2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

所在地１

1

大分市

都町2丁目2番20号都ナイトセ
ンター1階

Ｈｅａｒｔ（ハート）

097-595-1383

一品サービス
無料延長（一時間）

2

大分市

にじが丘3-1-5

有限会社 北斗建装

097-573-5588

097-527-7575

所在地２

事業所（店舗）名

電話番号

優遇サービス内容

サービスの対象者等

・消防団員証明書を提示されました消防団員本人及び同伴者
何名様でも大歓迎致します。
・全国の消防団員の方にご利用いただけます。

営業時間

定休日

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

20:0005:00

日曜日

地域でご活躍の消防団員さんの日頃の疲れを癒
http://www.goo-chan.com
やしてもらいたいです

塗装･防水工事…5％値引
新築･リフォーム･外構･エクス ・消防団員証明証を提示した方
テリア工事等…3％値引

9:0019:00

なし(年末年始のみ)

これまでも消防関係の方からはたくさんお仕事を
頂いておりますが、今後ともよろしくお願い致しま http://www.hokutokenso.com
す。

･団体様6名以上焼酎ハーフ
1本サービス
･5％引き

・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び御家族様

17:0023:00
土､日､祭日 火曜日
(11:3023:00)

http://www.octnet.ne.jp/bian1086/

3

大分市

大字関園245-1

4

大分市

今津留3丁目4-30(おかだ眼科 ビューシック・クギミヤ津留店 097-552-7120
1Ｆ)

メガネ10％引き
補聴器5％引き
(セット商品を除く)

・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者

9:0019:00

日曜・祝日

5

大分市

大字上宗方1436番地

097-540-7588

一品サービス
粗品贈呈

・消防団員本人
・購入金額50,000円以上

9:0017:00

土、日、祝日

6

大分市

賀来南2-1-1ふちのビル103号 串焼すみびやきや

097-549-3350

生ビールor超炭酸角ハイボー ・証明書を提示した本人のみ
ル 一杯無料
・飲食をされたお客様に限る

18:0024:00

火曜日※10名様以上の予約
※32名様 貸切座敷有(要予約)
で営業。

7

大分市

中央町3丁目3-8丸八ビル1F

熊本ラーメン味来軒
わさもん亭

097-536-7119

飲食代合計より5％引き

11:3022:30

不定休

http://www.i-bunbun.com/5367/
私の祖父、父は二代で消防官でした。古い団員さ
んは、父も祖父も知っていると思います。
http://nttbj.itp.ne.jp/0975367119/i
ndex.html

8

大分市

都町4丁目1-10

味の蔵 天まで上がれ 都町
097-536-1331
店

消防団員証明書を提示したグ
・消防団員証明書を提示したグループ
ループに付 一品サービス(と
・他のサービス券との併用不可
り天又は琉球又は、若鶏唐揚)

11:3022:30

12月31日
1月 1日

10名〜80名様までの宴会場(完全個室)がござい
ます。宴会料金4､000円(税込)〜ご用意しておりま http://www.tenmadeagare.com
す。

9

大分市

汐見1丁目2-6

有限会社 第一住建

097-593-2558

まるごとリフォーム
「Sukkiri3」ｽｯｷﾘさん
坪数定額制30坪場合590万円
を15万円割引か3％OFFの良
い方をご支援いたします。

・消防団員証明書を提示した本人または家族所有の住宅に限り
有効。対象地域は大分市豊後大野市別府市臼杵市津久見市な 9:00ど本社から片道35㎞以内を限度とします。
18:00
・他のサービス券との併用不可

日曜日(年末年始、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ
ｳｨｰｸ、お盆)

毎日24時間の警戒注視は誠にご苦労様の一言。
ご健康に留意され末永くご勤務出来ますように後
祈念申し上げます。

10

大分市

明野東1-1-1

OBSボウル

097-558-8510

一般料金1ゲーム500円を
450円の50円引き

・消防団員本人及び同伴者
・特別営業期間中はご利用できません。
・他のサービス券との併用不可。

なし

焼肉レストラン 美安

有限会社 田中商店

・証明書提示本人と同伴者合計16名様まで。
※要予約必要
※土日・夜は不可(応相談)

