備考

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

高松信用金庫 善通寺支店

高松信用金庫 高瀬支店

高松信用金庫 多度津支店

高松信用金庫 弦打支店

高松信用金庫 土庄支店

高松信用金庫 西通町支店

高松信用金庫 八本松支店

高松信用金庫 花園支店

住所

善通寺市上吉田町3-3-13

三豊市高瀬町新名956-1

多度津町東浜4-8

高松市鶴市町2001-12

土庄町渕崎甲1387-5

高松市扇町1丁目25-57

高松市天神前6-21

高松市多賀町2丁目19-10

電話番号

0877-62-0568

0875-72-6560

0877-33-1313

087-882-8828

0879-62-1244

087-851-0105

087-831-1658

087-831-1851

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

対象

優遇サービス内容

備考

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

高松信用金庫 仏生山支店

高松信用金庫 本店営業部

高松信用金庫
三木支店

高松信用金庫 元山支店

高松信用金庫 屋島支店

高松信用金庫 栗林支店

高松信用金庫 レインボー支店

高松信用金庫
宇多津支店

住所

高松市仏生山町甲505-7

高松市瓦町1丁目9-2

三木町大字平木2番地2

高松市元山町948-2

高松市高松町3008-2

高松市栗林町1丁目7-17

高松市松縄町1118-4

宇多津町1898-3

電話番号

087-888-0033

087-836-3011

087-898-1221

087-866-3111

087-841-9181

087-831-1641

087-867-0111

0877-49-2270

営業時間

9：00～15：00

9：00～16：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～16：00

9：00～15：00

定休日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

土・日曜日、祝日

対象

優遇サービス内容

備考

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

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
・新規契約に限る。
・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオー ・一部、他の金利優遇サービスと併用で
トローン】
きないものもあり。
・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）】

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

事業所名

金融機関

香川銀行 本店営業部

金融機関

香川銀行
綾歌支店

金融機関

香川銀行
丸亀支店

金融機関

香川銀行
丸亀支店
土器町出張所

金融機関

香川銀行
丸亀西支店

金融機関

香川銀行
郡家支店

金融機関

香川銀行
飯山支店

金融機関

香川銀行 円座支店

住所

高松市亀井町6-1

丸亀市綾歌町岡田東1834-2

丸亀市通町91-1

丸亀市土器町東1-804

丸亀市津森町175-3

丸亀市郡家町2727-1

丸亀市飯山町東坂元320-1

高松市円座町927-1

電話番号

087-861-3121

0877-86-6353

0877-22-3231

0877-25-1800

0877-24-2711

0877-24-2818

0877-98-3350

087-886-5111

営業時間

定休日

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

対象

優遇サービス内容

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川銀行 岡本支店

香川銀行 屋島支店

香川銀行 屋島支店
源平通出張所

香川銀行 潟元支店

香川銀行 観音寺支店

香川銀行 観音寺支店 南出張所

香川銀行 観音寺東支店

香川銀行 琴平支店

住所

高松市岡本町1541-3

高松市高松町2290-1

高松市高松町2499-6

高松市屋島西町1475-3

観音寺市坂本町1-3-18

観音寺市柞田町甲627-2

観音寺市本大町1573-1

琴平町五條707-1

電話番号

087-886-5171

087-841-3111

087-843-4397

087-843-7111

0875-25-2155

0875-25-2136

0875-25-2521

0877-75-3226

営業時間

定休日

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

対象

優遇サービス内容

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川銀行 空港口支店

香川銀行 栗林支店

香川銀行 県庁支店

香川銀行 香西支店

香川銀行 高瀬支店

香川銀行 高田支店

香川銀行 国分寺支店

香川銀行 今里支店

住所

高松市香川町川東下495-6

高松市花ノ宮町1-12-24

高松市番町4-1-10

高松市香西本町425

三豊市高瀬町新名1147-9

高松市亀田町385-3

高松市国分寺町国分94-4

高松市今里町1-480-1

電話番号

087-879-1155

087-861-5815

087-863-6333

087-881-2151

0875-72-0111

087-847-5141

087-874-5115

087-833-5147

営業時間

定休日

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

対象

優遇サービス内容

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川銀行 坂出支店

香川銀行 坂出東支店

香川銀行 三条支店

香川銀行 三本松支店

香川銀行 三木支店

香川銀行 志度支店

香川銀行 小豆島支店

香川銀行 水田支店

住所

坂出市京町1-2-6

坂出市江尻町1158-8

高松市三条町118-9

東かがわ市三本松661-6

三木町大字平木33-2

さぬき市志度655-1

土庄町甲398-30

高松市東山崎町558-4

電話番号

0877-46-1666

0877-45-6161

087-866-6211

0879-25-2121

087-898-7277

087-894-1511

0879-62-1331

087-847-9211

営業時間

定休日

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

対象

優遇サービス内容

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

事業所名

金融機関

香川銀行 西宝町支店

金融機関

香川銀行 西宝町支店
鶴市出張所

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

香川銀行 川島支店

香川銀行 浅野支店

香川銀行 多度津支店

香川銀行 滝宮支店

香川銀行 中央市場支店

香川銀行 長尾支店

住所

高松市西宝町1-10-8

高松市鶴市町1033-8

高松市川島本町184-4

高松市香川町浅野542-1

多度津町元町3-27

綾川町滝宮433-7

高松市瀬戸内町30-5

さぬき市長尾西1057-2

電話番号

087-861-5555

087-881-1222

087-848-5211

087-888-0375

0877-32-3155

087-876-1166

087-861-5852

0879-52-2555

営業時間

定休日

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

対象

優遇サービス内容

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

香川銀行 勅使支店

香川銀行 津田支店

香川銀行 通町支店

香川銀行 東支店

香川銀行 内海支店

香川銀行 白鳥支店

香川銀行 伏石支店

香川銀行 福岡町支店

住所

高松市勅使町685-1

さぬき市津田町津田1011-11

高松市通町6-9

高松市木太町2176-1

小豆島町安田甲121-14

東かがわ市松原630-10

高松市伏石町2103-14

高松市福岡町4-26-26

電話番号

087-865-4141

0879-42-3151

087-851-4552

087-861-7615

0879-82-2251

0879-25-3381

087-868-0511

087-821-6522

営業時間

定休日

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

対象

優遇サービス内容

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

事業所名

香川銀行 仏生山支店

香川銀行 兵庫町支店

金融機関

香川銀行 本店営業部
宮脇町出張所

金融機関

香川銀行 本店営業部
南新町出張所

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

香川銀行 満濃支店

香川銀行 木太支店

香川銀行 詫間支店

香川銀行
宇多津支店

住所

高松市仏生山町甲49-1

高松市兵庫町11-11

高松市亀井町6-1
本店営業部内

高松市南新町5-6

まんのう町吉野下288-1

高松市木太町1878-1

三豊市詫間町詫間1338-155

宇多津町1840-1

電話番号

087-889-1555

087-851-4016

087-861-3121

087-861-3131

0877-75-1133

087-861-3401

0875-83-3121

0877-49-0611

営業時間

定休日

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

9:00～15:00

土日祝
12/31～1/3

対象

優遇サービス内容

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

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％

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行 本店営業部

百十四銀行
さぬき市役所出張所

百十四銀行
フジグラン丸亀
出張所

百十四銀行
ゆめタウン高松出張所

百十四銀行
綾南支店

住所

高松市亀井町5―1

さぬき市志度５３８５－８

丸亀市川西町南１２８０－１

高松市三条町字中所608－1

綾川町滝宮４１７－９

電話番号

087-831-0114

087-894-6114

0877-28-1114

087-867-0114

087-876-1141

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

平日9：00～17：00
土・日・祝日10：00～17：00

10：00～17：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

年末年始

年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行
医大前出張所

百十四銀行
一宮出張所

百十四銀行
引田支店

百十四銀行
円座支店

百十四銀行
塩屋出張所

住所

三木町大字池戸1750－8

高松市寺井町1217－2

東かがわ市引田７５６－１

高松市円座町字永井1033－2

丸亀市前塩屋町２－１－３５

電話番号

087-898-6114

087-886-6114

0879-33-2560

087-885-1141

0877-25-2114

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。、
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。
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行
屋島支店

百十四銀行
瓦町支店

百十四銀行
観音寺市役所出張所

百十四銀行
丸亀市役所
出張所

百十四銀行
丸亀支店

住所

高松市屋島西町1464－1

高松市常磐町1－3－1

観音寺市天神町１－７－２５

丸亀市大手町２－３－１

丸亀市風袋町２０９

電話番号

087-843-2114

087-863-4114

0875-25-4117

0877-24-1244

0877-24-1114

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行
丸亀東支店

百十四銀行
丸亀南支店

百十四銀行
三木支店

百十四銀行
城西支店

百十四銀行
鶴尾出張所

住所

丸亀市土器町東６－４３５

丸亀市郡家町１８１８－１

三木町大字池戸2786―12

丸亀市田村町１７４５－１

高松市紙町539－8

電話番号

0877-24-3114

0877-28-1141

087-898-1141

0877-23-1141

087-865-0114

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。、
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行
田町支店

百十四銀行
土庄支店

百十四銀行
東支店

百十四銀行
東部出張所

百十四銀行
頭脳化センター出張所

住所

高松市田町11―5

土庄町甲３３５

高松市松島町3－12－28

善通寺市上吉田町３８０－５

高松市林町2217－15

電話番号

087-831-4181

0879-62-1101

087-834-4114

0877-63-3114

087-869-1141

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。、
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行
内海支店

百十四銀行
白鳥支店

百十四銀行
畑田出張所

百十四銀行
八栗支店

百十四銀行
飯山支店

住所

小豆島町安田甲１４３－２

東かがわ市湊１８３８－１

綾川町畑田９４４－１

高松市高松町2171－1

丸亀市飯山町川原１０３５－１

電話番号

0879-82-1114

0879-24-1141

087-877-0114

087-844-1140

0877-98-3114

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行
富田支店

百十四銀行
伏石支店

百十四銀行
仏生山支店

百十四銀行
豊浜支店

百十四銀行
満濃支店

住所

さぬき市寒川町石田東甲９２１－１

高松市伏石町2144－1

高松市仏生山町甲389－1

観音寺市豊浜町姫浜２８０－３

まんのう町吉野下２７９－６

電話番号

0879-43-4114

087-865-2114

087-889-0114

0875-52-3114

0877-73-2114

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行
木太支店

百十四銀行
詫間支店

百十四銀行 庵治出張所

百十四銀行 観音寺支店

百十四銀行 観音寺東部支店

住所

高松市木太町1248－5

三豊市詫間町詫間１３２８－２

高松市庵治町６３９３－５

観音寺市天神町１－７－２５

観音寺市本大町字井手南１５８２―１

電話番号

087-866-6114

0875-83-3114

087-871-3114

0875-25-4114

0875-24-1441

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。、
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行 観音寺南支店

百十四銀行 鬼無出張所

百十四銀行 宮脇支店

百十四銀行 琴平支店

百十四銀行 駒止支店

住所

観音寺市昭和町２－３－２６

高松市鬼無町佐料65－5

高松市宮脇町1－22－3

琴平町字川東１３３－１

坂出市元町３－５－２８

電話番号

0875-25-7114

087-882-7114

087-862-2114

0877-73-4114

0877-44-0114

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行 空港口支店

百十四銀行 栗林支店

百十四銀行 県庁支店

百十四銀行 古高松支店

百十四銀行 香西支店

住所

高松市香川町川東下332－1

高松市花ノ宮町1－12－12

高松市番町4－1－10

高松市高松町４４１－２３

高松市香西南町509－4

電話番号

087-879-7114

087-831-3171

087-835-0114

087-843-0114

087-881-2114

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。
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。、
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行 高松駅前出張所

