
（２０２２年６月１日現在）

■各店舗にてお会計時に、ＪＲ四国ジパング倶楽部会員手帳をご提示下さい。

■ＪＲ四国ジパング倶楽部会員ご本人様のみ会員優待を適用致します。

■会員手帳の有効期限が切れている場合は、会員優待を適用できません。

■他の割引（割引プラン、企画商品、割引クーポン等）との併用はできません。

■お客様のご希望日時について、満席（室）・店舗休業日等によりご予約・ご利用いただけない場合があります。

■会員優待は予告なく終了する場合があります。あらかじめご了承下さい。

■電話等でのお申込時に会員番号をお聞きする場合があります。

※新型コロナウィルス感染拡大の影響で、営業時間が変更となっている場合がございます。ご利用の際は事前にご確認下さい。

エリア 優待特典 アクセス 営業時間・問い合わせ先

お弁当をお買い上げのお客様に
お茶１本(３２０ｍｌ)プレゼント 高松駅構内（コム高松１Ｆ）

７：２０～２０：００
【TEL】０８７－８２３－３０９２

全品１０％割引 高松駅構内（コム高松１Ｆ）

（平　日）７：００～１９：００
（土休日）７：００～１８：００
【TEL】０８７－８２３－３１４５

全商品（セット商品含む）
１０％割引

高松駅構内（コム高松１Ｆ）
７：００～２１：３０
【TEL】０８７－８２３－３２５１

お食事１０％割引
※「ドリンクのみ」又は「おみやげ品」は除く

高松駅構内（コム高松２Ｆ）
１１：００～２１：００
【TEL】０８７－８１１－５１７７

お食事代５０円引 高松駅構内（コム高松２Ｆ）
１１：００～２１：００
【TEL】０８７－８２３－８８５５

定食全品１０％割引
※ランチ・お弁当・ほろ酔いセット・
　ドリンク類・単品商品は除く

高松駅構内（コム高松２Ｆ）
１１：００～２１：００
【TEL】０８７－８２２－１１０６

レンタカー基本料金１０％割引 高松駅構内 ８：００～２０：００
【TEL】０８７－８２１－１３４１

宿泊 正規客室料金２０％割引 高松駅隣接 【TEL】０８７－８１１－１１１１

カフェ＆レストラン
「ヴァン」

飲食代金１０％割引
(朝　食)６：３０～１０：００
(ランチ)１１：３０～１４:３０
(ディナー)１７：３０～２１：００
【TEL】０８７－８１１－１１６４

ベーカリーショップ 飲食代金１０％割引 ８：００～２０：００
【TEL】０８７－８１１－１１１１(代表)

日本料理
「瀬戸」

飲食代金１０％割引
(ランチ)１１：３０～１４：３０
(ディナー)１７：００～２１：３０
定休日：火曜日
【TEL】０８７－８１１－１１６１

ステーキハウス
「四季」

飲食代金１０％割引

(ランチ)１１：３０～１４：３０
(ディナー)１７：００～２１：３０
定休日：火曜日※祝日の場合は営業
【TEL】０８７－８１１－１１６１
（上記のお電話番号は、日本料理｢瀬戸｣に繋がり
ます。御用の方は「四季」とお伝えください。）

中国料理
「桃煌」

飲食代金１０％割引
（ランチ）１１：３０～１４：３０
（ディナー）１７：００～２１：３０
定休日：水曜日※祝日の場合翌木曜日に振替
【TEL】０８７－８１１－１１６２

レストラン
「フィオーレ」

飲食代金１０％割引 高松駅隣接
（ＪＲホテルクレメント高松20Ｆ）

(ランチ)１１：３０～１４：３０
(ディナー)１７：００～２１：３０
定休日：月曜日※祝日の場合は営業
【TEL】０８７－８１１－１１６３

バー
「アストロ」

飲食代金１０％割引 高松駅隣接
（ＪＲホテルクレメント高松21Ｆ）

(平　日)１７：００～２４：００
(日・祝)１７：００～２２：００
定休日：月曜日
【TEL】０８７－８１１－１１１１
（上記のお電話番号は、代表に繋がります。御用
の方は「アストロ」とお伝えください。）

