
消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

【篠山市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 篠山市消防団 飲食
アイランドフューチャーコーポレーション(株)
舞鶴若狭自動車道　西紀サービスエリア上り線

篠山市西木之部字江ノ田ノ坪 ０７９－５９３－１２９１ ７：００～２１：００ なし
食後にドリンク・コーヒー　１杯サービス
（３９０円以内、レストランコーナーのみ）

消防団員及び同伴者４名まで

2 篠山市消防団 工事 (株)大市住宅産業 篠山市吹新６４－２ ０７９－５９０－１２３３ ８：００～１８：３０ なし
家電機器プレゼント
（１００万円以上の工事）

消防団員

3 篠山市消防団 飲食・菓子（洋）
手作りケーキの店　アリス
篠山インター店

篠山市網掛４０２－１ ０７９－５９４－４４８８ ８：００～２０：００ 不定休 購入もしくは飲食代　１０％割引 消防団員及び同伴者

4 篠山市消防団 飲食 石焼工房　四旬 篠山市杉２６４ ０７９－５９４－１８８８

１１：００～２０：００（ラ
ストオーダー）
ランチは14:00ラスト
オーダー

木曜日
（祝日は営業）

飲食代　５％割引
（他のサービスとの併用不可）

消防団員及び同伴者

5 篠山市消防団 物品販売 ハタ印房 篠山市黒岡９５－５ ０７９－５５２－０６８６ ８：３０～２０：００ 不定休
店内商品　１０％割引
（郵便切手類並びに宅急便、印刷物は除く）

消防団員及びその家族

6 篠山市消防団 物品販売 (株)森田石材店 篠山市吹新１２３－２ ０７９－５９４－３９３９ ９：００～１９：００ なし 墓石、仏壇、仏具の商品　１５％割引 消防団員及びその家族

7 篠山市消防団 飲食 水刺間（スラッカン）・チヂミ家 篠山市今田町今田１９７ ０７９－５９７－３１７２ １１：３０～２１：３０ 月・第２火曜日 飲食代　５％割引 消防団員及び同伴者

8 篠山市消防団 物品販売 鳳鳴酒造　ほろ酔い城下蔵 篠山市呉服町４６ ０７９－５５２－６３３８ ９：３０～１７：００ 火曜日
店内でお酒を１，０００円以上お買い上げで
「鳳鳴特製おちょこ」を１個プレゼント
（他のサービス券との併用不可）

消防団員のみ

9 篠山市消防団 温泉 こんだ薬師温泉　ぬくもりの郷 篠山市今田町今田新田２１－１０ ０７９－５９０－３３７７ １０：００～２２：００
火曜日
（祝日は営業）

入浴料割引　７００円→６００円
（他のサービス券との併用不可）

消防団員及び同伴者（大人のみ）４
名まで



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

10 篠山市消防団 物品販売 ワークショップオオツキ　丹南店 篠山市吹新５７－２ ０７９－５９４－３７１３ ７：００～２０：００
なし
（1/1～3、8/13～15
は休日）

ダルマカード（会員カード）ポイント２倍 消防団員のみ

11 篠山市消防団 飲食 韓国家庭料理　舎廊房（サラムバン）. 篠山市池上３４５－１ ０７９－５５４－３２００ １７：００～２４：００ 月曜日 ５％割引 消防団員及び同伴者、家族

12 篠山市消防団 飲食 ビア・パブ　サラムバン 篠山市池上３４５－１ ０７９－５５２－７２８２ １７：００～２４：００ 日曜日
ハンドルキーパー無料
付き出し１品サービス

消防団員及び同伴者、家族

13 篠山市消防団 工事 澤商会 篠山市細工所４８７－１ ０７９－５５７－０１３７ ８：００～１８：００ 日曜、祝日
厳選商品進呈（５０万円以上の工事）
（上下水道、住宅設備、土木施工）

消防団員及びその家族

14 篠山市消防団 工事 (株)中井工務店 篠山市本郷６７０ ０７９－５９２－０２６６ ８：００～１７：３０ 日曜、祝日
工事代金　１，０００円割引
契約成立時に粗品プレゼント
（１万円以上の工事）

消防団員及びその家族

15 篠山市消防団 畳店 広瀬畳店 篠山市真南条中５４０ ０７９－５９５－０５３５ ８：００～１８：００ 無休（年末年始除く）

・たたみ　購入金額の５％割引＋α
・ふすま・しょうじ・あみど　購入金額の５％割引
（一部商品を除く。購入金額により割引率が変わり
ます。当店チラシとの併用不可）

消防団員及びその家族

16 篠山市消防団 理容 永井理容 篠山市呉服町１ ０７９－５５２－２２３３ ８：００～１８：００
月曜、第１～３火曜
日

理容料金１０％割引 消防団員のみ

17 篠山市消防団 工事 木戸瓦店 篠山市東本荘３７７ ０７９－５５６－３４５３ ７：３０～１８：００ 雨天
粗品プレゼント（ビール１ケース）
（５０万円以上の工事）

消防団員のみ
（消防団員の自宅に限る）

18 篠山市消防団 工事 石井造園緑化(株) 篠山市東吹７０９ ０７９－５９４－０２７７ ９：００～１７：００ 土、日曜、祝日
工事代金５％割引
（１０万円以上の工事、剪定作業は除く）

消防団員及びその家族
（一般家庭のみ）

19 篠山市消防団 工事 さかべ建築 篠山市上筱見３６９ ０７９－５５８－０６３４ ８：００～１８：３０ １月１日～３日
･粗品進呈
・特選商品プレゼント（５０万円以上の工事）

消防団員及びその家族



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

20 篠山市消防団 物品販売 手づくり　とうふの家 篠山市今田町釜屋２５の１ ０７９－５９７－３３７８ ９：００～１７：３０ 水曜日 全商品２０％割引 消防団員及びその家族

21 篠山市消防団 宿泊・飲食 ユニトピアささやま 篠山市矢代２３１－１ ０７９－５５２－５２２２ ８：００～２２：００ 不特定

【日帰り利用者】
・入場料金を１０％割引
・食事予約利用者への食後ドリンクサービス（コー
ヒー又は紅茶）
【宿泊利用者】
・１泊２食付利用料より８％割引
【日帰り利用者・宿泊利用者共通】
・ご宴会、懇親会の「飲み放題プランを５６０円割引」
　お一人様　通常２，０６０円を１，５００円で提供
　（グループ全員の申込みが必要）

消防団員と消防団員を含む１０名ま
で
（カード１枚で１０名まで
※ご宴会、懇親会の「飲み放題プラ
ン５６０円割引」は同グループ全員

22 篠山市消防団 自動車 おおやま自動車 篠山市長安寺２８－２ ０７９－５０６－２８８５ ９：００～１９：００ 火曜日
通常工賃より１１．９％割引
（部品代は除く）

消防団員のみ

23 篠山市消防団 畳店 杉原畳店 篠山市魚屋町３５ ０７９－５５２－２００７ ８：００～１８：３０ 不定休 工事代金２０万円以上で３％割引 消防団員及びその家族

24 篠山市消防団 工事 水口左官店 篠山市高屋２０－１３ ０７９－５９３－１１５９ ８：００～１９：００ 日曜日
工事代金５％割引
（左官工事、外構工事　一式）

消防団員のみ

25 篠山市消防団 自動車 光オート・サービス 篠山市川北１００９－２ ０７９－５９３－０８５６ ９：００～１７：００
日曜、祭日及び第
２，４土曜日

粗品進呈等
（車検及び法定点検の整備来場者）

篠山市消防団員のみ

26 篠山市消防団 贈答用品 フルマインド(株) 篠山市西阪本５７６ ０７９－５９３－００６８ ９：００～１８：００ 日曜、祝日
購入金額の５％割引
（一部商品は除く）

消防団員及びその家族

27 篠山市消防団 食料品 篠山食料品店 篠山市二階町５４ ０７９－５５２－１１８８ ９：００～１９：００
火、水、土は９：００～
１７：００まで営業

購入金額の５％割引 消防団員及びその家族

28 篠山市消防団 物品販売 TRYS(株) 篠山市小枕１４１－１ ０７９－５９４－１１６６ １０：００～１８：００ 土、日曜、祝日
消防団員と記載のうえ注文して頂き、商品レビュー
を当店HPより記載頂いた方へ当店使用可能な１００
ポイント（１ポイント１円）プレゼント

消防団員のみ

29 篠山市消防団 物品販売 (株)阪本屋 篠山市立町１０１－１ ０７９－５５２－１０１８ ９：００～１８：００ 土曜日 ３，０００円以上お買い上げで粗品進呈 消防団員のみ



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

30 篠山市消防団 飲食 あすか農房 篠山市高屋２５３－３ ０７９－５０６－９７９２ ８：００～１７：００ 土、日曜（不定期） 単品コーヒー、定食付コーヒー　１００円引 消防団員及び同伴者４名まで

31 篠山市消防団 物品販売 (有)小西のパン 篠山市魚屋町２３ ０７９－５５２－００５２ ８：００～１７：００ 火曜日 購入金額の１０％割引 消防団員のみ

32 篠山市消防団 飲食 奥栄 篠山市藤岡奥４９２－５ ０７９－５５２－４４４１ １１：００～２１：００ 不定休 食事代合計10％割引 消防団員及び同伴者

33 篠山市消防団 飲食 食工房　楽郷 篠山市網掛３２６－５ ０７９－５９４－３５８９
（昼）１２：００～１５：００
（夜）１８：３０～２４：００

不定休
（昼）定食注文時に小鉢一品サービス
（夜）おつまみ一品サービス

消防団員のみ

34 篠山市消防団 飲食 郷の屋　楽車 篠山市吹新４－１　テナントたかはし１０２ ０７９－５０６－００９６ １７：００～２１：００ 不定休 アルコール注文時に小鉢一品サービス 消防団員のみ

35 篠山市消防団 飲食 膳所　丹南茶寮 篠山市味間新９２－４ ０７９－５９０－１０２０
（昼）１１：３０～１３：３０
（夜）１７：００～２２：００

水曜、第４木曜日
３，０００円以上のお食事で、生ビール又はウーロン
茶サービス

消防団員及び同伴者、家族

36 篠山市消防団 物品販売 小多田屋 篠山市立町７２ ０７９－５５２－０４５７ ８：３０～１８：００ 不定休
米１０kg以上買上のお客様、５kgで１００円の割引券
５枚進呈

