契

約

先 （場所）

瀬戸大橋四国健康村（宇多津）

利 用 上 の 特 典
入館料金 ………

TEL 0877－49－2600

AM（アミューズメント）カード
利 用 案 内

(消費税別)

利 用 範 囲

大人 1,800 円→1,400 円
子供

800 円→

700 円
本人及び同居家族

ホテルサンルート瀬戸大橋（宇多津）
TEL 0877－49－2311

宿泊 ………………20％割引

琴平温泉

基本宿泊料金 ……10％割引（1 泊２食）

琴参閣（琴平）

本人及び同居家族

レストラン ………10％割引
ご婚礼貸衣装等 …20％割引
本人及び同居家族

TEL 0877－75－1000

飲料 ………………10％割引

（5 名まで）

甜牛（てんぎゅう）（丸亀）

飲食料金 ………… 8％割引

本人及び同居家族

大人 1,600 円 → 1,000 円
小人 1,100 円 →
500 円
フリーパス(入園＋乗り物)
大人 3,900 円 → 3,300 円
小人 3,400 円 → 2,800 円
プールパス(パーク入園＋プール)
大人 3,900 円 → 3,300 円
小人 3,400 円 → 2,800 円
ハッピーパスポート
(パークフリーパス＋プール)
大人 4,900 円 → 4,200 円
小人 4,400 円 → 3,700 円
レイトフリーパス(15 時～入場)
大人 3,400 円 → 2,800 円
小人 2,900 円 → 2,300 円
レイトプールパス
(15 時～入場 パーク入園＋プール)
大人 3,400 円 → 2,800 円
小人 2,900 円 → 2,300 円
＊大人・・・中学生以上
小人・・・3 歳～小学生(2 歳以下無料)

