Ｈ２７．１．１現在

高齢者運転免許自主返納者 優遇店一覧 （坂出市）
大分類

小分類
バス

動く

優遇店名

所在地

電話番号

ホームページ

営業時間

http://www.kotosan.co.j
8:30～18:30
p

定休日

琴参バス

丸亀市土器町北2-77

0877-22-9191

無休

四国タクシー

坂出市築港町1-8-54

0877-46-4567

お問い合わせく
無休
ださい。

サンヨータクシー

坂出市江尻町745-1

0877-46-1010

お問い合わせく
無休
ださい。

瀬戸交通

坂出市瀬居町1334

0877-46-5266

お問い合わせく
無休
ださい。

大和タクシー

坂出市富士見町2-5-3

0877-46-0033

http://www.rakurakudai お問い合わせく
無休
wa.jp/
ださい。

府中タクシー

坂出市府中町969-1

0877-48-1222

お問い合わせく
無休
ださい。

スミレタクシー

坂出市元町1-5-27

0877-44-2000

タクシー

路線バス利用時に運賃半額
各営業所で発行する定期乗車券購入時も同様の取扱い。ただし、障害
者割引との併用はできない。

運賃１割引（年齢制限なし）

http://www.kbn.ne.jp/h お問い合わせく お問い合わ
ome/sumile/index2.htm ださい。
せください。

マルナカ 坂出店

坂出市江尻町北新開1166-1

0877-45-0050

http://www.marunaka.n
9:00～22:00
et/

イオン 坂出店

坂出市京町1-4-18

0877-45-2111

8:00～22:00（1階
http://www.aeon.jp/aeo
サービスカウン 無休
n/sakaide/
ター）

サンクス
坂出加茂町店

坂出市加茂町甲字志福寺62-6 0877-48-3567

ファミリーマート
坂出加茂町店

坂出市加茂町620-4

ファミリーマート
坂出加茂北店
ファミリーマート
川津町南店

無休

スーパー

買う

コンビニエン
スストア

特典（サービス）の内容等

http://www.circleksunk
24時間
us.jp/

無休

0877-56-3901

24時間

無休

坂出市加茂町450-1

0877-48-0730

24時間

無休

坂出市川津町字川西64-1

0877-59-2229

24時間

無休
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「ゆうゆうワオン」カード（３００P付）を１回限り１枚進呈（※）
５５歳から６４歳までの方には「G.GWAON」カード（３００P付）を１回限り１
枚進呈（※）
※ 運転経歴証明書を各店舗でご提示ください。
各カードを使うと、ゆうゆう感謝デー（毎月１５日）、G.G感謝デー（毎月１
５日）は商品５％割引
ゆうゆうＷＡＯＮカード（３００P付）を１枚進呈します。
対象店舗にて、「運転経歴証明書」をご提示ください。
お一人様１枚限りです。対象店舗のサービスカウンターにて実施しま
す。
なお、ゆうゆうＷＡＯＮを既にお持ちの方は特典はございませんのでご
了承ください。
クオカード（買物券）５００円分贈呈
※店舗内の申込用紙に必要事項を記入、運転経歴証明書のコピーとと
もに郵送
クオカード（買物券）１,０００円分を毎年（１１月１日から翌年の１０月３１
日までの間）１回１枚進呈
※ファミリーマートのみで使用可能。
運転経歴証明書のコピーをFAXもしくは郵送で下記あて先まで送付して
頂いた方に、郵送でクオカード１,０００円分を送付致します。
※FAX・郵送の着信確認を中安までお願い致します。
（郵送先）〒７６０-００７９ 高松市松縄町１０８７-３ ２階
ファミリーマート四国地区営業統括部 中安 宛
TEL ０８７-８１４-４８５２ FAX ０８７-８６８-１０３１

Ｈ２７．１．１現在

高齢者運転免許自主返納者 優遇店一覧 （坂出市）
大分類

小分類

コンビニエン
スストア

買う

ドラッグストア

優遇店名

所在地

電話番号

ホームページ

営業時間

定休日

特典（サービス）の内容等
クオカード（買物券）１,０００円分を毎年（１１月１日から翌年の１０月３１
日までの間）１回１枚進呈
※ファミリーマートのみで使用可能。
運転経歴証明書のコピーをFAXもしくは郵送で下記あて先まで送付して
頂いた方に、郵送でクオカード１,０００円分を送付致します。
※FAX・郵送の着信確認を中安までお願い致します。
（郵送先）〒７６０-００７９ 高松市松縄町１０８７-３ ２階
ファミリーマート四国地区営業統括部 中安 宛
TEL ０８７-８１４-４８５２ FAX ０８７-８６８-１０３１