百十四銀行 高松市役所支店

百十四銀行 高松支店

百十四銀行 高瀬支店

百十四銀行 国分寺支店

住所

高松市寿町1―3―2

高松市番町1－8－15

高松市丸亀町15－7

三豊市高瀬町新名７４３－１

高松市国分寺町新居1301－2

電話番号

087-821-5611

087-839-2114

087-821-4451

0875-72-5114

087-874-1141

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行 財田代理店

百十四銀行 坂出市役所出張所

百十四銀行 坂出支店

百十四銀行 坂出東部支店

百十四銀行 桜町出張所

住所

三豊市財田町財田上２２２３－２

坂出市室町２－３－５

坂出市元町３―５―２８

京町２－４－４５

高松市桜町1－6－4

電話番号

0875-67-3114

0877-45-7811

0877-46-1114

0877-46-0114

087-834-0114

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行 三本松支店

百十四銀行 三野町支店

百十四銀行 山本支店

百十四銀行 志度支店

百十四銀行 松福支店

住所

東かがわ市三本松６８０－２２

三豊市三野町下高瀬７８３－１

三豊市山本町財田西３３５－１

さぬき市志度１９１４－４

高松市福岡町4－1－1

電話番号

0879-24-0114

0875-72-0114

0875-63-3114

087-894-1141

087-821-0114

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行 仁尾支店

百十四銀行 須田出張所

百十四銀行 水田支店

百十四銀行 西支店

百十四銀行 川島支店

住所

三豊市仁尾町仁尾丁８９６－１

三豊市詫間町詫間５５０１－４

高松市東山崎町36－1

高松市扇町1－24－47

高松市川島本町179－3

電話番号

0875-82-3114

0875-83-4114

087-847-4114

087-821-5656

087-848-1141

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行 浅野出張所

百十四銀行 善通寺支店

百十四銀行 多度津支店

百十四銀行 太田支店

百十四銀行 大野原支店

住所

高松市香川町浅野542－3

善通寺市善通寺町１―２―１

多度津町東浜３―２３

高松市太田上町754－1

観音寺市大野原町大野原１９６５－１

電話番号

087-889-4114

0877-63-0114

0877-33-0114

087-865-4114

0875-54-3114

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

金融機関

事業所名

百十四銀行 端岡出張所

百十四銀行 中央市場支店

百十四銀行 長尾支店

百十四銀行 直島支店

百十四銀行 津田支店

住所

高松市国分寺町新居1654－2

高松市瀬戸内町30―5

さぬき市長尾西９５５－８

直島町981-1

さぬき市津田町津田１１５７－８

電話番号

087-874-2114

087-862-3114

0879-52-4114

087-892-2114

0879-42-3114

営業時間

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

会員証を提示した会員

優遇サービス内容
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。
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。
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。
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。
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。

備考

カテゴリー

暮らし

ジャンル

金融機関

事業所名

百十四銀行 鶴市出張所

住所

高松市鶴市町2033－1

電話番号

087-882-1141

営業時間

9：00～15：00

定休日

土、日、祝日、年末年始

対象

会員証を提示した会員

優遇サービス内容

備考

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。
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
宇多津支店

宇多津町1858

0877-49-0011

9：00～15：00

土、日、祝日、年末年始

会員証を提示した会員

暮らし

自動車整備

(株）ＨＩＲＯモータース

三豊市三野町下高瀬1030

0875-72-4789

9:00～19:00

なし

会員及び家族

・車検、一般修理時工賃10％引き
・オイル交換半額

暮らし

自動車整備

(株）ＴＷＯ ＴＯＰ

三豊市高瀬町新名2146-7

0875-56-2220

9:00～20:00

なし

会員を含む団体全員

・オイル半額
・修理全般の工賃10％引き

暮らし

自動車整備

（株）池田モータース

小豆島町池田900番地

0879-75-1181

8：30～17：30

日曜日
毎月第二土曜日

会員本人（車一台）

車検時のエンジンオイル代
３ℓまでサービス

会員本人の名義車両である事

暮らし

自動車整備

(株）ハマダ自販

琴平町五條1054-38

0877-73-3777

9:00～19:00

会員

オイル交換無料（年一回）

日、祝日は除く

暮らし

自動車整備

（有）アイテックス

綾川町千疋2203番地6

087-877-2251

8：30～17：30

日曜日・祝祭日

会員

購入金額の5％割引

暮らし

自動車整備

(有）アキヤマ自販

坂出市川津町3526

0877-45-5131

9:00～19:00

なし

会員

・オイル交換半額
・点検無料

暮らし

自動車整備

㈲岩﨑自動車

丸亀市川西町南１１５２

0877-28-7358

8：30～19：00

無し

会員

オイル交換半額

暮らし

自動車整備

(有）エイブル

観音寺市大野原町大野原3154

0875-54-5575

9:30～19:00

年末年始

会員

オイル交換
軽自動車￥1,000
普通車￥2,000

暮らし

自動車整備

(有）クライム・オート・レア

観音寺市大野原町花稲784

0875-52-1027

10:00～19:00

水曜日

会員及び家族

暮らし

自動車整備

(有)セカンドステージ

観音寺市柞田町丙2057

0875-24-3595

10:00～19:30

なし

会員及び家族
会員を含む団体全員

他のサービス券との併用不可

一部車両は除く

・初回オイル交換半額
・次回よりオイル交換20％引き
オイル交換時、他の作業をした場合も工
・オイル交換時無料点検、点検後修繕作業・
賃半額にて行います。
工賃半額
・オイル交換1ℓ300円(タイヤ交換オイル漏れ
点検無料サービス）
・一般修理工賃、オーディオ、ナビ取付板金
修理10％引き(メーカー基本工賃に準ず）