会員１名（1 カード）

（冠婚の部）

本人

TEL 0877－25－1129
入園

ＮＥＷレオマワールド
レオマおもちゃ王国／レオマフェスティバルパーク
（丸亀）
TEL 0877－86－1071

（冠婚関係事業所）
マリベールクラッシック(高松)
TEL 087－862－3456
（宇多津）
TEL 0877－41－1122

貸衣装 …20％割引き（パック商品を除く）
飲

シェルエメール＆アイスタイル

料 …10％割引（直営式場のみ、パックは除く ）

アイルバレクラブ

勅使・多肥・三条

（葬祭の部）

木太・福岡・屋島

自治会団体名の花輪（外花輪又は内花輪）1 基サービス

電機連合四国ブロック

２０１５年度版

…20％割引

祭壇料金（祭壇生花は除く）…20％割引
葬

TEL 087－840－1221

（ベルモニー会館）

但し、他団体契約や弊社互助特典との併用は出来ません

ザ・ガーデンダイニング弓絃葉（高松） 会館使用料
TEL 087－818－1221

につき、合計４名まで

儀 …祭壇料金の 20％割引（市民葬・町葬は除く）

東山崎・緑(東山崎別館)
香西・円座・寺井
川東・国分寺・三木
志度・土器・郡家

※他団体契約との併用は出来ません。

坂出・福江・多度津

※弊社互助会との併用について

善通寺・善通寺東

（葬祭関係事務所）

会館使用料は、互助会会員には 30％割引きが適用さ

観音寺・まんのう

ベルモニー葬祭

れますので互助会特典のみの適用といたします。

大野原

高松

TEL 087－867－4441
ベルモニー葬祭

西讃（丸亀）

TEL 0877－25－4441

祭壇料金は、互助会特典祭壇以上のものをお選び頂いた
場合に、その追加金額の 20％を割引きさせて頂きます。

契

約

先

利 用上の特 典

さぬき温泉（塩江）

宿泊（1 泊２日夕食付）…20％割引

TEL 087－893－0300

日帰り宴会コース…10％割引
日帰り入浴……大人

利用範囲
本人及び同居家族

500 円→450 円

子供（小学生）300 円→200 円
幼児
紳士服はるやま
高松店

TEL 087－821－8061

高松バイパス店

TEL 087－843－6998

200 円→100 円

支払価格（セールス品も含む）の 10％割引

契 約 先

利用上の特典

ササクラスポーツ社（徳島）

10％～20％割引

TEL 0886－23－6355

（但し、特別商品及びセールス品除く）
お持ち帰り商品 …合計 3,000 円以上お買い AM カード持参者

TEL 0883－42－6447

上げの方には 10％OFF(セール品除く)
配達 …商品代金 3,000 円以上に限る

本人及び同居家族

【※無料配達地域】
吉野川市・阿波町・市場町
土成町・脇町・穴吹・（山間部除く）

TEL 0877－25－3429

リ ヴァージュテラス ブランアンジュ 貸衣装 …20％割引き（パック商品を除く）

TEL 087－876－8231

(徳島)

宇多津店 TEL 0877－49－3131
洲本店（兵庫）

TEL 088－611－2200

TEL 0799－45－2603
表示価格より 10％割引（特販品は除く）

タイヤ館

AM カード持参者

高 松

TEL 087－869－1401

（葬祭関係事務所）

屋 島

TEL 087－841－0333

ベルモニー葬祭 徳島

丸 亀

本人

（冠婚の部）

（冠婚関係事業所）

観音寺店 TEL 0875－25－3229
イオン綾川店

本人及び同居家族

アグレアーブル花や（吉野川）

高松南店 TEL 087－869－1129
丸亀店

利用範囲

TEL 088－655－4441

TEL 0877－63－6133

飲 料 …10％割引（直営式場のみ、パックは除く ） （ベルモニー会館）
但し、他団体契約や弊社互助特典との併用は出来ません

末広・国府・応神

（葬祭の部）

藍住・鴨島・石井

自治会団体名の花輪（外花輪又は内花輪）1 基サービス

小松島新港

会館使用料

松茂(家族葬)

…20％割引

祭壇料金（祭壇生花は除く）…20％割引

ミスタータイヤマン

葬 儀 …祭壇料金の 20％割引（市民葬・町葬は除く）

大 内 TEL 0879－26－0230

※他団体契約との併用は出来ません。

志 度 TEL 087－870－2270

※弊社互助会との併用について

高松南 TEL 087－885－9500

会館使用料は、互助会会員には 30％割引きが適用さ

坂 出 TEL 0877－46－4510

れますので互助会特典のみの適用といたします。

三 豊 TEL 0875－25－3309

祭壇料金は、互助会特典祭壇以上のものをお選び頂いた
場合に、その追加金額の 20％を割引きさせて頂きます。
支払価格（セールス品も含む）の 10％割引

本人及び同居家族

表示価格より 10％割引（特販品は除く）

AM カード持参者

観音寺 TEL 0875－25－2259
高松青春ゴルフクラブ（高松）
TEL 087-861-0734

入場料 ………200 円→200 円（割引なし）

ル・ポール粟島（三豊市）
TEL 0875－84－7878

宿泊料金の 10％割引（パック商品含む）

グリーンヒルホテル神戸
TEL 078－222－0909

朝食付

本人

徳 島 店 TEL 088－625－8331

一球当り…… 10 円 → 7 円
本人および家族

7,400 円→5,500 円

本人および家族

素泊まり 6,500 円→5,000 円

8,145 円→6,600 円

本人および家族

グリーンヒルホテル尾道
TEL 0848－24－0100

朝食付

9,135 円→8,000 円

素泊まり 7,875 円→7,000 円

小松島 TEL 0885－34－0780
ミスタータイヤマン

素泊まり 7,200 円→5,900 円
朝食付

タイヤ館
徳 島 TEL 088－624－2266

本人および家族

TEL 078－912－0111

徳島応神店 TEL 088－641－5324
徳島石井店 TEL 088－674－6221

グリーンヒルホテルアーバン（神戸） 朝食付
5,500 円→4,800 円
TEL 078－222－1221
素泊まり 4,900 円→4,200 円
グリーンヒルホテル明石