ファミリーマート
坂出川津町店

坂出市川津町2809-5

0877-59-3013

24時間

無休

ファミリーマート
坂出番の州公園店

坂出市御供所町3-413-4

0877-44-9830

24時間

無休

サークルＫ
坂出駅前店

坂出市駒止町1-1-1

0877-45-2781

http://www.circleksunk
24時間
us.jp/

無休

ファミリーマート
坂出昭和町店

坂出市昭和町1-2-27

0877-59-1299

24時間

無休

ファミリーマート
坂出工業団地店

坂出市林田町3514-59

0877-57-3226

24時間

無休

ファミリーマート
坂出林田町店

坂出市林田町3092-1

0877-59-5120

24時間

無休

ファミリーマート
坂出東梶店

坂出市林田町285-5

0877-57-3910

24時間

無休

ファミリーマート
坂出府中店

坂出市府中町字前谷上所2451

0877-59-4001

24時間

無休

ファミリーマート
坂出市府中町字川西7064
ＲｅＳＰＯＴ府中湖ＰＡ上り店

0877-59-4811

24時間

無休

ファミリーマート
坂出文京町店

坂出市文京町1-3580‐25

0877-44-9182

24時間

無休

サンクス
坂出本町三丁目店

坂出市本町3-5-18

http://www.circleksunk
24時間
us.jp/

無休

クオカード（買物券）５００円分贈呈
※店舗内の申込用紙に必要事項を記入、運転経歴証明書のコピーとと
もに郵送

ＤＲＵＧミカワ
池園店

坂出市池園町530-7

0877-45-0411

http://homepage3.nifty.
10:00～19:00
com./MIKAWA/

1/1

購入額の５％割引
（チラシの日替わり分と調剤の支払額は除く）

ドラッグストアｍａｃ
坂出店

坂出市昭和町1-1-1

0877-59-2502

http://www.daiyagrp.co.jp/

無休

来店の都度、レジにて５％割引クーポン券発行
（有効期限 配付してから１ヶ月間、お１人様１回ご利用可能）

ザグザグ 林田店

坂出市林田町3131

0877-57-3011

http://www.zagzag.co.jp
9:00～22:00
/

0877-59-2239
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9:00～23:00

クオカード（買物券）５００円分贈呈
※店舗内の申込用紙に必要事項を記入、運転経歴証明書のコピーとと
もに郵送

クオカード（買物券）１,０００円分を毎年（１１月１日から翌年の１０月３１
日までの間）１回１枚進呈
※ファミリーマートのみで使用可能。
運転経歴証明書のコピーをFAXもしくは郵送で下記あて先まで送付して
頂いた方に、郵送でクオカード１,０００円分を送付致します。
※FAX・郵送の着信確認を中安までお願い致します。
（郵送先）〒７６０-００７９ 高松市松縄町１０８７-３ ２階
ファミリーマート四国地区営業統括部 中安 宛
TEL ０８７-８１４-４８５２ FAX ０８７-８６８-１０３１

原則無休
お買い上げ金額から５％割引致します。
（年末年始
レジにてお会計前に「運転経歴証明書」をご提示ください。
休みの場合
※一部対象外商品がございます。
あり）

高齢者運転免許自主返納者 優遇店一覧 （坂出市）
大分類

小分類

デリバリー

メガネ・
補聴器
携帯電話
電動車いす

優遇店名

所在地

電話番号

ホームページ

営業時間

定休日

無休

10:00～19:30

無休

メガネ、補聴器、化粧品１０，０００円以上購入の際、５％割引

http://www.nojima.co.jp
10:00～20:00
/shop/nishinihon.html

無休

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いたしま
す。

火曜、GW
お盆
年末年始

セニアカー購入時にボディカバー（１２,０００円）プレゼント

第1・2日曜

高齢者運転免許自主返納の「運転経歴証明書」をご持参の方がご使用
の自転車の安全点検、ＴＳマーク点検料を４０％割引いたします。
ＴＳマークの安全点検を受けた自転車で事故が起きた場合、相手が死
亡または重度後遺障害を受けると最高限度額５,０００万円の賠償補償
が出ます。また、相手もしくは搭乗者本人が１５日以上入院の傷害を受
けた時も一律１０万円の見舞金が出ます。安全点検の料金は１,２００円
（消費税別。修理は別料金。）ですが４０％割引の１,２００円×６０％＝７
２０円（消費税別途）です。保険の有効期間は点検の日から１年間です。
毎年１回の点検をお勧めします。
保険の有効期間は点検の日から１年間です。毎年１回の点検をお勧
めします。