消防団員及び同伴者

37 篠山市消防団 工事 長沢住宅設備（株） 篠山市大山下７８４－１ ０７９－５９６－００３７ ８：３０～１７：３０ 日曜、祝日
８％割引
（合計金額５万円以内の工事） 消防団員及びその家族

38 篠山市消防団 バイク BikeShop Black Beans 篠山市東本荘１－２ ０８０－４２４５－４７７８ １０：００～１８：００ 月、火日曜
４サイクルオイル定価５０％OFF
（当社指定オイル１０－４０W、１L定価１８００円　※
消費税別）

消防団員のみ

39 篠山市消防団 飲食・アウトドア施設 丹波篠山渓谷の森公園 篠山市後川上１１７０ ０７９－５５５－２３２３ ８：３０～１７：００

水曜日
ただしその日が祝日
の場合は、その直後
の休日でない日

入園料無料
（大人：３００円）

消防団員のみ

40 篠山市消防団 飲食・アウトドア施設 丹波猪村 篠山市後川上１１５４ ０７９－５５６－２６８０ ９：３０～１７：００ 火曜日、年末年始 食後のコーヒーサービス 消防団員のみ

41 篠山市消防団 飲食 丹波田中畜産（株）　牛屋　たなか 篠山市東吹１８１８－９ ０７９－５９０－１１３３

平日　１１：００～１４：０
０、１７：００～２２：００
土日祝　１１：００～２
２：００

無休（年末年始除く）
飲食代から３％割引
（ランチメニューは除く、他のサービス券との併用不
可）

消防団員及びその家族



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

42 篠山市消防団 自動車 マツダオートザム篠山 篠山市池上５１７ ０７９－５５２－４４４５ ９：００～１８：００ 水曜日

新車（マツダ車）をご購入の際、当社指定ガラスコー
ティング施工をサービス（商談の前に必ず団員カー
ドを提示して下さい。その他特典との併用について
はお問い合わせ下さい。）

消防団員及びその家族

43 篠山市消防団 看板 総合看板　フクニシ工芸 篠山市油井２０８－２ ０７９－５９５－０４２５ ８：００～１８：３０ 日曜日 １０％割引 消防団員のみ

44 篠山市消防団 飲食 遊食友酒　はまゆう 篠山市乾新町１８１－１ ０７９－５５２－２７２７ １７：００～２３：００ 月曜日 １ドリンクサービス 消防団員のみ

45 篠山市消防団 工事 結工務店 篠山市大山新３０－２ ０７９－５０６－００３３ ８：００～１８：００ 工事金額　１割引 消防団員及びその家族

46 篠山市消防団 飲食 農家レストラン　あかじゃが舎 篠山市真南条上８００－１ ０８０－３４７８－００４６ １１：００～１５：３０ 日、月、火、水曜日 ランチ　１００円引き 消防団員及び同伴者

47 篠山市消防団 カラオケ カラオケボックス　歌里坊 篠山市東岡屋２７７－４ ０７９－５５２－２２２３
１１：００～２５：００
１１：００～２７：００（土･
日・祝日前日）

なし
室料２０％off（特別プランは除く）
ドリンクバー（ソフトドリンク飲み放題）３００円→１００
円

消防団員及び同伴者

48 篠山市消防団 飲食 Anitya　（あにとや） 篠山市西古佐９５６－３ ０７９－５０６－９６５３
１２：００～１４：００
１８：００～２２：００

日、月、祝祭日 アルコール注文時　小鉢１品 消防団員のみ

【伊丹市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 伊丹市消防団 飲食店 花詞（はなことば） 伊丹市西台5丁目1-16　モアビル2F 072-770-3676 12:00～23:00 月曜日 食後にドリンク・コーヒー一杯サービス 消防団員のみ

2 伊丹市消防団 物販店（酒類） (株)リカーズはしむら 伊丹市伊丹８丁目３－６ 072-784-2228 9:00～19:00 日曜日
（小売価格）購入金額10%割引
粗品プレゼント

消防団員及びその家族

3 伊丹市消防団 飲食店 ラウンジKing・Queen 伊丹市中央１丁目９－１３－２C 072-784-3077 20:00～24:00 日曜日
瓶ビール・焼酎一杯
カラオケサービス

消防団員及び同伴者

4 伊丹市消防団 飲食店 ブラックキャッツ 伊丹市中央１丁目９－１１　池信第２ビル３F 072-778-3223 20:00～翌2:00 日曜日・祝日 生ビールもしくは酎ハイ一杯サービス 消防団員及び同伴者



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

5 伊丹市消防団 飲食店 創作料理　かんな月 伊丹市伊丹４丁目１－２０ 072-772-3339
11:30～14:30
17:00～22:00

月曜日
ソフトドリンク一杯サービス
※他のサービス券との併用不可

消防団員及び同伴者

6 伊丹市消防団 飲食店 得得うどん伊丹店 伊丹市船原２丁目３－１２ 072-784-5928 11:00～翌2:00 無休
飲食金額の5%割引
※他のサービス券との併用不可

消防団員及び同伴者

7 伊丹市消防団 物販店（青果） 石橋商店 伊丹市大鹿２丁目１３ 072-784-3114 9:00～18:00 日曜日 購入金額の5%割引 消防団員及びその家族

8 伊丹市消防団 自動車整備 株式会社　伊丹ダイハツ 伊丹市南本町２丁目３－１０ 072-782-3671 9:00～18:00
年末年始・お盆・祝
日

車検時
・点検整備料金割引・工賃10%割引
・その他無料サービス
※他のサービス券との併用不可

消防団員及びその家族

9 伊丹市消防団 飲食店 丸美焼肉 伊丹市東野６丁目６　エルパラシオ１F 072-785-2903 17:00～23:00 火曜日

①キムチ盛合せ②野菜サラダ③ナムル盛合せ④枝
豆のうち、いずれか１品サービス
ただし５名につき１品
※他のサービス券との併用不可

消防団員及びその家族、同伴者

10 伊丹市消防団 飲食店 株式会社Clutch らーめん、つけ麺　大前田 伊丹市瑞ケ丘１丁目１９　久保ハイツ１F 072-786-6428
11:30～14:00
18:00～22:00

月曜日 会計より１００円引き 消防団員及びその家族、同伴者

11 伊丹市消防団 物販店（生花） 花清花園 伊丹市宮ノ前２丁目４－３０ 072-782-4187 8:30～17:00 日曜日
花代10%割引
※他のサービス券との併用不可

消防団員及びその家族、同伴者

12 伊丹市消防団 物販店（眼鏡類） (株)伊丹メガネセンター　メガネのマトバ 伊丹市中央１丁目９－１１ 072-772-1025 9:30～19:00 無休
購入金額の10%割引
※クレジットカードの場合5%割引

消防団員及びその家族、同伴者（団
員カード提示者のみ）

13 伊丹市消防団 物販店（生花） 西田フラワー 伊丹市荒牧南２丁目１５－２３ 072-777-5637 10:00～18:00 木曜日
購入金額の10%割引
※他のサービス券との併用不可

消防団員及びその家族

14 伊丹市消防団 物販店（酒類） 石橋儀酒店 伊丹市広畑２丁目６ 072-781-2420 10:00～21:00 月曜日
粗品プレゼント
※2,000円以上お買い上げ時

消防団員のみ

15 伊丹市消防団 自動車整備 北伊丹ダイハツ販売株式会社 伊丹市広畑２丁目１６ 072-781-1917 8:45～17:30 水曜日 車検代金割引 消防団員及びその家族



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

16 伊丹市消防団 飲食店 せいだい屋 伊丹市中野北３丁目７－２７ 072-785-5211 17:00～23:00 水曜日 小鉢一品サービス 消防団員及びその家族

17 伊丹市消防団 飲食店 弐番屋 伊丹市伊丹２丁目５－７アリオⅡ 072-782-3700 17:00～23:00 日曜日・祝日 串カツ５本ドリンクセット通常800円を500円に 消防団員のみ

18 伊丹市消防団 飲食店 鉄板焼・お好み焼き　ぼちぼち 川西市久代4丁目2－47 072-758-9380 17:30～24:00 日曜日
一品サービス
※他のサービス券との併用不可

消防団員及びその家族、同伴者

19 伊丹市消防団 飲食店 居酒屋太郎 宝塚市金井町3丁目２ 0797-86-8457 17:30～24:00 日曜日・祝日
ワンドリンクサービス（ショット）
※一部除く

消防団員及び同伴者

20 伊丹市消防団 物販店（食料品） 伊丹老松酒造株式会社 伊丹市中央３－１－８ 072-782-2470 9:30～19:00 祝日 店内商品10%割引 消防団員及びその家族、同伴者

21 伊丹市消防団 飲食店 割烹　うしお（（株）和田） 伊丹市西台２丁目２－１７ 072-772-0444 11:00～22:00 年始（1/1～3） ソフトドリンク一杯サービス 消防団員及びその家族、同伴者

22 伊丹市消防団 飲食店
バイキング＆アラカルト
パサージュ

伊丹市中央6丁目2‐33
伊丹シティホテル　1F

072-777-1111 7:00～22:00 なし
ソフトドリンク一杯サービス
※他の特典との併用不可

消防団員及び同伴者５名まで
１グループ５名まで

23 伊丹市消防団 飲食店 中国料理　四川
伊丹市中央6丁目2‐33
伊丹シティホテル　1F

072-777-1111 11:30～22:00 なし
ソフトドリンク一杯サービス
※他の特典との併用不可

消防団員及び同伴者５名まで
１グループ５名まで

24 伊丹市消防団 飲食店 ロビーラウンジ　ルフラン
伊丹市中央6丁目2‐33
伊丹シティホテル　1F

072-777-1111 10:00～23:00 なし
ソフトドリンク一杯サービス
※他の特典との併用不可
※1人につき１品以上注文時に限る

消防団員及び同伴者５名まで
１グループ５名まで

25 伊丹市消防団 飲食店 日本料理　いな乃
伊丹市中央6丁目2‐33
伊丹シティホテル　4F

072-777-1111
11:30～14:30
17:00～22:00

なし
ソフトドリンク一杯サービス
※他の特典との併用不可

消防団員及び同伴者５名まで
１グループ５名まで



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

26 伊丹市消防団 飲食店 スカイレストラン　ミナレット
伊丹市中央6丁目2‐33
伊丹シティホテル　11F

072-777-7620 
11:30～15:00
17:00～22:00

なし
ソフトドリンク一杯サービス
※他の特典との併用不可

消防団員及び同伴者５名まで
１グループ５名まで

27 伊丹市消防団 飲食店 イタリアンレストラン　グラーツィエ
伊丹市中央3丁目５－１
伊丹シティホテル別館

072-784-3300 7:00～23:00 なし
ソフトドリンク一杯サービス
※他の特典との併用不可

消防団員及び同伴者５名まで
１グループ５名まで

28 伊丹市消防団 物販店（書籍） サンクス大鹿店 伊丹市瑞穂町1丁目10 072-784-0880 10:00～24:00 なし ポイントカード所有者にポイント２倍 消防団員のみ