10:0024:00

日頃の活動等御苦労様です！

http://www.daiitie.com

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

所在地２

所在地１

事業所（店舗）名

電話番号

優遇サービス内容

サービスの対象者等

営業時間

17:0024:00
(3:00-6:00
ｸﾛｽしま
す。)

定休日

日曜日(祝日の場合は次の
日)

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

最大50名様大小完全個室を用意しております。
オードブル型式2,500円 会席料理3,500円からご
ざいます。

11

大分市

都町2丁目3番の5

豊後地魚地酒の店酔門

097-536-6262

ソフトドリンク一杯無料

・消防団員本人及び１グループ
・10名様以上宴会プラン利用の御客様は5％OFFになります。

12

大分市

舞鶴町1-1-18

炭火焼 うな重

097-538-1850

大盛無料

・消防団員証明書を提示した消防団員ご本人様
・当店で大盛を提供していないメニューについてはサービスが出 11:30-14:00 無(盆・年末年始に店休 日
来かねます。
17:00-20:00 祝祭は夜のみ営業)
・他のサービスおよびキャンペーン等との併用は不可です。

13

大分市

城崎町1-1-4

茶碗蒸し＆だし巻きが旨い店
080-8360-9610
彩懐

ファーストドリンク一杯サービ
ス

・消防団員証明書を最初に提示された方
・全国の消防団員可

18:0025:00

無

14

大分市

中島中央3丁目1番37号

津島総合法律事務所

097-574-9075

初回相談料無料

・消防団員証明書を提示した消防団員本人及びご家族の方
・初回相談料1万円（1時間）を無料で（但し、2回目以降は有料
になります。）。まずは、電話にてご予約を。

10:0016:00

土、日、祝日

OBSラジオ｢いちスタ☆｣出演中の津島弁護士が
あなたの悩みにお答えします！

15

大分市

大字上宗方大坪525-1コーポ
阿南102

しあわせ菓子工房 SaCHI

097-579-6768

ホールケーキ2,700円以上の
ケーキ 10％引き

・消防団員証明書を提示した本人及びご家族全員、友だち

8:3019:00

火曜日
イベント等で変わります

地域の安全はみなさまのおかげです。これからも
よろしくお願いします。

16

大分市

花園11-4

株式会社 大分ラルグ

097-544-9238

ラルグカーコーティング＆
カーフィルム10％引き

・消防団員証明書を提示した消防団員本人
・他の割引と併用不可

9:0017:00

月曜日と祝日

活動お疲れ様です。
ガレージの中の車はいつも綺麗にして置きましょ
う。

17

大分市

大字森552-2

（株）ヤノメガネ森町バイパス
097-524-0922
店

メガネ一式及びフレーム・レン
・消防団員証明書を提示したご本人様及びご家族様
ズ補聴器５％引き

10:00-19:00 なし

店長の吉田です。消防団あこがれます。

18

大分市

南鶴崎2-1-36

（株）ヤノメガネ鶴崎店

097-522-1525

メガネ一式及びフレーム・レン
・消防団員証明書を提示したご本人様及びご家族様
ズ補聴器５％引き

10:00-19:00 なし

ぜひ当店にお越し下さい!!

19

大分市

田中町9-2

（株）ヤノメガネ田中町店

097-545-6886

メガネ一式及びフレーム・レン
・消防団員証明書を提示したご本人様及びご家族様
ズ補聴器５％引き

--

なし

私も団員の皆様のように北園蹴れば!!

20

大分市

中央町２丁目５−１

（株）ヤノメガネ中央店

097-535-1551

メガネ一式及びフレーム・レン
・消防団員証明書を提示したご本人様及びご家族様
ズ補聴器５％引き

9:30-20:00

なし

地域の安全安心のため頑張って下さい。

http://www.tsushima-law.com/

http://www.oitaralg.main.jp

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

所在地１

21

大分市

明野東1-1-1 明野アクロス１Ｆ （株）ヤノメガネ明野店

097-556-4568

メガネ一式及びフレーム・レン
・消防団員証明書を提示したご本人様及びご家族様
ズ補聴器５％引き

10:00-20:00 なし

いつも有難うございます!!

