
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

買う 日用品等 朝川文具店 三木町大字池戸3413番地 087-898-4697 8：30～18：30 日曜日 会員及び家族
スマイル遊カード

ポイント4倍

買う 日用品等 かせや 三木町大字鹿伏195番地 087-898-8939 10：00～20：00 第1・3・5　火曜日 会員及び家族
購入金額の5％引き
(化粧品・靴・学生服）

割引商品、催事は除く
他のサービス券との併用不可

買う 日用品等 高重文具店 三木町大字平木198番地1 087-898-0149 8：30～18：00 土曜日・日曜日・祝日 会員及び家族
スマイル遊カード

ポイント2倍

買う 日用品等 谷川木工芸 三木町大字下高岡1089番地2 087-898-0564 8：00～17：00 不定休 会員及び家族 購入金額の5％引き

買う 日用品等 中村産業　株式会社 三木町大字氷上385番地5 087-898-2553 8：30～17：30
第1・3土曜・日曜

・祝日
会員及び家族 購入金額の10％引き

買う 家具・家電 ａｕショップ三木店 三木町大字氷上782番地1 0800-700-2627 10：00～20：00 無休 会員のみ
携帯ご購入と同時購入の場合、携帯充電器を

無料プレゼント

買う 家具・家電 北谷表具店 三木町大字井上933番地5 087-898-4716 8：00～17：00 日曜日 会員のみ 購入金額の2％引き

買う
お菓子・食

材
COFFEE ROASTER

K-ship
三木町大字池戸2903番地1 087-814-5457 10：00～19：00 水曜日 会員のみ

珈琲豆の購入代金から
5％割引

店内で珈琲豆を1000円以上お買い上げの方
ギフト対象外

買う
お菓子・食

材
御菓子処　いわぶ 三木町大字鹿伏3番地12 087-898-5533 8：00～19：00 火曜日 会員のみ 粗品贈呈 3000円以上お買い上げの方のみ

買う
お菓子・食

材
タカラブネ 三木町大字鹿伏310番地 087-898-7702 9：30～20：00 元旦 会員のみ 誕生日ケーキ20％ＯＦＦ

会員様誕生日の前後3日間
生年月日の確認できる身分証明書を提示する

買う
お菓子・食

材
多田鮮魚店 三木町大字田中3834番地 087-898-0525 9：00～18：00 不定休 会員のみ 購入金額の5％引き 2000円以上買い物のみ

買う
お菓子・食

材
橋本米穀店 三木町大字田中3832番地10 087-898-1618 7：00～19：00 日曜日 会員のみ ポン菓子1袋無料

買う
メガネ・時
計・宝石

メガネの三城　三木町氷上店 三木町大字氷上1262番地1 087-898-0801 10：00～19：30 なし
・会員及び家族

・会員を含む団体全員
メガネ・補聴器・化粧品5％割引

・一人様10,000円以上購入の際に限る。
・一部商品は除く

・他のサービス券との併用不可

買う
スポーツ

用品
有限会社　オサカスポーツ 三木町大字鹿伏450番地1 087-898-7760 9：00～19：00 日曜日 会員を含む団体全員 20％OFF 2000円以上お買い上げの方

買う その他 Shirayama green 三木町大字下高岡2574番地1 087-898-6030 9：30～19：00 なし 会員のみ 随時変更 なし

買う その他 お花屋さん　nakai 三木町大字鹿伏310番地 087-898-7708 9：30～20：00 元旦 会員及び家族 ベルシティポイントカード2倍 １人様1000円以上お買い上げの方

買う その他 カメラのワタナベ 三木町大字鹿伏310番地 087-898-7711 9：30～20：00 元旦 会員のみ
デジカメプリントＬ判100枚以上

注文で１枚当り28円



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

買う その他 ワタナベスタジオ 三木町大字氷上401番地5 087-898-1822 9：00～19：00 水曜日 会員のみ デジタルプリント10％引き

買う その他 有限会社　宇坪屋本店 三木町大字平木207番地 087-898-0030 9：00～19：00 5日、15日、25日 会員及び家族
スマイル遊カード

ポイント3倍
衣類、学生服等の
販売をしております

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
Thank you 三木町大字池戸3346番地1 087-898-0001 11：00～23：00 日曜日 会員のみ

ライス大盛り無料
パスタ大盛り無料

他のサービスとの併用不可

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
zazu plantes et café 三木町大字氷上1970番地5 087-816-8833 9：00～17：00

金曜日
第1木曜日
第3土曜日

会員のみ
ランチを食べた方の食後の
ドリンク又はアイスクリーム

無料

11：00～14：00までの
ランチの間に限る

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
カフェ　バンブー 三木町大字鹿伏208番地3 087-864-4377 7：30～17：00 水曜日 会員のみ タイムランチ50円引き

三木町消防団員の方限定
平日のみ（土日祝祭日）

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
輪楽 三木町大字井上2372番地4 090-3188-9740 8：30～17：00 月曜日 会員及び家族