宿泊 正規客室料金２０％割引 高松駅隣接 【TEL】０８７－８１１－１２００

プロント 全商品１０％割引
※割引時間　７：００～１７：３０

高松駅隣接
（ＪＲホテルクレメント高松１F）

（カフェ）７：００～１７：００
（バー）１７：００～２２：００
【TEL】０８７－８７３－２３３１

坂出駅 全品１０％割引 坂出駅構内
（平日）７：００～１９：００
（土休日）７：００～１７：００
【TEL】０８７７－４４－２４５０

多度津駅 全品１０％割引 多度津駅構内
（平　日）７：００～１９：００
（土休日）７：００～１８：００
【TEL】０８７７－３３－１３７７

リトルマーメイド 多度津駅店

リトルマーメイド 坂出店

ＪＲ四国ジパング倶楽部　会員様ご優待店舗一覧
　【会員優待の適用にあたって】

店舗名

高松駅

高松駅弁当店

リトルマーメイド 高松駅店

ロッテリア 高松駅店

実演手打うどん 杵屋

信州そば処　そじ坊

創作とんかつ ケ晴レ

駅レンタカー四国 高松営業所

ＪＲ
ホテル
クレメント
高松

高松駅隣接
（ＪＲホテルクレメント高松１Ｆ）

高松駅隣接
（ＪＲホテルクレメント高松２Ｆ）

ＪＲ
クレメント
イン
高松

ＪＲ四国ジパング倶楽部会員様におトクなお知らせ
ＪＲ四国ジパング倶楽部会員手帳をご提示いただくと、

四国内の宿泊施設・飲食店で割引や特典が受けられます！



エリア 優待特典 アクセス 営業時間・問い合わせ先店舗名

全品１０％割引 今治駅構内 ７：００～１９：００
【TEL】０８９８－２５－６０７９

お食事代５０円引 今治駅から徒歩５分
（ＪＲ高架下）

１１：００～１５：００
１７：００～２１：００
定休日：月・木曜日
【TEL】０８９８－２２－７５２９

正規客室料金２０％割引 今治駅隣接 【TEL】０８９８－５５－８３３３

正規客室料金１０％割引

松山駅から
市内電車で２０分
※道後温泉駅下車
　徒歩５分

【TEL】０８９－９０７－１１８１

全品１０％割引 松山駅構内 ７：００～１８：００
【TEL】０８９－９４５－７２４２

お食事代５０円引 松山駅構内 １１：００～２１：００
【TEL】０８９－９４５－４５５７

お食事代５０円引 松山駅構内 ７：３０～２０：００
【TEL】０８９－９４５－９８５０

お食事代５０円引 松山駅構内 ９：００～１９：００
【TEL】０８９－９４５－５２２８

お食事代５０円引 松山駅構内 １１：００～２１：００
【TEL】０８９－９４５－９８５２

レンタカー基本料金１０％割引 松山駅構内 ９：００～１９：００
【TEL】０８９－９４１－５２３５

内子駅 お食事代５０円引 内子駅から徒歩１５分
１１：００～１５：００
定休日：水曜日※祝日の場合翌木曜日に振替
【TEL】０８９３－４４－６１７１

宿泊 正規客室料金２０％割引 宇和島駅隣接 【TEL】０８９５－２３－６１１１

レストラン
「シレーヌ」

飲食代金１０％割引 宇和島駅隣接
（ＪＲホテルクレメント宇和島１Ｆ）

（朝　食）６：３０～１０：００
（ランチ）１１：００～１４：００
（カフェタイム)１４：００～１７:００
（ディナー）１７：００～２０：００
【TEL】０８９５－２３－６１３３

ＦＡＳＨＩＯＮ
大岡(婦人服)

当店でお買い物をされたお客様に
粗品プレゼント(数量限定)

徳島駅隣接
（クレメントプラザ地下１Ｆ）

１０：００～１９：００
【TEL】０８８－６５２－５３１０

ビューティ
ファスト
(美容院)

技術料金１０％割引
※｢技術料金」の詳細は店舗に
お問い合わせ下さい。

徳島駅隣接
（クレメントプラザ５Ｆ）

１０：００～１９：００
定休日：水曜日
【TEL】０８８－６５２－４１８０

レンタカー基本料金１０％割引 徳島駅前広場 ９：００～１９：００
【TEL】０８８－６２２－１０１４

宿泊 正規客室料金２０％割引 徳島駅隣接 【TEL】０８８－６５６－３１１１

ダイニングカフェ
クレメント

飲食代金１０％割引 徳島駅隣接
（ＪＲホテルクレメント徳島１Ｆ）

(喫茶)６：３０～２０：３０
(軽食)１１：３０～１４：００
　　　１７：００～２０：３０
【TEL】０８８－６５６－３１１５

日本料理
「藍彩」

飲食代金１０％割引 徳島駅隣接
（ＪＲホテルクレメント徳島６Ｆ）

(ランチ)１１：３０～１４：３０
(ディナー)１７：００～２０：３０
【TEL】０８８－６５６－３１１７

スカイバー
「煌」

飲食代金１０％割引 徳島駅隣接
（ＪＲホテルクレメント徳島18Ｆ）

１８：００～２２：３０
【TEL】０８８－６５６－３１１８

全品１０％割引 高知駅構内
（平　日） ７：００～１９：００
（土休日） ７：００～１８：００
【TEL】０８８－８７１－３２１８

｢有機ｺｰﾋｰ｣｢紅茶｣を１００円引

フードメニューのセットドリンク
「コーヒー」又は「紅茶」無料

レンタカー基本料金１０％割引 高知駅構内 ８：００～２０：００
【TEL】０８８－８２６－３０２２

正規客室料金２０％割引 高知駅から徒歩２分 【TEL】０８８－８５５－３１１１

土佐くろ
しお鉄道
中村駅

正規客室料金２０％割引
※チェックイン時に会員手帳を提示。
※２０２１年度割引適用除外日
　　4/29～5/4, 7/17～8/21, 12/29～1/2

土佐くろしお鉄道
中村駅から
タクシーで約２０分

【TEL】０８８０－３３－１６００

通販
商品１０％割引
（クーポンコードＳ３９１４３９）
※お申込時に会員番号及びクーポンコードをお申出

https://www.sanchoku-shikoku.jp
１０：００～１７：００
土･日･祝日･年末年始等を除く
【TEL】０１２０－３３－４５９２

四万十の宿

インターネット
産直ステーション
｢夢四国｣

ＣＯＣＯＣＨＩコーヒー 高知駅構内 ７：３０～１７：００
【TEL】０８８－８５４－８１９５

駅レンタカー四国 高知営業所

ＪＲクレメントイン高知

徳島駅

徳島駅
クレメント
プラザ

駅レンタカー四国 徳島営業所

ＪＲ
ホテル
クレメント
徳島

高知駅

リトルマーメイド 高知駅店

アントステラ 松山ＪＲ店

カレーショップデリー 松山店

駅レンタカー四国 松山営業所

下芳我邸

宇和島駅

ＪＲ
ホテル
クレメント
宇和島

松山駅

ホテル道後やや

リトルマーメイド 松山駅店

麺小町 松山店

うどんかけはし 松山店

今治駅

リトルマーメイド 今治駅店

麺小町 今治店

ＪＲクレメントイン今治

https://www.sanchoku-shikoku.jp
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