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国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿
わんこと一緒にわんこと一緒にわんこと一緒にわんこと一緒に
泊まる宿泊まる宿泊まる宿泊まる宿

リゾートホテルオリビアン小豆島 土庄町
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：9,504円～   2名1室：5,700円～   3～4名1室：4,700円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし オークラホテル高松 高松市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,100円～   2名1室：3,300円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし アパホテル＜丸亀駅前大通＞ 丸亀市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,100円～   2名1室：2,550円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 いちおしいちおしいちおしいちおし オークラホテル丸亀 丸亀市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,500円～   2名1室：3,600円～   3名1室：3,900円～
  4名1室：3,400円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ＪＲホテルクレメント高松 高松市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：7,900円～   2名1室：6,200円～   3名1室：5,600円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 高松東急REIホテル 高松市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：6,280円～   2名1室：4,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 チサンイン丸亀善通寺 丸亀市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,500円～   2名1室：2,790円～   3名1室：2,070円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 湯山荘　阿讃琴南 まんのう町
【最安料金（夕朝食付）】
　1名1室：21,060円～   2名1室：16,200円～   3名1室：14,040円～
  4名1室：11,880円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 ことひら温泉 琴参閣 琴平町

【最安料金】
　1名1室（朝食付）：9,570円～   2名1室（朝食付）：6,330円～
  3～4名1室（食事なし）：5,940円～
  5～6名1室（食事なし）：5,400円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭 琴平町
【最安料金】
　2名1室（夕朝食付）：14,000円～   3名1室（朝食付）：11,880円～
  4～5名1室（朝食付）：10,800円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 琴平グランドホテル　桜の抄 琴平町
【最安料金】
　2～3名1室（夕朝食付）：9,500円～   4名1室（朝食付）：8,640円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 琴平リバーサイドホテル 琴平町
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,918円～   2名1室：4,688円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 Web得Web得Web得Web得 琴平花壇 琴平町

【最安料金】
　1名1室（朝食付）：11,880円～
  2～3名1室（夕朝食付）：11,880円～
  4～5名1室（夕朝食付）：10,800円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ アパホテル＜高松空港＞ 高松市
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,200円～   2名1室：2,900円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ 坂出グランドホテル 坂出市
【最安料金（食事なし）】
　1～2名1室：3,900円～   3名1室：3,600円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ オーキドホテル 土庄町
【最安料金（朝食付）】
　1名1室：5,300円～   2名1室：5,200円～   3名1室：4,200円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ ホテルグリーンプラザ小豆島 土庄町
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：5,000円～   2～4名1室：3,500円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 －－－－ 宇多津グランドホテル 宇多津町
【最安料金（食事なし）】
　1名1室：4,500円～   2名1室：3,000円～

クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 楽天トラベル楽天トラベル楽天トラベル楽天トラベル 楽天トラベルとの提携宿泊施設 県内104施設 １人１泊 100円補助 + 楽天ｽｰﾊﾟｰﾎﾟｲﾝﾄ
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 じゃらんじゃらんじゃらんじゃらん じゃらん netとの提携宿泊施設 県内95施設 １人１泊 100円補助 +  Pontaﾎﾟｲﾝﾄ
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 一休.com一休.com一休.com一休.com 一休.comとの提携宿泊施設 県内18施設 申込１件当たり最大 1,000円補助
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿
日本旅行日本旅行日本旅行日本旅行
国内宿泊補助国内宿泊補助国内宿泊補助国内宿泊補助

日本旅行との提携宿泊施設 県内26施設 人数×500円補助
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 ゆこゆこゆこゆこゆこゆこゆこゆこ ゆこゆこネットとの提携宿泊施設 県内2施設 人数×泊数×1,000円補助
クラブオフ
ホームページ

国内の宿国内の宿国内の宿国内の宿 阪急交通社阪急交通社阪急交通社阪急交通社 阪急交通社「Theお宿」との提携宿泊施設 県内2施設 人数×泊数×1,000円補助
クラブオフ
ホームページ