29 伊丹市消防団 物販店（書籍） サンクスバラ公園店 伊丹市荒牧7丁目11－7 072-784-1900 10:00～24:00 なし ポイントカード所有者にポイント２倍 消防団員のみ

30 伊丹市消防団 物販店（酒類）
白雪ブルワリービレッジ
長寿蔵ショップ

伊丹市中央３丁目４－１５ 072-773-0524 10:00～19:00 第2火曜日
購入金額の10%割引
※他のサービス券との併用不可

消防団員及び同伴者

31 伊丹市消防団 飲食店
白雪ブルワリービレッジ
長寿蔵レストラン

伊丹市中央３丁目４－１５ 072-773-1111 11:30～22:00 第2火曜日 ハーフビールもしくはソフトドリンク１杯サービス
消防団員及びその家族
（団員カード提示者のみ）

32 伊丹市消防団 物販店（介護用品） 株式会社ゆずりは 介護ショップゆずりは 伊丹市南本町1丁目2-10 072-780-0520 9:00～18:00
原則無休（盆・年末
年始休）

購入金額の10%割引 初来店者様に粗品贈呈 消防団員及び同伴者

33 伊丹市消防団 物販店（食料品） 株式会社オイシス伊丹工場 伊丹市池尻2丁目23 072-772-0144 10:00～18:00
原則無休（年末年始
休）

500円以上購入で食パン1斤プレゼント
※カード提示時に要記名

消防団員のみ

34 伊丹市消防団 物販店（食料品） 肉のポパイ 伊丹市中野北2丁目7-18 072-775-1113 10:00～19:00 月曜日
購入金額の8%割引
※2,000円以上お買い上げ時

消防団員のみ



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

【加古川市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 加古川市消防団 自動車販売・修理 一井輪業自動車部 加古川市八幡町野村481 079（438）5132 9:00～17：30 日曜・祭日
車検・整備費用を10％割引
車両購入代金割引（購入代金により変動あり）

団員カード提示者及びその家族

2 加古川市消防団 貴金属販売・修理 マエダ宝飾Ｆ.Ｇ.Ａ. 加古川市西神吉町中西305
079（431）7894
携帯電話
090－3824－6857

9:00～19：00 不定休 購入代金から10％を割引 団員カード提示者及びその家族

3 加古川市消防団 飲食店（焼肉店） 黒ぎゅう
加古川市平岡町新在家2－266　レインボーコ
ア１Ｆ

079(424)8629 18：00～22：00 日曜
その日のおいしいお肉１人前サービス（特選ロース
など）

団員カード提示者及び同伴者

4 加古川市消防団 電化製品販売・修理 ミヤマ電化東加古川 加古川市平岡町二俣767－1 079（437）3830 9：00～18：00 日曜 粗品プレゼント 団員カード提示者

5 加古川市消防団 ガソリンスタンド 大西石油株式会社 加古川市平岡町二俣769－8 079（435）5678 7：30～20：00 木曜 作業料から１０％を割引 団員カード提示者

6 加古川市消防団 酒蔵 合名会社　岡田本家 加古川市野口町良野1021 079（426）7288
9：00～18：00
10：00～17：00（土、
日、祝日）

月曜
購入金額の10％割引
（送料は適応外）

団員カード提示者

7 加古川市消防団 電装 明姫電装サービス 加古川市平岡町中野93 079（437）3367 9：00～18：30
日曜、祝日、
第２土曜

購入金額の５％割引 団員カード提示者及び同伴者

8 加古川市消防団 工務店 神吉工務店 加古川市米田町船頭518－4 079（432）1949 8：30～18：00 日曜 見積額より10％ＯＦＦ 団員カード提示者及びその家族

9 加古川市消防団 飲食店（焼肉店） 焼肉　こずち 加古川市西神吉町岸284 079（433）4129 17：00～22：00
１グループカルビ１人前サービス（他のサービス券と
の併用不可）

団員カード提示者及びその家族

10 加古川市消防団 喫茶 喫茶　デルタ 加古川市野口町二屋105-1 079（424）6601 7：30～17：00 日曜 食後のドリンクサービス 団員カード提示者及びその家族

11 加古川市消防団 生花店 フラワーショップ　みすみ 加古川市別府町緑町２　グリーンマート内 079（437）4655 10：00～20：00 元日のみ
10％割引（サービス品は除く、他のサービス券との
併用不可）

団員カード提示者及びその家族

12 加古川市消防団 飲食店
ほっこり串焼酒場 隠れダイニング 旬彩ダイニング　あ
し跡

加古川市野口町坂元632－1 079（423）2322 17：00～24：00 月、火曜
飲食代金10％ＯＦＦ（コース料理併用不可、他の
サービス券と併用不可）

団員カード提示者及び同伴者

13 加古川市消防団 飲食店
ほっこり串焼酒場 隠れダイニング 旬彩ダイニング　あ
し跡

加古川市平岡町新在家２－２７４－４　サン
ロードビル１Ｆ

079（425）8208 17：00～24：00 月、火曜
飲食代金10％ＯＦＦ（コース料理併用不可、他の
サービス券と併用不可）



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

14 加古川市消防団 飲食店
ほっこり串焼酒場 隠れダイニング 旬彩ダイニング　あ
し跡

加古川市加古川町北在家２４４４　大日加古川
ビル１Ｆ

079（422）1119 17：00～24：00 月、火曜
飲食代金10％ＯＦＦ（コース料理併用不可、他の
サービス券と併用不可）

15 加古川市消防団 スナック スナック　愛香 加古川市平岡町新在家２丁目２７８－１４ 079（425）7233 18：00～24：00 日曜
団体（５名以上）２時間3,000円、ボトルキープ10％引
き

団員カード提示者及び同伴者

16 加古川市消防団 墓石クリーニング
墓石クリーニングとお墓の見守り
　Ｓhimando（シマンド）はりま

加古川市別府町石町４３
079（439）7983
　携帯電話　080-5634－
4123

9:00～19：00
毎月　1、10、11、20、
21、31日

墓石のクリーニング・コーティング、お墓の見守り、
お墓の同行・代行の料金から20％割引

団員カード提示者及びその家族

17 加古川市消防団 介護用品・福祉用具 株式会社ＡＬＣ　介護相談室あえる 加古川市新神野3丁目２７－８－６ 079（430）5187 8：30～17：30 土、日曜、祝日
介護用品・福祉用具購入代金の10％割引（一部商
品は除く。介護保険制度との併用不可。）

団員カード提示者及び同伴者

18 加古川市消防団 ハウスクリーニング 有限会社　スプリング 加古川市神野町神野１３３８－３
079（438）6578
0120-835-788

９：３０～１９：００

年末年始（１週間）、
ゴールデンウィーク
（１週間）、お盆（１週
間）

ハウスクリーニングメニュー　定価より20％割引
　　総額（定価、税別）15,000円以上

団員カード提示者及びその家族

19 加古川市消防団 飲食店 お食事処　とりよし 加古川市八幡町宗佐１１０２－８ 079（438）7117 11：00～21：00
月曜（月曜日が休日
の場合は水曜日）

ワンドリンクサービス、食事はソフトドリンク付き、宴
会・飲み会・打ち合わせの飲酒予定時は乾杯のア
ルコール等サービス

団員カード提示者

20 加古川市消防団 飲食店 Dining kitchen たけ 加古川市別府町別府９７４－１　パルネ吉野１０２ 079（435）0032

水～日
17：00～26：00

月
17：00～24：00

火曜日
生ビール（中）100円引き・酎ハイ各種50円引きor飲
食代金５％OFF

団員カード提示で１グループ

21 加古川市消防団 飲食店 炭火串焼　駿 加古川市加古川町粟津４４４－５ 079（427）7707
17：00～2４：00
※日曜・祝日　17：00
～23：00

火曜日 飲食代金10％OFF 団員カード提示者及び同伴者

22 加古川市消防団 飲食店 炭火 ゆるり 加古川市野口町野口１０１－１０　ヴィランテ野口１０２ 079（420）9031 18：00～25：00 火曜日 飲食代金10％OFF 団員カード提示者及び同伴者

23 加古川市消防団 ホテル 加古川プラザホテル 加古川市加古川町溝之口８００ 079（421）8877 7：00～21：00 無休
ホテル内レストラン「リヴェール」にて、食後のコー
ヒー一杯サービス

団員カード提示者及びその同伴家族



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

【洲本市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 洲本市消防団 飲食 タンミダイニング圓 洲本市本町四丁目5-15 0799-26-0664 18:00～24:00 月曜日 アルコール又はソフトドリンク１杯サービス 消防団員及び同伴者

【淡路市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 淡路市消防団 スナック ラウンジ　独楽 淡路市志筑2840-25 0799-62-1537 18：00～23：30 日曜日 焼酎に限り1グループ1本（2人以上） 消防団員及び同伴者

2 淡路市消防団 販売店 せきれいの里 淡路市多賀740 0799-70-1010 9：30～16：00 無休 お買上1,000円以上で玉ねぎスープ１杯無料 消防団員及びその家族

3 淡路市消防団 飲食店 オレンヂ 淡路市郡家260-1 0799-85-0150 10：30～19：00 不定休 一人1,000円以上飲食の方にコーヒーをサービス 消防団員及び同伴者（５名以内）

4 淡路市消防団 ガソリンスタンド 酒井石油店 淡路市育波591-2 0799-84-0234 7：00～18：00 1月1日 現金に限り　ガソリン・軽油を１０ℓ以上ℓ１円値引き 消防団員のみ

5 淡路市消防団 ガソリンスタンド （株）藤澤石油店 淡路市富島1956 0799-82-1133 6：00～20：00 1月1日 現金に限り　ガソリン・軽油を１０ℓ以上ℓ１円値引き 消防団員のみ