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

暮らし

自動車整備

(有）栗林自動車

高松市西ハゼ町１７４

087-866-0487

8:30～17:30

日、祝祭日

会員及び家族

車検時オイル交換無料
一般修理８％引き

備考

暮らし

自動車整備

（株）フルスロットル

観音寺市村黒町260番地1

0875-24-0977

9：00～19：00

火曜日

会員

オイル交換１０％割引き

暮らし

自動車整備

(有)タイヤセンター・ワタナベ

東かがわ市大谷717-１

0879-24-2573

8:00～18:00

不定休

会員

チューブレスゴムバルブ交換、粗品進呈

暮らし

自動車整備

（有）高橋ホンダ鉄工

観音寺市木之郷町757番地1

0875-27-6316

8：00～19：00

日曜日

会員

粗品贈呈

自動二輪新車購入時に限る

暮らし

自動車整備

（有）高橋モータース

観音寺市大野原町花稲567番地6

0875-52-3015

8：30～18：30

不定休

会員

車検時オイルエレメント、オイル（４ℓ）無料

中型・大型車は除く

暮らし

自動車整備

CAR PROUD

琴平町397-1

0877-89-0665

9:00～18:00

日曜日

会員

オイル交換無料

軽自動車に限る。
お一人様、月に１台まで

暮らし

自動車整備

Honda Cars 飯山店

丸亀市飯山町川原1029番地の1

0877-98-3257

8：30～18：00

毎週水曜日

会員及び家族

・新車購入時、購入金額より30,000円値引
・中古車購入時、購入金額より10,000円値引
・車検実施時修理代より3％値引

暮らし

自動車整備

JAオートパル
丸亀

丸亀市田村町1273-1

0877-22-3207

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

自動車整備

JAオートパル綾歌南部

綾歌郡綾川町陶4743-3

087-876-1190

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

自動車整備

JAオートパル一宮

高松市一宮町1431-1

087-886-3049

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

自動車整備

JAオートパル観音寺

観音寺市吉岡町29

0875-25-2506

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

自動車整備

JAオートパル協栄

仲多度郡まんのう町吉野1215

0877-79-2117

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

自動車整備

JAオートパル坂出

坂出市府中町５１６３-３

0877-48-2680

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）

・車検で入庫された方に限る。

・車検で入庫された方に限る。

・車検で入庫された方に限る。

・車検で入庫された方に限る。

・車検で入庫された方に限る。

・車検で入庫された方に限る。

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

備考

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

自動車整備

JAオートパル高瀬

三豊市高瀬町上高瀬1271-2

0875-72-6228

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

自動車整備

JAオートパル高松市中央

高松市高松町2166-1

087-841-1201

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

自動車整備

JAオートパル高松南部

高松市下田井町351-1

087-847-6205

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

自動車整備

JAオートパル東かがわ

東かがわ市湊1355-1

0879-25-1162

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

自動車整備

Ｋ2ｗｏｒｋｓ

綾川町陶4145-3

087-876-5722

10:00～19:00

水曜日

会員

1.0～30wオイル交換￥2,160

事前連絡必要

暮らし

自動車整備

KTチューンテクノショップ

善通寺市吉原町2112-1

0877-64-3313

9:00～19:00

無休

会員を含む団体全員

車検整備3千円割引

他のサービス券との併用不可

暮らし

自動車整備

秋山モータース

琴平町五條638-4

0877-73-3780

8:30～17:00

日、祝祭日

会員

オイル交換無料

国産車に限る。
お一人様、年１回に限る。
会員証の事前提示者に限る。

暮らし

自動車整備

石川モータース

観音寺市大野原町大野原5115番地1

0875-54-5423

8：00～20：00

不定休

会員

ドリンクサービス

暮らし

自動車整備

一自動車

善通寺市善通寺町3684-2

080-6394-6884

9:00～19:00

日曜日

会員及び家族

オイルエレメント交換工賃、球切れス
モールランプ、ブレーキランプサービス
安全無料点検

暮らし

自動車整備

臼杵モータース

琴平町榎井403-7

0877-73-2726

8:00～18:00

日・祝日

会員及び家族

無料点検

・車検で入庫された方に限る。

・車検で入庫された方に限る。

・車検で入庫された方に限る。

・車検で入庫された方に限る。

・車検で入庫された方に限る。

カテゴリー

ジャンル

事業所名

住所

電話番号

暮らし

自動車整備

オート稲毛

丸亀市綾歌町岡田下７５７－４

0877-86-3674

営業時間

暮らし

自動車整備

オートバックス観音寺店

観音寺市植田町1031番地1

0875-24-8321

10：00～19：30

暮らし

自動車整備

大橋自動車

丸亀市三条町１０８５

0877-28-5922

暮らし

自動車整備

小畑タイヤ

観音寺市植田町708番地

暮らし

自動車整備

カーショップFe

暮らし

自動車整備

暮らし

定休日

対象

優遇サービス内容

備考

会員

粗品贈呈

一部商品は除く

無

会員及び家族

購入金額の５％割引き

・一部商品、特価品、工賃は除く
・他のサービス券との併用不可
・車両代金、保険、税金は除く

9：00～18：30

特になし

会員及び会員からの紹介者
全て

エンジンオイル交換無料

当店で自動車購入又は車検を受けられ
た方を対象に、次回車検までずーっと無
料

0875-25-2259

9：00～18：30

1/1～1/3、
5/4～5/6、
8/14～8/16

会員

粗品贈呈

タイヤ交換の方に限る

丸亀市金倉町1215-3

0877-24-8620

10:00～20:00

不定休

会員

車検時オイル半額

カーメイクフジムラ（自動車板金）

観音寺市三本松町二丁目1番26号

0875-23-2081

8：30～17：30

日曜日、祝日

会員及び家族

金額に応じてサービス有り

自動車整備

香川オートリサイクル株式会社山下

善通寺市稲木町32-2

0877-62-0935

8:00～18:00

日・祝祭日・第2土曜日

会員及び家族

抹消費用無料

自動車買い受け時のみ

暮らし

自動車整備

香川三菱自動車販売株式会社
空港通り店

高松市香川町大野１００６－５

087-886-8711

9：00～20：00

毎週水曜日

会員

新車購入手続き費用10％引き
車検入庫時の24ヶ月点検基本工賃10％引き

整備工場の受付は17：25まで

暮らし

自動車整備

香川三菱自動車販売株式会社
クリーンカー空港通り

高松市三名町６６２－２

087-816-4088

9：00～20：00

毎週水曜日

会員

中古車入庫時の登録手続き費用10％引き
車検購入時の24ヶ月点検・基本工賃10％引
き

暮らし

自動車整備

香川三菱自動車販売株式会社
クリーンカー中央インター

高松市木太町７１２－１

087-813-7777

9：00～20：00

毎週水曜日

会員

中古車入庫時の登録手続き費用10％引き
車検購入時の24ヶ月点検・基本工賃10％引
き

暮らし

自動車整備

香川三菱自動車販売株式会社
クリーンカー丸亀東

宇多津町東分299-2

0877-49-6555

9：00～20：00

毎週
水曜日

会員

・中古車購入時の登録手続き費用10％引き
・車検入庫時の24ヶ月点検 基本工賃10％
引き

暮らし

自動車整備

香川三菱自動車販売株式会社
高松東店

高松市春日町１４９０

087-841-0800

9：00～20：00

毎週水曜日

会員

新車購入時の登録手続き費用10％引き
車検入庫時の24ヶ月点検基本工賃10％引き

暮らし

自動車整備

香川三菱自動車販売株式会社
高松本店

高松市観光通２－８－２４

087-831-7111

9：00～20：00

毎週水曜日

会員

新車購入時の登録手続き費用10％引き

整備工場の受付は17：25まで

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

備考

暮らし

自動車整備

香川三菱自動車販売株式会社
中央インター店

高松市木太町１３７７－１

087-866-5111

9：00～20：00

毎週水曜日

会員

新車購入時の登録手続き費用10％引き
車検入庫時の24ヶ月点検基本工賃10％引き

整備工場の受付は17：25まで

暮らし

自動車整備

香川三菱自動車販売株式会社
丸亀東店

宇多津町東分302-2

0877-49-6677

9：00～20：00

毎週
水曜日

会員

・新車購入時の登録手続き費用10％引き
・車検入庫時の24ヶ月点検 基本工賃10％
引き

整備工場の受付は17：25まで

暮らし

自動車整備

(株) 香西石油 春日町ＳＳ

高松市春日町１６９３

087-843-7722

平日 7：00～21：00
日・祝日 8：00～19：30

なし（１月１、２日）

会員

オイル交換及び洗車
１５％オフ

暮らし

自動車整備

(株)琴参乗用車センター第二工場

善通寺市大麻町58

0877-73-5951

8:30～17:00

日祝日、第2土曜盆正月

会員及び家族

車検整備3％割引

暮らし

自動車整備

(株)シーアンドジー

丸亀市土器町西二丁目817

0877-21-7700

9:00～19:30

水曜日

会員及び家族

軽自動車オイル交換500円

暮らし

自動車整備

株式会社 中山モータース

高松市香川町川東下６１５－２

087-879-2050

8:30～18:00

日、祝日

会員及び家族

オイル交換無料

車検時

暮らし

自動車整備

株式会社 パンサーオート

三豊市豊中町笠田笠岡2288番地1

0875-62-5111

8：30～19：00

無休

会員及び家族

車検時、オイル交換無料

軽・普通車に限る

暮らし

自動車整備

株式会社カーコンサルタント大西

まんのう町吉野829番地8

0877-79-3757

8：30～17：30

日曜日、祝祭日

会員及び家族

車検時、オイル交換サービス

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

川井モータース

坂出市高屋町７８０-１

0877-47-0306

8：00～17：00

日・祝祭日
第２土曜日

会員

エンジンオイル交換５００円引き

暮らし

自動車整備

北村自動車

坂出市林田町２２３２－５

0877-47-0098

8：30～19：00

日曜日・祝日

会員

車内除菌クレベリン５００円引き

暮らし

自動車整備

久保田自動車工業

観音寺市原町1403番地

0875-27-6820

9：00～19：00

日・祝日

会員及び家族

車検時オイル交換サービス

暮らし

自動車整備

ケーオ・モータース

観音寺市南町三丁目4番35号

0875-25-2637

8：00～18：00

日曜・祝日

会員及び家族

エンジンオイル８００円/１ℓ（工賃無料）

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

備考

暮らし

自動車整備

香南自動車整備工場

高松市香南町由佐１２－３

087-879-2166

8：00～19：00

日曜日・祝祭日

会員及び家族

車検入庫時,エンジンオイル交換無料

国産自家用乗用車に限る。
当社使用オイル（上限4L)に限る

暮らし

自動車整備

琴平自動車整備協業組合

琴平町五條380-2

0877-73-5216

8:30～17:00

日・祝日

会員及び家族

車検整備５％割引

部品代は除く

暮らし

自動車整備

コンドウ自動車工業株式会社

三豊市高瀬町上麻乙377番地1

0875-74-6267

9：00～18：00

毎月第3日曜日

会員

修理代金の工賃８％引き

暮らし

自動車整備

栄自動車

観音寺市柞田町甲245番地4

0875-25-1388

9：00～19：00

日・祝日

会員

エンジンオイル１，０００円引き

暮らし

自動車整備

佐倉自動車

三豊市豊中町比地大2286-4

0875-62-2402

9：00～19：00

日曜、祭日

会員

粗品贈呈

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

佐野自動車修理工場

高松市由良町１０５１－２

087-848-0329

8：30～17：00

日曜・祭日

会員及び家族

粗品贈呈

暮らし

自動車整備

四国整備工場株式会社

三豊市豊中町笠田笠岡2165-4

0875-62-3195

8：30～17：00

日曜日、祝日

会員

購入金額の５％引き

暮らし

自動車整備

四国物産（株） パルシェ 観音寺ＳＳ

観音寺市昭和町二丁目4番2号

0875-56-1663

平日（月～土）
7：00～22：00
日・祝日
7：00～21：00

無

会員

エンジンオイル・手洗い洗車 １０％OFF

・商品・車種によりその限りでない
・他のサービス券との併用不可

暮らし

自動車整備

四国物産（株） パルシェ トキワＳＳ

観音寺市流岡町74番地1

0875-24-1355

２４時間営業

無

会員

エンジンオイル・手洗い洗車 １０％OFF

・商品・車種によりその限りでない
・他のサービス券との併用不可

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

スズキ販売ヤマモト

善通寺市生野本町二丁目1-1

0877-62-6988

8:30～19:00

日曜日

会員及び同居の家族

車検整備10％割引

重量税、印紙、自賠責除く

暮らし

自動車整備

センタッキー・ウォッシャー・カー

高松市田村町201-1

087-868-2402

9：00～20：00

火曜日

会員及び家族

コーティングメニュー5％引き

その他、割引サービスは併用不可

当社指定のオイルになります

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

備考

