■提携店一覧

シルスクラブ提携店でシルスカードを提示するだけで
お店のサービスや特典が受けれます
注文時(予約時)にカードを提示またはシルス会員であることを伝えてご利用下さい

美酒百膳 文蔵
■ ランチメニュー(土日限定)
食後のコーヒー又は紅茶
香美市土佐山田町西本町１丁目４−1 TEL.0887-53-3055
営業時間／11:00〜14:30（17:00〜23:00） 定休日／毎週月曜

FinBec(ファンベック)
■ ポイント2倍

レストラン ゆず庵
■ 飲食代金の１０％引
南国市岡豊町常通寺島109−1 TEL.088−866−4141
営業時間／08:00～22:00(L.O.21:30) 定休日／元旦

MISAKIカフェ
■ 月〜土ランチメニューのみご注文の方に
ホットコーヒー一杯サービス
高知市南川添16-33 TEL.088-855-9850
営業時間／月火水金土11:30〜18:00 日・祝 12:00〜18:00
定休日／木曜日・第３水曜日

レストラン グドラック
■ 1,000円以上お食事された方にコ−ヒ−または
紅茶（ホットのみ）をサ−ビス ※グル−プの場合５名様まで
南国市明見933番地 TEL.088−863−2161
営業時間／11:00〜22:00 定休日／無休
レストラン ジャルダン (土佐御苑内)
■ ランチビュッフェにてドリンクバー100円OFF
※カードを提示された方のみ

高知市大川筋1-4-8 TEL.088−822−4491
営業時間／11:30〜14:00 定休日／無休
スナックおふく
■ 付きだし一品サ−ビス
香美市土佐山田町東本町1−2−2大洋第１ビル２階
TEL.0887−52−5288 営業時間／19:00〜24:00 定休日／無休

香美市土佐山田町451-11 TEL.0887-53-5431
営業時間／7:30〜20:00
定休日／日曜日

高見のたこ焼 南国店・愛宕山店
■ お買上げのお客様にソフトクリーム(ミニカップ)１個プレゼント
①南国店／南国市後免町144-2 TEL.088-864-0051
営業時間／10:00〜21:00
②愛宕山店／高知市愛宕山4-2 TEL.088-873-9697
営業時間／平日15:00〜23:00 土日祭日 14:00〜23:00
定休日／両店ともに無休

※日程によっては予約できない場合もございますので
サザンシティホテル
■ 宿泊ル−ムチャ−ジ 予約時にお問い合せください
シングル5,300円、ツイン２名10,000円、朝食1,000円
南国市明見933番地 TEL.088−863−2000
営業時間／24時間 定休日／無休

平家の茶屋
■ 1,000円以上お食事された方に、コーヒーをサービス
(ホットまたはアイス ※グループの場合は3名様まで)
THE MINUTES (ザ・ミーニッツ)
香美市香北町橋川野597 TEL.0887−59−3780
■ [ご婚礼]新郎新婦、ご両家の貸衣装（和装）特典有り
営業時間／11:00〜14:00 定休日／火曜・第２・４水曜日(12/26〜1/5) 南国市明見933番地 TEL.0120-118-765
水曜定休 ※予約は受付可 ※祝日営=業
千房高知南国店
アンジェブラン
■ 飲食代金の10％引
■ [ご宴会]お一人様5,000円以上で50名様以上の宴会に
南国市篠原108番1 TEL.088−863−1528
栗焼酎ダバダ火振（720ml）を１本進呈。
営業時間／11:00〜15:00（L.O.14：30）17:00〜22:00（L.O21：30）
南国市明見933番地
TEL.088−863−0888
定休日／第２水曜日(年末年始)
営業時間／10:00〜20:00 （利用可能時間11:00〜22:00）
定休日／無休
とんちゃん
■ 食後のアイスクリームまたはソフトドリンクをサービス
べふ峡温泉
グループの場合：一人2,000円以上の飲食でその方も対象になる
■ 宿泊料金11,000円のプランで9,900円 (10％引)
香美市土佐山田町西本町1-2-2 TEL.0887−53−4955
※年末・年始及びゴールデンウィークについては上記料金と異なる場合がございます
営業時間／17:00〜24:00 (金・土曜日のみ25:00まで)
■ 温泉入浴料金 大人630円を315円 (50％引き)
定休日／不定休
香美市物部町別府452−8 TEL.0887−58−4181
営業時間／7:30〜21:30
カフェ＆キッチンあかいみ
定休日／3/2.・6/1・9/1・12/1（但し、当日土日の場合は翌日）
■ 食後のドリンクサービス
香美市土佐山田町２２８８−１ TEL.0887−53−5343
営業時間／月〜金7:30〜16:00 土7:30〜15:00
定休日／日曜日 ※祝日は11:00まで、モーニングのみ

黒潮温泉 龍馬の湯 (高知黒潮ホテル)
■ 大人入浴料(通常900円)を100円引き
香南市野市町東野1630 TEL.0887−56−5900
営業時間／10:00〜24:00(23:30札止め) 定休日／無休