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 高松平家物語 歴史館 高松市
【入館料】
   大人 1,200円 → 1,000円   中・高校生 800円 → 700円
   小学生 600円 → 500円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 四国村 高松市 【入村料】 100円OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 玉藻公園 高松市 【正規料金で入園の方】 玉藻公園オリジナル絵葉書を１枚 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド さぬき麺業　手打ちうどん体験道場 高松市 【体験された方１名様】 さぬきうどん300ｇ（３人前）プレゼント 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド Ｋｉｄ’ｓ　Ｕｓ．　ＬＡＮＤ 高松市 【新規会員登録】 300円 → 150円 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 白鳥どうぶつ園 東かがわ市 【入場料】  おとな 1,300円 → 1,100円   こども 600円 → 550円 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 日本ドルフィンセンター さぬき市
【入場料金】
   中学生以上 400円 → 350円   4才～小学生 300円 → 250円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド プレイパーク　ゴールドタワー 宇多津町 【施設利用料（４名まで）】 100円OFF 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 琴平海洋博物館 琴平町
【入館料】
   大人 450円 → 400円   中・高校生 350円 → 310円
   ５才～小学生 250円 → 220円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド にしきや 琴平町 【和三盆お干菓子づくり体験】 抹茶を1杯サービス、駐車場無料 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 大本山小豆島大観音　仏歯寺 土庄町 【拝観料】 中学生以上 500円 → 400円   小学生 200円 → 160円
印刷クーポン
画面提示クーポン
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レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド ホテルグリーンプラザ小豆島 土庄町 【パターゴルフプレー代（１ラウンド）】 800円 → 400円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 二十四の瞳　映画村 小豆島町 【入村料】 中学生以上 750円 → 680円   小学生 350円 → 320円
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 寒霞渓ロープウェイ 小豆島町
【ロープウェイ往復運賃】
   中学生以上 1,350円 → 1,220円   小学生 680円 → 610円

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド ヤマサン醤油株式会社 小豆島町 【全商品（一部対象外商品あり）】 10％OFF 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 レジャーランドレジャーランドレジャーランドレジャーランド 佃煮販売処　京宝亭 小豆島町 500円以上お買上げの方においしい佃煮をプレゼント 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

やしま第一健康ランド 高松市 【ゆったりプラン入館料】 1,620円 → 1,296円 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

クアタラソさぬき津田 さぬき市

【入浴料】
   高校生以上 1,620円 → 1,296円   中学生 1,080円 → 864円
   小学生 864円 → 691円   ４才～小学生未満 540円 → 432円
【フィットネスジム利用】  2,160円 → 1,728円

印刷クーポン
画面提示クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

国立公園　城山温泉 坂出市

【観劇・入浴（09：00～15：00）】
   中学生以上 1,800円 → 1,600円   ４歳～小学生 900円 → 700円
【入浴のみ（9：00～22：00）】
   中学生以上 600円 → 550円   ４歳～小学生 350円 → 300円

印刷クーポン
画面提示クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

休暇村讃岐五色台 坂出市
【入浴料】
   大人 410円 → 205円   小学生・幼児 210円 → 105円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

トレスタ白山 三木町
【入浴料】
   中学生以上 600円 → 500円   ４才以上 300円 → 200円

印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

湯元こんぴら温泉  華の湯紅梅亭 琴平町
【入浴料】
   中学生以上 1,858円 → 1,620円   3歳～小学生 1,028円 → 864円

印刷クーポン
画面提示クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

湯元こんぴら温泉  華の湯紅梅亭 琴平町
【日帰り入浴＋ランチバイキング】
   平日 3,056円 → 2,516円   土日祝 3,596円 → 3,056円