暮らし

自動車整備

タイヤステーション
㈲トラストジャパン

三豊市高瀬町羽方954-15

0875-74-6701

8：00～18：00

無

会員及び家族

タイヤ通常価格の10％引き

暮らし

自動車整備

タイヤセレクト観音寺

観音寺市三本松町二丁目２番１５号

0875-25-1314

9：00～18：00

盆・正月

会員

粗品贈呈

タイヤ購入の方のみ

暮らし

自動車整備

（有）大洋モータース

観音寺市豊浜町姫浜876-3

0875-52-2562

8：30～17：30

日曜日・祝日

会員及び家族

車検時オイル交換サービス

中型・大型車は除く

暮らし

自動車整備

大和自動車工業株式会社

坂出市西庄町710-4

0877-46-5621

8：30～17：30

日曜日

会員

車検基本料金・修理工賃等
金額から５％～１０％引き

外注加工等の作業工賃，カード等の支払
時は除く

暮らし

自動車整備

高橋石油株式会社電機事業部

高松市新田町甲666-1

087-844-1155

8：30～17：00

第2・4土曜日、日曜日

会員

電装機器（ナビ・オーディオなど）の5％引き

・取付費は除く
・事前見積りをした場合に限る

暮らし

自動車整備

滝下モータース

まんのう町炭所西2327-7

0877-79-2154

8：00～19：00

日曜日

会員

購入金額の5％引き

税金、自賠責保険料は除く

暮らし

自動車整備

多度津重車輌工業有限会社

多度津町葛原1731番地3

0877-32-4074

8：30～17：30

日曜、祭日

会員及び家族

タイヤ点検粗品贈呈

修理代金が10,000円以上に限る
土日祝祭日は除く

暮らし

自動車整備

トヨタカローラ香川（株） 三本松店

東かがわ市西村1503番地

0879-25-4181

（平日）
10：00～19：00
（土・日・祝日）
9：00～18：00

水曜日

会員

車検・１２ヶ月点検・
プロケア１０の入庫時に
ワイヤレスキーの
電池交換無料

入庫時に会員証の提示が必要

暮らし

自動車整備

トヨタカローラ香川（株） 屋島店

高松市春日町字片田1655番地3

087-843-5111

（平日）
10：00～19：00
（土・日・祝日）
9：00～18：00

水曜日

会員

車検・１２ヶ月点検・
プロケア１０の入庫時に
ワイヤレスキーの
電池交換無料

入庫時に会員証の提示が必要

暮らし

自動車整備

トヨタカローラ香川（株） 東バイパス店

高松市元山町5番地1

087-865-7766

（平日）
10：00～19：00
（土・日・祝日）
9：00～18：00

水曜日

会員

車検・１２ヶ月点検・
プロケア１０の入庫時に
ワイヤレスキーの
電池交換無料

入庫時に会員証の提示が必要

暮らし

自動車整備

トヨタカローラ香川（株） 木太店

高松市木太町1983-1-1

087-862-1937

（平日）
10：00～19：00
（土・日・祝日）
9：00～18：00

水曜日

会員

車検・１２ヶ月点検・
プロケア１０の入庫時に
ワイヤレスキーの
電池交換無料

入庫時に会員証の提示が必要

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

備考

暮らし

自動車整備

トヨタカローラ香川（株） 空港通り店

高松市三名町567番地1

087-886-0777

（平日）
10：00～19：00
（土・日・祝日）
9：00～18：00

水曜日

会員

車検・１２ヶ月点検・
プロケア１０の入庫時に
ワイヤレスキーの
電池交換無料

入庫時に会員証の提示が必要

暮らし

自動車整備

トヨタカローラ香川（株） 本社鬼無店

高松市鬼無町是竹94番地

087-881-4417

（平日）
10：00～19：00
（土・日・祝日）
9：00～18：00

水曜日

会員

車検・１２ヶ月点検・
プロケア１０の入庫時に
ワイヤレスキーの
電池交換無料

入庫時に会員証の提示が必要

暮らし

自動車整備

トヨタカローラ香川（株） 国分寺店

高松市国分寺町新居字小掛90番地1

087-875-1555

（平日）
10：00～19：00
（土・日・祝日）
9：00～18：00

水曜日

会員

車検・１２ヶ月点検・
プロケア１０の入庫時に
ワイヤレスキーの
電池交換無料

入庫時に会員証の提示が必要

暮らし

自動車整備

トヨタカローラ香川（株） 綾南店

綾川町陶2501番地1

087-876-4131

（平日）
10：00～19：00
（土・日・祝日）
9：00～18：00

水曜日

会員

車検・１２ヶ月点検・
プロケア１０の入庫時に
ワイヤレスキーの
電池交換無料

入庫時に会員証の提示が必要

暮らし

自動車整備

トヨタカローラ香川（株） 宇多津店

宇多津町浜五番丁60番1

0877-59-9200

10：00～19：00

木曜日

会員

車検・１２ヶ月点検・
プロケア１０の入庫時に
ワイヤレスキーの
電池交換無料

入庫時に会員証の提示が必要

暮らし

自動車整備

トヨタカローラ香川（株） 善通寺インター
店

善通寺市原田町1188番地1

0877-63-1188

（平日）
10：00～19：00
（土・日・祝日）
9：00～18：00

水曜日

会員

車検・１２ヶ月点検・
プロケア１０の入庫時に
ワイヤレスキーの
電池交換無料

入庫時に会員証の提示が必要

暮らし

自動車整備

トヨタカローラ香川（株） 観音寺店

観音寺市出作町字大道上350番地

0875-25-1760

（平日）10：00～19：00
（土・日・祝日）
9：00～18：00

水曜日

会員

車検・１２ヶ月点検・
プロケア１０の入庫時に
ワイヤレスキーの
電池交換無料

入庫時に会員証の提示が必要

暮らし

自動車整備

フォルクスワーゲン香川

高松市国分寺町新居136番地7

087-874-8484

（平日）
9：30～18：30
（土・日・祝日）
9：00～18：00

水曜日

会員

車検・１２ヶ月点検・
プロケア１０の入庫時に
ワイヤレスキーの
電池交換無料

入庫時に会員証の提示が必要

暮らし

自動車整備

ナンバラ自動車㈱

東かがわ市落合1-1

0879-25-8816

8:45～19:00

日曜日、祝日

会員

エンジンオイル交換1台500円

輸入車を除く、1台5ℓまで

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

備考

暮らし

自動車整備

ニュー坂出給油所
（セルフサービス）

坂出市入船町一丁目１番２号

0877-46-3572

24時間

なし

会員

①洗車２００円引き
②オイル交換１０パーセント引き

暮らし

自動車整備

ネッツトヨタ香川㈱東かがわ店

東かがわ市落合123-1

0879-25-3311

10:00～18:30

第1月曜日

会員

オイル交換10％割引

暮らし

自動車整備

野村自動車

善通寺市吉原町160-1

0877-85-7800

8:30～17:30

日・祝日

会員

車検整備3千円割引
オイル交換半額

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

フィルター・オイル等用品は不可

暮らし

自動車整備

橋本タイヤサービス

東かがわ市伊座536-25

0879-24-3881

8:30～18:00

日曜日・祝日

会員及び家族

購入金額の5％割引

出張サービスは除く

暮らし

自動車整備

ヒカリタイヤ

多度津町大字庄704番地

0877-33-2850

7:30～18:00

日・祝祭日

会員

粗品贈呈

暮らし

自動車整備

ピットイン香川

丸亀市今津町２６８－１

0877-21-8888

9：00～19：00
祝日 10：00～18：00

祝日 10：00～18：00

会員及び同伴者全員

・新車・中古車購入時、整備・部品・用品３万
円分サービス
・車検実施時、修理部品より10%割引き

暮らし

自動車整備

日の出モータース

高松市出作町471-1

087-889-7501

8：00～18：00

日曜日

会員

鈑金塗装を他店見積りから10～30％割引

暮らし

自動車整備

福田モータース

観音寺市豊浜町姫浜853番地1

0875-52-2627

8：00～19：00

日曜日、祝日

会員

車検時オイル交換サービス

暮らし

自動車整備

藤沢自動車

三木町大字下高岡1496番地8

087-898-4521

9：00～19：00

日曜日・祝日

会員及び家族

全ての作業での工賃
10％OFF

暮らし

自動車整備

フル・サイズ

観音寺市植田町1003-1

0875-82-6655

10:00～19:00

水曜日

会員及び家族

オイル交換工賃無料

暮らし

自動車整備

ボディーショップ 星野

高松市勅使町１３３－５

087-865-0282

8：00～17：00

毎日曜・祭日

会員

5％引き

暮らし

自動車整備

ホンダカーズ大野原 大野原インター店

観音寺市柞田町丙2082番地1

0875-24-3400

9：00～18：00

水曜日

会員及び家族

ホンダ新車購入時
２万円クーポン券プレゼント

但し3,000CC以下の国産車

電話での予約を必要とする。

会員証の提示が必要

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

備考

暮らし

自動車整備

ホンダカーズ大野原 本店

観音寺市大野原町大野原5542番地4

0875-52-1700

9：00～18：00

水曜日

会員及び家族

ホンダ新車購入時
２万円クーポン券プレゼント

会員証の提示が必要

暮らし

自動車整備

松崎モータース

まんのう町七箇3406

0877-77-2139

8:00～18:00

日祝日

会員及び家族

無料点検

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

一部車両は除く。

暮らし

自動車整備

ミスタータイヤマン坂出店

坂出市常盤町１丁目２３１６－１

0877-46-4510

・8：15～18：00（平日）
・9：00～18：00（日祝）

第1，3日曜日

会員

①タイヤ購入商品代金の１０パーセントオフ
②チッソガス充填，補充無料
③粗品贈呈
④タイヤ無料点検

・他のサービスとの併用不可
・レディースデー（毎週水曜日）
・感謝祭売出し

暮らし

自動車整備

道久板金塗装

まんのう町宮田８９１－３

0877-89-1602

8：15～17：15

日曜日

会員

修理代金の5％引き

暮らし

自動車整備

港石油

坂出市昭和町１丁目２-３１

0877-46-5139

7：00～19：30

1月1日

会員及び家族

洗車（水洗・シャンプー・ワックス）
３種の中から１つ無料

・給油された場合

暮らし

自動車整備

宮井自動車

三木町大字田中4505番地1

087-898-2857

00：00～24：00

無し

会員を含む団体全員
会員及び家族

整備費、
販売費、購入費
の10％

要経費 なし

暮らし

自動車整備

メンテナンスサポートCAR TEC

高松市太田下町2020-4

087-814-8834

10：00～18：00

日曜日

会員及び家族

点検料10％引き

暮らし

自動車整備

ヤマグチモーターサービス

三豊市詫間町大浜甲1325番地1

0875-84-6240

9：00～17：00

日曜日、祝日

会員

作業工賃５％引き

暮らし

自動車整備

山本モータース

善通寺市善通寺町七丁目4-15

0877-62-2457

8:30～19:00

日曜日

会員及び家族

無料点検

暮らし

自動車整備

山本輪業

東かがわ市与田山966-1

0879-27-2246

9:00～20:00

日曜日

会員及び家族

粗品贈呈

暮らし

自動車整備

(有) 山下自動車

三豊市高瀬町下勝間1488-6

0875-72-3415

9：00～17：00

日曜、祭日

会員及び家族

自家用〈軽・乗用車〉エンジンオイル交換
10％引き

暮らし

自動車整備

(有)オーニシタイヤ

高松市林町４１２－１

087-866-0507

9：00～18：00

日・祝・祭日

会員及び家族

タイヤ代金10％引き

一部商品は除く

営業、業務用エレメント交換は除く

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

備考

暮らし

自動車整備

有限会社 寒川自動車

高松市鶴市町６０４－１

087-881-3852

8:30～18：00

日.祝日

会員の方含む団体全員

車検整備・板金塗装・オイル交換10％引き

法定費用を除く

暮らし

自動車整備

有限会社 西岡自動車機械工作所

三豊市豊中町上高野2568

0875-62-5443

10：00～19：00

日曜、祝日

会員及び家族

整備費用の５%引き

暮らし

自動車整備

有限会社
鎌田モータース商会

坂出市宮下町４番４号

0877-46-3260

8：00～17：00

日・祝日

会員

オイル交換 ５００円引き

暮らし

自動車整備

有限会社
北山自動車

坂出市大屋冨町２０８０番地１

0877-47-1271

9：00～18：00

日・祭日

会員

オイル交換 ５００円引き

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

(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

有限会社エヌ・ジェイオートサービス

三豊市仁尾町仁尾乙260番地1

0875-82-2440

9：00～18：00

第２土曜日、日曜日、祝日

会員

車検時、粗品贈呈

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

有限会社カードクター高橋

三豊市山本町財田西958番地1

0875-63-3229

8：00～19：00

不定休

会員

オイル交換半額

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

有限会社倉本

三豊市仁尾町仁尾丁345番地

0875-82-3121

6：30～20：00

月2回、日曜日（不定休）

会員

オイル交換時粗品贈呈

暮らし

自動車整備

有限会社塩田輪業商会

三豊市詫間町松崎840番地

0875-83-2324

8：30～17：30

日曜、祝日

会員及び家族

オイル交換時洗車無料
車検時オイル交換無料

一部車種（トラック、貨物、外車）除く

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

ガソリン車のみ5ℓ以下

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

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

有限会社藤田モータース

三豊市山本町大野2998-1

0875-63-2245

9：00～18：00

日曜、祝祭日

会員及び家族

車検時、自家用（軽乗用車）エンジンオイル
交換50％引き

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)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)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

