高松商工会議所 会員様限定 割引・優待サービス

共通クーポン券

当ガイドブック発行後、提携店により割引・サービス等
の内容が変更になっている場合がありますので、ご利用

有効期限：平成30年3月31日

前にご確認ください。
●クーポン券の有効期限は、平成30年3月31日までです。
●クーポン券をご利用の際には、あらかじめ切り取って、

高松商工会議所 会員様限定 割引・優待サービス

提携店にご提示ください。

共通クーポン券

●クーポン券1枚につき1回のご利用とさせていただきます。
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●提携店によって、割引・サービス等の内容が異なります
のでご注意ください。

有効期限：平成30年3月31日
高松商工会議所 会員様限定 割引・優待サービス

お問い合わせ先：
高松商工会議所 会員事業部

共通クーポン券

（高松市番町2-2-2）

TE L.825-3501
FAX.825-3525
http://www.takacci.or.jp/

有効期限：平成30年3月31日
高松商工会議所 会員様限定 割引・優待サービス

共通クーポン券
有効期限：平成30年3月31日
高松商工会議所 会員様限定 割引・優待サービス

共通クーポン券

高松商工会議所

有効期限：平成30年3月31日
高松商工会議所 会員様限定 割引・優待サービス

共通クーポン券
有効期限：平成30年3月31日

繰り返しご利用いただける会員カード

「myまいカード」
は

高松商工会議所 会員様限定 割引・優待サービス

高松商工会議所で発行しておりますので

ٯի&ྼǑǉǮǻǨǔ

シーサイドボウル高松

●宿泊：1人1泊1,000円引き

10円に

●ボール1個11円が

一般料金から 1ゲーム

●日帰り休憩室：１室720円引き

●40球打つと1球打てるポイントを

プレゼント
●お誕生日の月に来場されますと

プレゼント

※来店、フロント受付時に
会員カードをご提 示くだ
さい。会員カード1枚につ
き1名様利用可。他サービ
スとの併用不可。

100球打てるポイントを

自動ティーアップ機導入で、青春ゴルフが生まれ変わりました。①フロン
トでICカードを発行します。②現金をICカードに入金してください。
③指定打席に行き、端末機にカードをかざして練習開始。④入場料と
ボール代が自動的に引き落とされます。

●
香
川
県
警
察
学
校

〒

高松市茜町27-29 TEL.861-0734 FAX.837-1133
http://takamatu-sgc.jp/ 賚平日8:00〜23:00 土日祝7:00〜23:00 贊無

高松茜局
瀬戸大橋通り

50円引き

●日帰り入浴：大人200円引き・小人100円引き
●ランチバイキング大人100円引き・小人50円引き
●プール（夏季）：大人200円引き・小人100円引き
※来店、フロント受付時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。
会員カードまたはクーポン1枚につき1グループ5名様まで利用可。他サービスとの併用不可。
ゆったりと、おくつろぎ頂ける癒しの空間です。夏はウォータースライダーのあるプー
ルが人気です。テニスコート、体育館、大会議場もあり、研修施設としてもご利用頂
けます。四季折々の会席料理、大浴場もご好評を頂いております。レジャーホテル／
レストラン（日替りランチ：1,080円）大浴場（入湯料：660円）／プール（夏季）

通常受講料の

8%割引

5%割引

※来店申込時に会員カードま
たはクーポンをご提示くだ
さい。会員カードまたはク
ーポン1枚につき1名様の
利用。他割引との併用不可。

公務員・福祉系の講座に強い！
★フォロー制度が充実！★自習室あり！ ★日商簿記3級：19,800円〜
無料説明会＆無料体験実施中。まずは、お問い合わせを。
高松市西の丸町14-10 TEL.0120-30-3700 http://aek.jp/
賚平日10:00〜20:00 土・日・祝祭日10:00〜17:30 贊無 皰無