6 淡路市消防団 ガソリンスタンド （有）小山石油店 淡路市浅野南288-2 0799-82-2456 8：00～19：00 1月1日 現金に限り　ガソリン・軽油を１０ℓ以上ℓ１円値引き 消防団員のみ

7 淡路市消防団 ガソリンスタンド 一宮石油店 淡路市室津8-2 0799-84-0309 7：30～18：00 1月1日 現金に限り　ガソリン・軽油を１０ℓ以上ℓ１円値引き 消防団員のみ

8 淡路市消防団 ガソリンスタンド 淡路アポロ石油株式会社 淡路市多賀977 0799-85-0241
平日7：00～19：30
祭日8：00～19：00

１月１日～１月３日
日曜日

現金に限り　ガソリン・軽油を１０ℓ以上ℓ１円値引き 消防団員のみ



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

9 淡路市消防団 ガソリンスタンド 一宮オイル有限会社 淡路市多賀1257-3 0799-85-0028
平日7：00～20：00
日曜8：30～19：00

1月1日 現金に限り　ガソリン・軽油を１０ℓ以上ℓ１円値引き 消防団員のみ

10 淡路市消防団 ガソリンスタンド 西岡石油店 淡路市草香北535-5 0799-86-0333 7：00～20：00 なし 現金に限り　ガソリン・軽油を１０ℓ以上ℓ１円値引き 消防団員のみ

11 淡路市消防団 飲食店 ミエレ 淡路市野島蟇浦785-9 0799-80-2600 10：30～19：00 火曜日
飲食代10％オフ（ほかのサービス券との併用不可。
一部メニューは除く。）

消防団員及び同伴者

12 淡路市消防団 飲食店 カフェ・スコーラ 淡路市野島蟇浦841-5 0799-82-1820 10：30～18：00 水曜日
飲食代10％オフ（ほかのサービス券との併用不可。
一部メニューは除く。）

消防団員及び同伴者

13 淡路市消防団 飲食店 リストランテ・スコーラ 淡路市野島蟇浦841-5 0799-82-1820
ランチ　11：30～15：00
ディナー　18：00～21：00 水曜日

飲食代10％オフ（ほかのサービス券との併用不可。
一部メニューは除く。）

消防団員及び同伴者

14 淡路市消防団 飲食店 北淡震災記念公園 淡路市小倉177 0799-82-3020 9：00～17：00 12月下旬 食事代・物産品代　５％割引 消防団員のみ

15 淡路市消防団 ガソリンスタンド （株）オールジャパンオイル 淡路市中田44-1 0799-62-0583 7：30～22：00 １月１日～１月２日 現金に限り　ガソリン・軽油を１０ℓ以上ℓ１円値引き 消防団員のみ

16 淡路市消防団 ガソリンスタンド 株式会社　樫岡石油 淡路市大谷109-1 0799-64-0044 7：30～20：00 第２日曜日 現金に限り　ガソリン・軽油を１０ℓ以上ℓ１円値引き 消防団員のみ

17 淡路市消防団 ガソリンスタンド 山本産業　株式会社 淡路市大谷877-2 0799-64-0029 7：00～19：00 １月１日～1月２日 現金に限り　ガソリン・軽油を１０ℓ以上ℓ１円値引き 消防団員のみ

18 淡路市消防団 ガソリンスタンド 髙田石油店 淡路市木曽下6-1 0799-62-0683 7：00～19：00 日曜日 現金に限り　ガソリン・軽油を１０ℓ以上ℓ１円値引き 消防団員のみ

19 淡路市消防団 販売店 酒のＫＡＷＡＮＯ 淡路市志筑1521-1 0799-62-0146 10：00～20：00 不定休 当店発行クーポン券プレゼント 消防団員及びその家族

20 淡路市消防団 販売店 宮本電気有限会社 淡路市生穂1745 0799-64-0142 8：30～19：00 日曜日・祝日

１万円（税別）以上で乾電池単１～単４までのいずれか２
個プレゼント
一部商品は除く。
ほかのサービス券との使用不可
クレジット支払不可

消防団員のみ



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

21 淡路市消防団 消防防災関連店 株式会社　川越 淡路市志筑1658-2 0799-62-0489 8：30～17：00 土日祝日 購入金額の10％割引 消防団員のみ

22 淡路市消防団 スナック 夜来香 淡路市志筑1871-202 0799-62-3900 20：00～24：00 月曜日

10人来店：ボトル1本サービス
5人来店：ボトル50％オフ
3人来店：ボトル30％オフ
但し：ボトル割引は１本目のみ
高級ボトルは除く

消防団員及び同伴者

23 淡路市消防団 ガソリンスタンド 正司石油株式会社 淡路市志筑96 0799-62-0558 ７：30～20：30
第１・３日曜日（都合
により変更します。）

現金に限り　ガソリン・軽油を１０ℓ以上ℓ１円値引き 消防団員のみ

24 淡路市消防団 飲食店 下木家 淡路市江井2857-1 080-5364-0226
11：30～14：00
18：00～21：00

月・土・日
（冬期12月～２月末
は日曜日営業昼の
み）

もつ鍋予約していただいて5,000円以上の飲食代か
ら200円値引き（お一人様につき）
5,000円単位で200円値引き
10,000円の場合は、400円値引き

消防団員のみ

25 淡路市消防団 販売店 宝来堂 淡路市江井2851 0799-86-0141 8：00～19：30 不定休 1,000円以上お買い物の方に焼菓子1個サービス 消防団員のみ

26 淡路市消防団 飲食店 いづも庵 淡路市志筑3522-1 0799-62-6002
11：00～20：00
（15：00～17：00　準備
中）

毎週木曜日(祝祭日
は営業）

麺の大盛サービス 消防団員及び同伴者

27 淡路市消防団 飲食店 あわじ和牛亭 淡路市郡家245-1 0799-85-2911 17：00～22：30 毎週火曜日
会計金額5,000円以上の方に限り5％割引サービス
（ほかのサービスとの併用不可）

消防団員のみ

28 淡路市消防団 販売店 （有）肉のよしおか 淡路市郡家245-1 0799-85-0103 9：00～19：30 毎週火曜日 カードポイント２倍サービス（ＷＡＯＮ） 消防団員のみ

29 淡路市消防団 旅館・ホテル パルシェ　香りの湯 淡路市尾崎3025-1 0799-85-1126 11：00～21：00 不定期（要問合せ） 温泉入浴料10％　割引 消防団員及び同伴者５名まで

30 淡路市消防団 販売店 藤本水産（株） 淡路市育波387 0799-84-1126 8：00～18：00 12/31～1/2
１点以上お買い上げの方、
ジュース１本サービス

消防団員のみ

31 淡路市消防団 販売店 保地味噌醸造所 淡路市小田514 0799-82-0190 9：00～18：00 不定休 750ｇカップ詰6個入り1箱に付　300円割引 消防団員及びその家族



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

32 淡路市消防団 スナック Ｍｅｍbｅｒｓ　紫乃 淡路市志筑3209 0799-62-4468 20：00～24：00 日曜日 ボトル（焼酎）１本サービス（５名様以上） 消防団員及び同伴者

33 淡路市消防団 葬祭 セレモニーホールなごみ 淡路市中田3717-2 0799-36-2813 ― なし 会員割引 消防団員のみ

34 淡路市消防団 飲食店 道の駅あわじ　海峡楼 淡路市岩屋1873-1 0799-72-0201 9：00～18：00 無休 レストラン「海峡楼」において食事代5％割引 消防団員及び同伴者

35 淡路市消防団 自動車整備業 森本商店 淡路市楠本2001-1 0799-72-3525 8：30～18：30
不定休
（事前に連絡必要）

車検入庫時・点検入庫時　エンジンオイル無料交換 消防団員及びその家族及び親類

36 淡路市消防団 旅館・飲食店 長松旅館 淡路市仮屋127 0799-74-2007 ― 不定休
カラオケ（無料）
ビール５本サービス（20名様以上）

消防団員のみ

【多可町】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 多可町消防団 飲食 成実 多可郡多可町中区奥中605-1 0795-32-0575
昼11：00～14：00
夜17：00～21：00

月曜日

平日の火曜日から金曜日まで、夜の営業時間、飲
食費の消費税相当分を割引。また、最初のドリンク
１杯に限り100円とします。ただし、会席はサービス
の対象外。

団員カード提示者及びその家族

2 多可町消防団 物品販売 （機械工具等） ハンズコテラ（本店） 多可郡多可町加美区寺内117-1 0795-35-0298
7：00～19：00
8:00～17：00（祝日）

日曜日 粗品プレゼント（オリジナルグッズ）
団員カード提示者及びその家族
3,000円以上お買い上げの方対象。

3 多可町消防団 物品販売 （機械工具等） ハンズコテラ（加東店） 加東市上中3-59 0795-43-0005
7：00～19：00
8:00～17：00（祝日）

日曜日 粗品プレゼント（オリジナルグッズ）
団員カード提示者及びその家族
3,000円以上お買い上げの方対象。

4 多可町消防団 飲食 ＮＰＯ法人北播磨ラベンダー 多可郡多可町加美区轟799-127 0795-36-1616 9：00～17：00 水曜日
「喫茶ラベンダー」でランチをお召し上がりの方に、
コーヒー又は紅茶を１杯サービス。

団員カード提示者のみ



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

5 多可町消防団 物品販売 エアレーベン八千代 多可郡多可町八千代区中野間363-14 0795-37-2211 9：00～18：00
平日の月曜日
年末年始（12/31～
1/3）

１階の物産販売品（全商品対象）８％割引。
物産販売品の送料及び豆腐加工・そば打ち加工体
験の体験料は除く。

団員カード提示者及びその家族

6 多可町消防団 物品販売 道の駅　山田錦発祥のまち・多可 多可郡多可町中区岸上281-1 0795-20-7087
9：30～17：30
※11月～2月は
9：00～17：00

