
消防団員応援制度事業所一覧表

16 暮らし
自動車整

備
有限会社安冨自

動車
加茂町 甲７２３－５ 0877-47-2333

8：00～18：
30

日祝祭日 ・会員及び家族 ①車検整備工賃３０パーセント引き ・台数制限なし

18 暮らし
自動車整

備
ミスタータイヤマン

坂出店
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

19 暮らし
新築・リ
フォーム

ＭＡＤＯショップ
坂出川津町店

川津町 １１０－１ 0877-46-8056
8：00～18：

00
日曜日 ・会員及び家族 ①粗品贈呈 ・ご成約（１万円以上）

24 暮らし
新築・リ
フォーム

株式会社 谷本建
設

加茂町 甲４５６－４ 0877-35-7518
9：00～18：

00
日曜日 ・会員

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

27 暮らし その他 KBN 株式会社 京町 １丁目６番３７号 0877-46-5000
9：00～20：

00
なし ・会員及び家族

①STB（デジタルチューナー）
　 購入時５パーセント引き

・他のキャンペーンとの併用不可

31 暮らし
新築・リ
フォーム

有限会社
八束組

府中町 ５８０８－９ 0877-48-0317
8：00～17：

00
日曜・祝

日
・会員及び家族

①新築成約時に住宅用消火器
   プレゼント

62 暮らし
自動車整

備

有限会社
鎌田モータース商

会
宮下町 ４番４号 0877-46-3260

8：00～17：
00

日・祝日 ・会員 ①オイル交換 ５００円引き

65 暮らし
自動車整

備
川井モータース 高屋町 ７８０-１ 0877-47-0306

8：00～17：
00

日・祝祭
日

第２土曜
日

・会員 ①エンジンオイル交換５００円引き



66 暮らし
自動車整

備
有限会社

北山自動車
大屋冨町 ２０８０番地１ 0877-47-1271

9：00～18：
00

日・祭日 ・会員 ①オイル交換 ５００円引き

67 暮らし 工事等
有限会社
大川瓦店

大屋冨町 １７５３-３ 0877-47-0310
8：00～17：

00
不定休 ・会員 ①消火器１本 ・屋根瓦葺替工事２００㎡以上

70 暮らし 冠婚葬祭 あおいホール 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

①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

71 暮らし 冠婚葬祭
株式会社

あおい葬祭
久米町 １丁目２番４４号 0877-46-8843

8：30～18：
30

不定休 ・会員
①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

78 暮らし その他 有限会社 ごとう 本町 １丁目５-１５ 0877-44-2101
9：00～18：

00
日・祭日 ・会員 ①粗品贈呈

95 暮らし 工事等 ㈲阿部建具店 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）

96 暮らし
新築・リ
フォーム

㈲太陽商会　　　　
MADOショップ坂

出中央店
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）

117 暮らし
自動車整

備
㈲白潟商会 林田町 3463番地2 0877-47-0730

7：00～19：
30

なし 会員及び家族 粗品贈呈



129 暮らし
自動車整

備
大和自動車工業

株式会社
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

132 暮らし
自動車整

備
北村自動車 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

134 暮らし 冠婚葬祭 坂出葬祭会館 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

・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

141 暮らし ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
さかえドライ㈱　イ

オン坂出店
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

142 暮らし ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
さかえドライ㈱　

JR坂出店
元町 1-1 0877-45-6090

8:00～19:00
（平日）

9:00～18：00
（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

144 暮らし 家事代行 ダスキン坂出支店 築港町 1-7-48 0877-46-1048
9：00～18：

00
土、日、

祝日
会員本人

下記のハウスクリーニングのメニューを
5％割引（税抜き標準価格）

・レンジフード￥17,000
・キッチン￥16,000

・浴室￥16,000
・洗面所・トイレ￥16,000

・エアコン￥12,000
・お掃除機能付きエアコン￥22,000

・各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。

149 暮らし 金融機関
香川県農業協同
組合 林田支店

林田町 494番地1 0877-47-0035 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
（2022年4月1日から2025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
（2022年4月1日から2025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。）

150 暮らし 金融機関
香川県農業協同
組合 王越支店

王越町乃生 846番地2 0877-42-0105 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
（2022年4月1日から2025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
（2022年4月1日から2025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。）



151 暮らし 金融機関
香川県農業協同
組合 松山支店

高屋町 1086番地3 0877-47-0311 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
（2022年4月1日から2025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
（2022年4月1日から2025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。）

152 暮らし 金融機関
香川県農業協同
組合 坂出市支店

駒止町 一丁目1番11号 0877-46-2683 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
（2022年4月1日から2025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
（2022年4月1日から2025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。）

153 暮らし 金融機関
香川県農業協同
組合 府中支店

府中町 5163番地3 0877-48-0811 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
（2022年4月1日から2025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
（2022年4月1日から2025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。）

154 暮らし 金融機関
香川県農業協同
組合 川津町支店

川津町 2943番地1 0877-46-1788 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
（2022年4月1日から2025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
（2022年4月1日から2025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。）

156 暮らし 冠婚葬祭
ベルモニー会館 

坂出
築港町 1-8-27 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。

157 暮らし 冠婚葬祭
ベルモニー会館 

福江
福江町 2-4-17 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。

159 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
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

160 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

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



161 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
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

162 暮らし 金融機関
香川銀行　坂出支

店
京町 1-2-6 0877-46-1666 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％

163 暮らし 金融機関
香川銀行　坂出東

支店
江尻町 1158-8 0877-45-6161 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％

164 暮らし 金融機関
高松信用金庫　坂

出支店
本町 3丁目6-14 0877-46-4459 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。

165 暮らし 金融機関
高松信用金庫　坂

出東支店
京町 2丁目5-29 0877-46-2334 9：00～16：00

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。

166 暮らし 金融機関
百十四銀行　坂出
支店・駒止支店

元町 ３―５―２８ 0877-46-1114 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。

167 暮らし 金融機関
百十四銀行　坂出

東部支店
京町 ２－４－４５ 0877-46-0114 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。

168 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

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。



171 暮らし 金融機関
観音寺信用金庫　

坂出支店
京町 ３丁目７番４１号

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

172 暮らし その他
（株）サカイ引越セ
ンター香川西支店

西大浜北 ３丁目１－１０ 0120-56-1141
8：00～19：

00
無し 会員及び家族

①法人価格の引越基本料金（人件費＋運
賃）より20％以上割引

②梱包資材無料（ご家財の量によります）
③訪問見積時に国産お米1ｋｇプレゼント

3/15～4/15の繁忙期は除く

173 暮らし 工事等 （株）木田工業 西大浜南 1丁目2番1号 0877-43-5586
8：00～17：

00
日曜日 会員 工事ご成約時10％割引 ご成約額1万円以上