JR高松駅

中
央
通
り
瀬戸大橋通り

高松北署●

太洋ボウル
琴
電
長
尾
線
観光通り

3,000円以上お買上げで

全120色から、肌・髪・瞳の色からあなたに似合う色30色を
見つけます。話題の骨格スタイルはあなたに 今っぽさ と
似合う を両立できるようになれます。骨格構造によるフ
ァッションタイプ診断では、生まれ持った身体の「質感」 高松市屋島西町字百石1956-26
「ラインの特徴」を知り、自分自身の体型を最もキレイに見 TEL.899-5691 FAX.899-5690
せてくれるファッションアイテムを知ることができます。似合 賚9:00〜18:00 贊日曜日 皰9台
うアイテムを着ると、垢抜けた印象になる、着やせして見える、 ●屋島総合病院
11
スタイルアップして見える、本来の魅力や女性らしさが引き
出されるといったメリットがあります。
TSUTAYA● ●パワーシティ屋島
●講師：国際カラーデザイン協会 ●受講料：5,400円
屋島店
●開催日：随時 ●開催時間：90分（1回）

文

花
園
駅

花園小

※来店時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。
会員カードまたはクーポン1枚につきグループ全員利用可。他の割引料金との併用はできません。
ボウリングdeコミュニケーション〜みんな笑顔でハイタッチ！〜 をテーマに、老若男女が交流し楽しめ
る空間を目指しております。レーンは全部で40レーンあり、子供会や会社の交流大会など団体の方にも
ゆったりとご利用いただけます。ボウリングの後にはミーティングルームで表彰式や、ケータリングサー
ビスを活用して懇親会も行うことができます。また隣接する「トマト＆オニオン観光通店」に、太洋ボ
ウルのレシート（当日限り有効）を持っていくとお食事代金が5％OFFになるサービスも実施中です。
高松市観光通2-10-15 TEL.833-0300 FAX.833-0382
http://www.taiyo-group.net/bowling/ 賚9:00〜24:00

贊無

皰50台

※来店時に会員カードをご提示のうえお会計をお願いします。会員カー
ド1枚につき3名様までご利用可。他割引サービスとの併用不可。
さぬきうどんの製法をご家庭でも気軽に味わえるよう、粉からゆ
であげまでをお教えします。●手打体験･食事（要予約）：1,080円
（税込）●トッピング：天ぷら盛合せ（440 円）、いなり寿司（180
円）もあります。また、麺棒（540円）、手打うどん用粉（400ｇ170
円）の販売もございます。体験後修了証書をお渡しします。

さぬき麺業㈱

高松市松並町933-1
TEL.867-7893 FAX.866-5259 http://www.sanukiudon.co.jp
賚10:00より開始 贊年末年始 皰40台

※会計時に会員カードまたはク
ーポンをご提示ください。会
員カードまたはクーポン1枚
につき1名様利用可。他サー
ビスとの併用不可。

中瓦1枚プレゼント
愛されて百有余年、讃岐の名物
「瓦せんべい」
遠い昔より 讃岐のお土産は
くつわ堂の瓦せんべいです。
●瓦せんべい袋入
6枚（小）378円（税込）〜

瀬戸大橋通り
高松北署●

高松市兵庫町4-3 TEL.851-9280 FAX.851-9282
http://www.kutsuwado.co.jp
賚8:00〜19:00 贊元旦のみ 皰5台

COFFEE ROASTER

さぬきうどん体験道場をご利用の方に

さぬきうどん3人前1袋を
プレゼント

高松北署●

小瓦1枚プレゼント

さぬきうどん体験道場
至
中
央
通
り

瀬戸大橋通り

1,000円以上お買上げで

パーソナルカラーと骨格スタイル

※申込時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。通学講座のみ割引対象。
他割引との併用不可。会員カードまたはクーポン1枚につき1名様の利用。

高松市浜ノ町59-10
TEL.851-8585
FAX.826-2603
http://seasidebowl.jp/
賚9:00〜翌朝1:00
贊無 皰70台

宗家くつわ堂

カラークリエーション
通常の

※来店時に会員カード
またはクーポンをご提
示ください。会員カー
36レーン、2フロア。1階フロアにはゲームセンターや卓球台等も併
ドまたはクーポン1枚
設しています。毎月様々なイベントや大会も開催しているので、いつ
につきグループ全員利
も大賑わいです。職場の大会・歓送迎会・同窓会・子供会…いろん
用可。他の割引料金
なシーンでご利用ください。
と併用はできません。