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

サン・オリーブ温泉 小豆島町
【入浴料】
   中学生以上 700円 → 630円   ３才～小学生 400円 → 360円

印刷クーポン
画面提示クーポン
共通利用券

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯
スパスパスパスパ
(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)(日帰り湯、クアハウス)

吉田温泉　ふれあいの湯 小豆島町 １グループに１つ 「ミニハンドクリーム」プレゼント 
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 ガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンド コスモ石油販売

高松市
丸亀市
三木町
宇多津町

【現金でお支払いの場合】 店頭一般価格より１～２円／Ｌ引き 印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア 中野うどん学校
高松市
琴平町

【受講料】 1,620円 → 1,500円
印刷クーポン
画面提示クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア
道の駅ふれあいパークみの
　天然いやだに温泉大師の湯

三豊市
【入浴料】
   大人 1,500円 → 1,200円   小人（5～12歳） 800円 → 600円

印刷クーポン

レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯レジャー・日帰り湯 道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア道の駅・サービスエリア 道の駅　小豆島オリーブ公園 小豆島町 【ハーブクラフトづくり体験】 １０％ＯＦＦ
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン ホテルグルメホテルグルメホテルグルメホテルグルメ
高松東急ＲＥＩホテル
　シャングリ・ラ

高松市 【シェフおすすめプチコース】 3,300円 → 2,880円 印刷クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ドミノ・ピザ 高松市 【注文商品金額】 15％OFF
優待券
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ふじさわ　さくら茶屋 高松市
【さくらのおまかせコース（飲み放題つき）】 4,500円 → 4,000円
【食事された方】 ｳｪﾙｶﾑﾄﾞﾘﾝｸorﾃﾞｻﾞｰﾄどちらか1つサービス

印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 焼肉しゃぶしゃぶ　とうがらし 高松市 ワンドリンクサービスorひとくちデザートプレゼント
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 高松　渡海屋 高松市 乾杯用ドリンクを一人１杯サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 味処　三丹 高松市 一人１杯地酒サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ べべんこ 高松市 【コース料理】 500円OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ステーキ石田 高松市
【特選牛・おすすめ牛・極上スペシャル牛】 5％OFF
【会員特典】 ワンドリンクサービス

印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ コメダ珈琲店
高松市
丸亀市

【たっぷりサイズ注文時】 通常サイズの価格で提供 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ イタリアン　レストラン　ＤＥＡＲ
高松市
丸亀市
善通寺市

【会計】 合計金額より 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ガスト（スマートフォン）限定クーポン
高松市
他５市２町

【セットドリンクバー】 99円（税抜）
【スクランブルエッグ＆ベーコンソーセージセット】 399円（税抜）
【セットアサヒスーパードライ（ジョッキ）】 299円（税抜）
【キッズプレート0929】 299円（税抜）

スマートフォンクーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ステーキハンバーグ＆サラダバー　けん 丸亀市 【メインの料理を注文した方】 ドリンクバー無料 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ 庭園カフェ　夢回廊 丸亀市 【桃まんじゅう】 一人１個サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ ほくろ屋 丸亀市 ドリンク一杯サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ お休み処四国の旬 琴平町 【嫁入りおいりソフト】 350円 → 300円 
印刷クーポン
画面提示クーポン
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ うどん茶屋　てんてこ舞 琴平町 【食事代】 50円OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメグルメグルメグルメ
海の幸夕陽の宿ペンション
　サンセットコースト

土庄町
【海の幸オリーブコースサンセット風】 15％OFF
【フィッシュ・ディナー　オリーブ風味】 15％OFF
【海の幸ランチセット】 15％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

グルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラングルメ・レストラン グルメガイドグルメガイドグルメガイドグルメガイド
ジョルダンパスポート
（旧：ＣＬＵＢグルメぴあ）