坂出市旭町3-7-8
吉田ビル1階

http://www.royalhat.co
0877-44-2323
11:00～22:00
m

メガネの三城
坂出本店

坂出市久米町1-1

0877-45-8008

http://www.parismiki.co.jp

ａｕショップ
坂出

坂出市中央町1956-5

0800-700-2608

スズキ自販香川
坂出営業所

坂出市久米町1-1-45

0877-44-3777 http://sj-kagawa.jp/

多田輪業商会

坂出市川津町3591-1

0877-46-2546

下川サイクル

坂出市文京町1-2-6

0877-46-4728

高木自転車店

坂出市文京町2-5-41

0877-46-4330

仏壇・仏具・
ずゞや 坂出店
神具

食べる

遊ぶ・
学ぶ

ファミリーレス
ガスト 坂出北インター店
トラン

10:00～18:30

9:00～19:00

http://www.zuzuya.co.j
9:00～18:00
p

坂出市京町2-2-44

0877-45-3869

坂出市西大浜北1-1－5

平日・土曜
http://www.skylark.co.j 8:00～翌2:00
0877-56-2011
p
日祝
7:00～翌2:00

癒しの里 さらい

坂出市西大浜北1-1-22

国立公園 城山温泉

坂出市府中町5913-3

温泉・
入浴施設

特典（サービス）の内容等
同伴家族も対象
ピザの宅配注文時、お買い上げ金額１,０００円につき１本ドリンクサービ
ス
缶ドリンク（ペプシコーラ、ジンジャエール、コーヒー）、紙パック（オレン
ジ、リンゴ、お茶）から選んでください。

ピザ・ロイヤルハット
坂出店

買う
自転車

Ｈ２７．１．１現在

無休

年末年始

同伴家族も対象
心の会会員証（スタンプカード）の発行
・仏具２割引（一部の商品を除く）
・線香・ローソク１割引
お仏壇も特別価格にて販売させていただきます。
お仏壇をご購入いただきましたお客様には、さらにお得な「特別優待券」
の発行をさせていただきます。
詳しくは、店頭・お電話にてお問い合わせください。

無休

同伴者５名まで対象
プレミアムカフェ（ドリンクバー）を無料でご提供します。
注文時に運転経歴証明書をご提示下さい。
他の優待券・割引券・ＷＥＢ・携帯画面サービスとの併用はできません。

「ゆの華」入浴料１００円引き
無休（メンテ
10:00～翌
他のサービスとの併用は出来ません。坂出北インターすぐそばの温浴
ナンス日は
0877-59-2626 http://iyashi-sarai.jp/ 1:00(0:00受付終
施設です。お風呂・サウナの他、リラクゼーションルームも充実。レストラ
休業（不定
了）
ン（ふきのとう）、岩盤浴、エステ、ボディケアなどもご用意しています。ど
休））
うぞゆっくりした時間をお過ごしください。
同伴者１名まで対象
9:00～22:00
第3火曜
・１５時まで入館の方（観劇付） ２００円割引
http://www.kiyamaonse
0877-48-0211
(お食事処10:00 12月以外の 無料送迎バス有（JR坂出駅、JR鴨川駅の定期便）
n.co.jp/
～21:00)
末日
・１５時以降に入館の方 ５０円割引
他の割引併用不可・団体様対象外・全て天然温泉
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Ｈ２７．１．１現在