定休日はなし
年末年始（12/29～
1/3）のみ休み

来店され団員カードを提示いただいた方に、たか坊
メモ帳１冊及びたか坊ポケットティッシュ１つをプレ
ゼントします。

団員カード提示者のみ

7 多可町消防団 飲食 マスカレード 多可郡多可町中区牧野425-90 0795-32-3233
7：00～17：00

不定休 食後のコーヒーを１杯サービス 団員カード提示者及びその家族

8 多可町消防団 飲食 くつろぎｃａｆｅ 多可郡多可町加美区山寄上371-13 0795-36-0607

7：30～14：00
16：30～22：00
（21：00ｵｰﾀﾞｽﾄｯﾌﾟ）
16:30以降の来店は、
当日13：00までの予約
必要

木曜日

グループ合計で1,000円以上のご飲食に限り、全品
30％割引
運転代行が近隣にないため、アルコールを注文され
る際は、必ず運転される方の手配をお願いします。
終日店内禁煙。

団員カード提示者及びその同伴者

9 多可町消防団 飲食 千ヶ峰TＡｉＹＡＫｉ宮崎
多可郡多可町加美区寺内
（松井庄郵便局少し南）

0795-32-1532
（本店；多可町中区森本）

11：00～19：00 水曜日
たい焼き10匹購入で1匹サービス
他のサービス券との併用不可。
利用の有効期限　平成29年3月31日

団員カード提示者及びその家族

【佐用町】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 佐用町消防団 農機具販売修理 ㈲稲田農具製作所 佐用郡佐用町平福583 0790-83-2324 ８:００～１７：００ 日曜日 購入金額の５％割引 消防団員及びその家族

2 佐用町消防団 塗装 阿曽塗装 佐用郡佐用町西下野162-1 0790-77-0613 ８:００～１８：００ なし 工事金額の５％割引 消防団員及びその家族

3 佐用町消防団
衣料品、医薬品、贈
答用品

㈲萬屋商店 佐用郡佐用町三日月1199 0790-79-2023 ８:００～１９：００ なし
購入金額の１０％割引（ただし、学生衣料品、特価
品を除く）

消防団員及びその家族

4 佐用町消防団 民宿、弁当 民宿　若鮎荘 佐用郡佐用町下徳久1026-2 0790-78-0048 ８:００～２０：００ なし 宿泊料金の５％割引 消防団員及びその家族

5 佐用町消防団 自動車販売・修理 ㈲森本モータース 佐用郡佐用町佐用2580-5 ０７９０－８２－０２００ ８:３０～１７：３０ 日曜日・祝祭日
軽四・小型自動車の車検時
オイル交換２０％割引、ポリマー洗車５００円

消防団員及びその家族



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

6 佐用町消防団 飲食 焼肉かづ 佐用郡佐用町横坂305-2 ０７９０－８２－０２２１ １１:００～２１：００ 不定休 食後のウーロン茶、コーヒー１杯サービス 消防団員

7 佐用町消防団
葬祭業・仏壇仏具販
売

㈲かわた 佐用郡佐用町佐用3018-1 ０７９０－８２－２１５１ ８:３０～１７：３０
Ｐホール（葬祭場）利用時にセット価格の割引
（Ｐホールファミリー会員割引併用可）

消防団員の二親等以内の家族

8 佐用町消防団
贈答品・結納用品・祝
儀用品販売

贈り物の重田 佐用郡佐用町佐用3043-2 ０７９０－８２－２００３
9：00～19：00
土・祝9：00～18：00

日曜日
店舗会員同様、特別割引。更に金額に応じてポイン
ト進呈。

消防団員

9 佐用町消防団 宿泊・飲食 笹ヶ丘荘 佐用郡佐用町円光寺423-11 ０７９０－８８－０１４９ 不定休 宿泊料金（室料）の５％割引 消防団員及びその家族

【小野市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 小野市消防団 飲食 炭火焼肉　呼友 小野市大島町1637 0794-70-8511 17：00～22：00 月曜日 お会計時、カード提示で500円割引 消防団員を含む1グループ

2 小野市消防団 その他
結婚支援センター
（結婚相談書）

小野市曽根町177 0794-67-0358 9：00～19：00 不定休
カウンセリング（相談）無料
入会時、費用を50％割引

独身の消防団員及びその家族
消防団員及び同伴者

3 小野市消防団 米穀店 株式会社　イシダ 小野市福住町378-1 0794-67-0112 9：00～17：00 土、日曜日、祝祭日 玄米30㎏（7,500円）を6,800円に！ 消防団員で団員カード提示者

4 小野市消防団 飲食 炭火焼肉　夢しちりん 小野市王子町679-4 0794-62-9016 17：00～23：00
月曜日
第3火曜（祝日は除
く）

飲食代から10％off（上限3,000円） 会員証提示者及び同伴

5 小野市消防団 飲食 川福 小野市上本町23 0794-62-2068
11：30～14：00
17：00～21：30

不定休 会計時、5％OFF 消防団員カード掲示の1グループ



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

【加古郡】

★稲美町

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 稲美町消防団 飲食 焼肉ダイニング　良 稲美町国岡168 079-492-2915

昼11：30～14：30
夜17：30～22：00
（土日祝の夜は17：00
～）

木曜日
5％割引
ウエルカムドリンク（ソフトドリンクのみ）サービス
※他のサービス券との併用不可

消防団員及び同伴者

2 稲美町消防団
自動車販売・整備・買
取、オリジナルパーツ
製造・販売

（有）ＡＵＴＯ リライアンス 稲美町国岡881 079-496-5656 9：00～19：00 不定休
車検時オイル交換無料、車購入者に限り3年間オイ
ル交換サービス

消防団員及びその家族

★播磨町

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 播磨町消防団 飲食 お好み焼き　鉄ぱん屋　ぴか一 加古郡播磨町南野添２丁目１番１号 079-437-7130 11：30～23：30 なし
すべての食べ物及び飲み物を１０％OFF
※他のサービス券との併用不可。コース料理及び
飲み放題での使用不可。

消防団員及び同伴者

2 播磨町消防団 工事 寺岡表具店 加古郡播磨町本荘２丁目３番２号 079-437-2589 9：00～18：00 日曜日 工事及び購入代金の５％OFF 消防団員及びその家族

3 播磨町消防団 自動車修理 佐伯モータース 加古郡播磨町南野添３丁目７番５号 079-437-8545 8：00～16：15 土・日曜日、祝日
整備代金の５％OFF
※部品代は除く

消防団員及び同居の家族

4 播磨町消防団 マッサージ等 ＫＣＳセンター播磨 加古郡播磨町東本荘１丁目１５番１７号　２Ｆ 079-437-7888 10：00～20：00 不定休
施術料金初診３０％OFF
※事前予約制。他のサービス券との併用不可。

消防団員及びその家族、同伴者

5 播磨町消防団 動物病院 たなか動物病院 加古郡播磨町北野添２丁目２１番３４号 078-943-5917 9：00～20：00 日曜日、祝日
フード、トリミング、ホテル、診察等の費用１０％OFF
※他のサービス券や割引との併用不可。

団員カード提示者のみ

6 播磨町消防団 物品販売 (株)蓮華 加古郡播磨町古田１丁目１番２９号 079-430-6766 9：00～18：30 なし 仏壇、墓石、仏具の購入代金の２０％OFF 消防団員及びその家族、同伴者

7 播磨町消防団 飲食 大漁すし 加古郡播磨町宮北１丁目１５番１０号 079-435-2944
11：00～14：00
17：00～21：00

木曜日 コーヒー１杯サービス 消防団員及び同伴者



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

【西脇市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 西脇市消防団 寝具 寝具のうちはし 西脇市野村町155 0795-22-2167 9：00～19：00 毎月第2第4日曜日
購入金額の５％割引
※店頭販売商品に限ります
※クレジットカードとの併用不可

消防団員及びその家族

2 西脇市消防団 飲食 つぼ八西脇店 西脇市和田町253 0795-24-7788 17：00～24：00 なし （年末年始を除く）
ソフトドリンク１杯サービス　又は
アルコールご注文の方に付出し一品サービス

消防団員及び同伴者

3 西脇市消防団 飲食 有限会社　貴心 西脇市野村町1796-29 0795-23-3423 11：30～23：00 不定休
飲み放題　３時間　3,000円
（通常　２時間　2,500円）
※前日までに要予約

消防団員及び同伴者

4 西脇市消防団 飲食 和処　せん 西脇市下戸田29-1 0795-23-2339 17：00～23：00 月曜日
ドリンク１杯サービス
プラス　10％割引

消防団員及び同伴者

5 西脇市消防団 スナック ｆ（エフ） 西脇市下戸田29-1 0795-23-1889 19：00～24：00 月曜日 10％割引 消防団員及び同伴者

【西宮市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1
西宮市消防団
上甲子園分団

ガソリンスタンド
自動車整備

三幸石油株式会社 西宮市上甲子園1丁目1番7号 ０７９８－４７－０４５６
平日８時から２１時
祭日８時から２０時

日曜日
燃料油を特別価格にて提供
作業料（車検整備含む）から10％を割引
Ｔポイント利用可

会員証提示のご本人及びその家族

2
西宮市消防団
本部

物販店 マイショップ名塩店 西宮市名塩1丁目７番２号 ０７９７－６１－０２３０ 10時から19時 水曜日 さば寿司の購入代金１０％を割引 会員証提示のご本人及びその家族

3 西宮市消防団 物販店 中藤商店 西宮市名塩1丁目２６番１３号 ０７９７－６１－０６３１ ８時から１８時３０分 日曜日
米・酒類当店価格から５～15％引き
(H29.3.31まで)

会員証提示の本人

4 西宮市消防団 飲食 中国菜館翠鳳 西宮市戸田町６番３０号 ０７９８－２６－５５０１ １１時から２２時３０分 木曜日 ５千円以上の飲食代から１０％を割引き 会員証提示のご本人及びその家族



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

【川西市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 川西市消防団 酒店 水口酒店 川西市黒川字水口２８ 072-738-0265 9：00～17：00 日曜日 季節の粗品プレゼント 消防団員のみ

2 川西市消防団 物品販売
ワークショップオオツキ
久代店

川西市久代２丁目８－６ 072-755-7298 7：30～20：00
なし
（１/１～3、8/13～15
は休日）

ダルマカード（会員カード）ポイント２倍 消防団員のみ

3 川西市消防団 飲食 珈乃香（ＭＩＴＳＵＷＡ　ＣＯＦＦＥＥ） 川西市久代１－８－３７ 072-743-5830 8：00～20：00 不定休 会計より100円引き/人
消防団員及びその家族、同伴者（他
のサービス券との併用不可）

【三田市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 三田市消防団 飲食店 しい茸ランド　かさや 三田市上相野３７３ ０７９－５６８－１３０１ １０：００～１７：００ 12月29日～1月3日 食事基本料金　５％割引 消防団員及びその家族