JR高松駅

岡山県総社市秦1215 TEL.0866-95-8811 FAX.0866-95-8381
http://www.suntopia.info 賚宿泊チェックイン15:00〜 チェックアウト10:00 贊無 皰500台

皰有

穴吹カレッジキャリアアップスクール
／TAC高松校

50円引き

有効期限：平成30年3月31日

サントピア岡山総社

高松青春ゴルフセンター

通常価格から 1ゲーム

お気軽にお申し出ください。

共通クーポン券

中
央
通 高松高等 高
り ●裁判所 松
三
越
高松中央局 〒 ●

高松東急イン●

K-ship

珈琲豆お買い上げの方は
至JR高松駅

鶴
尾
中
文

11

文

鶴尾小

高松自動車道
32

●高松自動車学校

5%割引
※会計時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。
会員カードまたはクーポン1枚につきお一人様ご利用可。
他割引サービスとの併用不可。
「空海の郷、四国お遍路とお接待の香川県」より、高品質
な自家焙煎珈琲によって、人に癒しと活力を提供したいと
考えています。
木田郡三木町池戸2903-1 TEL.814-5457
FAX.814-5457 http://www.k-ship.jp/
賚10:00〜19:00 贊水曜日 皰8台（共有）

長
尾
街
道
三 ●
木 松
局 原
病
〒
院

香川大学
農学部●
琴電
長尾
線

農
学
部
前
駅

ピザロイヤルハット
高松南店
●
12

メロウハウス

ギフトショップ

さかえドライ
高松市太田下町2245
TEL.865-6272
http://www.sakaedry.co.jp

①ネット通販商品（楽天・ヤフー・価格.com・アマゾン）等は

送料無料。※お引取りに来られましたら送料無料です。
②ネット・スーパードラゴンより
お買上げの会員様へは、

高松商工会議所の
会員になって

さらに10%引です。

事業
サービスを
PR!

③贈答品・ギフト商品は

インターネットで全国販売の人気商品が非
常に安い価格でお買求めできるとともに、
送料無料（お引取り）、アフターサービス
もOK。チラシ企画及びネット・スーパード
ラゴンでのお買求めの商品は、
会員様はさらに10%引です。
文 屋

西
高松市屋島西町2491-18
小
TEL.841-5888 FAX.870-0588
サービスがあります。
http://www.rakuten.co.jp/
※カタログ商品からの値引で、
mellow/
瀬戸大橋通り
●銀星自動車学園
特価・赤字価格は対象外です。 賚9:00〜18:00
贊土・日・祝祭日
西村ジョイ●
※来店時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。 皰10台

arti

10%割引
ホテルラウンジ

5%引

※1万円以上お買い上げの方は、会計
時に会員カードまたはクーポンをご
提示ください。

持つ人の手になじむ革小物や
バッグなど、厳選されたお洒
落なアイテムを取りそろえてお
ります。コンパクトで収 納力
のあるおサイフが人気です。
高松市片原町1-30
TEL.851-5856 FAX.851-5856

アルゴ

通常価格の

通常価格の

お得な
割引!

クリーニング

島

10%〜30%の値引

高松商工会議所の
会員だから

※会計時に会員（myまい）カードまたは
クーポンをご提示ください。外注品、
特殊品、リフォームは対象外。他のサ
ービスと併用できません。対象店舗は、
高松市内に限ります。

高
松
中〒
央
局

贊不定休

※来店時に会員カードまたはクーポンをご提示
ください。会員カードまたはクーポン1枚につ
き5名様までご利用可。他割引サービスとの
併用不可。

至JR高松駅

兵庫町

高松市古新町9-1 リーガホテルゼスト高松1F
TEL.822-3502 FAX.822-7516
http://www.rihga-takamatsu.co.jp/ 賚10:00〜19:00 贊無

皰無

広瀬醤油 株式会社

ダイニング＆バー

●高松三越
片原町

中
央
通
り

ゆったりと落ち着いたインテリアで、豊かな香り
が自慢のコーヒーを愉しむ空間にリニューアル。

高松三越

片原町

賚11:00〜19:00

5%引
美術館通り
●高松市美術館

皰38台

時香（JIKOU）

通常価格の

定価の

8%引

社長おすすめ！

明治29年創業。今も変わらず、大豆・小麦・麹菌を原料として
麹を作り、その麹に食塩水を混ぜたもろみを杉桶に仕込んで
います。そして、約1年間熟成させます。こうした手間ひまをか
けた醸造技術で今日も醤油を造り続けています。