県内６店 会員特別料金 パートナーサイト

映画映画映画映画 映画館割引映画館割引映画館割引映画館割引 イオンシネマ　ＡＣカード
高松市
宇多津町
綾川町

【映画鑑賞チケット】 一般 1,800円 → 1,300円 金券

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ レストランカラオケ・シダックス 高松市
【ルーム代】 20％OFF
【宴会コース（コース料金）】 5％OFF

優待券
印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ ビッグエコー

高松市
坂出市
丸亀市
三木町

【室料】
   平日 30％OFF   金・土・祝前日 20％OFF
   フリータイム 5％OFF
【ドリンクバー付き・飲み放題コース】 総額 5％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント カラオケカラオケカラオケカラオケ カラオケ　まねきねこ
高松市
他４市１町

室料30％OFF　または　ポテトフライ1皿サービス
印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント インターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェ ファンキータイム
高松市
善通寺市
宇多津町

【まんがネット席】
   ［１名で来店の場合］ 入会金無料＋席料１２０円引
   ［２名以上で来店の場合］ 入会金無料＋席料２２０円引
【まんがネット席以外】 入会金無料＋席料120円OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

エンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント インターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェインターネットカフェ 自遊空間 丸亀市
【入会金】 無料
【利用料】 200円OFF

印刷クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー ニッポンレンタカー　ワンデイスキップ
高松市
丸亀市

レンタカー基本料金より 20％～55％OFF
ワンデイスキップ
サイト

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー ニッポンレンタカー　ワンデイクーポン
高松市
丸亀市

ワンデイクーポン 20％OFF～55％OFF ワンデイクーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー タイムズカーレンタル
高松市
丸亀市
坂出市

レンタカー 30％OFF 印刷クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー タイムズカープラス 高松市 会員カード発行手数料（１人／１枚） 1,550円 → 1,000円 パートナーサイト

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー オリックスレンタカー
高松市
宇多津町
土庄町

基本料金より 最大55％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー 日産レンタカー 高松市 基本料金 18％ＯＦＦ～48％ＯＦＦ
印刷クーポン
画面提示クーポン

レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー 国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー国内レンタカー Ｊネットレンタカー／スカイレンタカー 高松市 通常料金より 16～55％OFF 印刷クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ ＲＩＺＡＰ（ライザップ） 高松市
【２週間トライアルコース入会の方】 商品券 5,000円分進呈
【2か月以上のコース契約時入会の方】 商品券 30,000円分進呈

直接申込

スポーツスポーツスポーツスポーツ セントラルスポーツセントラルスポーツセントラルスポーツセントラルスポーツ セントラル スポーツ

高松市
丸亀市
坂出市
観音寺市
三木町

【法人会員券】 1,080円
クラブオフ
ホームページ

スポーツスポーツスポーツスポーツ ゴルフゴルフゴルフゴルフ ロイヤル高松カントリークラブ 綾川町
【プレー料金／ ビジター】
   平日 9,290円 → 1,000円OFF
   土日祝 14,240円 → 1,000円OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

スポーツスポーツスポーツスポーツ テニス・スカッシュテニス・スカッシュテニス・スカッシュテニス・スカッシュ テニススクエア　アップデイト 高松市
【入会金】 3,200円 → 無料
【使用料（３０分）】 20％OFF

直接申込

スポーツスポーツスポーツスポーツ テニス・スカッシュテニス・スカッシュテニス・スカッシュテニス・スカッシュ トキワテニスクラブ 高松市 【入会金】 3,500円 → 無料 印刷クーポン

育児サービス育児サービス育児サービス育児サービス ベビー用品ベビー用品ベビー用品ベビー用品
カメラのキタムラの記念日スタジオ
「スタジオマリオ」

高松市
丸亀市

【撮影料半額券】 3,240円 → 1,620円 クラブオフへ申込

介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス 各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス
ダスキンヘルスレント
（福祉用具貸与および販売）

高松市 【販売商品】 10％OFF クラブオフへ申込

介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス 各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス各種介護サービス 福祉用具レンタル販売（エコール） 高松市 【販売商品】 15％OFF クラブオフへ申込