2 三田市消防団 飲食店 中華レストラン　さとり 三田市下相野５６０－１ ０７９－５６８－０５５８

（平日）
１２：００～１４：００
１８：００～２０：００
（土日）
１２：００～１５：００
１８：００～２１：００

毎週水・木曜日
5,000円以上購入に限り購入金額の10％割引 消防団員及び同伴者

3 三田市消防団 理容・美容 理容　さかもと 三田市藍本１１４４ ０７９－５６８－０４１９

（平日）
８：３０～１９：００
（土日祝）
８：３０～１８：３０

毎週月曜日
第２、第３火曜日

1,000円以上利用の場合のみ200円OFF 団員のみ

4 三田市消防団 自動車整備 三田ダイハツトヨタ販売㈱ 三田市三輪１丁目８番１５号 ０７９－５６３－６１９１ ９：００～１８：３０ なし 車検整備代金１０％割引 消防団員及びその家族

5 三田市消防団 写真・カメラ 美好カメラ 三田市駅前町８－３６ ０７９－５６２－２１２１ ９：３０～２０：００ 水曜日
デジカメプリントＬサイズ１枚１０円
ただし、３００枚以上の場合

消防団員及びその家族



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

6 三田市消防団 クリーニング ㈱クリーニング・センターおさき 三田市川除４５番地の３ ０７９－５６４－６８２８
９：００～１９：００
店舗により異なる

店舗により異なる ドライクリーニング２０％OFF 消防団員及びその家族

7 三田市消防団 自動車整備 ㈱竹花自動車 三田市加茂６５４ー１ ０７９－５６７－０１９２ ９：００～１７：３０

年末・年始
５月連休
お盆（８月１４・１５・１
６日）

自動車整備及び車検整備
整備工賃１０％割引
他の割引と併用の場合は０．５％割引

消防団員のみ

8 三田市消防団 飲食店 お好み焼　子ぶた家
三田市下深田３８６－１
ｻﾝﾁｪｽﾀｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸｴｱ１階

０７９－５５３－８７２２
１１：３０～２３：００
（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ
　　　　　２２：３０）

不定休
飲食代１０％OFF
もんじゃ食べ放題・ﾗﾝﾁｾｯﾄﾒﾆｭｰ除く
他のサービス券との併用不可

消防団員及び同伴者

9 三田市消防団
ゴルフ場
ゴルフ練習場

三田スポーツクラブ
ゴルフ練習場

三田市尼寺８３５－１ ０７９－５６３－３０５０
７：００～２０：３０
（冬時間あり）

年末年始
練習場利用後、レストランにて枝豆１ケサービス
他のサービス券との併用不可

消防団員のみ

10 三田市消防団 温泉
天然温泉　有馬富士
花山乃湯

三田市尼寺８３５－１ ０７９－５６２－１２４９ １０：００～２２：３０
毎月第３木曜日
（祝日の場合は翌日
休館）

通常入浴料　大人６５０円を１００円引き
他のサービス券との併用不可

消防団員を含めて２名様

11 三田市消防団 飲食・菓子 有限会社サントアン 三田市南が丘２－７ー１０ ０７９－５６４－５３８３ ９：３０～１９：００ 不定休
お買いもの時に喫茶コーナーにてドリンク１杯サー
ビス

消防団員と同伴者１名様

12 三田市消防団 ゴルフ場 ゴルフ練習場 アーバンゴルフプラザ 三田市貴志２０２４番地 ０７９－５６５－６２３３

７：００～２２：３０（3/１
～11/30）
７：３０～２２：００（12/1
～2/末）

無し
1球単価打ち平日12円→8円
　　　　　 休日祝日15円→10円

消防団のみ

13 三田市消防団 ゴルフ場 ゴルフ練習場 アーバンゴルフプラザ工房 三田市貴志２０２４番地 ０７９－５６５－６２３３

７：００～２２：３０（3/１
～11/30）
７：３０～２２：００（12/1
～2/末）

無し 全品８％割引 消防団のみ



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

14 三田市消防団 ゴルフ場 ゴルフ練習場 アーバンゴルフプラザ楽カフェ 三田市貴志２０２４番地 ０７９－５６５－６２３３

７：００～２２：３０（3/１
～11/30）
７：３０～２２：００（12/1
～2/末）

無し
500円以上の商品をご注文の方ドリンク１杯サービ
ス（特定のドリンクからお選び頂きます）

消防団と同伴者

【芦屋市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 芦屋市消防団 バイク関係 阪本商会 芦屋市打出小槌町３－１ ０７９７－２２－９３６８ １１：００～２０：００ 月曜日
車両販売時登録料２０％ＯＦＦ
整備工賃２０％ＯＦＦ

団員カード提示者及び同伴者

2 芦屋市消防団 飲食 白石 芦屋市西山町１２－２ ０７９７－３２－２８８０ １１：００～１７：００ 月曜日
ミニどんぶりセット100円引き
（ご来店のみ）

団員カード提示者のみ

3 芦屋市消防団 仏壇仏具 花岩（提携先：浜屋芦屋店） 芦屋市松ノ内町１－２０－１１３ ０７９７‐３５‐１１９４ １０：００～１８：３０ 水曜日 商品の５～１０％割引 団員カード提示者及び同伴者

4 芦屋市消防団 飲食 スナック　sora（そら） 芦屋市月若町８－１３－１０３ ０７９７－２３－０９５１ １９：００～２４：００ 火曜日
ボトルキープ　半額
ビール１本サービス

団員カード提示者及び同伴者

5 芦屋市消防団 飲食 串かつ　ぱんこ 芦屋市東芦屋町３－７ ０７９７‐３５‐５１１３ １８：００～２２：４５
日曜日・祝日・
第一月曜

１割引き 団員カード提示者及び同伴者



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

6 芦屋市消防団 飲食 芦屋　韓鉄
芦屋市船戸町１－２５－１１８
（アルパ芦屋１階）

０７９７－３４－５６８８ １７：００～２３：００ 木曜日
ドリンク注文時小鉢サービス
（ファーストドリンク時のみ）

団員カード提示者及び同伴者

7 芦屋市消防団 工事 有限会社　森岡工務店 芦屋市宮川町８－５ ０７９７－２２－００７７ ９：００～１７：００ 日曜・祝日
工事代金の５％割引
（建築工事１０万円以上）

団員カード提示者のみ

【明石市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 明石市消防団 理髪
バーバーショップ　まこと
Bar　Bar　Shop　MACOTO

明石市二見町東二見2019 078-941-1598 ９:００～19：00 毎月曜・第２，３火曜 技術料10％割引 団員カード提示者のみ

2 明石市消防団 生花・鉢花 フラワーショップ野いちご 明石市二見町東二見715-1フローラルシティE-101 078-943-2212 ９:００～19：00 木曜
生花・鉢花３０００円+税以上で5％割引
 ・ｲｰﾌﾛｰﾗ。神仏花は除く
・他のサービス券との併用は不可

団員カード提示者及びその家族

3 明石市消防団 印刷 美専アート 明石市二見町東二見180-6 078-943-5087 ９:００～17：30 不定休 ハガキ印刷・封筒・名刺　30％OFF 団員カード提示者及びその家族

4 明石市消防団 害虫駆除 有限会社　アント 明石市二見町西二見2120-16 078-949-2386
8：00～18：00　２４時間
体制にて対応

年末年始　夏期（盆
時期）

施工費用（害虫駆除全般）10％OFF 団員カード提示者及びその家族

5 明石市消防団 理髪 クオリティーヘア　ミント 明石市二見町東二見716-10 078-942-2293
9：00～22：00土日祝8：
00～19：00

月曜・第2.3火曜
ヘッドスパマシーン＆店内ポイント２倍サービス　（３
０００円以上のお客様対象）

団員カード提示者及びその家族、同
伴者

6 明石市消防団 カイロプラクティック
すこやかカイロプラクティック
二見院

明石市二見西二見157-109 078-941-5147 9：00～21：00 不定休 初診料７０００円→３５００円（税込） 団員カード提示者及びその家族

7 明石市消防団 家具・インテリア アプリコット株式会社 明石市二見町西二見157-5 078-943-0400 9：30～18：00 水曜
購入金額の3％OFF
（カード払い不可）

団員カード提示者及び同伴者



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

8 明石市消防団 園芸 木戸園芸 明石市二見町東二見762-2 078-942-3416 10：00～17：00 火・水曜
購入金額の5％OFF
（割引単位は10円単位）

団員カード提示者及び同伴者

9 明石市消防団 理髪 FOR　MEN＆WOMEN　アレス 明石市二見町西二見157-8 078-943-9338 9：00～20：00 月曜・第3火曜 店内ポイント２倍 団員カード提示者のみ

10 明石市消防団 理髪
ヘアードレッサー　えびす
Hair　Dresser　Yebisu

明石市二見町西二見157-5セレスとパレス203 078-941-5539 9：30～20：00
月曜　・第１、３火曜
・第２、４日曜

ALL　MENU　30％OFF
（2,000円以下のメニューは対象外）
（その他の割引との併用不可）

団員カード提示者及びその家族

11 明石市消防団 美容
びようしつ　めがみ
美容室　女髪

明石市二見町東二見1148-16 078-944-1911 9：00～19：00 月曜
料金10％　OFF
（他のサービスとの併用は不可）

団員カード提示者及びその家族、同
伴者

12 明石市消防団 塾 教育エリア　エグゼント 明石市二見町東二見1148-16マルシンブリス３F 078-943-5684 14：00～23：00 日曜・祝日 入塾金（10800円）全額免除 団員カード提示者及びその家族

13 明石市消防団 飲食 鶏とりお 明石市二見町西二見１７２－１ 078-941-1333 17：00～24：00 無休
鶏ユッケ一人前サービス
（他のサービス券との併用不可）

団員カード提示者のみ

14 明石市消防団 郵便 明石二見北郵便局 明石市二見町西二見157-14 078-944-2200 9：00～17：00 土日祝日・年末年始
郵便貯金からまたは現金で50万円以上定期貯金に
ご入金いただいた方　粗品サービス

団員カード提示者及びその家族

15 明石市消防団 飲食 浪漫珈琲倶楽部　喫茶神戸館 明石市二見町西二見157-112 078-941-6149 7：00～20：00 無休
ランチメニュー100円引き
（他のサービス券との併用不可）