22

大分市

新栄町1-2

（株）ヤノメガネ萩原店

097-556-7726

メガネ一式及びフレーム・レン
・消防団員証明書を提示したご本人様及びご家族様
ズ補聴器５％引き

10:00-19:00 なし

カッコいいです消防団!!

23

大分市

中央町1-5-5

（株）ヤノメガネ竹町店

097-536-1500

メガネ一式及びフレーム・レン
・消防団員証明書を提示したご本人様及びご家族様
ズ補聴器５％引き

9:30-19:30

応援してます消防団!!

24

大分市

要町1-14 アミュプラザおおい （株）ヤノメガネ アミュプラザ 097-578-8065
おおいた店
た４Ｆ

メガネ一式及びフレーム・レン
・消防団員証明書を提示したご本人様及びご家族様
ズ補聴器５％引き

10:00-21:00 なし

頼りにしてます消防団!!

25

大分市

光吉367-3

（株）ヤノメガネ府内大橋店

097-568-0131

メガネ一式及びフレーム・レン
・消防団員証明書を提示したご本人様及びご家族様
ズ補聴器５％引き

10:00-19:00 なし

頼れる消防団のみなさん、ぜひ当店に遊びに着
て下さい。

26

大分市

玉沢トキハわさだタウン１Ｆ

（株）ヤノメガネトキハわさだ
タウン店

097-588-8822

メガネ一式及びフレーム・レン
・消防団員証明書を提示したご本人様及びご家族様
ズ補聴器５％引き

10:00-20:00 なし

消防団の皆様!! メガネの事なら当店でサポート致
します!!

27

大分市

長浜町2丁目2番32号

株式会社 消防防災

097-536-5382

機械器具等の無料相談受付
け

・消防団員証明書を提示した消防団員及び同伴者

8:30-17:30

消防・防災に関することはお気軽にお問い合わせ
ください。

http://www.shobo-bosai.jp

28

大分市

大字玉沢755-1

フル-ル・ド・プーゼ

097-542-0010

5％引き

・消防団員証明書を提示し、本人及び同伴者１名
・消費税込

10:00-20:00 なし

29

大分市

横尾1351番地 大分大銀ドー
ム内

レストランドリーム

097-528-7706

注文金額の5％引き

・消防団員本人と同伴者様1名
・県内消防団員に限る

10:00-16:00 毎週木曜日

規則正しい大変な職業と理解しています。

http://www.the-foodys.jp/

30

大分市

大字松岡大分スポーツ公園
H駐車場 特設会場

木下大サーカス大分公演

097-537-0045（12/12ま
当日料金割引
で）
大人3000円を2500円
097-503-0270
子ども2000円を1600円
（12/12以降）

所在地２

事業所（店舗）名

電話番号

優遇サービス内容

サービスの対象者等

営業時間

定休日

なし

日、祝日、第2.4土曜日

・消防団員証明書を提示した消防団員本人および同伴者5名ま
で
・クレジットカード不可
10:20-17:40 木曜と12/31（土）、1/11（水）
・他のサービス券との併用不可
・全国の消防団員にご利用いただけます。

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

http://www.Kinoshitacircus.co.jp

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

所在地１

31

大分市

三ヶ町町201-1番地

至誠堂時計店

097-543-4980

購入金額の10％引き
・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者。
店舗内の時計、貴金属、眼鏡
・大分県内の消防団員にご利用いただけます。
のすべてに適用します。

8:00-18:30

日曜日

あらゆる災害から人命、身体、財産をお守りくださ
い。

32

大分市

賀来西一丁目2番23号

ささき整骨院

097-547-9877

水圧式マッサージベッドor
足底マッサージ機無料

・消防団員本人及びご家族の方(自己申告OK)
・治療を受けた人に限る。

8:30-20:00

日曜日

日々の活動お疲れ様です。私自身も消防団員の1
人として活動しています。団員さんの健康のお手
伝いができたら幸いです。

33

大分市

下郡222

有限会社英富産業

097-568-4643

工事金額５％割引

・消防団員証明書を提示した消防団員本人

7:00-18:00

日曜日

34

大分市

大字角子原900番地

株式会社 桃太郎海苔

097-522-1234

粗品贈呈

・消防団員証明書を提示した消防団員本人

9:00-17:00

土、日、祝日、お盆、年末年
始

35

大分市

府内町3丁目5-25 府内ビル Ｂ カレー＆居酒屋 同樂や
1

097-537-9898

晩酌セット、焼酎一杯追加無
料

・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者10名ま
で
・全国の消防団員にご利用いただけます。