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 スーツセレクト 高松市 【店内すべての商品】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 はるやま

高松市
丸亀市
観音寺市
綾川町
宇多津町

クーポン特別優待＋１０％ＯＦＦ 印刷クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 洋服のお直しマジックミシン
高松市
綾川町
宇多津町

【洋服直し】 標準価格より 10％OFF
優待券
印刷クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ヴィクトリア 高松市 店頭表示価格より 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 Ｖｉｃｔｏｒｉａ　Ｇｏｌｆ（ヴィクトリアゴルフ） 高松市 店頭表示価格より 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ＳＰＯＲＴＳ　ＡＵＴＨＯＲＩＴＹ 高松市
【現金の支払】 表示価格より 10％OFF
【クレジットの支払】 表示価格より 8％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 ヒマラヤスポーツ 綾川町 【5,000円以上買い上げの方】 1,000円引
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 パレットプラザ／５５ステーション
高松市
綾川町

【デジカメプリント店内仕上げ】 全サイズ 10％OFF 優待券
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 カメラのキタムラ
高松市
丸亀市

【スマホプリント・デジカメプリント（ましかく・DSC・L・ﾊｶﾞｷｻｲｽﾞ）】
   店頭価格より 5％OFF

優待券

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 銀座ダイヤモンド シライシ 高松市
【エンゲージリング（センターダイヤモンド対象）】 10％OFF
【マリッジリング】 10％OFF
【ファッションジュエリー】　10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 アイプリモ 高松市
【エンゲージリング】 10％OFF
【マリッジリング】 10％OFF
【ファッションジュエリー】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 Ａｓ－ｍｅエステール
高松市
丸亀市
綾川町

【As-meエステールブランドジュエリー】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 楓月眼鏡店 高松市 買い上げ金額より 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 メガネスーパー
高松市
宇多津町

【メガネ・サングラス・コンタクトレンズ】 通常価格より15%OFF
【補聴器】 通常価格より15%OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング お買い物優待お買い物優待お買い物優待お買い物優待 小豆島ヘルシーランド 土庄町

【ジ・オリーヴオイルＡ購入】 オリーヴポイント300ptプレゼント
【ジ・オリーヴオイルＦ購入】 オリーヴポイント300ptプレゼント
【オリーヴリーフ・エキストラクト購入】
   オリーヴポイント300ptプレゼント
   1年分まとめて12本購入 22％引き

印刷クーポン

ショッピングショッピングショッピングショッピング インテリアインテリアインテリアインテリア カリモク家具 岡山市北区
【来場予約特典】 「コンビニdeクーポン1,000円分」をプレゼント
【成約特典】設置・配送サービス等

印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム アート引越センター ー

【引越基本料金（車輌費＋人件費）】 20％OFF
【ダンボール最大50枚、ガムテープ最大3巻】 サービス
【エコ楽ボックス１セット】 無料レンタル
【会員特典】 家具移動サービス（引越後1年間）

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム クロネコヤマトの引越センター ー

【タイムリーサービス】 基本料金より 25％OFF
【単身引越サービス】  2,000円OFF
【単身ジャストサイズサービス】 基本料金より 10％OFF
【高齢者ホーム入居サービス】 基本料金より 10％OFF
【らくらくおかたづけパック】  基本料金より 10％OFF
【メモリアル整理サービス】  基本料金より 10％OFF
【リフォームの達人／建替引越サービス】  基本料金より 5％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム サカイ引越センター ー 【基本料金（税抜）】 25％OFF（3／15～4／10は 10％ＯＦＦ）  クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム ハート引越センター ー
【引越基本料金】 30％OFF （3/15～4月第1週は除く）
【利用の方】 引越し資材プレゼント

