
消防団員応援制度事業所一覧表　土庄町

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

移動する バス 小豆島オリーブバス(株) 小豆郡土庄町甲5156番地201 0879-62-0171 6:00～21:00 なし 会員 バス運賃半額 消防団活動に限る

買う 日用品等 LFアルファ 小豆郡土庄町渕崎甲1942番地3 0879-62-6125 10:00～19:00 火曜日 会員及び家族 購入金額の5％引き

買う 日用品等 靴のファイブ 小豆郡土庄町渕崎甲1942番地3 0879-62-5246 10:00～19:00 火曜日 会員及び家族 購入金額の5％引き

買う 日用品等 尚美堂 小豆郡土庄町甲557番地3 0879-62-0050 8:00～19:00 日曜日 会員及び家族 オリーブチップ2倍 一部商品は除く

買う 日用品等 西口化粧品店 小豆郡土庄町渕崎甲2017番地 0879-62-0549 9:30～19:00
日曜日
年始

会員及び家族
オリーブチップ2倍
エステ500円引き

学生服は除く

買う 日用品等 ファミリーショップみやけ 小豆郡土庄町見目甲1712番地1 0879-65-2101 8:00～19:00 不定休 会員 粗品贈呈 一部商品は除く

買う 家具・家電 タカラ電気 小豆郡土庄町甲267番地56 0879-62-1264 8:30～20:00 日曜日 会員及び家族 修理金額の10％引き 現金支払いに限る

買う
お菓子・食

材
(有)八代商店 小豆郡土庄町甲719番地 0879-62-0361 8:00～19:00

日曜日
年末年始

会員
購入金額の5％引き

オリーブチップ
お米に限る

買う
お菓子・食

材
エスポアおおもり 小豆郡土庄町甲205番地 0879-62-1306 10:00～21:00 火曜日 会員 ワイン5％引き 一部商品は除く

買う
お菓子・食

材
木村米穀店 小豆郡土庄町甲979番地 0879-62-0356 8:00～19:00

日曜日
年始

会員及び家族 オリーブチップ2倍 一部商品は除く

買う
お菓子・食

材
三枝酒店 小豆郡土庄町渕崎甲1942番地6 0879-62-0278 8:30～19:00

日曜日
年始

会員を含む団体全員 購入金額の3％引き

買う
お菓子・食

材
(有)葛西正商店 小豆郡土庄町渕崎甲1293番地 0879-62-0157 8:30～18:00 日曜日 会員及び家族 オリーブチップ2倍

現金支払いに限
　一部商品は除く

買う
メガネ・時
計・宝石

ハマノメガネ時計 小豆郡土庄町渕崎甲2027番地2 0879-62-0088 9:00～19:00
日曜日

（1.3.5週）
会員及び家族 眼鏡フレーム、レンズ　購入金額の5％引き

買う
メガネ・時
計・宝石

メガネの三城　土庄店
小豆郡土庄町淵崎字大高1447-1　オリー

ブタウン内
0879-62-3118 10：00～19：00

・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
ヨシオカスポーツ 小豆郡土庄町渕崎甲1942番地4 0879-62-0319 8:00～19:30 年末年始 会員及び家族 購入金額の5％引き 一部商品は除く

買う 燃料 オリーブエネルギー(株) 小豆郡土庄町甲5165番地30 0879-62-5055 7:00～19:00
日曜日
年始

会員及び家族 オリーブチップ2倍

買う 燃料 香川商事(株) 小豆郡土庄町上庄1525番地1 0879-62-1110 7:00～19:00
日曜日
年始

会員及び家族 オリーブチップ2倍 クレジット、掛け会員は要相談

買う その他 岩井薬局 小豆郡土庄町甲399番地1 0879-62-0127 9:00～18:00
日曜日
祝日

年末年始
会員及び家族 オリーブチップ2倍　　　　　　　ポイント2倍 一部商品は除く

食べる・飲む
喫茶・軽食

等
café de MeiPAM 小豆郡土庄町甲413番地2 0879-62-0221 10:00～17:00 水曜日 会員1名につき　同伴者2名まで セットドリンク無料

食事等の注文の方に限る
他のサービス券との併用不可

食べる・飲む 居酒屋等 鮮弥助 小豆郡土庄町渕崎甲2078番地11 0879-62-2675 11:00～21:00
火曜日
月末

会員 粗品贈呈 １人1,000円以上の飲食に限る



食べる・飲む その他 ちりめん家 小豆郡土庄町甲1360番地78 0879-62-1633 10:30～21:00 不定休 会員 ぎょうざ1皿 1回5,000円以上の飲食に限る