12:00-23:00 不定

所在地２

事業所（店舗）名

電話番号

優遇サービス内容

サービスの対象者等

営業時間

定休日

店舗等ＨＰ

https://www.facebook.com/
私も元消防団員。応援しています。

http://osca.blog.bbiq.jp/

36

大分市

府内町1丁目3番地1号

オーブンフレッシュ
ベーカリー プチ・ミロ

097-553-8757

ホットコーヒー1杯サービス

・消防団員証明書を提示した消防団員本人

7:30-20:00

37

大分市

木の上100-1

焼肉 まるや

097-542-2984

ライス大盛り一杯無料。
生ビールアルコール1杯まで
無料。
一品サービス

・消防団員証明書を提示した消防団員
・必ず予約の電話をお願いします。（早めに！）

17:00-22:00 不定休

38

大分市

府内町1−３−１

茶房「DEN」

097-535-2935

ライス大盛り無料
コーヒー一杯目無料

・消防団員証明書を提示した消防団員本人

39

大分市

府内町2丁目6-16田崎ビル２F 座創作ダイニング モノクロ

097-533-5228

ドリンク一杯無料
（一杯600円以下の商品に限
る）

・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者8名まで
・お一人様3000円以上の飲食に限る。
17:00-23:00 不定休
・他券・サービス併用不可
・全国の消防団員にご利用いただけます。

40

大分市

要町1番14号大分シティ
19階〜21階

097-513-2641

入館料5％引き

・消防団員証明書を提示した消防団員本人

CITYSPAてんくう

消防団へひと言
メッセージ

11:00-24:00

毎週日曜日

月に一回メンテナンスのため
の休日あり

仕事を持っていながら地域の安全にも気配りをす
る団員の方々に感謝です。是非当店にてくつろぎ
の時間をお過ごしください。

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

所在地１

41

大分市

中央町2丁目5-24クインビル1F 寿司ろばた 八條

42

大分市

生石1-3-1

43

大分市

44

所在地２

事業所（店舗）名

電話番号

優遇サービス内容

サービスの対象者等

営業時間

定休日

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

097-547-9166

刺身＋種盛ご注文の方にズワ ・消防団員証明書を提示した消防団員本人がいるグループ
イガニをプレゼント
・要予約

アウトドアスポーツワールド
山渓

097-537-3333

購入金額の5％ＯＦＦ

・消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ
・全国の消防団員にご利用いただけます。

10:00-19:30

畑中715-5

崔おばさんのビックリホルモ
ン南大分店

097-545-4129

お会計金額より
「10％割引」

・消防団員証明書を提示した本人及び同伴者全員が対象。

17:00-24:00
12/31､1/1のみ
※LO23:00

地元企業として、一緒におおいたを盛り上げてい
http://www.hotpepper.jp/strJ0007
きましょう！！皆様の活力に当店を是非、ご利用
96936/
下さい。

大分市

日岡1-1-25

崔おばさんのビックリホルモ
ン高城店

097-553-1129

お会計金額より
「10％割引」

・消防団員証明書を提示した本人及び同伴者全員が対象。

17:00-24:00
12/31､1/1のみ
※LO23:00

地元企業として、一緒におおいたを盛り上げてい
http://www.hotpepper.jp/strJ0010
きましょう！！皆様の活力に当店を是非、ご利用
18605/
下さい。

45

大分市

大字津守下12-2

焼き鳥龍馬 下郡店

097-569-4005

10名以上、3200円以上のコー
・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者何名様
スを予約した団体様は幹事さ
でもOKです。
ん1名無料にします。

17：00-24：
月曜日
00

46

大分市

中鶴崎1-60-1

焼き鳥龍馬 鶴崎店

097-527-2915

10名以上、3200円以上のコー
・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者何名様
スを予約した団体様は幹事さ
でもOKです。
ん1名無料にします。