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム イヌイの引越 ー
【全国お部屋パック（税抜）】  10％OFF～30％OFF
【エアコン取付・取り外し（税抜）（セット）】　10％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム 引越しは日通 ー 【基本料金（税抜）】 25％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム カンガルー引越便 ー 【引越料金（運賃＋人件費）（税抜）】 10％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム引越・トランクルーム 押入れ産業 高松市
【トランクルーム　月額保管料】 5％OFF
【契約時立会作業料】 無料

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 ツヴァイ 高松市 【入会初期費用】 最大 40,000円引き 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 Ｏ－ｎｅｔ 高松市 【入会金（税抜）】 10,000円OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚出会い・結婚 テイクアンドギヴ・ニーズ 高松市 見積り金額より 100,000円OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ペットペットペットペット シグニペット健診チケット
高松市
丸亀市
善通寺市

【シグニペット健診チケット】 7,980円 → 6,700円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 ＫＣＳセンター 高松市 【初診料】 7,560円 → 無料 印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 定額制コンタクトレンズ「メルスプラン」

高松市
坂出市
丸亀市
観音寺市
三豊市

入会された方に 3,000円分のギフトカードをプレゼント 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 健康健康健康健康 眼鏡市場

高松市
坂出市
丸亀市
観音寺市
綾川町

【メガネ・コンタクトレンズ・サングラス】 5％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー たかの友梨ビューティクリニック 高松市
【ビジター料金】 5％OFF
【入会金】 免除

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ＴＢＣエステチケット 高松市

【プレシャスコース＆ジェフグルメカード】 10,800円
【グラシアスコース＆ジェフグルメカード】 16,200円
【ルミナスコース＆ジェフグルメカード】 21,600円
【エスペシャルコース＆ジェフグルメカード】 32,400円

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー スリムビューティハウス 綾川町
【骨盤ダイエットＢｅａｕｔｙコース 70分（１回）】 無料
【全コース（キャンペーン含む）】 5％OFF
【入会金（要別途事務手数料）】 無料

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー リラクゼーション＆マッサージ　リブラ 高松市 【各コース】 10％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー リラクゼーションスペースＲａｆｆｉｎｅギフトカード

高松市
丸亀市
三豊市
綾川町

【ラフィネギフトカード】 2,160円 → 1,940円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー バンクンメイ 琴平町 【初回限定】全メニュー 20％OFF 
印刷クーポン
画面提示クーポン
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 癒々院
高松市
丸亀市

【全メニュー】 新規 1,000円OFF   リピーター 5分延長
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー 毛髪クリニック　リーブ２１ 高松市
【育毛健毛プラン】 初回限定 3,000円 → 500円
【会員コース（発毛トータルコース・発毛促進コース）】 15％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート ビューティービューティービューティービューティー ＢＯＤＹ　ＯＦＦ ー 【各コース】 1,000円OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキンメリーメイド ー
【1回限りの利用料金】 見積り料金より 10％OFF
【定期利用料金】 見積り料金より 5％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス
ニチイライフ
 ～家事・育児・自費介護サービス～

ー
【お試しプラン】 5,400円
【スポットプラン】 5％OFF

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス アートエプロンサービス整理・整頓 ー
【作業代金（税込）5万円未満の場合】 3％OFF
【作業代金（税込）5万円以上の場合】 5％OFF

印刷クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 便利屋！お助け本舗 ー 【初回限定】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス おそうじ本舗 ー 【ハウスクリーニング】 見積もり金額から 5％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス
おそうじ本舗
ハウスクリーニングギフトカード／贈答用

ー 【ハウスクリーニングギフトカード】 19,000円 → 16,500円 金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス おそうじ本舗のマイスターコーティング ー 見積金額より 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 家事の達人 ー
【「家事の達人」カード 選べるお掃除パック】
   1個選択 12,960円 → 11,500円   2個選択 24,840円 → 22,000円
   3個選択 35,640円 → 31,000円