Ｂランチ（１０００円）につき
ドリンク１杯無料

食べる・飲む 居酒屋等 居酒屋　良ちゃん 三木町大字上高岡349番地 087-898-8858 17：30～23：00 日曜日

食べる・飲む 居酒屋等 山楽 三木町大字池戸3317番地1 087-898-8338 18：00～23：00 水曜日 会員を含む団体全員
お1人様3,000円以上の飲食に限る

ドリンク一杯無料

食べる・飲む
レストラ

ン・食堂等
讃岐手もみらぁ麺　笑店 三木町大字氷上14番地1 087-898-2917 11：00～20：00 火曜日

会員を含む
団体・家族

購入金額の5％引き

食べる・飲む
レストラ

ン・食堂等
つくし食堂 三木町大字下高岡2444番地1 087-898-4056

11：00～15：00
17：00～21：00

日曜日 会員及び家族 定食50円引き

食べる・飲む
レストラ

ン・食堂等
豚太郎　三木店 三木町大字鹿伏318番地8 087-898-7056 11：30～24：00 第2・第4　火曜日

会員1名につき
同伴者2名程度

定食に限り50円引き 土日祝祭日は除く。

食べる・飲む
レストラ

ン・食堂等
レストランまんじゃーれ 三木町井戸2316番地4 087-864-4025 11:30～22:00 月曜日 会員のみ ドリンク一杯無料 １人3,000円以上の食事予約に限る

食べる・飲む
レストラ

ン・食堂等
和diningまるこう 三木町大字平木76番地9 087-898-0249 17：30～22：00 火曜日 会員のみ 随時変更

食べる・飲む
レストラ

ン・食堂等
株式会社　丸幸 三木町大字平木76番地9 087-898-0249 17：30～22：00 不定休 会員のみ 随時変更

食べる・飲む
レストラ

ン・食堂等
ガスト　香川三木店 三木町大字氷上907番地1 087-840-2486

平日・日祝8：00～翌3：00
土曜8：00～翌4：00

無休 会員1名につき、同伴者5名まで プレミアムカフェ（ドリンクバー）を無料
・注文時に会員証を提示。

・他の優待券・割引券・WEB・携帯画面サービスと
の併用は不可。

未定（店舗にお問い合わせください）



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

食べる・飲む
お好み焼

き
お好み焼き　鹿 三木町大字平木１８番地１ 087-898-1940 11：00～14：00、17：00～20：00 月曜日・火曜日 会員のみ 食事代金の1割引き

食べる・飲む
ファースト

フード
ピザ・ロイヤルハット　高松南店 三木町大字池戸2919番地1 087-891-1118 11：00～22：00 なし 会員のみ 1,000円お買上げ毎にドリンク１本サービス

食べる・飲む
ファースト

フード
ミスタードーナツ高松三木ショップ（㈱マルタ

ケ）
三木町大字氷上913番地 087-840-2427 9：00～21：00 無休 会員

ドーナツ6個以上のお買い上げでポンデリング
シリーズの中から1個プレゼント

一部対象外商品あり

食べる・飲む 焼肉 焼肉五苑（㈱マルタケ）　三木店 三木町大字鹿伏210番地1 087-840-2955 17：00～24：00 なし 会員を含む団体全員 ファーストソフトドリンクサービス 他の特典併用不可

遊ぶ・学ぶ
温泉・入浴

施設
トレスタ白山 三木町大字下高岡972番地30 087-898-8881

10：00～21：00
火曜日　13：00　開館

なし 会員1名につき、同伴者2名まで
・入浴大人600円→500円
・入浴小人300円→200円・

遊ぶ・学ぶ カラオケ カラオケ　出広 三木町大字池戸1922番地4 090-2785-4712 11：30～22：30 月曜日 会員を含む団体全員
・カラオケチケット購入にサービス

・ポイントカード

遊ぶ・学ぶ カラオケ カラオケ　バナナクラブ＆ビッグエコー三木店 三木町大字氷上958番地3 087-898-8839
月～木、日祝11：00～翌3：00

金、土、祝前日11：00～翌5：00
なし 会員を含む団体全員

・室料20％割引
※フリータイム及びパック・飲み放題コースな

どをご利用の方は総額の10％割引

きれい・健やか 理美容 髪きり屋　ザク 三木町大字氷上1934番地16 087-898-8231 9：00～20：00 日曜日 会員のみ 3000円以上500円引き