17：00-24：
なし
00

47

大分市

千代町4-3-8

日本料理 うを清

097-532-1722

ソフトドリンク一杯無料

48

大分市

大字三芳2056番地の3

有限会社二月十四日

097-547-0214

ポイントカード作成（ポイント二
・消防団証明書を提示した本人
倍）

10：00-20：
不定
00

http://www.sweets214.com/

49

大分市

賀来北2-1-1

ＹＳＰ大分

097-549-3650

･工賃５％割引
･バイク用品５％割引
(一部適用除外商品あり)

・消防団員証明書を提示した消防団員本人

10:00-19:00 毎週水曜日

http://www.ysp-oita.com

50

大分市

富士見が丘西1-3-1
グリーンプラザビル1Ｆ

Kitchen縁

097-541-5569

からあげ定食
チキン南蛮定食
おかず大盛り

・消防団員さんだれでもＯＫ！！入店時にお声をかけて下さ
い！！

11:30-14:30 不定休

・消防団証明書を提示した本人及び同伴者全員
・どのコースでも使用可
・全国の消防団に利用していただけます。

11:30-23:00 不定休

火曜日
9/30、1/1

11：00-22：
不定休
00

お仕事がんばってください！！

http://www.od-yamakei.co.jp

いつも町の安全を守っていただいて、ありがとうご
http://www.uwo-sei.jp/
ざいます。

町の平和のためにいつもありがとうございます。

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

51

所在地２

所在地１

大分市

下郡2663-1

事業所（店舗）名

レストラン ラパン

電話番号

097-568-9191

優遇サービス内容

コーヒーフロート
クリームソーダ
コーラフロート

サービスの対象者等

営業時間

定休日

・消防団員証明書を提示された本人及び同伴者５名まで
・一人様６００円以上のお食事をされた方に限る。
・他のサービス等との使用は出来ません。

11:00-23:00 なし

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

上記中から、一杯無料

52

大分市

高松1-3-20

株式会社 カナック 大分店

097-555-9196

ポイント２倍
市内配達無料

・消防団員証明書を提示し、会員登録頂いた消防団員本人
・全国の消防団員にご利用いただけます。
・展示会時のポイント率は展示会特典に属します。

8:00-19:00

53

大分市

府内町3丁目3-13

焼きとり やわら

097-535-2121

支払い代金５％引き

・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者全て

17:00-19:00

54

大分市

山津町2丁目5番18号

（有）金なべ亭

097-551-5143

ドリンク一杯無料

・消防団員証明書を提示した消防団員本人

11:0022:00

第1・第3火曜日

55

大分市

大字下郡3666番地の52
（大八ビル101）

食彩工房ＭＡんＭＡ

097-569-3345

ライス大盛り無料

・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者全て

10:3020:00

水曜日

56

大分市

大字久原南1-1-2

和食処 ほうじゅ

097-593-5559

ソフトドリンク一杯無料

･消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者1名まで 17:00･お食事をされた方に限る
22:00

57

大分市

都町2-1-7

アリストンホテル大分

097-534-8811

（宿泊）チェックイン時にビー
（宿泊）消防団員証明書を提示した団員本人及び同伴者1名ま
ル、ソフトドリンク、ウコンドリン
で、当社ＨＰもしくは直接ご予約に限る、他の優待券との併用
クのいずれか１本贈呈
･ｴｰｼﾞｪﾝﾄ、ネットｴｰｼﾞｪﾝﾄ経由で予約された場合は不可
（宴会）支払い金額の5％引き
（宴会）
（宴会）消防団員証明書を提示した団員本人及び1グループ、
11:30エージェント経由の場合は不可、宴会ご利用の場合はご予約の
22:30
事、他の優待券との併用不可、コンパニオン料金は対象外