高齢者運転免許自主返納者 優遇店一覧 （坂出市）
大分類

小分類
カラオケ

遊ぶ・
学ぶ

優遇店名
バナナクラブ＆ビッグエコー
坂出店

所在地

電話番号

ホームページ
http://www.877club.com/

営業時間

11：00～翌5：00 無休

0877-44-6066

坂出市入船町2-1-64

0877-56-2041 http://geo-online.co.jp 10:00～24:00

無休

レンタルＤＶＤ/ブルーレイ旧作１枚無料
レンタル商品２点以上ご利用時に限ります。
貸出期間は７泊８日となります。

ヘアーサロン増田

坂出市旭町2-1-7

0877-46-7637

8:30～19:00

月
第1火曜
第3日曜

調髪料金より２００円引き

ヘアーサロン松本

坂出市笠指町5-2

0877-46-0571

8:00～19:00

月
第1・3火曜

調髪料金より２００円引き

ハヤシ美容室

坂出市川津町東山2465-7

0877-46-4828

9:00～13:00

月
第1・3日曜

全技術料金１０％割引、シャンプー料金無料

カットハウス クール

坂出市川津町3017-5

0877-44-3533

平日
9:00～20:00
土日祝
8:30～19:00

月
第1・3火曜

調髪料金より２００円引き

ヘアーサロンなかむら

坂出市京町2-1-46

0877-45-3038

8:30～19:00

月
第1・3火曜

調髪料金より２００円引き

Bar mas hair

坂出市京町2-4-47

0877-85-5948

9:00～19:00

バーバー サトウ

坂出市京町3-5-13

0877-46-3877

理容おはや

坂出市西庄町1026-23

0877-45-9688

8:00～19:00

月
第1・3火曜

同伴家族も対象
理容各種 ５％割引

カットハウス ヒグチ

坂出市文京町2-1-30

0877-46-7553

8:30～19:00

月
第1・3火曜

調髪料金より２００円引き

理容さがみ

坂出市横津町3-2-22

0877-45-3037

8:00～19:00

月
第1・3火曜

調髪料金より２００円引き

木田郡三木町大字池戸2851-5

087-813-8789

9:00～12:00
14:00～18:00

日祝

高齢者運転免許自主返納者に対し、健康の保持と福祉の増進を図るた
め、はり、きゅう、マッサージの施術費１０％割引します。
詳しくはお問い合わせください。

坂出市京町1-4-18

0877-44-0133

坂出市元町1-1-1

平日
http://www.sakaedry.co 8:00～19:00
0877-45-6090
.jp
日祝
9:00～19:00

理美容

はり・きゅう・
香川県鍼灸マッサージ師会
マッサージ
さかえドライ
イオン坂出店
暮らし

特典（サービス）の内容等

坂出市久米町1-487-7

レンタルＤＶＤ ゲオ 坂出店

きれい・
健やか

定休日

クリーニング
さかえドライ
ＪＲコム坂出店

http://barbersatoh.com

8:30～18:30

http://www.sakaedry.co
9:00～20:00
.jp
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月
第1火曜
第3日曜
月
第1火曜
第3日曜

室料１０％割引（会員割引併用可）

カット料金２００円引き
規定料金のうち全種目５％割引

お盆
1/1～1/3
お盆
1/1～1/3

毎月５日、運転経歴証明書を提示の方に限りクリーニング料金１０％割
引（外注品・特殊品は除く）

高齢者運転免許自主返納者 優遇店一覧 （坂出市）
大分類

小分類

優遇店名

所在地

電話番号

ホームページ

営業時間

定休日

介護用品

トリイ・ケンコー

坂出市林田町3314-3

0877-47-3518

http://www.masters.jp.
9:00～18:00
net/user/torii/

土日祝

家事代行

ダスキンホームインステッド
坂出ステーション

坂出市文京町1-2-7
山本ビル2階

0120-947-017

http://homeinstead.dus
9:00～17:30
kin.jp/

土日祝
年末年始

香川銀行 坂出東支店

坂出市江尻町1158-8

0877-45-6161

http://www.kagawabank
9:00～15:00
.co.jp/

香川銀行 坂出支店

坂出市京町1-2-6

0877-46-1666

http://www.kagawabank
9:00～15:00
.co.jp/

百十四銀行
坂出東部支店

坂出市京町2-4-45

0877-46-0114

http://www.114bank.co.
9:00～15:00
jp/

高松信用金庫
坂出東支店

坂出市京町2-5-29

0877-46-2334

http://www.takashin.co.
9:00～16:00
jp

観音寺信用金庫
坂出支店

坂出市京町3-7-41

0877-45-7181

http://www.kanshin.co.j
8:45～15:15
p

高松信用金庫
坂出支店

坂出市本町3-6-14

0877-46-4459

http://www.takashin.co.
9:00～15:00
jp

暮らし

金融機関
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Ｈ２７．１．１現在

特典（サービス）の内容等
同伴家族も対象
福祉用具購入時１０％割引
一般住宅改修時（手すり、スロープ設置等）見積書から１０％割引
その他福祉用具のレンタル及び販売も行っております。
同伴家族も対象
ご契約時、初回サービス１０％割引
ご高齢者の身の回りのお世話、身体介護・家事・認知症の方のお世話・
外出のお付添いなどお気軽にご相談ください。