団員カード提示者及び同伴者

16 明石市消防団 洋菓子 有限会社　クレッシェンド 明石市二見町西二見18-75 078-943-8668 9：30～20：00 月曜
1000円以上の買い物で10％OFF
（他のサービス等の併用不可）

団員カード提示者及びその家族

17 明石市消防団 理髪
ｽﾃﾗﾝｻ　ﾍｱ　ｸﾘｴｲｼｮﾝ
Stelanza　Hair　Creation

明石市二見町西二見157-13　１F 078-943-3433 9：00～19：00 月曜 2000円（税抜き）以上の施術のとき10％OFF
団員カード提示者及びその家族、同
伴者



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

18 明石市消防団 菓子 パティスリー　ＫｕＲｉ 明石市二見町東二見715-1Ｅ102 078-941-2415 10：00～19：30 火曜　月1回不定休あり
デコレーションケーキお買い上げ時5％OFF
（他のサービスとの併用不可）

団員カード提示者及びその家族

19 明石市消防団 飲食 焼肉のむらや 明石市二見町東二見375-2 078-941-1888
11：30～14：00
17：00～22：00

火曜・第2水曜
バニラアイスをサービス（店でお食事をされた方が
対象）

団員カード提示者及び同伴者

20 明石市消防団 スナック
イフ
Ｉｆ

明石市相生町2-2-36センキュリービル101号 090-8141-0272 20:00～24：00 月曜 キープボトル割引 団員カード提示者及び同伴者

【三木市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 三木市消防団 飲食 お好み焼き　TAKA家 三木市志染町井上147-5 0794-87-2331 11:30～21:00 月曜日 ドリンク１杯サービス/人 消防団員のみ

2 三木市消防団 貴金属・時計 時計・メガネ　やまもと 三木市末広2-11-36 0794-83-5838   9:00～19:00 月曜日 通常値引きより５％OFF※電池交換除外 消防団員及びその家族

3 三木市消防団 飲食 山田錦の館　にしき亭 三木市吉川町吉安222 0794-76-2401
　9:30～19:30
（平日は16:00まで）

月曜日（月曜日が祝
日の場合、火曜定休
日）

食後にソフトドリンク・コーヒー１杯サービス 消防団員及び同伴者

4 三木市消防団 菓子（洋） アイスクリーム工房　Boss&MoM 三木市吉川町豊岡427 0794-72-1026 10:00～19:00 水曜日
アイスクリーム、ソフトドリンク、コーヒー
カレー、ワッフルセット　他　50円引き

消防団員及びその家族
（妻と子）

5 三木市消防団 菓子（和） 福屋 三木市大塚１丁目401-1 0794-83-8090 　9:00～18:00 火曜日、第３水曜日 全品５％OFF（300円以上のお買上げより） 消防団員及びその家族



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

6 三木市消防団 自動車整備 株式会社　堀尾モータース 三木市芝町6-11 0794-82-0879 　8:30～19:30 第１・３日曜日、祝日 エンジンオイル半額 消防団員のみ

7 三木市消防団 飲食 ニューむさし 三木市本町2丁目7-18 0794-82-0354 11:00～22:00 なし
ビール注文時につまみ一品サービス
食後にコーヒーサービス

消防団員のみ

8 三木市消防団 小売 三木金物展示即売館 三木市福井字三木山2426 0794-82-7050 9:00～17:00 年末年始休館 購入金額の5%割引 消防団員及びその家族

9 三木市消防団 写真 写真館三木スタジオ 三木市緑が丘町東1-1-37 0794-85-2501 9:00～18:30 水曜日
写真のラミネートカード1枚プレゼント
（記念写真撮影された方）

消防団員家族に１枚

10 三木市消防団 飲食 やきとり大吉　三木緑が丘店 三木市緑が丘町中1-15-39 0794-87-3795 17:00～24:00 日曜日 アルコール類注文時のお通し（小鉢）サービス 消防団員及び同伴者

11 三木市消防団 飲食 喫茶お食事シンフォニー 三木市福井1937 0794-83-4320 7:30～16:00 火曜日
飲食代レジにて5%割引　ﾋﾞｰﾙ注文時におつまみ(小
鉢)一品ｻｰﾋﾞｽ（ﾓｰﾆﾝｸﾞ・弁当除く）

消防団員及び同伴者

12 三木市消防団 飲食 あまぐりジェラート万寿庵 三木市本町1丁目3-10 0794-83-2923 10:00～20:00 なし
ｼﾞｪﾗｰﾄ・ｼﾝｸﾞﾙｻｲｽﾞの値段でﾀﾞﾌﾞﾙに変更できます。
(一部商品は除く。）

消防団員及び同伴者

13 三木市消防団 写真 石崎カメラ店 三木市末広1-6-52 0794-82-1577 9:00～19:00 水曜日 全品5%割引き 消防団員のみ（ｶｰﾄﾞ提示時のみ）

14 三木市消防団 写真 石崎フォトスタジオ 三木市末広1-6-52 0794-82-1577 9:00～19:00 水曜日 ｽﾀｼﾞｵ撮影ｱﾙﾊﾞﾑ10%割引
消防団員及びその家族（ｶｰﾄﾞ提示時
のみ）

15 三木市消防団 飲食 薩摩地鶏　わげんや 三木市大村1132 0794-83-7733 17:30～23:00
月曜日（月曜日が祝
日の場合、火曜定休
日）

ﾄﾞﾘﾝｸ1杯ｻｰﾋﾞｽ（一部の商品は除く） 消防団員のみ（ｶｰﾄﾞ提示時のみ）



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

16 三木市消防団 飲食 喫茶お食事　さくら 三木市福井1934 0794-83-8530 9:00～16:00 土・日・祝日 食後のｺｰﾋｰ、紅茶ｻｰﾋﾞｽ 消防団員のみ

17 三木市消防団 写真 ヨコヤマカメラ 三木市本町1-3-13 0794-82-0828 8:00～19:00 日曜日 1,000円以上お買い上げで5%引き 消防団員のみ

18 三木市消防団 飲食 つぼ八　三木店 三木市大村495 0794-82-8560 18:00～24:00 木曜日 アルコール注文時におつまみ（小鉢）一品サービス 消防団員及びその家族

19 三木市消防団 飲食 焼肉　お多福 三木市大塚2-1-11 0794-82-1955 17:00～21:30
月曜日（月曜日が祝
日の場合、火曜定休
日）

ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ1杯ｻｰﾋﾞｽ 消防団員のみ

20 三木市消防団 飲食 張家 北京閣 三木市大村1-3-3 0794-82-1843
11:30～14:30
17:00～22:00

なし 2,000円以上のお食事で10%引き 消防団員のみ

21 三木市消防団 飲食 和食　川久 三木市本町3-3-17 0794-82-1079
11:30～14:30
17:00～21:30

火曜日
水曜日（月1回：不定
休）

自家製ちりめん山椒ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ（1ヶ/ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 消防団員のみ

22 三木市消防団 小売 フルーツランチ　Kameya 三木市大村602-1 0794-82-0734 9:00～19:00 元旦
2,160円（税込）以上お買上げの方にﾎｯﾄｺｰﾋｰ一杯
ｻｰﾋﾞｽ

消防団員のみ

23 三木市消防団 飲食 みき　日楽哩 三木市大村1127 0794-83-9123 11:30～22:00 火曜日
ご来店時にﾄﾞﾘﾝｸ一杯ｻｰﾋﾞｽ(他のｻｰﾋﾞｽ券との併
用不可）

消防団員のみ

24 三木市消防団 飲食 和牛亭　和さび 三木市大村1127 0794-83-3303 11:30～22:00 火曜日
ご来店時にﾄﾞﾘﾝｸ一杯ｻｰﾋﾞｽ(他のｻｰﾋﾞｽ券との併
用不可）

消防団員のみ

25 三木市消防団 飲食 和風レストラン　美の川 三木市口吉川町槙114 0794-88-0058 11:30～20:00 木曜日 食後にソフトドリンク・コーヒー１杯サービス 消防団員及び同伴者



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

26 三木市消防団 飲食 四季　悠庵　きし井 三木市細川町豊地1343-3 0794-86-2558
11:30～13:30
17:00～21:30

水曜日
ﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ…ﾗﾝﾁﾒﾆｭｰ注文時不可
（ﾋﾞｰﾙ・ﾉﾝｱﾙｺｰﾙ・ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ他対象商品）

消防団員のみ

【高砂市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 高砂市消防団 飲食 くろさわお好み焼き店 高砂市北浜町西浜１２０８－１１ ０７９－２５４－１９５６ １０：００～１８：３０ 毎週水曜日 ソフトドリンク１杯サービス 消防団員のみ

2 高砂市消防団 飲食 寿司清 高砂市百合丘３－２８ ０７９－４４３－１２６７
昼11：30～14：00
夜16：30～22：00

毎週水曜日（祝日営業）
ソフトドリンク（ウーロン茶・ジュース）１杯又は食後
のデザートサービス

消防団員及び家族

3 高砂市消防団 飲食 居酒屋　暴れん坊 高砂市米田町塩市２０１－１ ０７９－４３２－００１７ １７：００～２２：００
お一人様2,500円以上注文のお客様にドリンク（アル
コール類含む）１杯サービス

消防団員及び家族

4 高砂市消防団 飲食 本家串焼　忠助 高砂市荒井町扇町１１－１８ ０７９－４４２－０８９６ １７：００～２２：００ 日曜日・祝日 ビール注文時に、おつまみ（お通し）を１品サービス 消防団員及び同伴者

5 高砂市消防団 飲食 焼肉　味蔵 高砂市阿弥陀町阿弥陀２４２４－２ ０７９－４４７－８１１９ １７：００～１：００ 月曜日 ドリンク１杯サービス 消防団員及び同伴者

6 高砂市消防団 飲食 お好み焼き　ミナミ 高砂市荒井町中新町６－２５ ０７９－４４２－４８４６
昼11：００～15：００夜
17：００～22：００

火曜日 ソフトドリンク１杯サービス 消防団員のみ



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

【丹波市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 丹波市消防団 縫製加工業 (有)　岩澤繊維 兵庫県丹波市市島町酒梨607-2 0795-85-0352 8：00～17：00 隔週土曜日、日曜
オーダーメイドシャツ、消防活動服の直し、仕立て等
の代金から10％を割引

