
消防団員応援制度事業所一覧表 令和4年4月1日　現在

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 (有)ウジハラ 東かがわ市引田2380-5 0879-33-3140 8:30～18:30 日曜日 会員 ポイント2倍 一部商品は除く

買う 日用品等 ｓａｒｔｏ　Ａｒｉｍａ 東かがわ市三本松1526-1 0879-25-0314 9:00～20:00 木曜日 会員 購入金額の5%割引 一部商品は除く

買う 日用品等 香川の手袋アウトレット店 東かがわ市湊1810-1 0879-25-3208 10:00～18:00 年末年始 会員 粗品贈呈

買う 日用品等 素敵を売るブティック　クープ 東かがわ市三本松576-1 0879-24-1020 10:00～19:00 日曜日 会員及び家族 購入金額の5％割引 セール品は除く

買う 日用品等 トミダ靴店 東かがわ市三本松680-61 0879-25-2705 9:00～19:00 木曜日 会員 購入金額の5%割引 全商品

買う 日用品等 (有)朝田屋呉服店 東かがわ市三本松680-21 0879-25-2042 9:30～19:30 木曜日 会員及び家族 購入金額の8％割引

買う 日用品等 (有)アベ文具 東かがわ市三本松680-46 0879-25-4821 9:00～18:00 日曜日、祝日 会員 購入金額の5%割引・ポイント2倍

買う 日用品等 ㈱JRプロダクツ 東かがわ市伊座695-1 0879-25-5078 9:00～17:00 社内カレンダーによる 会員 粗品贈呈 オートバイ用手袋購入に限る

買う 日用品等 ㈱ハリカ三本松店 東かがわ市川東55 0879-25-6006 9:00～19:00 年中無休 会員及び家族 購入金額の5%割引

買う 日用品等 ㈱文遊館 東かがわ市湊815-2 0879-23-0222 10:00～20:00 元旦 会員及び家族 購入金額の10％割引 一部商品は除く

買う 日用品等 ㈱マツシタ　三本松小売部 東かがわ市三本松680-60 0879-25-0128 9:00～19:00 元旦 会員 購入金額の10％割引 一部商品は除く

買う 家具・家電 ａｕショップ三本松 東かがわ市川東68-1 0800-700-2610 10：00～20：00 無休 会員
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 (有)タムラ家具店 東かがわ市三本松1903-2 0879-25-0603 9:00～18:00 木曜日 会員 粗品贈呈 購入に限る

買う
お菓子・食

材
菓子処　六車 東かがわ市松原36 0879-25-4634 9:00～19:00 火曜日 会員 日替りお菓子贈呈 2,000円以上購入に限る

買う
お菓子・食

材
(有)榎商店 東かがわ市三本松680-97 0879-25-3008 9:00～19:00 木曜日 会員 ポイント2倍 一部商品は除く



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

買う
お菓子・食

材
(有)てつや商店 東かがわ市三本松638-6 0879-25-2936 9:30～19:30 なし 会員 ポイント5倍

買う
乗り物関

係
香川ダイハツ販売(株)東かがわ店 東かがわ市西村1486-1 0879-25-2931 10：00～18：30 水曜日 会員

・車検、安心点検、12ヶ月点検時：オイル無料・
工賃10％引き

・板金塗装：工賃10％引き
入庫時に会員証の提示が必要

買う
乗り物関

係
スズキ自販香川　大内営業所 東かがわ市落合448-1 0879-25-6011 10：00～18：00 毎週火曜日・毎月第1水曜日 会員及び家族

当社拠点で、新車購入の場合、「緊急脱出セッ
ト」6,048円分をプレゼント

新車1台につき1セット

買う
乗り物関

係
日産プリンス香川販売㈱　東かがわ店 東かがわ市土居町38-1 0879-25-5131 9：00～18：00 水曜日 会員及び家族

・新車購入時、ディーラーオプション5万円分
（税込）プレゼント

・入庫時、整備代金5％引き
他の特典との併用不可

買う 燃料
JA香川県オートエナジー　ジャスポート大

内SS
東かがわ市落合199番地1 0879-25-1171

平日　7：00～22：00
日・祝　7：00～22：00

HPで確認してください。
https://jakae.co.jp/index.htm

l
会員

・セルフSS：（現金のみ）
現金フリー価格より3円/ℓ引き

・会員証呈示によりVIPカードを発行することによる
値引き

・ポイント制度あり

買う 燃料
JA香川県オートエナジー　ジャスポート白

鳥SS
東かがわ市湊1355番地1 0879-25-1161

平日　8：00～20：00
日・祝　8：00～20：00

HPで確認してください。
https://jakae.co.jp/index.htm

l
会員

・セルフSS：（現金のみ）
現金フリー価格より3円/ℓ引き

・会員証呈示によりVIPカードを発行することによる
値引き

・ポイント制度あり

買う 燃料 三浦プロパン商会 東かがわ市三本松252 0879-25-2338 8:30～17:30 日曜日 会員 粗品贈呈

買う その他 ナカザワさくら堂 東かがわ市三本松680-103 0879-25-2008 9:00～19:00 1月1日・2日 会員 ポイント2倍

買う その他 丸木畳店 東かがわ市松原16-7 0879-25-3056 8:00～18:00 不定休 会員 購入金額の5%割引

買う その他 淀つりぐ店 東かがわ市三本松2094-1 0879-24-0481 4:00～20:00 なし 会員 購入金額の3％割引 3,000円以上購入に限る