紳士服はるやま

本人および家族

脇 町 TEL 0883－55－0234
カーフットサービス
徳 島 TEL 088－665－8788

契

約

先

うずしおクルーズ咸臨丸（南あわじ）
TEL 0799－52－0054

利 用 上 の 特 典
乗船料 20％OFF
大人 2,000 円→1,600 円
子供 1,000 円→ 800 円

大鳴門橋記念館内うずしお科学館

AM カード持参者

入場料 20％OFF

契

利 用 範 囲
カード１枚４名まで

約

先

本人及び同伴者

タイヤ館

表示価格より 10％割引（特販品は除く）

AM カード持参者

松 山 TEL 089－943－2688
天 山 TEL 089－935－6033

大 人 500 円→400 円

TEL 0799－52－2888

中高生 450 円→360 円

新居浜 TEL 0897－66－2444

小学生 250 円→200 円

今 治 TEL 0898－33－7736

幼 児 100 円→80 円

コクピット 56（松山）

本人
結婚披露宴を行った場合
・会場費 157,500 円～189,000 円（会場によ
って料金が異なる）が無料
・送迎バスを両家 1 台ずつ無料で使用（但し、
徳島県内に限る）
・万翠（日本料理）でのお顔合わせ（1 名に
つき 5,000 円相当のお料理のみ）6 名様分
無料

TEL 089－973－0056
ミスタータイヤマン
川之江 TEL 0896－56－2637
宇 摩 TEL 0896－23－6453
今 治 TEL 0898－47－5321
垣 生 TEL 089－971－4177

道後温泉ホテル茶玻瑠（松山）

宿泊料金 …………10％割引（直接予約のみ） 本人及び同居家族

松 山 TEL 089－922－2345

TEL 089－945－1321

会食料金 …………10％割引（直接予約のみ）

西 条 TEL 0897－56－4446

（冠婚関係事業所）

（冠婚の部）

マリベールスパイア（松山）

貸衣装 …20％割引き（パック商品を除く）

TEL 089－953－2300
リアン トゥール(新居浜)
TEL 0897-66-1122
（葬祭関係事務所）
ベルモニー葬祭

松山

本人

東 予 TEL 0898－64－3254
宇和島 TEL 0895－27－0222

飲 料 …10％割引（直営式場のみ、パックは除く ）

（ベルモニー会館）

八幡浜 TEL 0894－24－7463

但し、他団体契約や弊社互助特典との併用は出来ません

土居田・天山・枝松

（葬祭の部）

吉藤・道後・空港通

松山平井 TEL089―997―7682

自治会団体名の花輪（外花輪又は内花輪）1 基サービス

鷹子・三津・東温

会館使用料

伊予・松前

…20％割引

祭壇料金（祭壇生花は除く）…20％割引

プライベートホール緑

葬 儀 …祭壇料金の 20％割引（市民葬・町葬は除く）

(吉藤)

※他団体契約との併用は出来ません。

坂井・菊本・萩生・郷

※弊社互助会との併用について

西条・川之江・三島

会館使用料は、互助会会員には 30％割引きが適用さ

三島別館

タイヤプラザ
宇和島 TEL 0895－24－1618

松山朝生田店

TEL 089－931－0210

㈱かに道楽 中四国地区本部
かに道楽松山店
TEL 089-941-2448
かに道楽岡山店
TEL 086-226-1456
かに道楽倉敷店
TEL 086-435-5151
かに道楽広島店
TEL 082-244-3315
KD’S（ｹｲﾃﾞｨｰｽﾞ）岡山
TEL 086-226-1488
山内石材店

