
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 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。）



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 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。）

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。、



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
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

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



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 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