有限会社安冨自動車

坂出市加茂町甲７２３－５

0877-47-2333

8：00～18：30

日祝祭日

会員及び家族

車検整備工賃３０パーセント引き

暮らし

自動車整備

(有)三陽自動車

善通寺市上吉田町六丁目3-5

0877-62-1215

9:00～19:00

日・祝祭日

会員及び同居の家族

一般修理費、車検整備費10％割引

暮らし

自動車整備

(有)善通寺ホンダ

善通寺市原田町988

0877-62-0919

9:00～19:00

日曜日

会員及び家族

無料点検

暮らし

自動車整備

(有)多田モータース

三豊市財田町財田上6167番地2

0875-67-2120

8：30～18：00

日曜日

会員

車検時、
オイル交換10％引き

暮らし

自動車整備

(有)日誠産業

善通寺市吉原町1687-6

0877-62-9200

8:00～18:00

日・祝日

会員と同伴者8名まで

購入金額の10％割引。買い取り価格1万円
以上でカラオケルーム無料

暮らし

自動車整備

横田自動車

善通寺市弘田町497-1

0877-62-3226

9:00～19:00

日曜日

会員

車検時オイル交換サービス

暮らし

自動車整備

ライド

三豊市詫間町詫間2465-1

0875-83-8632

9：00～20：00

日曜、祝日

会員

車検時、オイル交換工賃無料

暮らし

自動車整備

ラチェットモンキー本店

高松市伏石町2134-1

087-864-5015

9：00～20：00

年末年始

会員

エンジンオイル交換10％引き

暮らし

自動車整備

ラチェットモンキー屋島店

高松市高松町2554-41

087-818-0380

9：00～20：00

年末年始

会員

エンジンオイル交換10％引き

備考

軽自動車・乗用車（トラックは除く）

・台数制限なし

カラオケ利用時間は半日基準

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

暮らし

自動車整備

ラチェットモンキールート32号店

高松市西山崎町927-1

087-806-0032

9：00～20：00

年末年始

会員

エンジンオイル交換10％引き

暮らし

自動車整備

㈱MGMスタジオ

丸亀市垂水町710-1

0877-28-2000

8：00～24：00

不定休

会員

バイクシートの張替え時に合計金額より１０%
引き

お店のホ－ムページ
http://www.mgmstudio.net/

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

他のサービス券との併用不可

暮らし

自動車整備

㈱岡モータース

高松市勅使町630番地

087-865-5588

9：00～19：00

水曜日

会員を含む団体全員

車両購入時の納車時に燃料満タンサービス

他のサービス券との併用不可

暮らし

自動車整備

㈱クールライド

高松市一宮町654-3

087-816-7771

9：00～19：00

第2・4土曜日、日曜日、祝日

会員を含む団体全員

鈑金塗装工賃5％引き

暮らし

自動車整備

㈱ニューホンダ
丸亀

丸亀市田村町1777-1

0877-22-0728

9：00～18：00

水曜日

会員及び家族

車検期限2か月以上前のご予約で3,000円割
引

・法定費用は前受
・カード支払は不可

暮らし

自動車整備

㈲綾歌モータース

丸亀市綾歌町栗熊西1803-4

0877-86-2117

8：00～20：00

日曜日、祝祭日

会員

車検入庫時 オイル交換1回無料
車両購入時 オイル交換2回無料

1回のみ（当社指定オイル）

暮らし

自動車整備

㈲オートマックス

東かがわ市落合122-1

0879-24-3361

9：00～19：00

水曜日

会員

・オイル交換10％割引
・車両購入時、オイル交換無料券プレゼント

暮らし

自動車整備

㈲カー工房

善通寺市中村町1771-1

0877-63-2881

9：00～19：00

GW,お盆、年末年始

会員

・オイル交換50％引き
・車両点検無料

一部車両は除く

暮らし

自動車整備

㈲カーパートナー村山

丸亀市郡家町６５４番地２

0877-28-5237

8：30～18：30

会員及び家族

車検基本料金３，０００円引き

車検予約２ヶ月前

暮らし

自動車整備

㈲香川自動車

丸亀市郡家町３６８３番地１

0877-25-2757

8：30～18：00

会員

車検時、オイル交換無料サービス

他のサービス券との併用不可

暮らし

自動車整備

㈲兜石油店 牟礼ＳＳ

高松市牟礼町牟礼2625-41

087-845-3939

8：00～19：00

1月1日～3日

会員

洗車機での洗車メニュー200円引き

9：00～17：00の間

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

㈲向陽自販

高松市三名町385

087-888-3333

9：00～19：00

第2水曜日

未定（店舗にお問い合わせください）

備考

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

備考

暮らし

自動車整備

㈲小谷自動車

丸亀市綾歌町岡田下５３８番地１０

0877-86-3119

8：30～18：00

日・祝

会員

粗品贈呈

一部商品は除く

暮らし

自動車整備

㈲三宝モータース

高松市高松町3013番地5

087-841-9875

9：00～19：00

火曜日

会員

3,000円以上の修理で500円値引

暮らし

自動車整備

㈲ダイゲン自動車

丸亀市中津町１７５番地の３

0877-22-6380

9：00～18：00

日曜日 祝日

会員及び家族

車検、１２ヶ月点検時オイル交換無料

暮らし

自動車整備

㈲永田自動車

観音寺市新田町１１８７－１

0875-27-7567

8：00～19：00

無

会員及び家族

エンジンオイル交換半額

国産車に限る・イベント開催時とオイル交
換Ｄａｙ毎月２５日は除く

暮らし

自動車整備

㈲永田自動車

三豊市山本町辻3426

0575-63-3495

8：00～19：00

無

会員及び家族

エンジンオイル交換半額

国産車に限る・イベント開催時とオイル交
換Ｄａｙ毎月２５日は除く

暮らし

自動車整備

㈲西讃タイヤ

丸亀市今津町６１５番地１

0877-25-1511

8：00～19：00

無休

会員

作業料30％引き

タイヤ購入の方

暮らし

自動車整備

㈲伸和自動車

三木町大字氷上2273番地2

087-899-8003

8：30～19：00

日曜・祝祭日

会員

10万円を超える自動車の修理（鈑金・塗装）
の工賃の20％ＯＦＦ

部品代は除く。
保険修理は除く。
※同業者は対象外

暮らし

自動車整備

㈲伸和自動車

三木町大字氷上2273番地2

087-899-8003

8：30～19：00

日曜・祝祭日

会員及び家族

カーフィルム・ガラスコーティング定価の10％
ＯＦＦ

暮らし

自動車整備

㈲平田モータース

丸亀市綾歌町岡田下４９０番地１

0877-86-3056

8：30～18：30

日曜日

会員

粗品贈呈

一部商品は除く
他のサービス券との併用不可

暮らし

自動車整備

㈲藤原車輛

三豊市山本町辻3774-4

0875-63-3746

8：30～17：30

日曜日・祝日

会員

オイル交換半額

軽・普通車に限る

暮らし

自動車整備

㈲三木自動車整備工場

三木町大字上高岡2160番地4

087-899-0960

8：30～17：30

日曜・祝日

会員及び家族

車検工賃10％ＯＦＦ

暮らし

自動車整備

㈲三木石油 垂水SS

丸亀市垂水町2960-2

0877-28-7537

7：00～20：00

日曜日

会員

バッテリー
交換工賃無料

乗用車

暮らし

冠婚葬祭

（株）琴弾荘

観音寺市有明町10番22号

0875-23-1111

11：00～22：30

不定休

会員及び家族

利用金額の５％割引き
（料理・飲料・宿泊）

カード不可

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

備考

暮らし

冠婚葬祭

（有）魚繁

観音寺市柞田町乙1438番地4

0875-25-3718

9：00～21：00

無

会員を含む
同伴者全員

飲食代金より５，０００円引き

１組様１０万円以上の飲食に限る

暮らし

冠婚葬祭

TOLERANCE 第一会館

観音寺市吉岡町595-1

0875-25-1762

9：00～18：00

不定休

会員及び家族

ドリンク1杯無料

暮らし

冠婚葬祭

アイル バレ クラブ

高松市上林町77

087-840-1221

10：00～20：00

火曜日

会員と家族（二親等迄）

・貸衣裳 20％割引
・飲料 10％割引

・直営式場のみ
・パック商品を除く
・他団体契約やベルモニー会員特典との
併用不可

暮らし

冠婚葬祭

あおいホール

坂出市京町３丁目６番２３号

0877-44-1201

0：00～0：00
（24時間営業）

なし

会員及び家族

葬儀ご依頼の場合，生花１基
（１０８００円）をサービス提供

・両親と子供までが亡くなった場合

暮らし

冠婚葬祭

綾川葬祭国分寺会館

高松市国分寺町柏原985番地1

087-899-6611

会員及び家族

祭壇料10％引
葬儀に関する料理5％引き

暮らし

冠婚葬祭

綾川葬祭法導寺会館

綾川町山田下2056番地

087-878-2118

‐

‐

会員及び家族

祭壇料10％引葬儀に関する料理5％引き

暮らし

冠婚葬祭

石清水八幡宮 神明殿

高松市東山崎町１０９８

087-847-7715

10：00～19：00

不定休

会員及び家族

料理1品サービス

ランチサービスは除く

暮らし

冠婚葬祭

株式会社
あおい葬祭

坂出市久米町１丁目２番４４号

0877-46-8843

8：30～18：30

不定休

会員

祝用花輪をご注文の場合
１０００円引き

・団員の方から直接注文の場合

暮らし

冠婚葬祭

株式会社木谷仏壇綾川店

綾川町萱原560-1-2

087-870-8730

10：00～18：30

木曜日

会員及び家族

仏具全品10％引き

一部商品は除く

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

当社規定の智の会会員規約に基づく

暮らし

冠婚葬祭

株式会社ヤマモト典礼

三豊市山本町辻1606番地1

0875-63-3160

24時間営業

無

会員を含む団体全員、家族

弊社会員割引と同等のサービス

暮らし

冠婚葬祭

坂出葬祭会館

坂出市久米町一丁目１４番５号

0877-56-2626

0：00～23：59

なし

会員及び会員２親等以内親
族

基本祭壇プラン１０％OFF

暮らし

冠婚葬祭

さぬき合掌殿

三豊市高瀬町下勝間110-1

0875-72-1059

8：30～17：30

無休

未定（店舗にお問い合わせください）

・見積り時会員証を提示のみ有効
・他の会員割引との併用不可

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

備考
・直営式場のみ
・パック商品を除く
・他団体契約やベルモニー会員特典との
併用不可

暮らし

冠婚葬祭

シェル エ メール

宇多津町浜一番丁5-1

0877-41-1122

10：00～20：00

火曜日

会員と家族
（二親等迄）

・貸衣裳 20％割引
・飲料 10％割引

暮らし

冠婚葬祭

セレモニーホール綾川

綾川町萱原484番地

087-876-5501

‐

‐

会員及び家族

祭壇料10％引葬儀に関する料理5％引き

暮らし

冠婚葬祭

葬儀法要会館
なごみ

宇多津町2572番地1

0877-85-6622

24時間

特になし

会員及び会員の２親等以内
親族

基本祭壇プラン10％ｏｆｆ
（対象外あり）

暮らし

冠婚葬祭

ブライダルコスチューム かぎや

観音寺市坂本町二丁目10番70号

0875-25-3577

9：30～19：00

水曜日

会員及び家族

レンタル価格の１０％割引

暮らし

冠婚葬祭

ブライリア

高松市木太町5053-7

087-815-1166

10：00～20：00

火曜日

会員と家族（二親等迄）

・貸衣裳 20％割引
・飲料 10％割引

・直営式場のみ
・パック商品を除く
・他団体契約やベルモニー会員特典との
併用不可

暮らし

冠婚葬祭

ブラン アンジュ

徳島県徳島市万代町7丁目1-2

088-611-2200

10：00～20：00

火曜日

会員と家族
（二親等迄）

・貸衣裳 20％割引
・飲料 10％割引

・直営式場のみ
・パック商品を除く
・他団体契約やベルモニー会員特典との
併用不可

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

暮らし

暮らし

暮らし

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

ベルモニー会館
小松島新港

ベルモニー会館
松茂・家族葬ホール

ベルモニー会館 藍住

徳島県小松島市小松島町新港28

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓
207-2

徳島県板野郡藍住町笠木字西野35-1

088-655-4441

088-655-4441

088-655-4441

24時間

24時間

24時間

年中無休

年中無休

年中無休

会員と家族
（二親等迄）

会員と家族
（二親等迄）

会員と家族
（二親等迄）

・他の会員割引との併用不可
・見積り時の会員証提示のみ有効

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

事業所名

ベルモニー会館 石井