食べる・飲む うどん店 ㈱日根 東かがわ市三本松680-47 0879-25-4670 9:00～19:00 なし 会員 ポイント2倍

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
喫茶　エリート 東かがわ市川東97-1 0879-25-4505 8:00～19:00 月曜日 会員 コーヒー又は紅茶1杯無料 食事の後に限る

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
喫茶イーグル 東かがわ市引田785-2 0879-33-3535 7:00～19:30 日曜日 会員を含む団体全員 ドリンク注文した方におかしサービス



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
喫茶・軽食

等
喫茶リバープール 東かがわ市引田9-1 0879-33-5562 9:00～19:00 年中無休 会員及び家族 ライス大盛りにて対応

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
ジュネーブ 東かがわ市馬篠320-16 0879-25-5599 8:00～17:00 金曜日 会員 ドリンク1杯無料 定食に限る

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
ダンケ 東かがわ市松原1769-1 0879-24-0893 6:30～19:00 月2回月曜午後 会員 お食事代金総額の5%割引 お食事のみ、タイムランチ除く

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
ラブストーリー 東かがわ市湊814-5 0879-25-9730 7:00～13:00 日曜日 会員 モーニングが終わってもモーニングを販売

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
珈琲＆ギャラリーパルコ 東かがわ市横内852-1 0879-24-2483 8:00～17:00 土曜日 会員 コーヒー50円引

食べる・飲む 居酒屋等 一粒 東かがわ市帰来530-1 0879-24-0780 17:00～2:00 火曜日 会員 お食事代金総額の3%割引

食べる・飲む 居酒屋等 アゲイン 東かがわ市三本松680-57　2F 0879-25-4619 19:00～24:00 日曜日
会員1名につき同伴者2名ま

で
付き出し（一品）サービス

食べる・飲む 居酒屋等 居酒屋　あうん 東かがわ市三本松32-3 0879-25-7118 16:00～22:30 水曜日・第3木曜日 会員を含む団体全員 お食事代金総額の5％割引

食べる・飲む 居酒屋等 居酒屋　冨 東かがわ市三本松719-1 0879-25-6131 18:00～23:00 火曜日 会員を含む団体全員 お食事代金総額の5%割引

食べる・飲む 居酒屋等 居酒屋　浪漫 東かがわ市三本松680-57　1F 0879-26-0602 18：00～24：00 水曜日 会員を含む団体全員 購入金額5%引き

食べる・飲む 居酒屋等 御食事処　まるいち 東かがわ市三本松680-92 0879-24-0394 17:00～24:00 不定休
会員1名につき同伴者2名ま

で
ライス大盛り無料

食べる・飲む 居酒屋等 スナック　あかね 東かがわ市三本松680-113　1Ｆ 0879-25-1653 19:00～24:00 祝日 会員 ボトル1本サービス 5名様以上の団体に限る

食べる・飲む 居酒屋等 スナック　いこま 東かがわ市帰来530-1 0879-25-5070 18:30～2:00 火曜日 会員 ドリンク1杯無料 一人様3,000円以上の飲食に限る



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

食べる・飲む 居酒屋等 スナック　来夢 東かがわ市三本松680-125 0879-24-2150 19:00～24:00 不定休 会員 カラオケ無料 会員5名以上

食べる・飲む 居酒屋等 スナック　シーズン 東かがわ市三本松680-13 0879-24-1951 20:00～24:00 日曜日 会員 ドリンク1杯無料

食べる・飲む 居酒屋等 スナック　智 東かがわ市三本松680-153 0879-25-9264 19:00～24:00 月・火曜日 会員 カラオケ無料

食べる・飲む 居酒屋等 スナック　ドリーム 東かがわ市三本松680-180　2Ｆ 0879-25-8291 18:30～24:00 日曜日・祝日 会員を含む団体全員 お食事代金総額の5％割引

食べる・飲む 居酒屋等 スナック　バービー 東かがわ市三本松1527-3 0879-26-1990 20:00～24:00 年中無休 会員を含む団体全員 ドリンク1杯無料

食べる・飲む 居酒屋等 スナック　リスタ 東かがわ市三本松680-51 0879-24-1056 19:00～23:00 日曜日 会員 カラオケ無料

食べる・飲む 居酒屋等 大衆酒場　ばろん 東かがわ市三本松680-113 0879-25-0373 17:00～23:00 日曜日 会員を含む団体全員 一品サービス

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
Pａｓｓｏ（パッソ） 東かがわ市三本松680-113　2Ｆ 0879-25-1678 17:30～22:00 月曜日 会員及び家族 ドリンク1杯無料 １人2,000円以上の飲食に限る