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキンサービスマスター ー 【ハウスクリーニング】 見積り料金より 10％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 家事玄人ハウスクリーニング ー

【エアコンカビ取りパック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【エアコンカビ取りパック／2台目以降】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【エアコンカビ取りパック(掃除機能付タイプ用)】
   ｸｵｶｰﾄﾞ 1,000円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【エアコンカビ取りパック(掃除機能付タイプ用)／2台目以降】
   ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【浴室パック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【キッチンパック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【レンジフード洗浄パック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【掃除セレクトパック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【掃除選べるパック‐プラス‐】 ｸｵｶｰﾄﾞ 1,000円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【2個パック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 1,500円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
【大掃除パック】 ｸｵｶｰﾄﾞ 2,000円分ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

金券

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス フロアコーティング ー

【コーティング施工価格】 35％OFF
【フロアコーティング申込み】
   30㎡以上 防カビコーティング（トイレ）無料サービス
   50㎡以上 防カビコーティング（トイレ）+レンジフィルター無料
【居住中で施工を申込み】 荷物の移動費を無料サービス

印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ＥＰＣＯＡＴ（フロアコーティング） ー
【フロアコーティング代金（税抜）】 20％OFF
【ＥＰＣＯＡＴ利用の方】
   オプションコーティング代金10万円割引ｸｰﾎﾟﾝ進呈

パートナーサイト

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 遺品整理のキーパーズ ー 見積り基本金額より 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス おそうじ本舗　お墓のおそうじ代行サービス ー 通常価格より 5％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ガラスレスキュー２４ ー 通常料金より 10％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキン　ターミニックス ー 【シロアリ防除】 見積り料金より 5％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス コメリ　庭木の手入れサービス ー 【30,000円以上成約の方】 コメリギフトカード3,000円分プレゼント 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキン　トゥルグリーン ー 【庭木の手入れ】 見積り料金より 5％OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ダスキンレントオール 高松市 【レンタル料金】 10％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス セコム・ホームセキュリティ ー 【新規成約】 20,000円分商品券プレゼント クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ALSOKホームセキュリティ ー
【ﾎｰﾑｾｷｭﾘﾃｨBasic／HOME　ALSOK　Premium成約の方】
   10,000円キャッシュバック
【HOME ALSOK るすたくｻｰﾋﾞｽ成約の方】 5,000円キャッシュバック

クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス 全日警のホームセキュリティ  ハッピーガード ー

【保証金】 20,000円免除
【「かんたんプラン」と「おでかけプラン」契約】
   5,000円分の商品券プレゼント
【「いつでもプラン」と「みまもりプラン」契約】
   1,0000円分の商品券プレゼント

直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス セントラル警備保障のホームセキュリティ ー 【機器費】 定価より 10,000円OFF クラブオフへ申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 家事サービス家事サービス家事サービス家事サービス ＴＲＳの盗聴器発見サービス ー 【調査料金】 20％OFF 直接申込

ライフサポートライフサポートライフサポートライフサポート 葬祭葬祭葬祭葬祭 小さなお葬式 ー

【小さな火葬式】 193,000円 → 188,000円
【小さな一日葬】 343,000円 → 338,000円
【小さな家族葬】 493,000円 → 488,000円
【100名までのお葬式】 643,000円 → 638,000円

直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 東京アカデミー 高松市 【受講料】 15％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ
ＬＥＣ東京リーガルマインド
（生講義ｸﾗｽ、ﾋﾞﾃﾞｵｸﾗｽ、Web通学ｸﾗｽ）

高松市
【ＬＥＣ東京リーガルマインドの資格講座】
   各種割引適用後より 5％OFF

印刷クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ ヒューマンアカデミー 高松市 【受講料】 5％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 資格スクール大栄 高松市
【入学金】 10,800円 → 無料
【受講料】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン
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分類分類分類分類 サービスの種類サービスの種類サービスの種類サービスの種類 サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設サービス提供施設
店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の店舗・施設の