松山店

TEL 089－933－9229

西条市下山字西蝿ノ尾甲 2104 番

TEL 089－974－4441
ベルモニー葬祭

東予

TEL 0897－31－7441

れますので互助会特典のみの適用といたします。
祭壇料金は、互助会特典祭壇以上のものをお選び頂いた
場合に、その追加金額の 20％を割引きさせて頂きます。
紳士服はるやま

支払価格（セールス品も含む）の 10％割引

利用範囲

飲食料金 …………５％割引

（南あわじ）

The Destino
（ザ・ディスティ－ノ）
TEL 0120-52-0321

利用上の特 典

お好み焼き「もんた」（内子）
TEL 0893－44－6076

本人及び同居家族

料理・飲食物合計額から 5％割引（通年適用） 本人及び同伴者

＊広島店 H27.2 月～10 月 休業

墓石・仏壇・石材

AM カード持参者

一般より 10％の割引サービス

松山北店 TEL 089－923－6658

TEL0897-55-7803

紹介者には 10％キャッシュバック

伊予松前店 TEL 089－985－2905

辰年堂

壁紙・床・じゅうたん・カーテン・ふすま等、 AM カード持参者

愛媛県西条市大町 811

家のリフォーム（室内装飾全般）10％の割引

新居浜喜光地店

TEL 0897－40－0865

今治店

TEL 0898－32－9758

大洲店

TEL 0893－25－5710

宇和島店 TEL 0895－24－4162
三島川之江店

TEL 0896－56－0013

きサービス
紹介者には 10％キャッシュバック
（紹介者かご本人様に限る）

契 約 先

利用上の特典

利用範囲

（冠婚関係事業所）

（冠婚の部）

スイート ヴィラ シーンズ(高知)

貸衣装 …20％割引き（パック商品を除く） （ベルモニー会館）

TEL 088－880－1188
マリベール 中村

本人

飲 料 …10％割引（直営式場のみ、パックは除く ） 知寄・一宮・大津
但し、他団体契約や弊社互助特典との併用は出来ません

鴨部・福井・朝倉

（葬祭の部）

瀬戸・須崎・南国

自治会団体名の花輪（外花輪又は内花輪）1 基サービス

野市・土佐・潮江

（葬祭関係事務所）

会館使用料

プライベートホール緑

ベルモニー葬祭 高知

祭壇料金（祭壇生花は除く）…20％割引

(南国)

葬 儀 …祭壇料金の 20％割引（市民葬・町葬は除く）

具同・土佐清水・宿毛

※他団体契約との併用は出来ません。

土佐清水別館

TEL 0880－35－0202

TEL 088－861－4441
ベルモニー葬祭 中村
TEL 0880－37－4410

…20％割引

※弊社互助会との併用について
会館使用料は、互助会会員には 30％割引きが適用さ
れますので互助会特典のみの適用といたします。
祭壇料金は、互助会特典祭壇以上のものをお選び頂いた
場合に、その追加金額の 20％を割引きさせて頂きます。

紳士服はるやま

支払価格（セールス品も含む）の10％割引

本人及び同居家族

表示価格より10％割引（特販品は除く）

AMカード持参者

高知西店 TEL 088－831－1129
高知店 TEL 088－884－4129
高知野市店 TEL 0887－56－5070
四万十店 TEL 0880－37－3510
タイヤ館
高 知 TEL 088－884－3400
コクピット
55（南国）TEL 088－863－5504
ミスタータイヤマン
土 佐 TEL 088－852－3217
四万十 TEL 0880－34－5390
南 国 TEL 088－863－2242
安芸みやざき TEL 0887－35－2215
楽や
高知県香南市野市町西野573-2
鷲羽山ハイランド（倉敷）
TEL 086－473－5111

料理・飲食合計金額より 5％割引（日曜日～ AMカード持参者
水曜日限定、ただし祝日前は除く）
＊他クーポンとの併用は不可
入場料のみ ………200 円割引

本人及び同居家族