ベルモニー会館 円座

ベルモニー会館 応神

ベルモニー会館 大野原

ベルモニー会館 鴨島

ベルモニー会館 川東

ベルモニー会館 川島

住所

徳島県名西郡石井町石井字石井587-2

高松市円座町579-1

徳島県徳島市応神町古川字戎子野69

観音寺市大野原町大野原2895

徳島県吉野川市鴨島町牛島2646-9

高松市香川町川東上1345-1

高松市川島本町56

電話番号

088-655-4441

087-867-4441

088-655-4441

0877-25-4441

088-655-4441

087-867-4441

087-867-4441

営業時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

定休日

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

対象

会員と家族
（二親等迄）

会員と家族（二親等迄）

会員と家族
（二親等迄）

会員と家族

会員と家族
（二親等迄）

会員と家族（二親等迄）

会員と家族（二親等迄）

優遇サービス内容

備考

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

事業所名

ベルモニー会館 観音寺

ベルモニー会館 木太

ベルモニー会館 蔵本

ベルモニー会館 郡家

ベルモニー会館 香西

ベルモニー会館 国府

ベルモニー会館 国分寺

住所

観音寺市坂本町2-7-41

高松市木太町2376

徳島市蔵本町3丁目18-1

丸亀市郡家町2965-1

高松市香西本町100-6

徳島県徳島市国府町観音寺171-2

高松市国分寺町新名1738

電話番号

0877-25-4441

087-867-4441

088-655-4441

0877-25-4441

087-867-4441

088-655-4441

087-867-4441

営業時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

定休日

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

対象

会員と家族

会員と家族（二親等迄）

会員と家族（二親等迄）

会員と家族

会員と家族（二親等迄）

会員と家族
（二親等迄）

会員と家族（二親等迄）

優遇サービス内容

備考

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

事業所名

ベルモニー会館 坂出

ベルモニー会館 三条

ベルモニー会館 志度

ベルモニー会館 末広

ベルモニー会館 善通寺

ベルモニー会館 善通寺東

ベルモニー会館 多度津

住所

坂出市築港町1-8-27

高松市三条町62-1

さぬき市志度4313

徳島県徳島市末広1-2-66

善通寺市上吉田町6-3-1

善通寺市与北町3342

多度津町堀江3-7-28

電話番号

0877-25-4441

087-867-4441

087-867-4441

088-655-4441

087-867-4441

087-867-4441

0877-25-4441

営業時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

定休日

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

対象

会員と家族

会員と家族（二親等迄）

会員と家族（二親等迄）

会員と家族
（二親等迄）

会員と家族

会員と家族

会員と家族

優遇サービス内容

備考

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

事業所名

ベルモニー会館 多肥

ベルモニー会館 勅使

ベルモニー会館 寺井

ベルモニー会館 土器

ベルモニー会館 東山崎

ベルモニー会館 福江

ベルモニー会館 福岡

住所

高松市多肥下町1545-13

高松市勅使町540

高松市寺井町81-1

丸亀市土器町東3-245

高松市東山崎411

坂出市福江町2-4-17

高松市福岡町3-1-4

電話番号

087-867-4441

087-867-4441

087-867-4441

0877-25-4441

087-867-4441

0877-25-4441

087-867-4441

営業時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

定休日

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

対象

会員と家族（二親等迄）

会員と家族（二親等迄）

会員と家族（二親等迄）

会員と家族

会員と家族（二親等迄）

会員と家族

会員と家族（二親等迄）

優遇サービス内容

備考

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

事業所名

ベルモニー会館 別邸 紫雲

ベルモニー会館 まんのう

ベルモニー会館 屋島

ベルモニー会館 三木

ベルモニー会館 高瀬

ベルモニー会館 綾川

住所

高松市紫雲町5-2

まんのう町吉野下489

高松市屋島西町1973

三木町大字氷上770番地1

三豊市高瀬町下勝間2551番地3

綾歌郡綾川町滝宮435番地1

電話番号

087-867-4441

0877-25-4441

087-867-4441

087-867-4441

0877-25-4441

087-867-4441

営業時間

24時間

24時間

24時間

10：00～20：00

10：00～20：00

10：00～20：00

定休日

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

対象

会員と家族（二親等迄）

会員と家族

会員と家族（二親等迄）

会員と家族（二親等迄）

会員と家族（二親等迄）

会員と家族（二親等迄）

優遇サービス内容

備考

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

冠婚葬祭

冠婚葬祭

冠婚葬祭

事業所名

ベルモニー会館 仁尾

ベルモニー葬祭 高松

ベルモニー葬祭 徳島

住所

三豊市仁尾町仁尾辛10番地8

高松市勅使町196-1
※東讃総合受付

徳島県徳島市末広1-2-30 ※総合受付

電話番号

0877-25-4441

087-867-4441

088-655-4441

営業時間

10：00～20：00

24時間

24時間

定休日

年中無休

年中無休

年中無休

対象

会員と家族（二親等迄）

会員と家族（二親等迄）

会員と家族
（二親等迄）

優遇サービス内容

備考

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

暮らし

冠婚葬祭

ベルモニー葬祭 西讃

丸亀市土器町北2-9 ※西讃総合受付

0877-25-4441

24時間

年中無休

会員と家族

・会館使用料 20％割引
・祭壇料金 20％割引
（祭壇生花は除く）

・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。

暮らし

冠婚葬祭

アナザースタイル

高松市西宝町3-670

087-862-3456

10：00～20：00

火曜日

会員と家族（二親等迄）

・貸衣裳 20％割引
・飲料 10％割引

・直営式場のみ
・パック商品を除く
・他団体契約やベルモニー会員特典との
併用不可

暮らし

冠婚葬祭

(有) ゆぐち装飾

三豊市高瀬町比地中2205-1

0875-72-5474

0：00～24：00

無

会員

弊社無料会員制度と同等割引価格の適用

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

備考

暮らし

冠婚葬祭

弓絃葉

高松市屋島西町678-60

087-818-1221

10：00～20：00

火曜日

会員と家族（二親等迄）

・貸衣裳 20％割引
・飲料 10％割引

・直営式場のみ
・パック商品を除く
・他団体契約やベルモニー会員特典との
併用不可

暮らし

冠婚葬祭

㈲花輪のよしだ

丸亀市土器町東６丁目１９５

0877-23-5500

無休

会員及び家族

弊社会館ご利用時、供花一基又は花輪一対
10,800円無料

・弊社会館ご利用時に限る。
・所属消防団の名前に限る。

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。

・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。

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。

・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。

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。

・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。

暮らし

暮らし

暮らし

家事代行

家事代行

家事代行

ダスキン／ニューオータニサービスマス
ター

ダスキン／ニューオータニ栗林サービス
マスター

ダスキン／ニューダスキン屋島サービス
マスター

丸亀市土器町北1丁目33

高松市高松町903-6

高松市六条町1262-1

0120-450-494

087-843-0288

087-865-5083

9：00～18：00

9：00～18：00

9：00～18：00

土、日、祝日

土、日、祝日

土、日、祝日

カテゴリー

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

暮らし

ジャンル

家事代行

家事代行

家事代行

家事代行

家事代行

事業所名

ダスキン／牟礼サービスマスター

ダスキン太田支店

ダスキン坂出支店

ダスキン鶴市支店

ダスキンむぐるまサービスマスター

住所

高松市牟礼町牟礼2169

高松市太田下町3023-12

坂出市築港町1-7-48

高松市鶴市町1006-1

さぬき市寒川町石田東甲561-1

電話番号

0120-173-444

0120-17-1184

0877-46-1048

0120-544-261

0120-30-3079

営業時間

9：00～18：00

9：00～18：00

9：00～18：00

9：00～18：00

9：00～18：00

定休日

土、日、祝日

土、日、祝日

土、日、祝日

土、日、祝日

土、日、祝日

対象

優遇サービス内容

備考

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。

・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。

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。

・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。

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。

・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。

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。

・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。

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。

・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。

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

備考

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。

場合により変更あり

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

（株）石川組

観音寺市吉岡町214番地7

0875-25-4761

8：00～19：00

日曜日、祭日

会員

・新築工事の場合、ＩＨサービス
・リフォームの場合、優遇有り

暮らし

新築・リ
フォーム

（株）山崎建工

観音寺市本大町976番地1

0875-57-6004

8：00～18：00

日曜日、祭日

会員

粗品贈呈

暮らし

新築・リ
フォーム

ＭＡＤＯショップ
坂出川津町店

坂出市川津町１１０－１

0877-46-8056

8：00～18：00

日曜日

会員及び家族

粗品贈呈

・ご成約（１万円以上）

暮らし

新築・リ
フォーム

伊藤硝子店

観音寺市大野原町大野原2117番地1

0875-54-3712

8：00～17：00

日曜・祝日

会員及び家族

購入金額の５％割引き

卸売は除く

暮らし

新築・リ
フォーム

上康工業㈱

丸亀市田村町１０５３番地１

0877-35-9981

8：00～17：00

日曜日

会員及び家族（個人）

住宅塗装工事及び住宅リフォーム工事 8％
オフ

一部特殊工事は除く

暮らし

新築・リ
フォーム

株式会社 谷本建設

坂出市加茂町甲４５６－４

0877-35-7518

9：00～18：00

日曜日

会員

暮らし

新築・リ
フォーム

株式会社 ヤマジ

三豊市高瀬町上麻3758番地1

0875-74-6481

8：00～17：00

日曜日

会員

通常価格3％引き

暮らし

新築・リ
フォーム

黒田建具店

観音寺市豊浜町姫浜1545番地1

0875-52-6626