所在地所在地所在地所在地
会員特典会員特典会員特典会員特典 利用方法利用方法利用方法利用方法

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ 総合資格学院 高松市

【２級建築士総合講座】 799,200円 → 766,800円
【２級建築士学科講座】 507,600円 → 475,200円
【宅建パーフェクト総合セット】 302,400円 → 270,000円
【宅健総合講座】 280,800円 → 248,400円

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ ニチイ優良講座
高松市
宇多津町

【通学講座】 5％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ パソコンスクールアビバ 高松市
【入学金】 21,600円 → 無料
【受講料】 10％OFF

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ Ｗｉｎスクール～パソコン・ＷＥＢ・ＣＡＤ・ＩＴ～ 高松市
【講座受講料】
   税抜20万円以上 9,720円OFF   税込20万円未満 5,400円OFF

直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 英会話イーオン 高松市
【入学金】 32,400円 → 無料
【授業料】 10％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 ＣＯＣＯ塾 高松市 【入会金】 32,400円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 語学語学語学語学 ＮＯＶＡ　駅前留学・お茶の間留学
高松市
綾川町

【入学金】 無料
【授業料】 20％OFF

クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 高松カルチャーセンター 高松市 【入会金】 3,240円～5,400円 → 無料 
印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 佐藤貴美枝ニットソーイングクラブ 高松市 【入会金】 6,480円 → 無料
印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 ローランド・ミュージック・スクール
高松市
綾川町

【入会金】 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 カワイ音楽教室
高松市
他５市２町

【入会金】 40％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味
江口美貴　フラワーサロン・ミキ
　アートスクール

高松市
【体験レッスン】 3,000円 → 1,500円
【入学金】 16,200円 → 無料

直接申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味
ヨーロピアンフラワーデザイン連盟
　フラワー教室

高松市
他６市３町

【体験レッスン】  2,400円～3,900円 → 1,000円
【フラワーアレンジメント（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ）】 10,900円 → 1,800円
【フラワーアレンジメント（ﾃﾞﾗｯｸｽｺｰｽ）】 11,700円 → 2,000円
【プリザーブドフラワー（ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｺｰｽ）】 11,900円 → 2,000円
【モダンいけばな（ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｺｰｽ）】 10,400円 → 1,800円

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ 趣味趣味趣味趣味 ホームメイドクッキング 高松市
【入会金】 5,400円 → 無料
【入会された方】 1,500ポイントプレゼント

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 小学館の幼児教室　ドラキッズ 高松市 【入会金】 50％OFF 印刷クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 京進 高松市
【入学金】 50％OFF
【休み講習や各種特訓】 会員特別価格

印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ＣＯＣＯ塾ジュニア 高松市 【入会金】 16,200円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ＩＴＴＯ個別指導学院がんばる学園　ＴＯＰＳ
高松市
綾川町

【入会金】 12,960円 → 無料 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 イーオンこども英会話 高松市 【入学金】 5,400円 → 2,700円 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ＮＯＶＡ　こども英会話　ＮＯＶＡジュニア
高松市
綾川町

【授業料】 20％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 ＥＣＣジュニア
高松市
他７市４町

【入学金】 5,400円 → 2,700円 クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 東進こども英語塾 善通寺市 【入学金】  50％OFF
印刷クーポン
画面提示クーポン

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ こども教育こども教育こども教育こども教育 カワイ音楽教室（キッズ）
高松市
他５市４町

【入会金】 40％OFF クラブオフへ申込

学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ ABCクッキングABCクッキングABCクッキングABCクッキング ＡＢＣクッキングスタジオ 高松市 【入会金】 12,960円 → 6,480円 印刷クーポン

ビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポート 会議・研修所会議・研修所会議・研修所会議・研修所 ＪＭＡ会議室予約デスク
高松市
宇多津町

【会議室料】 2％～30％ＯＦＦ 直接申込
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