フラワ−ア−ト花翔
■ １０％引（特価品は除く）※物品販売のみ
香美市土佐山田町百石町２丁目1−16 TEL.0887−57−0387
営業時間／9:30〜20:00 定休日／元旦

写真スタジオきしの
■ １０％引（スタジオ撮影に限ります）
香美市土佐山田町旭町3−1−2 TEL.0887−53−3674
営業時間／8:30〜19:00 定休日／無休

サント企画
■ 全商品１０％引 ※物品販売のみ
香美市土佐山田町西本町3−1−32 TEL.0887−53−2845
営業時間／8:00〜18:00 定休日／元旦

末次金物店
■ ５％引
南国市後免町3−1−2 TEL.088−864−2057
営業時間／7:30〜19:00 定休日／日曜・1/1〜3

フラワ−ショップbois（ブア）
■ 全商品１０％引 ※物品販売のみ
高知市洞ヶ島町1−21 TEL.088−822−0688
営業時間／平日10:00〜19:00 日曜・祝日10:00〜17:00
定休日／元旦

石工房キタムラ
■ ５％引
高知市海老ノ丸2−17番地 TEL.088−861−6600
営業時間／8:00〜18:00 定休日／無休

野市グリ−ン
■ 全商品１０％引 ※物品販売のみ
香南市野市町西野553−2 TEL.0887−56−0656
営業時間／平日9:00〜18:00 定休日／元旦
花輝(ハナテル)
■ 全商品１０％引 ※物品販売のみ
高知市本町3-5-2 TEL.088-875-9327
営業時間／平日10:00〜18:00 定休日／1月1・2・3日
花の店マエダ
■ 全商品１０％引 ※物品販売のみ(一部除外あり)
香南市野市町西野2007-1 フジグラン野市 食品館内
TEL.0887-56-1334
営業時間／9:00〜21:00 定休日／無休
住まいの何でも相談室 ル−ツテラムラ
■ 展示雑貨１０％引／リフォ−ム・ガ−デニング施行など特別特価で
香美市土佐山田町百石町2−4−43 TEL.0887−53−5315
営業時間／10:00〜18:00 定休日／木曜
縫い工房
■ お直し１０％引・仕立て５％引
高知市宝町10−10 TEL.088−872−4786
営業時間10:00〜18:00 定休日／不定休（年末年始）
ファインクリーン(オフィス＆店舗＆ハウスクリーニング)
■ 次回からご利用いただける｢おそうじギフト券｣プレゼント
(作業料金の10％相当分)
南国市岡豊町蒲原178-1 TEL.088-821-7775
お問合せ受付：月〜金／9:00〜18:00 フリーダイヤル0120-719-596
遺品整理・生前整理 くるめ屋
■ 遺品整理・生前整理サービス１０％引
高知市春野町東諸木3346番地1 TEL.0120-008-965
営業時間8:30〜17:30 定休日／日曜・祝日
池田モータース
■ 車検工賃2,000円引
香美市土佐山田町旭町2丁目2-13 TEL.0887-53-2355
営業時間／8:30〜17:00 定休日／日曜・第二土曜・祝日

桑名石材
■ ５％引
香美市土佐山田町繁藤 TEL.0887−57−9873
営業時間／9:00〜18:00 定休日／無休
高知石材センタ−
■ １０％引 ※新しく墓石を建てられる場合
南国市十市3216−3 TEL.088−865−2020
営業時間／8:00〜18:00 定休日／火曜
大石石材
■ 全商品１０％引 ※設計・見積もり無料
香南市野市町東佐古893−1 TEL.0887−56−1699
営業時間／24時間 定休日／無休
エフア−ルピ−（墓地改修美化工事）
■ 雑草・落葉対策工事10％引
南国市大埇甲2248−9 携帯:090−1574−6261（担当:岩原）
営業時間／8:00〜18:00 定休日／日曜・祭日(年中受付)
後免駅前店：南国市駅前町2丁目5-10
アキヒロ石材
■ 震度７クラス対応免震工法サービス、全商品10％OFF
香南市香我美町山北585-1 TEL.090-3783-5595
営業時間／8:00〜17:00 定休日／不定休
カイロプラクティック 招き家
■回数券 (3回のみ)購入につき15分施術１回無料
南国市下末松１０６ ながおか温泉内 TEL.090-5145-4323
営業時間／11:00〜21:00 最終受付／19:30 (ご予約優先）
定休日／第２水曜・毎週木曜日
ネイルサロンTwinKle
■ ご利用額3,000円以上で500円OFF
高知市南川添16-33 2F TEL.090-5716-1687
営業時間／9:00〜18:00 定休日／木曜・日曜・祝日
石房 たかはし
■ 全商品１０％引 ※CGカラー図面設計見積もり無料
安芸郡芸西村西分甲2870-3 TEL.0887-33-2560
営業時間／8:00〜17:00 定休日／不定休
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