58

大分市

都町2-1-7 ｱﾘｽﾄﾝﾎﾃﾙ2階

アリストンホテル大分
チャイナダイナー

097-534-8808

・支払い金額の10％引き

･消防団員証明書を提示した団員本人及び同伴者20名まで
･10名様以上の場合はご予約の事
･他の優待券との併用不可
･ランチタイムのみご利用可

59

大分市

都町2-1-7 ｱﾘｽﾄﾝﾎﾃﾙ1階

アリストンホテル大分
トラットリア･アリストン･
テラッツア

097-534-8815

･支払い金額の10％引き

60

大分市

三ヶ田町3-4 ｽﾃﾗｺﾙﾃ 1F-D

hair create SINGI

097-546-1817

･全ｻｰﾋﾞｽﾒﾆｭｰ10％OFF

日曜、祝日

昼夜問わず頑張っている、消防団員の力になれ
れば幸いです。

少しでもお役に立てれば幸いです。
ご苦労様です。

毎週火曜日

無し

県内県外を問わず消防団の皆様にはご利用にな
れます

http://www.ariston.jp/oita/

11:3014:30

無し

県内県外を問わず消防団の皆様にはご利用にな
れます

http://www.ariston.jp/oita/

･消防団員証明書を提示した団員本人及び同伴者１グループ
(80名)まで

6:3022:00

無し

県内県外を問わず消防団の皆様にはご利用にな
れます

http://www.ariston.jp/oita/

･消防団員証明書を提示した団員本人と同伴者全員

9:0019:00

月曜日

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

所在地１

61

大分市

大在北3-247

有限会社 北斗建装
大在ショールーム

097-599-3810

･塗装･防水工事…5％値引
･新築･リフォーム･外構･エクス ･消防団員証明証を提示した方
テリア工事等…3％値引

9:0019:00

なし（年末年始のみ）

地域と消防団の発展の為、精一杯協力させてい
ただきます。

http://www.hokutokenso.co
m

62

大分市

中戸次5928-1

有限会社 北斗建装
戸次ショールーム

097-560-0339

･塗装･防水工事…5％値引
･新築･リフォーム･外構･エクス ･消防団員証明証を提示した方
テリア工事等…3％値引

9:0019:00

なし（年末年始のみ）

消防団の皆様は地域に必要･不可欠な存在で
す。私達も地域に存在となるため、精一杯応援い
たします。

http://www.hokutokenso.co
m

63

大分市

角子南1丁目1-28

ソフトバンク大在

097-538-6088

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0020:00

64

大分市

森町236−1

ソフトバンク森町

097-538-6088

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0020:00

65

大分市

大字羽屋44番地1号

ソフトバンク羽屋

097-538-6088

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0020:00

66

大分市

大字猪野1379番地2

ソフトバンク猪野

097-538-6088

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0020:00

67

大分市

金池町2丁目1-16日本興亜大 ソフトバンク大分駅前
分駅前ビル

097-538-6088

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0020:00

68

大分市

公園通り西2丁目1番2F

ソフトバンクパークプレイス大
097-538-6088
分

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0022:00

69

大分市

大字小池原字三楽1116-6

ソフトバンク明野

097-538-6088

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0020:00

70

大分市

大道町4丁目3番35号ﾄﾀﾞｶﾋﾞﾙ
101号

ソフトバンク大道

097-538-6088

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0020:00

所在地２

事業所（店舗）名

電話番号

優遇サービス内容

サービスの対象者等

営業時間

定休日

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

所在地１

71

大分市

大字光吉929

ソフトバンク光吉

097-538-6088

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0020:00

72

大分市

賀来西1丁目15-6ＴＳＵＴＡＹＡ
賀来店

ソフトバンク賀来

097-538-6088

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0020:00

73

大分市

下郡北2丁目2

ソフトバンク下郡

097-538-6088

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0020:00

74

大分市

高松2丁目1-10

ソフトバンク高城

097-538-6088

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0020:00