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
醤（ひしお） 東かがわ市引田2163 0879-33-3735

11:00～14:00
17:00～21:00

水・木曜日 会員及び家族
昼：コーヒサービス

夜：お食事代金総額の10％割引
４名以上

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
プレッソ　古川 東かがわ市馬篠696-1 0879-25-5109 9:00～20:00 年末年始 会員及び家族 ドリンク1杯無料 ランチに限る

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
(有)大磯 東かがわ市三本松222-5 0879-25-2204 11:00～23:00 なし 会員を含む団体15名以上 ビール5本サービス 一人様3,000円以上の飲食に限る

食べる・飲む
レストラン・

食堂等
レストランオリエンタル 東かがわ市三本松680-126 0879-25-0793

11:30～13:30
17:00～20:30

水曜日、土曜日の昼 会員
コーヒーを除くソフトドリンク1杯無料、ライス大

盛り無料
昼営業時間のみ

食べる・飲む
お好み焼

き
お好み焼き　あかぐら 東かがわ市川東11 0879-24-2457 17:00～21:00 月曜日 会員及び家族 ドリンク1杯無料



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

食べる・飲む 寿司 一心 東かがわ市三本松676-4 0879-25-5339 17:00～21:30 水曜日・第3火曜日 会員及び家族 一品サービス 土日祝祭日は除く

食べる・飲む 寿司 うつみ寿司 東かがわ市白鳥1372-7 0879-25-3942 8:00～17:00 月曜日 会員を含む団体全員 購入金額の5％割引

食べる・飲む 焼肉 ステーキハウス四季 東かがわ市三本松680-111 0879-25-2478 11:30～22:00 月曜日 会員 ソフトドリンクもしくはコーヒ1杯無料 一人様3,000円以上の飲食に限る

食べる・飲む 焼肉 焼肉　味道良 東かがわ市湊809-1 0879-25-3334
11:30～14:00
17:00～22:00

火曜日 会員 ドリンク1杯無料

食べる・飲む 焼肉 焼鳥　鳥好 東かがわ市三本松539 0879-24-0888 17:00～23:00 水曜日 会員を含む団体全員 お食事代金総額の5%割引 割引上限1団体2,000円

食べる・飲む 焼肉 炭火焼肉味道源 東かがわ市三本松680-69 0879-25-3336
11:30～14:30
17:00～22:30

月曜日（祝日の場合は翌日） 会員 ドリンク1杯無料 一人前3,000円以上の飲食に限る

遊ぶ・学ぶ その他 しろとり動物園 東かがわ市松原2111 0879-25-0998 9：00～17：00 無休 会員及び家族

【平　日】大人1,300円→1,100円
　　　　　  小人600円→550円
【土日祝】大人1,500円→1,300円
　　　　　  小人700円→650円

きれい・健やか 理美容 カットサロン　モダン 東かがわ市白鳥476-5 0879-24-1157 8:00～19:00 月曜日・第1・3日曜日 会員 ドリンク1杯無料

きれい・健やか 理美容 理容　山﨑 東かがわ市横内645-3 0879-25-9937 9:00～19:00 月曜日・第１第３日曜日 会員 コーヒー無料

暮らし 金融機関 香川県農業協同組合 相生支店 東かがわ市馬宿242-4 0879-33-2570 9：00～15：30
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、かつ実効となったも
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
扱店舗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 引田支店 東かがわ市引田513-1 0879-33-2540 9：00～15：30
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、かつ実効となったも
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
扱店舗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 白鳥支店 東かがわ市湊1353-1 0879-25-2266 9：00～15：30
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、かつ実効となったも
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
扱店舗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 誉水支店 東かがわ市中筋45-1 0879-25-2674 9：00～15：30
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、かつ実効となったも
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
扱店舗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 大内丹生支店 東かがわ市土居68-1 0879-25-2371 9：00～15：30
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、かつ実効となったも
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
扱店舗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　三本松支店 東かがわ市三本松609-1 0879-25-7111 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　三本松支店 東かがわ市三本松661-6 0879-25-2121 9:00～15:00
土日祝

12/31～1/3
会員証を提示した会員

次の条件にて、金利優遇定期預金を受入れい
たします。

・預入期間　1年（期間経過後は通常の定期預
金として自動継続します）

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

暮らし 金融機関 香川銀行　白鳥支店 東かがわ市松原630-10 0879-25-3381 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％



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
百十四銀行
引田支店

東かがわ市引田７５６－１ 0879-33-2560 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
白鳥支店

東かがわ市湊１８３８－１ 0879-24-1141 9：00～15：00 土、日、祝日、年末年始 会員証を提示した会員

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

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

ない。
②スーパー定期の優遇金利適用。

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

する。

暮らし 金融機関 百十四銀行　三本松支店 東かがわ市三本松６８０－２２ 0879-24-0114 9：00～15：00 土、日、祝日、年末年始 会員証を提示した会員

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

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

ない。
②スーパー定期の優遇金利適用。

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

する。

暮らし
自動車整

備
(有)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
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
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

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
㈲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 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



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 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 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 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