会員証提示者及び　同伴者

2 丹波市消防団
会員制スポーツ
施設

株式会社　橋本電設　スポーツ事業部　ピュアスポー
ツ柏原

兵庫県柏原町大新屋449 0795-73-0102
平日10：00～22：00
土曜10：00～20：00
日曜10：00～18：00

水曜日
①温水プール利用料金100円引き、②アイススケート利用
料金100円引き、③スイミングスクール・フィットネスクラブ
入会金1,000円引き

①②は会員証提示本人様のみ、③
は会員証提示本人様及び同居のご
家族様

3 丹波市消防団 カラオケ カラオケボックス歌
ウ

里
リ

坊
ボウ

兵庫県丹波市氷上町稲継67-1 0795-82-6111
平日10：00～25：00
土日祝前日
　　　11：00～27：00

なし
①室料20％を割引（特別プランを除く）
②ドリンクバー（ソフトドリンク飲み放題）通常300円を100円で提
供

会員証提示者及び　同伴者

4 丹波市消防団 レジャー施設 丹波市立　丹波悠遊の森 兵庫県丹波市柏原町大新屋1153-2 0795-72-3285 9：00～17：30
火曜日
（夏休み7/20～8/31
除く）

コテージ利用１棟につき、1,000円割引 会員証提示者

5 丹波市消防団 飲食 赤ちょうちん　しげ 兵庫県丹波市春日町国領658-2 0795-75-0700 18：00～22：00 月曜日、第3日曜日 飲食代金の５％割引 会員証提示者及び　同伴者

【南あわじ市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 南あわじ市消防団 不動産 セントラル商事 兵庫県南あわじ市広田広田458-1 0799-45-0018 9：00～19：00 祝祭日の一部
特典（ﾊｳｽﾒｰｶｰやﾃﾅﾝﾄの特別優待券がもらえる
等）満載の当社お客様ご紹介ｷｬﾝﾍﾟｰﾝに無料ｴﾝﾄ
ﾘｰ

消防団員及びその家族



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

2 南あわじ市消防団 交通 みなと観光バス㈱ 兵庫県南あわじ市志知南9-1 0799-36-3081 ２４時間営業 なし
高速バス（淡路島特急線神戸三宮⇔南あわじ市）乗
車時ウエットティッシュ配布

消防団員のみ（想定数無くなり次第
終了）

3 南あわじ市消防団 美容 わかばやしメディカルカイロ 南あわじ市市円行寺138 0799-43-3645 10：00～21：00
第２火曜日
土日不定休

施術・初診料１，５００円引き 消防団員及びその家族等

【揖保郡】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 太子町消防団 飲食店 　和の味処　いろり 　太子町太田2222番地1 079-277-5217
11時00分から
22時30分まで

第3月曜日 ご利用いただいた金額の5%割引
消防団員及び
同伴者

2 太子町消防団
スナック
ラウンジ

　　　　　　　ﾃﾞｨｵｰﾙ
　スナック　Dｉor

　太子町太田2133　ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ1F 079-276-0043
20時00分から
25時00分まで

日曜日
ワンドリンクサービス
（生ビール、ソフトドリンク　ｅｔｃ

消防団員のみ

3 太子町消防団 設備・工事
　しんわじゅうき

　神和重機株式会社
　太子町太田1475 079-277-4400

8時00分から
17時00分まで

なし 1日作業料金の1,000円割引 消防団員のみ

4 太子町消防団 ガソリンスタンド 　桑田石油株式会社 　太子町老原578-1 079-276-0521
7時30分から
20時30分まで

なし オイル交換・洗車2割引（軽自動車に限る） 消防団員のみ

5 太子町消防団 飲食店
　　　　　　　　　はくば

　ランチハウス白馬
　太子町蓮常寺348-1 079-277-4777

7時00分から
22時00分まで

（ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ21：30）

1月1日
1月2日

ビール注文時におつまみ（小鉢）一品サービス 消防団員のみ

6 太子町消防団
物販店

（作業服等）
　いかりや 　太子町鵤149-1 079-277-2115

7時30分から
19時30分まで

第二、第四土曜日 通常価格より5％引き 消防団員のみ

7 太子町消防団 飲食店 　焼肉　だるま 　太子町鵤1253-1 079-280-2186
17時00分から
22時00分まで

木曜日 御食事金額の10％割引
消防団員及び
同伴者
（家族含む）



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

8 太子町消防団 飲食店
　しゅんぎょさい　こうえつ

　旬魚菜　口悦
　太子町太田2134-1 079-276-3270

17時00分から
23時00分まで

木曜日 生ビール又はソフトドリンク一杯サービス
消防団員及び
同伴者

9 太子町消防団 菓子等製造販売
　とらやほんてん

　虎屋本店
　太子町太田2199-3 079-276-0017 なし 店頭商品購入金額（注文品はのぞく）の15％割引 消防団員のみ

10 太子町消防団 飲食店
　　　　　　　　　　だいこく

　手打ちうどん　大黒
　太子町鵤1320 079-276-6729

(昼）11時00分から
　   15時00分まで
(夜)17時00分から
     21時00分まで

水曜日 ・一人100円引き
消防団員及び
同伴者

11 太子町消防団 飲食店 　居酒屋＆鉄板焼き　みゆき 　太子町東出224-6 079-277-4848
17時00分から
22時00分まで

木曜日 ・アルコール注文時　お付出しサービス
消防団員及び
同伴者

12 太子町消防団 飲食店 　ひめ華 　太子町佐用岡472-1 079-277-2010

(昼）11時30分から
　   14時30分まで
(夜)17時30分から
     22時00分まで

月曜日 ・ウーロン茶一杯サービス
消防団員及び
その家族

13 太子町消防団 設備・工事 有限会社　宗野工務店 　太子町東南15-2 079-276-0488
8時00分から
18時00分まで

1月1日 ・契約金額の2％値引き 消防団員のみ

14 太子町消防団 物販店 　まぶち　米穀店 　太子町東保11 0120-392-555
9時00分から
19時00分まで

日曜日
祭日

店頭お持ち帰り価格から10％引き
消防団員及び
その家族

15 太子町消防団 飲食店 　串焼き居酒屋　くら蔵 　太子町鵤495-15 079-277-0006
17時00分から
23時00分まで

水曜日 飲食代から10％割引
消防団員及び
同伴者5名まで



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

【赤穂郡】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 上郡町消防団 飲食 上郡ピュアランド山の里 赤穂郡上郡町山野里2748番地1 0791-52-6388
昼食　11：30～14：30
夕食　17：00～20：30 なし

レストランにおいて1,000円以上の利用（飲み物を除
く）で、利用代金から200円割引

会員証提示者のみ

【神戸市】

事業所所在地の
管轄消防団

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 中央消防団 飲食 二代目串勝屋 中央区琴ノ緒町４丁目6－10 078－221－1066
17：00～24：００
（ラストオーダー23:00）

日曜日 ワンドリンクサービス（日本酒を除く） 団員カード提示者及び同伴者

2 西消防団（岩岡支団） 飲食 やきとり居酒屋・一輝 神戸市西区岩岡町岩岡653-5 ０７８－９６７－２４５６ １７：００～２３：００ 毎週木曜日 ・売上（購入金額）の10％引き 団員カード提示者及び同伴者

3 西消防団（岩岡支団） 飲食 きゃべつ畑 神戸市西区岩岡町岩岡986-3 ０７８－９６７－７４７４ １７：００～２4：００ 月曜日 ・１ドリンク、食後のコーヒー 団員カード提示者

4 西消防団（岩岡支団） カラオケ 岩岡村 神戸市西区岩岡町岩岡986-3 ０７８－９６７－７４７４ １７：００～翌２：００ 月曜日 ・６０分飲み放題、歌い放題　￥１５００ 団員カード提示者

5 水上消防団 観光
早駒運輸株式会社
神戸シーバス

神戸市中央区波止場長５－４ ０１２０－３７０－７６４ １０：００～１７：００ 不定休
・神戸港観光船ファンタジー号
　乗船料３０％割引

団員カード提示者
及び同伴者４名まで

6 水上消防団 施設
ポートアイランド
スポーツセンター

神戸市中央区湊島中町6丁目１２－１ ０７８－３０２－１０３１
１０：００～１９：００
施設により異なります

毎週水曜日
競技会開催日
（祝日・冬春休みは営業）

夏季プール・冬季スケート料金
各種一部割引

消防団員及びその家族



消防団員応援事業所一覧

新しく追加した店舗、事業所は緑の塗りつぶし部分です

【尼崎市】

事業所所在地の
管轄消防団名

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 尼崎市消防団 物販店
（菓子・せんべい）

えびすどう

恵比須堂
尼崎市東桜木町１１６ ０６－６４１１－２５９４

8：30～18：30
8：30～17：30
（土曜日・祝日）

日曜日 300円以上の商品１０％割引き 消防団員及び同伴者

2 尼崎市消防団
物販店
（酒・米）

ふるたさけこめてん

古田酒米店
尼崎市武庫之荘9丁目１１－１１ ０６－６４３１－１１０５ 9：００～21：００ 水曜日

２，０００円以上お買い上げで
粗品プレゼント

消防団員及び同伴者

3 尼崎市消防団 飲食店 Qくらぶ 尼崎市昭和南通３－８
０９０－５０４８－０２４
９

１６：００～２３：００ 日曜日 飲食代５％割引 消防団員カード提示者及び同伴者

4 尼崎市消防団 飲食店
Barstro TAHINO
（バルストロ　タヒーノ）

尼崎市東園田町5丁目３２－１４ ０６－４９６０－０９１１

１１：３０～１４：００
（LO １３：３０）
１７：３０～２４：００
（LO ２３：３０）

な　し
ビール注文時におつまみ（小鉢）
一品サービス

消防団員カード提示者
及び同伴者

【川辺郡】

事業所所在地の
管轄消防団名

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

1 猪名川町 飲食 伊原産業株式会社　　　　　　味工房いはら 川辺郡猪名川町広根字野尻24－3 072－766－0325
11：30～14：30
17：00～21：30

水曜日 食後にドリンク・コーヒー一杯サービス 消防団員のみ

2 猪名川町 飲食 Bamboo Tail（ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾃｰﾙ） 川辺郡猪名川町笹尾字尼岡下10-6 072-768-1155
11：00～14：00
17：00～22：30

水曜日
昼食時、ごはんおかわり・コーヒーor紅茶サー
ビス。夕食時、ビール等注文で1品サービス。

消防団員及び同伴者