75

大分市

大字玉沢755番地の1ﾄｷﾊわさ ソフトバンクトキハわさだタウ 097-538-6088
ン
だﾀｳﾝ

･粗品プレゼント

･消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ

10:0020:00

76

大分市

大字辻793-1

有限会社 吉野車輌

097-595-0491

･車検時、追加作業工賃10％
OFF
･消防団員証明書を提示した本人のみ有効
･その他

8:0019:00

日曜日、祝日

地元のためにがんばりましょう。

77

大分市

生石5-4

クラシカ ベイクオーレ

0120-18-6561

･総額(挙式＋披露宴)から【会 ･全国の消防団員が利用できます
場ご来館特典＋10万円】引き ･消防団員のご家族や同伴者全員対象

11:0020:00

火曜日、
土･日･祝の営業は
9時 〜 19時まで

九州航空(株)グループの結婚式場が大分市内に
４会場有ります。
ご希望の会場でお式を挙げることが出来ます。

http://www.classica-bc.com

78

大分市

生石5-5-1

ザ クラウンヴェール ロータ
0120-67-6575
スベイ

･総額(挙式＋披露宴)から【会 ･全国の消防団員が利用できます
場ご来館特典＋10万円】引き ･消防団員のご家族や同伴者全員対象

11:0020:00

火曜日、
土･日･祝の営業は
9時 〜 19時まで

九州航空(株)グループの結婚式場が大分市内に
４会場有ります。
ご希望の会場でお式を挙げることが出来ます。

http://www.crownveil1b.com/

79

大分市

高江西1-4323-12

ヴァンレーヴ大分フォレストテ
097-554-8888
ラス

･総額(挙式＋披露宴)から【会 ･全国の消防団員が利用できます
場ご来館特典＋10万円】引き ･消防団員のご家族や同伴者全員対象

12:0020:00

火・水曜日、
土･日･祝の営業は
9時 〜 19時まで

九州航空(株)グループの結婚式場が大分市内に
４会場有ります。
ご希望の会場でお式を挙げることが出来ます。

http://www.ventrevevf.com/

80

大分市

中島中央1丁目1番30号

ザ クラブ オブ エクセレン
トアヴェニュー

･総額(挙式＋披露宴)から【会 ･全国の消防団員が利用できます
場ご来館特典＋10万円】引き ･消防団員のご家族や同伴者全員対象

11:0020:00

火曜日、
土･日･祝の営業は
9時 〜 19時まで

九州航空(株)グループの結婚式場が大分市内に
４会場有ります。
ご希望の会場でお式を挙げることが出来ます。

http://www.excellentavenue.
com

所在地２

事業所（店舗）名

電話番号

0120-39-8815

優遇サービス内容

サービスの対象者等

営業時間

定休日

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

所在地１

81

大分市

82

83

大分市

大分市

所在地２

事業所（店舗）名

電話番号

優遇サービス内容

サービスの対象者等

営業時間

定休日

消防団へひと言
メッセージ

9:0018:00

火曜日、
日・祝の営業は 9時〜19時
まで

西大分にある写真スタジオです。
宮参り、七五三、成人式、フォトウエディングなど
にご利用ください。

・レンタカー基本料金20％引き
（軽、ＰＩ、ＨＶＩ、ＷＩ、ＴＩ）は対象
外
・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者
・他割引併用不可
・全国の消防団員にご利用いただけます
・直接店舗への電話予約に限
ります

8:0020:00

なし

市民の生命、財産の為、これからもお願いしま
す。

日吉町12-27

株式会社トヨタレンタルリース
097-552-0112
大分 高城駅前店

・レンタカー基本料金20％引き
（軽、ＰＩ、ＨＶＩ、ＷＩ、ＴＩ）は対象
外
・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者
・他割引併用不可
・全国の消防団員にご利用いただけます
・直接店舗への電話予約に限
ります

8:0020:00

なし

市民の生命、財産の為、これからもお願いしま
す。

田中町11-Ａ

株式会社トヨタレンタルリース
097-545-1110
大分 大分南店

・レンタカー基本料金20％引き
（軽、ＰＩ、ＨＶＩ、ＷＩ、ＴＩ）は対象
外
・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者
・他割引併用不可
・全国の消防団員にご利用いただけます
・直接店舗への電話予約に限
ります

8:0020:00

なし

市民の生命、財産の為、これからもお願いしま
す。

王子町12番1号

フォトハウス｢あいうえお｣

中春日町16-17

株式会社トヨタレンタルリース
097-537-0100
大分 大分店

0120-37-0660

･購入金額の10％引き

･全国の消防団員が利用できます
･消防団員のご家族や同伴者でも結構です

84

大分市

85

大分市

大字角子原字牛尾390

株式会社トヨタレンタルリース
097-524-2117
大分 大在店

・レンタカー基本料金20％引き
（軽、ＰＩ、ＨＶＩ、ＷＩ、ＴＩ）は対象
外
・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者
・他割引併用不可
・全国の消防団員にご利用いただけます
・直接店舗への電話予約に限
ります

8:0019:00
※8:0018:00
(11/1〜
3/31)