8：00～17：00

日曜日、祝祭日

会員

購入金額の５％割引き

暮らし

新築・リ
フォーム

合田製畳

観音寺市柞田町甲2365番地2

0875-25-3249

8：00～18：00

日曜日

会員

購入金額の５％引き

暮らし

新築・リ
フォーム

合田たたみ店

観音寺市豊浜町和田浜1237番地1

0875-52-2650

8：00～18：00

不定休

会員及び家族

購入金額の５％引き

暮らし

新築・リ
フォーム

琴弾塗装

観音寺市室本町535番地7

090-4333-2262

7：00～18：00

日曜日

会員及び家族

通常塗装料金の２０％割引き

①新築工事の場合
・ＩＨ，食洗機，暖房乾燥機の
いずれかを進呈
②リフォーム工事の場合
・５パーセントoff

リフォーム、増改築工事対象

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

備考

暮らし

新築・リ
フォーム

大工屋 山﨑

高松市川島東町１１５１

087-848-0285

8：00～18：00

なし

団員及び家族

新築・リフォーム契約の方に大黒柱または無
垢家具贈呈

自社在庫品に限る。

暮らし

新築・リ
フォーム

髙橋ｻｯｼ工業株式会社

善通寺市下吉田町507-2

0877-62-2460

8:00～19:00

日曜日

会員及び家族

粗品贈呈

ご成約（1万円以上）

暮らし

新築・リ
フォーム

豊嶋建設㈱

丸亀市飯山町下法軍寺808-1

0877-98-3131

8：00～17：00

土（隔週）
日・祝日

会員及び家族

見積もり金額の２％引き

注文建築・増改築

暮らし

新築・リ
フォーム

ハウジングひらお

まんのう町吉野1251-4

0877-79-2882

7：00～20：00

祭日、日曜日

会員及び家族

当店専用5％引カード

リフォーム工事対象
日曜日の午前中は連絡受付有

暮らし

新築・リ
フォーム

ビルトプラニング
・ヤマシタ

三木町大字池戸3705番地1

087-898-5733

9：00～18：00

祝祭日、土日

会員1名につき
同伴者2名程度

購入金額の5％引き

暮らし

新築・リ
フォーム

プランアーク建築事務所

琴平町五條798-112

0877-73-5547

9:30～18:00

土・日・祝日

会員

設計監理料５％引き

住宅に限る。

暮らし

新築・リ
フォーム

文化サッシ香川西販売株式会社

三豊市豊中町上高野1559番地1

0875-56-6605

8:30～17:30

日･祝祭日

会員及び家族

粗品贈呈

ご成約（1万円以上）

暮らし

新築・リ
フォーム

三野津建設有限会社

三豊市詫間町詫間7066-5

0875-83-2594

8：00～19：00

不定休

会員及び家族

金額により火災報知器取付サービス

暮らし

新築・リ
フォーム

宮本不動産

高松市一宮町７６６－１

087-814-3838

9：00～18：00

日・祝日

会員及び家族

媒介報酬の3％引き

暮らし

新築・リ
フォーム

三好建設工業㈱

三木町大字井戸2353番地12

8：00～17：00

日曜・祝日

会員を含む団体全員

請負金額から3％引き

暮らし

新築・リ
フォーム

矢野建設

観音寺市大野原町大野原720番地2

0875-54-3096

8：00～19：00

無

会員及び家族

代表者と相談の上、サービス

暮らし

新築・リ
フォーム

(有) 瀬戸内サービス

三豊市高瀬町羽方811-2

0875-74-7963

8：00～17：00

日曜・休日

会員

花崗土一車(軽)無料

暮らし

新築・リ
フォーム

有限会社 あいわ

高松市香川町川東上１４２３－１

087-879-7839

8：00～18：00

日曜・祭日

会員

リフォーム工事3％値引き

売買・賃貸ともに媒介報酬の3％引き

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

備考

暮らし

新築・リ
フォーム

有限会社
八束組

坂出市府中町５８０８－９

0877-48-0317

8：00～17：00

日曜・祝日

会員及び家族

新築成約時に住宅用消火器
プレゼント

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

有限会社谷口工務店

三豊市三野町下高瀬2017-3

0875-72-3117

8：00～17：00

日曜、祝日

会員

粗品贈呈

暮らし

新築・リ
フォーム

有限会社畑中建設

三豊市三野町大見甲1398-1

0875-73-5076

8：00～20：00

無

会員を含む団体全員

粗品贈呈

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

新築・リ
フォーム

有限会社もちや商店

三豊市三野町大見甲3996番地1

0875-72-5561

8：00～18：00

日曜、祭日

会員

リフォーム工事粗品贈呈

暮らし

新築・リ
フォーム

㈱ 谷川工務店

三豊市財田町財田上925-1

0875-67-3161

8：00～18：00

日曜日

会員

粗品贈呈

暮らし

新築・リ
フォーム

㈱石塚工務店

三木町大字平木188番地1

087-898-2022

8：00～17：00

日曜・祝日

会員を含む団体全員

契約金額の3％引き

暮らし

新築・リ
フォーム

㈱マンションエキスパート

高松市観光通二丁目6番25号

087-802-0323

10：00～18：00

水曜日

会員

粗品贈呈

暮らし

新築・リ
フォーム

㈲太陽商会
MADOショップ坂出中央店

坂出市中央町８番２３号

0877-46-5839

8:00～18:00

第2土･日･祝祭日

会員及び家族

粗品贈呈

ご成約（1万円以上）

暮らし

新築・リ
フォーム

㈲松木建具店

観音寺市村黒町375-1

0875-25-3843

8:00～17:00

日･祝祭日

会員及び家族

粗品贈呈

ご成約（1万円以上）

暮らし

工事等

（株）綾上電気

綾川町山田上甲113-3

087-878-2132

8：30～18：30

日曜日・祝祭日

会員及び家族

購入金額の5％割引

自治体・電力会社等の申請は除く

暮らし

工事等

（有）キシデンキ

観音寺市植田町379番地2

0875-25-2711

8：30～17：30

日曜日

会員及び家族

当店チラシ価格の５％引き

工事費5万円以上の場合

50万円以上の工事

カテゴリー

ジャンル

事業所名

住所

暮らし

工事等

（有）宮脇造園

高松市太田上町1169

暮らし

工事等

（株）石川組

観音寺市吉岡町214番地7

暮らし

工事等

（株）川西歯車工作所

暮らし

工事等

暮らし

電話番号

営業時間

定休日

8：00～17：00

日曜日

0875-25-4761

8：00～19：00

日曜日、祭日

会員

・新築工事の場合、ＩＨサービス
・リフォームの場合、優遇有り

観音寺市豊浜町姫浜726番地

0875-52-2131

8：00～17：00

土・日曜日、祝祭日

会員

購入金額の５％割引き

（株）高岡冷機

観音寺市坂本町三丁目8番30号

0875-25-2664

8：00～17：00

日曜日、祝日

会員

購入金額の５％割引き

工事等

（有）横山組

観音寺市中田井町417番地1

0875-27-6100

8：00～17：00

日曜日

会員

・粗品贈呈
・工事中写真（内容確認、記録用、記念等
に）

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

有明電化（株）

観音寺市観音寺町甲2622番地

0875-25-0548

9：00～18：00

日曜日、祭日

会員及び家族

代表者と相談の上、商品の値引き

暮らし

工事等

インテリア坂口

善通寺市碑殿町62

090-2781-6754

8:00～18:00

日曜日

会員を含む団体全員

工事代金の5％割引

暮らし

工事等

氏家造園

善通寺市大麻町2317

0877-62-5545

7:00～18:00

不定休

会員及び家族

購入金額の10%引き

暮らし

工事等

(株)石川土建

観音寺市吉岡町149番地1

0875-23-0339

8：00～17：00

日曜日、祭日

会員

工事代金の５％引き

暮らし

工事等

(株)エクステリア山下

善通寺市吉原町2525-3

0877-63-0678

8:00～17:00

日曜日

会員

工事代金の3％割引

暮らし

工事等

(株)讃岐製鬼

善通寺市吉原町87-3

0877-62-2424

8:30～17:30

日曜日
第2・4土曜

会員

工事金額20万円以上で粗品贈呈

暮らし

工事等

株式会社 エムケイ

高松市多肥上町１４８６番地２

087-888-3866

日曜日

会員

購入金額の5％引き

9：00～18：00

対象

優遇サービス内容

備考

未定（店舗にお問い合わせください）

場合により変更あり

商品代金のみ

工事代金10万円以上の場合に限る。

一部商品は除く

土日祝祭日は除く

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

備考

暮らし

工事等

株式会社 三渓設備

高松市三谷町２６６１番地３

087-889-1890

8：00～17：00

日・祭日
第２・第４土曜日

会員及び家族

高松市上水道鉛管引替工事、
申請手続費25,000を15,000にします。

高松市水道局手数料は必要です。
申請手続費とは別途です。

暮らし

工事等

株式会社 すぎやま

三豊市豊中町本山乙106-2

0875-62-5925

8：00～17：00

日曜日

会員

購入金額の５％引き

暮らし

工事等

株式会社 大建

観音寺市大野原町大野原3422番地１

0875-54-2488

8：00～17：30

日曜日

会員及び家族

解体工事8％引き
造成工事8％引き

暮らし

工事等

株式会社 高井土建

高松市三谷町２６５０－２番地

087-889-1357

8：00～17：00

日曜日・及び
第2・4土曜日

会員及び家族

農業に関する土木工事費の５％引き

暮らし

工事等

株式会社 藤川設備

高松市香川町安原下第３号３１５

087-879-7133

8:00～18:00

土、日、祝日

会員及び家族

節水コマ無料提供

暮らし

工事等

株式会社斉藤建設

三豊市三野町大見甲6673

0875-73-5338

8：00～17：00

盆、正月

会員

粗品贈呈

暮らし

工事等

株式会社弘恵土建

三豊市高瀬町上麻3681番地

0875-74-6556

8：30～17：00

日曜日、祝日

会員及び家族

粗品贈呈

土木・水道・舗装

暮らし

工事等

株式会社ルーム建築工房

綾川町陶2417

087-814-6920

9：00～18：00

日曜祝祭日
第2土曜日

会員及び家族

工事に関わる設備商品
50％～55％引き
（ユニットバス・システムキッチン等）

指定商品の範囲

暮らし

工事等

(株)辻村建設

善通寺市吉原町2542-1

0877-62-1361

8:00～17:00

土・日・祝日

会員

購入金額の8％割引

暮らし

工事等

(株)松下土建

善通寺市吉原町539-1

0877-62-2349

8:30～17:00

日曜日
第2・4土曜

会員

工事代金の8％割引

暮らし

工事等

木村建具店

高松市松島町３丁目１１－２５

087-831-5719

8：30～18：00

日曜日・祭日

会員

取り付け、税込価格より10％off

暮らし

工事等

清川建設㈱

東かがわ市西山393-2

0879-27-2032

8:00～17:00

日曜日

会員

見積金額の3%割引

暮らし

工事等

黒田建具店

観音寺市豊浜町姫浜1545番地1

0875-52-6626

8：00～17：00

日曜日、祝祭日

会員

購入金額の５％割引き

オーダー品は見積り必要

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

暮らし

工事等

合田ガラス店

観音寺市豊浜町和田浜1189番地9

0875-52-2340

7：30～19：00

日曜日

会員及び家族

購入金額の５％引き

暮らし

工事等

琴弾塗装

観音寺市室本町535番地7

090-4333-2262

7：00～18：00

日曜日

会員及び家族

通常塗装料金の２０％割引き

暮らし

工事等

竹下組

観音寺市豊浜町和田甲155番地5

0875-52-2313

8：00～17：00

日曜日

会員

工事の内容等について代表者と相談の上
サービス

暮らし

工事等

田中造園

三豊市三野町大見甲4758

0875-72-3226

8：00～17：00

不定休

会員

粗品贈呈

暮らし

工事等

鶴松園

三豊市三野町吉津乙917番地3

0875-73-5140

8：00～17：00

日曜日

会員

未定（店舗にお問い合わせください）

暮らし

工事等

野上建設㈱
草刈金太郎 香川本舗

高松市塩上町2丁目18番18号

087-861-2915

8：00～17：00

日曜日、祝日、第２・４土曜
日、年末年始、お盆休み

会員

草刈見積金額の5％引き

暮らし

工事等

野村室内装飾

善通寺市吉原町1552-1

080-3158-7117

8:00～18:00

日曜日

会員を含む団体全員

工事代金の5％割引

暮らし

工事等

平田建設

東かがわ市小海800-1

0879-33-3189

8:30～17:30

日曜日・祝日

会員及び家族

見積金額の5%割引

暮らし

工事等

福本タイル工業

善通寺市弘田町920-4

0877-62-3621

8:00～17:00

不定休

会員

タイル工事0.5%引き

暮らし

工事等

前田造園

三豊市三野町吉津甲2452