きれい・健やか 理美容 サロン・ド・TADA 三木町大字氷上4072番地3 087-898-3209 8：00～19：00
毎月　日曜

第1,3　火曜日
会員のみ

フェイシャルマッサージ
(角質取りとパック付）

きれい・健やか 理美容 美容室　かのん 三木町大字井戸1968番地3 087-898-6719 9：00～18：00
毎週月曜日
第1・3日曜日

会員のみ
男性のカット・シャンプー込み

2500円

きれい・健やか 理美容 ヘアー　サロン　もり 三木町大字上高岡2160番地2 087-899-0605 8：00～19：00
月曜日

第1第3・火曜日
会員のみ ヘッドスパ無料 調髪された方

きれい・健やか 理美容 理容　おかむら 三木町大字平木83番地3 087-898-0767 8：00～19：00
月曜日

第1・第3は
月、火曜日連休

会員のみ 理容料金の10％引き 2000円以上の料金に対してのみ

きれい・健やか 理美容 理容プラージュ　さぬき三木店 三木町大字氷上918番地1 087-891-1955 8：00～19：00
無休

（ただし、正月三が日は除く）
会員のみ

カットされた方にヘッドスパ通常1,200円相当を
無料

きれい・健やか
スポーツ

施設
㈱ジャパンスイミングスクール三木 三木町大字田中１０９番地１ 087-898-7555 10：00～22：00 月曜日 会員のみ 入会金100％ｏｆｆ

きれい・健やか
スポーツ

施設
サンサン館みき 三木町大字氷上2940番地1 087-891-0333 9：30～21：30

毎週火曜日
（12月28日～1月3日）

会員のみ
トレーニング室利用料金を
1回320円のところを210円

に値引き



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 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

なし 会員のみ
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

なし 会員のみ
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 金融機関 香川県農業協同組合　井戸出張所 三木町大字井戸4136番地1 087-898-6474 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
（2019年4月1日から2022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
（2019年4月1日から2022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 金融機関 香川県農業協同組合　三木町支店 三木町大字氷上364番地1 087-891-1012 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
（2019年4月1日から2022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
（2019年4月1日から2022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 金融機関 香川県農業協同組合　田中支店 三木町大字田中3828番地2 087-898-1311 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
（2019年4月1日から2022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
（2019年4月1日から2022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 金融機関 香川県農業協同組合　氷上支店 三木町大字氷上2829番地1 087-898-0103 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
（2019年4月1日から2022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
（2019年4月1日から2022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 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 金融機関 高松信用金庫　三木支店 三木町大字平木2番地2 087-898-1221 9：00～15：00 土・日曜日、祝日 会員

融資商品4商品のご融資利率をそれぞれ年▲
0.20％優遇。
※以下､4商品

・自動車ローン【マイカーローン】【ニューオート
ローン】

・リフォームローン【リフォームローン】
・教育ローン【新YOU学ローン（当貸型）】

・新規契約に限る。
・一部、他の金利優遇サービスと併用できないもの

もあり。

暮らし 金融機関 香川銀行　三木支店 三木町大字氷上482－1 087-898-7277 9:00～15:00
土日祝

12/31～1/3
会員証を提示した会員

次の条件にて、金利優遇定期預金を受入れい
たします。

・預入期間　1年（期間経過後は通常の定期預
金として自動継続します）

・預入金額　お一人様100万円まで
・金利　スーパー定期店頭表示利率＋0.1％

暮らし 金融機関 百十四銀行　医大前出張所 三木町大字池戸1750－8 087-898-6114 9：00～15：00 土、日、祝日、年末年始 会員証を提示した会員

①無担保証貸ローン（マイカーローン、教育
ローン、フリーローン）の優遇金利適用。

114ディーシーカード保証付無担保証貸ローン
の各基準金利（固定金利）より年0.10％引き下
げる。ただし、無担保証貸ローン特別金利キャ
ンペーン時に適用される金利との併用は行わ

ない。
②スーパー定期の優遇金利適用。

1年もの定期預金店頭標準金利に年0.10.％上
乗せ。ただし、金利の上乗せは当初預入期間
に限定し、満期日以降は店頭表示金利を適用

する。、

暮らし 金融機関 百十四銀行　三木支店 三木町大字池戸2786―12 087-898-1141 9：00～15：00 土、日、祝日、年末年始 会員証を提示した会員

①無担保証貸ローン（マイカーローン、教育
ローン、フリーローン）の優遇金利適用。

114ディーシーカード保証付無担保証貸ローン
の各基準金利（固定金利）より年0.10％引き下
げる。ただし、無担保証貸ローン特別金利キャ
ンペーン時に適用される金利との併用は行わ

ない。
②スーパー定期の優遇金利適用。

1年もの定期預金店頭標準金利に年0.10.％上
乗せ。ただし、金利の上乗せは当初預入期間
に限定し、満期日以降は店頭表示金利を適用

する。、

暮らし
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

電話での予約を必要とする。

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
有限会社　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



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　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％Ｏ
ＦＦ

暮らし
自動車整

備
有限会社　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 冠婚葬祭 ベルモニー会館 三木 三木町大字氷上770番地1 087-867-4441 10：00～20：00 年中無休 会員と家族（二親等迄）
・会館使用料　20％割引
・祭壇料金　20％割引

（祭壇生花は除く）

・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
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

三好建設工業　株式会社 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

株式会社　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 工事等 緑造園興業　株式会社　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 株式会社　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

外構工事/土木建築
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
1％を紹介者にプレゼント

見積金額より値引きが生じた場合は、適用除外

暮らし 工事等 株式会社　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 有限会社　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 有限会社　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 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
高松東警察署管内に限定

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 会員のみ
パンク修理代

1300円→1000円