12

高
松
南文
高

※会計時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。

●●
一田
宮村
寺神
社

一宮駅

193
空
港
通
り
駅

琴電琴平線

高松市一宮町1819-3 TEL.885-1767 FAX.885-1757
http://www.hirose-soy.com/ 賚9:00〜17:30 贊日曜・祝祭日 皰有

5%割引
※来店時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。
会員カードまたはクーポン1枚に
つき5名様までご利用可。
他割引サービスとの併用不可。
様々なシーンに大活躍
グループで使える個室を備えた
フレンチレストラン
●ランチ
1,800円（税込）〜
●ディナー 6,000円（税込）〜

兵庫町

●高松三越
片原町

中
央
通
り
美術館通り
●高松市美術館

高松市古新町9-1 リーガホテルゼスト高松2F TEL.822-3501 FAX.822-7516
http://www.rihga-takamatsu.co.jp/ 賚11:30〜14:00 17:30〜21:00 贊日曜日

皰38台

グルテンフリー専門スイーツショップ

Patisserie SUMIDA

ブティック

3,000円以上お買い上げの方に

500円商品券を
プレゼント
※会計時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。会員カ
ードまたはクーポン1枚につき1名様のご利用可。他割引サービ
スとの併用不可。クリスマスシーズンは利用不可。
小麦粉不使用のオシャレなスイーツに心が躍る！香川県産の米
粉（おいでまい）だけを使ってふんわり焼き上げたおいしいケー
キに、希少糖を使った米粉のマドレーヌなど、人気のスイーツを
ぜひ味わって。
高松市南新町8-30 TEL.813-2775
http://patisseriesumida.com/ 賚11:00〜20:00

菊池寛通り
●吉野家
オリーブホール● 南

新
町

中
央
通
り

田町派出所●

瓦
町
駅
→
常磐街

田
町

贊年末年始 皰無

ラ・ビアン・ローズ

中国料理

桃花苑

通常価格の

通常価格の

5%引

5%割引

※会計時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。1点以上お買い上げの方ご利用可。
国内外ブランドからセレクトした、流行をさりげなく意識
したデザインや決してすたれることのないアイテムなど。
自分流のコーディネイトでおしゃれ心を呼び覚まそう！

高
松
中〒
央
局

高松市片原町1-30（三越南ハミング通り）
TEL.821-4201 FAX.823-1717
賚11:00〜19:00 贊不定休 皰無
http://www.kataharamachi.com/shop/lavieenrose.html

高松三越

片原町

※来店時に会員カードまたはクーポンをご提示くだ
さい。会員カードまたはクーポン1枚につき5名様
までご利用可。他割引サービスとの併用不可。
讃岐の厳選素材を使用した本格中華を
お楽しみください。
●ランチ 1,200円（税込）〜
●ディナー 6,000円（税込）〜

兵庫町

●高松三越
片原町

中
央
通
り
美術館通り
●高松市美術館

高松市古新町9-1 リーガホテルゼスト高松北側別館2F TEL.822-6556 FAX.822-7516
http://www.rihga-takamatsu.co.jp/ 賚11:30〜14:00 17:30〜21:00 贊月曜日 皰38台

純水使い放題 キャンペーン！

松風庵 かねすえ

エフビージー

1日たった223円！で
あなたのお家の台所から、純水が使い放題!!

