
★消防団応援の店　登録一覧

登録№ 名　　　　　称 特　　　　　典 電　　話 対　　象 備　　　　考

1 　酔処　隠居 　会計  5％割引 62-7484 全・家

2 　酒市 　ビールサーバーガス代　無料 62-5505 市・家・同 数名以上での利用

3 　銀座そば 　3,000円以上の飲食時　ドリンク 1杯サービス 62-4375 市・家・同

4 　餃子の王将 峰山店 　食事料金  5％割引 62-1119 市・家・同 個別会計は不可

5 　プラザアピア峰山 　3G以上ご利用で 貸靴無料 62-1033 市

6 　㈱ミネテツ自動車 　500円割引券 進呈 62-3636 市 車検、修理、物品販売時

7 　メガネサロン コマキ 　割引・値引での販売 62-0819 全・家・同

8 　居酒屋 喜笑 　ドリンク 1杯サービス 68-0480 市

9 　㈲コマキデンキ 　ポイント2倍サービス 68-0030 市・家・同

10 　平源 　付だしサービス 65-2006 市

11 　久美浜温泉湯元館 　入浴料金100円割引、お食事(宴会)料金 5％割引 83-1071 市

12 　㈲久美浜自動車 　車検整備工賃 10％割引 82-0320 市

13 　中華小僧 安安 　ポイント2倍サービス 72-3666 全・家・同

14 　台湾料理　豊味園 　食事料金 ５％割引、コーヒー１杯 無料 72-0858 市・家

15 　Coin 　3名様以上で来店時、ポテトチップス1袋サービス 090-6987-4374 市・家・同

16 　ふとんのえびすや 　オーダー枕　5％割引 62-0115 市 現金決済のみ(Ｒ2.12.31まで)

17 　郷の里 手づくり ふじわら 　食事料金 5％割引 72-0210 全・家・同 ドリンクは対象外

18 　オートプラザイシコ 　エンジンオイル交換 3割引 64-2203 市

19 　㈲宇野タイヤ商会 　団員価格(現金値引) 64-4753 市・家 一部商品は除く

20 　居酒屋 秀さん 　飲食会計 10％割引 76-0341 全・家

21 　くれ竹 　4名様でチケット 1枚サービス 72-4267 市 常連の証フルスタンプ

22 　天の酒喰 　4名様でチケット １枚サービス 62-8478 市 常連の証フルスタンプ

23 　座しき笑子 　4名様でチケット １枚サービス 64-5155 市 常連の証フルスタンプ

24 　焼肉 ソウル 　ドリンク１杯 無料 62-3822 市
生ビール、チューハイ、焼酎、ソフトドリン
クに限る

25 　いもやん
　消防団員の８名上でのご利用時　ドリンク１杯 サービス
　本日のおすすめ１品　サービス。 68-0003 市

26 　カイロプラクティック院 カイロハウス 　施術料 500円割引 62-3622 全・家

27 　居酒屋 ごっちゃん
　から揚げ1皿+店長おすすめ1品サービス
　6名以上の団体でお造り盛り合わせ１皿サービス※事前予約のみ 68-1077 全・家・同

28 　㈱小西神野 　整備技術料　10％割引 83-1435 市・家族

29 　めし屋　市ごろう 　飲食会計 5％割引　(消防団員の団体) 64-5018 市

30   実らくや   何杯飲んでも1杯につき　100円割引 68-0386 全・家・同 前日までの予約来店者に限る

31 　サイクルショップ　ヤマモト 　商品値引 62-1784 市・家・同

32   Patisserie LYON   1,000円以上のお買い上げ 粗品進呈 72-0169 市 １ヶ月に１回

33 　㈱にしがき 　お惣菜、おにぎり、弁当、パン：表示価格から　10％割引 68-0001 市
適用10店舗
大宮、大宮バイパス、駅前、長岡、網野
浜詰、弥栄、間人、海部、久美浜

34 　白杉酒造㈱ 　お買い上げ金額から 10％割引 64-2101 市・家・同

35 　居酒屋　壱エもん 　飲食時会計 5％割引 72-0248 市



36   味喜屋   ポイント 2倍サービス 72-3333 全・家・同

37   ㈲早川自動車工業   車検・定期点検時　エンジンオイル無料交換 62-3456 全・家・同

38   風蘭の館   食べ放題注文につき　ソフトドリンク1杯サービス 83-1033 全・家・同

39 　速読教室スピープラス/私塾あさだ塾 　全てのコース　月謝12％割引（毎月） 090-8796-2413 全・家

40 　おばんざい　えん 　おばんざい一品サービス 62-0020 市

41   ㈱野木源 　商品購入時　5％割引 75-1939 市・家・同

42 　ほりいクリーニング店
　団員・家族　5％割引
　10名以上団体（祭り、グループ、地域、公民館）　10％割引

62-0468 市・家・同

43 　三河屋 　15名以上（消防団員）の団体　焼酎ボトル　1本サービス 62-2540 市

44 　酒肴　まれ 　ドリンク1杯サービス 62-7878 全・家・同

45 　オースティン 　1万円以上のご飲食時お会計　10％割引 62-6545 市・家・同 家族：身分を証明できるものを提示

46 　御食事処　たら福 　10名以上（消防団員）の団体　焼酎ボトル　1本サービス 65-3673 市

47   宇川温泉　よし野の里   入浴料金　10％引き 　※現在利用停止中 76-1000 市 祝日、夏休み、年末年始は除く

48 　居酒屋　エビス 　飲食時会計 5％割引 75-0677 市

49 　中国料理　火山 　飲食時　1ドリンクサービス 75-1115 市

【対象】全：全国の団員、市：市内の団員、家：家族、同：同伴者

※特典の詳細は、各店舗等でご確認ください。