金利優遇定期預金を受入れいたします。詳しくは店頭の説明書をご確
土日祝
認ください。
12/31～1/3
＜定期預金の概要＞
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１人様１００万円まで
土日祝
金利：スーパー定期店頭表示利率＋０．３％（税引後＋０．２３９％）（期
12/31～1/3
間経過後は自動継続日の店頭表示利率を適用します）
預入金額：お１人様あたり１００万円以内（既に当行の年金受給者専用
定期預金をご利用の方は合算で１００万円以内。）
預金期間：１年
適用金利：スーパー定期１年の店頭表示金利＋年０．３％（毎年見直し）
満期後の適用金利：満期日におけるスーパー定期１年の店頭表示金利
ただし、初回満期日までに、当行にて公的年金の受給実績がある方は
引き続き通常金利より上乗せします。
当金庫で年金の受取・ご予約をいただいたお客様専用定期預金「悠々
定期３」の定期預金金利を５００万円まで優遇。
１１００万円以内 店頭表示金利＋年０．５％
土日祝
２４００万円以内 店頭表示金利＋年０．１％ にてお預かり。
12/31～1/3
上記に加え、運転免許証を自主返納された方限定の特典として、運転
経歴証明書をご提示いただいた場合、更にそれぞれ年０．１％上乗せ。
最大年０．６％の優遇となり、大変お得です。
「運転免許自主返納応援定期預金」の預入れが可能。
預入金額：１人あたり１０万円以上５００万円以内
預入期間：１年
土日祝
適用金利：１年物定期預金店頭表示金利に年０．３％上乗せ
12/31～1/3 優遇金利は、初回満期日までの適用、新規預入に限る。
証書式または通帳式いずれかで自動継続のみのお取扱い。
初回満期後の適用金利：継続日のスーパー定期３００・スーパー定期の
店頭表示金利
当金庫で年金の受取・ご予約をいただいたお客様専用定期預金「悠々
定期３」の定期預金金利を５００万円まで優遇。
１１００万円以内 店頭表示金利＋年０．５％
土日祝
２４００万円以内 店頭表示金利＋年０．１％ にてお預かり。
12/31～1/3
上記に加え、運転免許証を自主返納された方限定の特典として、運転
経歴証明書をご提示いただいた場合、更にそれぞれ年０．１％上乗せ。
最大年０．６％の優遇となり、大変お得です。
土日祝
年末年始
（12/31～
1/3）

高齢者運転免許自主返納者 優遇店一覧 （坂出市）
大分類

小分類

金融機関

優遇店名

所在地

電話番号

ホームページ

営業時間

百十四銀行
坂出市役所出張所

坂出市室町2-3-5

百十四銀行
坂出支店

坂出市元町3-5-28

0877-46-1114

http://www.114bank.co.
9:00～15:00
jp/

百十四銀行
駒止支店

坂出市元町3-5-28
坂出支店内

0877-44-0114

http://www.114bank.co.
9:00～15:00
jp/

0877-45-7811

http://www.114bank.co.
9:00～15:00
jp/

暮らし
香川県信用組合
坂出支店

坂出市元町4-5-20

0877-46-0101

http://www.kagawaken.
9:00～15:00
shinkumi.jp

谷本建設

坂出市王越町木沢69-1

0877-42-0348

http://www.tanimotokensetu.co.jp

トリイ・ケンコー

坂出市林田町3314-3

0877-47-3518

http://www.masters.jp.
9:00～18:00
net/user/torii/

8:00～19:00

新築・
リフォーム
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定休日
土日祝
年末年始
（12/31～
1/3）
土日祝
年末年始
（12/31～
1/3）
土日祝
年末年始
（12/31～
1/3）

Ｈ２７．１．１現在

特典（サービス）の内容等

預入金額：お１人様あたり１００万円以内（既に当行の年金受給者専用
定期預金をご利用の方は合算で１００万円以内。）
預金期間：１年
適用金利：スーパー定期１年の店頭表示金利＋年０．３％（毎年見直し）
満期後の適用金利：満期日におけるスーパー定期１年の店頭表示金利
ただし、初回満期日までに、当行にて公的年金の受給実績がある方は
引き続き通常金利より上乗せします。

当組合で年金受取または手続き中の方への特典
「定期預金上乗せ金利サービス」に、さらにそれぞれ年０.１％を上乗せ
いたします。
土日祝
＜定期預金上乗せ金利サービス＞
12/31～1/3 定期種類：スーパー定期、スーパー定期３００ 預入期間：３年
１ １００万円まで 店頭表示金利＋年０.５％（０.６％となります。）
２ ４００万円まで 店頭表示金利＋年０.１％（０.２％となります。）
お預け入れ金額 合計５００万円まで
同伴家族も対象
対象工事を１０％割引
日曜
高齢者向けリフォーム・新築工事、バリアフリー工事、手すり工事、ス
ロープ工事、車庫から居室への変更の工事など
同伴家族も対象
見積書から１０％割引、一般住宅改修時（手すり、スロープ設置等）
土日祝
福祉用具購入時１０％割引
その他福祉用具のレンタル及び販売も行っております。