1,000円以上お買上げで、
2011年度県産品コンクール最優秀賞受賞

「大禹謨」
1個プレゼント

松風庵かねすえでは、お客
様に喜びと感動を与える菓
子造りをモットーに、お菓
子造りをしております。

780円・1,300円（税込）
600円・1,100円（税込）
高松市扇町1-24-36
TEL.851-5888 FAX.823-0766
http://www.kanesue.net/
賚本店8:00〜19:00
支店10:00〜20:00
贊元旦のみ 皰本店5台

パティスリー

文 新番丁小

大
学
通
り

文

高松工芸高 文

至
中
央
通
り

香川大学

デコレーションケーキ
（バースデーケーキ）

5%引

有機JAS認定オーガニックルイボスティー
1か月分プレゼント！
ಜɄಘȻɝɭɞ
※注文時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。
ただし、香川県内のお客様に限らせていただきます。
水道水からダイレクトに安心な純水を造ります。ボトル容器の環境ホル
モン流出と雑菌の心配がありません！ランニングコスト（基本103円／
日） 逆浸透膜浄水器「アートフルウォーター」（税込・標準取付工事
代込 ￥313,200）
高松市多肥上町428-3 TEL.888-6501 FAX.888-6505
http://fbg.jp/ 賚9:00〜18:00 贊日曜・祝祭日 皰20台

ʲʛʠɅɜĊ
ケーズ
デンキ● 高松南署●

文 多肥小

●JA香川県多肥

手芸センター ドリーム

Araki

10%引

通常価格の
※会計時に会員カードまたはクーポンを
ご提示ください。2,000円以上のデコ
レーションケーキでご利用できます。
他割引サービスとの併用不可。

ふわふわのスポンジに3種類の生クリームをブレンドしたクリーム
をサンドし、あっさりして口溶けのよいデコレーションです。
●はねフィーユ 200円（税別）
●デコレーションケーキ 2,200円（税別）〜
●
高松市林町2547-5 TEL.867-3577
http://www.patisserie-araki.com
賚10:00〜19:00 贊火曜日 皰有

通常価格の

アートフルウォーター

★安心な水で家族全員の健康生活を！逆浸透膜浄水器「アートフルウォーター」ご購入の方に、

※会計時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。
●唐芋きん
●わらび餅

しゃぶ亭まる 瓦町店

水中の不純物
99.99％除去！

FAX.814-3375

びっくり
高松自動車道 ドンキー●
11 東バイパス

TSUTAYA ロ レ
ーイ
ドン
ボ
ー

長池

★一般様は 一般価格より10%OFF
★会員様は 会員価格より10%OFF
※会計時に本券をご提示ください。会員様
DM、お買物券等の他の割引との併用は
【全店共通 年会費324円（税込）1年間有効】
できません。一部対象外商品があります。
特典1★店内商品を一般価格（定価）より一部商品を除き、
対象店舗：高松市内のドリーム各店
大幅割引価格（会員価格）にてお求めいただけます。
（レインボーロード高松南店・高松中
特典2★お買上げ100円ごとに1ポイントが貯まり、200
央インター店・屋島店・瓦町FLAG店）
ポイントで200円のお買物券をプレゼント！
特典3★年に数回行われる会員セールの案内を差し上 高松市塩屋町14-5 TEL.822-8883
げます。お得な特別価格でお買物ができます雖
http://www.dream-ono.co.jp

ドリーム会員大募集

10%割引
※注文時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。
会員カードまたはクーポン1枚につきグループ全員利
用可。他券併用不可。
自分のペースで食べられる1人鍋のしゃぶしゃぶ専門店。
スキヤキや鍋も人気。讃岐牛の本格コースや食べ放題、
会席コースもあります。

中央公園

中
央 ●114銀行
通
り ●香川銀行
菊池寛通り

高松市亀井町8-8 TEL.835-8595 FAX.835-9842
http://www.rakuten.co.jp/syabumaru/
賚11:30〜14:30 17:00〜23:00 贊無 皰無

しゃぶ亭まる 下田井店
通常価格の

10%割引
※注文時に会員カードまたはクーポンをご提示ください。
会員カードまたはクーポン1枚につきグループ全員利
用可。他券併用不可。
高松自動車道

自分のペースで食べられる1人鍋のしゃぶしゃぶ専門店。
スキヤキや鍋も人気。讃岐牛の本格コースや食べ放題、
会席コースもあります。

東バイパス 11

高松市下田井町594-2 TEL.847-5443 FAX.831-5623
http://www.rakuten.co.jp/syabumaru/
賚11:30〜14:30 17:00〜23:00 贊無 皰60台

ドラッグ●
10
コスモス
パチンコミリオン●

ハローズ●