遊ぶ・学ぶ 宿泊施設 オーキドホテル 小豆郡土庄町甲5165番地216 0879-62-5001
6:00～9:00

　15:00～24:00
なし 会員 入浴料　　800円→500円

遊ぶ・学ぶ 宿泊施設 小豆島グランドホテル水明 小豆郡土庄町甲1171番地6 0879-62-1177 0:00～24:00 不定休 会員及び家族 お酒又はソフトドリンク1本サービス 宿泊（大人）に限る

遊ぶ・学ぶ 宿泊施設 小豆島国際ホテル 小豆郡土庄町甲24番地67 0879-62-2111 0:00～24:00 無休 会員1名を含む　家族4名まで 夕食時、お酒又はソフトドリンク1本サービス
ご家族宿泊に限る　年末年始、GW、お盆、

8月、11月を除く

遊ぶ・学ぶ 宿泊施設 小豆島シーサイドホテル松風 小豆郡土庄町甲1481番地1 0879-62-0848 0:00～24:00 不定休 会員 粗品贈呈

遊ぶ・学ぶ 宿泊施設 ビーチサイドホテル鹿島荘 小豆郡土庄町甲1656番地1 0879-62-0492 0:00～24:00 不定休 会員及び家族 夕食時、お酒又はソフトドリンク1本サービス
宿泊に限る（旅行業者・ネット業者等から

の予約は除く）

遊ぶ・学ぶ 宿泊施設 ビジネスホテルニューポート 小豆郡土庄町甲5165番地237 0879-62-6310 7:00～22:00 年始 会員のグループの人数等にあわせて 粗品贈呈

遊ぶ・学ぶ 宿泊施設 ビジネス民宿マルセ 小豆郡土庄町甲5165番地293 0879-62-2385 7:00～22:00 年始 会員のグループの人数等にあわせて 粗品贈呈

遊ぶ・学ぶ 宿泊施設 ホテルニュー海風 小豆郡土庄町甲2111番地1 0879-62-1323 0:00～24:00 無休 会員 粗品贈呈 1泊2食付宿泊プランの方に限る

遊ぶ・学ぶ 宿泊施設 民宿マルセ 小豆郡土庄町甲5978番地 0879-62-2385 7:00～20:00 年始 会員のグループの人数等にあわせて 粗品贈呈

遊ぶ・学ぶ 宿泊施設
リゾートホテルオリビアン小豆

島
小豆郡土庄町屋形崎甲63番地1 0879-65-2311

①C/in14:30～C/out11:00
②13：00～20：00
③11：30～14：00

なし 会員及び家族
①宿泊料5％引き

　②外来温泉入浴料半額
③レストランランチ　ドリンクバー半額

遊ぶ・学ぶ その他 心臓音のアーカイブ 香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃２８０１－１ ０８７９－６８－３５５５
３～９月１０：００～１７：００
10～２月１０：００～１６：００

備考参照
会員1名につき

同伴者4名
鑑賞料100円割引

※３～11月火曜日、12月～２月火～木曜
日（月曜日または火曜日が祝日の場合水

曜日）

遊ぶ・学ぶ その他 豊島美術館 香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃６０７ ０８７９－６８－３５５５
３～９月１０：００～１７：００
10～２月１０：００～１６：００

備考参照
会員1名につき

同伴者4名
鑑賞料100円割引

※３～11月火曜日、12月～２月火～木曜
日（月曜日または火曜日が祝日の場合水

曜日）

遊ぶ・学ぶ その他 豊島横尾館 香川県小豆郡土庄町豊島家浦２３５９ ０８７９－６８－３５５５
３～９月１０：００～１７：００
10～２月１０：００～１６：００

備考参照
会員1名につき

同伴者4名
鑑賞料100円割引

※３～11月火曜日、12月～２月火～木曜
日（月曜日または火曜日が祝日の場合水

曜日）

暮らし 金融機関
香川県農業協同組合 土庄支

店
小豆郡土庄町甲290-1 0879-62-2215 9：00～15：00

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 北浦支

店
小豆郡土庄町屋形崎甲1436-1 0879-65-2001 9：00～15：00

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 四海支

店
小豆郡土庄町伊喜末1-15 0879-64-5211 9：00～15：00

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 豊島支

店
小豆郡土庄町豊島家浦2160 0879-68-2301 9：00～15：00

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　土庄支店 小豆郡土庄町渕崎甲1387-5 0879-62-1244 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　小豆島支店 小豆郡土庄町甲398-30 0879-62-1331 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
土庄支店

小豆郡土庄町甲３３５ 0879-62-1101 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。

暮らし その他 (株)オリーブ環境開発 小豆郡土庄町上庄1352番地 0879-62-9193 8:00～18:00 日曜日 会員及び家族 一般廃棄物収集運搬作業費の5％引き