0875-72-0139

8：00～17：00

日曜日

会員

粗品贈呈

暮らし

工事等

マルミヤ造園

丸亀市飯山町川原1504-3

0877-98-4396

8：00～17：00

会員の家のみ

日当の5％割引

暮らし

工事等

緑造園興業㈱
東讃事務所

三木町大字井戸426番地

087-899-1128

8：00～17：00

なし

会員

粗品贈呈

暮らし

工事等

森電機工業株式会社

三豊市山本町大野2615-1

0875-63-3055

8：00～17：00

日曜日、祝日

会員

お買い上げ金額に応じて粗品贈呈

備考

一部商品を除く

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

備考

暮らし

工事等

矢野建設

観音寺市大野原町大野原720番地2

0875-54-3096

8：00～19：00

無

会員及び家族

代表者と相談の上、サービス

暮らし

工事等

山尾板金工作所

善通寺市大麻町2063‐3

0877‐62‐2412

8:00～18:00

日曜日

会員及び家族

施工金額の5％割引

暮らし

工事等

山上測量登記事務所

東かがわ市引田538-8

0879-33-3314

8:30～17:00

日曜日

会員及び家族

登記相談無料

暮らし

工事等

山野設備工業㈱

丸亀市田村町１１３２

0877-23-0151

8：30～17：00

日祭日

会員

粗品贈呈

暮らし

工事等

有限会社 秋山工業

高松市西山崎町２４５－１

087-886-6877

7：30～17：00

日曜日

会員

工事費の10％引き

暮らし

工事等

有限会社 塗工社

三豊市豊中町本山甲1408-4

0875-62-5005

8：00～17：00

日曜日

会員

購入金額の５％引き

暮らし

工事等

有限会社
大川瓦店

坂出市大屋冨町１７５３-３

0877-47-0310

8：00～17：00

不定休

会員

消火器１本

・屋根瓦葺替工事２００㎡以上

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

工事費5万円以上の場合

暮らし

工事等

有限会社田中土建

三豊市豊中町岡本2512

0875-62-2597

8：00～17：00

日曜日、祝日

会員及び家族

工事代金５％引き

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

（株）中野建設興業

高松市香南町由佐78番地2

087-879-2252

8：00～17：00

日曜日、祝日、第２・４土曜日

会員及び家族

工事代金の5％割引

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

(有)光栄商会

善通寺市吉原町119-2

0877-62-2138

9:00～18:00

日・祝日

会員

購入金額の5％割引

工事完了後

工事費10万円以上に限る。

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

暮らし

工事等

(有)吉原設備

善通寺市吉原町119-1

0877-62-3165

8:00～17:30

日曜日

会員

工事代金の5％割引

暮らし

工事等

吉田塗装工業

多度津町東白方２７５－７

0877-32-0325

08：00～18：00

なし

会員及び家族

工事金額の８％引き

値引きの最高額 ５万円まで

経費半額

・廃材廃棄物を片づけたい
・木の枝を切りたい
・大きくなりすぎた木を撤去したい
・塀が倒れかけていてどうにかしたい
・排水が悪くて困っているので改善したい
・水道管をすっきりさせたい
・草刈りをしてもらいたい
・郡家町内の物件に限る
高齢者でお困りの方是非ご相談くださ
い。見積もりします。

会員

備考

暮らし

工事等

㈱重成土建

丸亀市郡家町１３０６

0877-28-7628

8：00～17：00

暮らし

工事等

㈱十川組

三木町大字平木784番地2

087-898-3008

8：00～17：00

日曜日 年末年始
ゴールデンウィーク
夏季休暇（お盆）

会員
会員を含む団体全員
会員及び家族

暮らし

工事等

㈱祐工業

三木町大字氷上266番地6

087-891-1633

8：00～18：00

日曜日

会員を含む団体全員

工事金額の5％引き

工事１回につき

暮らし

工事等

㈲阿部建具店

坂出市川津町１１０－１

0877-46-8056

8:00～18:00

日曜日

会員及び家族

粗品贈呈

ご成約（1万円以上）

暮らし

工事等

㈲一健板金工業所

三木町大字氷上2165番地2

087-840-2877

9：00～17：00

土曜 日曜 祝日

会員及び会員の方の紹介

屋根・外壁工事を
見積金額より3％サービス
お客様紹介の場合ご成約
により、工事金額の1％を紹介者にプレゼント

暮らし

工事等

㈲タカシマ工芸

丸亀市柞原町５４０番地

0877-24-8950

8：00～17：00

日曜日・祝祭日

会員

粗品贈呈

10,000円以上の購入に限る

暮らし

工事等

㈲松木建具店

観音寺市村黒町375-1

0875-25-3843

8:00～17:00

日･祝祭日

会員及び家族

粗品贈呈

ご成約（1万円以上）

暮らし

工事等

㈲渡辺建設工業

三木町大字井上2385番地

087-898-6111

9：00～18：00

日曜・年末年始・お盆
長期休暇

会員及び家族

請負金額の3％引き

暮らし

工事等

㈲林原硝子店

高松市松島町二丁目２０－２

087-867-5077

8：30～18：00

日曜日

会員

総工事代金５％off（税抜）

外構工事/土木建築
見積金額より3％サービス
見積金額より値引きが生じた場合は、適
お客様紹介の場合ご成約により、工事金額
用除外
1％を紹介者にプレゼント

総工事費30，000以上対象

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

備考

暮らし

その他

NPO法人 Natural face

綾川町陶3312番地1

087-877-2025

9：00～19：00

土・日・祝祭日

会員

福祉車両の無料貸出

要事前予約

暮らし

その他

大野原中央公民館

観音寺市大野原町大野原1260番地1

0875-54-5711

8：30～22：00

年末、年始
（12/29～1/3）

会員

使用料の免除

消防団活動での施設利用に限る。
受付は平日のみ（8：30～17：15）

暮らし

その他

(株)オリーブ環境開発

土庄町上庄1352番地

0879-62-9193

8:00～18:00

日曜日

会員及び家族

一般廃棄物収集運搬作業費の5％引き

暮らし

その他

株式会社
労住協不動産センター

高松市松縄町１０７５番地３１

087-868-6868

8：50～17：20

年末年始・お盆
（１３・１４・１５）

会員及び家族

仲介手数料10％off

暮らし

その他

株式会社 宮西

高松市伏石町2172番地１

087-866-6063

9：00～17：00

不定休

会員

仲介手数料・購入金額の5％引き

暮らし

その他

観音寺共同福祉施設

観音寺市坂本町一丁目1番1号

0875-23-3944

9：00～22：00

月曜日、
国民の祝日、12/29～1/3

会員

施設利用料の免除

消防団活動での施設利用に限る

暮らし

その他

観音寺市中央公民館

観音寺市坂本町一丁目1番1号

0875-23-3944

9：00～22：00

月曜日、
国民の祝日、12/29～1/3

会員

施設利用料の免除

消防団活動での施設利用に限る

暮らし

その他

観音寺市働く婦人の家

観音寺市坂本町一丁目1番1号

0875-23-3944

9：00～22：00

月曜日、
国民の祝日、12/29～1/3

会員

施設利用料の免除

消防団活動での施設利用に限る

暮らし

その他

木村作不動産

東かがわ市湊1804-1

0879-25-4180

9:00～18:00

なし

会員及び家族

粗品贈呈

暮らし

その他

行政書士久米井好美
事務所

三木町大字井上2898番地

087-891-0801
090-8699-5176

8：00～19：00

なし（予約希望）

会員及び家族並びに知人友
人

車庫証明1台5000円
※県証紙2500円を含む

暮らし

その他

行政書士法人
香川県総合行政事務センター

高松市松福町２丁目７番11号

087-823-8222

8：30～17：00

土日祝祭日

会員及び家族

(初回）相談料無料

暮らし

その他

國村公認会計士事務所

高松市木太町1870-1

087-813-0826

9：00～17：00

土日祝（事前に相談いただけ
れば対応します）
年末年始、お盆

会員及び家族

①初回相談料通常３０分無料のところ１時間
に延長
②報酬の１０％オフ

暮らし

その他

財田黒川郵便局

三豊市財田町財田上6292-2

0875-67-2100

9:00～17:00

土日祝日年末

会員

粗品贈呈

暮らし

その他

櫻萬（さくらまん）

高松市栗林町２丁目８－４

087-831-6553

8：30～18：00

土・日・祭日

会員

仲介手数料の5％引き

不動産売買・賃貸契約に伴う仲介手数料
を対象

高松東警察署管内に限定

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

暮らし

その他

四国システム印刷
株式会社

宇多津町1670番地

0877-49-0142

8:30～17:30

土日祝

会員

購入金額5％引き

暮らし

その他

瀬戸内クリーンサービス有限会社

高松市庵治町６３９１－６３

087-870-3876

7：00～14：00

土・日曜

会員

ゴミ収集金額から10％引き

暮らし

その他

善通寺大麻郵便局

善通寺市大麻町1955‐4

0877‐62‐1909

9:00～16:00

土日祝日年末年始

会員及び家族、知人

30㎝ゴールドポスト貯金箱贈呈

暮らし

その他

染匠 吉野屋

琴平町286

0877-75-2628

9:00～18:00

水曜日

会員

粗品贈呈

暮らし

その他

竹田石産
有限会社

坂出市寿町１丁目４-３３

0877-45-4565

9：00～18：00

なし

会員及び家族

雑貨 １０パーセントOFF

暮らし

その他

富田自転車店

三木町大字氷上232番地

087-898-0362

8：00～18：30

日曜日

会員

パンク修理代
1300円→1000円

暮らし

その他

ニッサン総合保険企画株式会社

高松市今里町311番地１６

087-865-1288

9：00～18：00

日・祝祭日と第２土曜・
他の土曜は午後休み

会員及び家族

出張相談１時間無料

暮らし

その他

樋口卓也税理士事務所

高松市一宮町７６６－１ 宮本ビル１Ｆ

087-813-7845

8:45～17:30

土、日、祝日

会員

初回相談無料

暮らし

その他

丸亀町壱番街駐車場

高松市内町2-1

087-811-5235

24時間

年中無休

会員

駐車料金の1時間無料サービス

・管理人室で料金精算時に会員証をご提
示いただくと、駐車料金を1時間無料。出
庫前に管理人室にてご精算。
・会員証の他に、運転免許証等の本人確
認書類の提示をお願いする場合あり。

駐車料金の1時間無料サービス

・管理人室で料金精算時に会員証をご提
示いただくと、駐車料金を1時間無料。出
庫前に管理人室にてご精算。
・会員証の他に、運転免許証等の本人確
認書類の提示をお願いする場合あり。

暮らし

その他

丸亀町町営北駐車場

高松市磨屋町10-2

087-821-1013

24時間

年中無休

会員

備考

かんぽ月額1万円以上
ゆうちょ定額定期300万円以上

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

備考

暮らし

その他

丸亀町町営第4駐車場
（丸い亀さん。）

高松市亀井町1-2

087-812-2620

24時間

年中無休

会員

駐車料金の1時間無料サービス

・管理人室で料金精算時に会員証をご提
示いただくと、駐車料金を1時間無料。出
庫前に管理人室にてご精算。
・会員証の他に、運転免許証等の本人確
認書類の提示をお願いする場合あり。

暮らし

その他

宮崎表具店

丸亀市飯山町東小川８３８－１

0877-98-3647

9：00～17：30

会員及び家族

購入金額の5％引き

暮らし

その他

有限会社 大熊不動産

高松市松島町３丁目２６番２３

087-861-3490

9：00～18：00

土・日曜日

会員

手数料の5％引き

暮らし

その他

有限会社 ごとう

坂出市本町１丁目５-１５

0877-44-2101

9：00～18：00

日・祭日

会員

粗品贈呈

暮らし

その他

有限会社 コミュニティ商会

高松市三名町７３７－７

087-866-0945

9：00～（翌）5：00

日・祭日

会員

粗品贈呈

暮らし

その他

有限会社 大研

高松市上林町５０２番地３

087-888-2018

7：00～18：00

日・祝日

会員

一部商品は除く

暮らし

その他

有限会社たなか
パソコンサポートADD-IN

三豊市詫間町詫間3913番地1

0875-24-8285

9：00～18：00

日曜日、祝日

会員及び家族

不具合診断料1,000円引き

暮らし

その他

㈱キューブ

丸亀市飯山町東坂元433番地

0877-98-3485

9：00～18：00

土日、祝日

会員及び家族

パソコン修理・設定の基本料金＋技術料か
ら10％引き

暮らし

その他

㈱ミスター・クリーン

丸亀市垂水町3280番地1

0120-36-1559

無し

会員及び家族

清掃作業に関し5％引

部品代は除く