なし

市民の生命、財産の為、これからもお願いしま
す。

86

大分市

東大道1丁目3番1号 ＫＣＡアク 株式会社トヨタレンタルリース 097-545-0155
大分 大分駅前店
ロスプラザ大分駅南1Ｆ

・レンタカー基本料金20％引き
（軽、ＰＩ、ＨＶＩ、ＷＩ、ＴＩ）は対象
外
・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者
・他割引併用不可
・全国の消防団員にご利用いただけます
・直接店舗への電話予約に限
ります

8:0020:00

なし

市民の生命、財産の為、これからもお願いしま
す。

87

大分市

東津留1-6-11

メガネのヨネザワ津留店

097-552-5600

･メガネ、補聴器、購入金額の
･全国の消防団員が利用できます
5％引き

10:0019:00

なし

88

大分市

新川西4組の1

Ｇ･ＨＡＩＲ

097-547-9287

･トリートメント商品以外10％
OFF

･全国の消防団員が利用できます
･お一人様1000円以上のお支払いの場合に適用
･他のサービス券との併用不可

10:0019:00

毎週月曜日･第三日曜日

89

大分市

都町2丁目6-26パイン88ビル2F MS･Dior（ミス･ディオール）

097-537-0063

･購入金額の20％引き

･全国の消防団員が利用できます
･消防団員のご家族や同伴者10名まで
･お一人様4,000円以上のお支払いの場合に適用
･他のサービス券との併用不可

19:301:00

日、祭日

90

大分市

要町1-14 大分駅ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ1F

097-574-8429

･お好きなドリンク一杯サービ
･証明書を提示した本人及びそのグループ皆様全員
スもしくは、キムチ盛サービス

11:0024:00

なし

韓国苑ビーフブラザーズ

店舗等ＨＰ

http://www.photoaiueo.com

http://www.g-hair.net/

http://www.kankokuen.co.jp

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

所在地１

91

大分市

上宗方648-3

韓国苑 宗方店

097-542-4300

･お好きなドリンク一杯サービ ･証明書を提示した本人及びそのグループ皆様全員
スもしくは、キムチ盛サービス ･ディナータイムに限る

11:001:00

なし

http://www.kankokuen.co.jp

92

大分市

都町2-1-19

韓国苑 ステーキ酒場

097-532-2220

･お好きなドリンク一杯サービ
･証明書を提示した本人及びそのグループ皆様全員
スもしくは、キムチ盛サービス

17:003:00

なし

http://www.kankokuen.co.jp

93

大分市

都町3-2-10ﾏﾙﾋﾞﾙ3F

韓国苑 都町店

097-500-7770

･お好きなドリンク一杯サービ
･証明書を提示した本人及びそのグループ皆様全員
スもしくは、キムチ盛サービス

17:005:00

なし

http://www.kankokuen.co.jp

94

大分市

下郡北2-1-23

韓国苑 下郡店

097-569-6434

･お好きなドリンク一杯サービ ･証明書を提示した本人及びそのグループ皆様全員
スもしくは、キムチ盛サービス ･ディナータイムに限る

11:003:00

なし

http://www.kankokuen.co.jp

95

大分市

下郡北2-112

やきとり串楽鳥

097-568-6800

･お好きなドリンク一杯サービ
･証明書を提示した本人及びそのグループ皆様全員
スもしくは、キムチ盛サービス

17:001:00

なし

http://www.kankokuen.co.jp

96

大分市

津守2組4番

フレンチレストラン蔦の葉

097-569-6060

･お好きなドリンク一杯サービ
･証明書を提示した本人及びそのグループ皆様全員
スもしくは、キムチ盛サービス

11:3021:00

なし

http://www.kankokuen.co.jp

97

大分市

中央町2丁目3-19 大津ビル1F 店

097-513-5922

･全品セール価格から5％引き ･全国の消防団員が利用できます

9:3019:00

なし

98

大分市

下郡工業団地

（有）下郡温泉

097-569-5841

･380円→350円(30円引き)

14:0022:00

なし

99

大分市

高城西町28-1

メガネのヨネザワ イオン高城
097-574-8613
店

･全品セール価格から5％引き ･全国の消防団員が利用できます

9:3019:00

なし

100

大分市

西鶴崎3-5-12

メガネのヨネザワ 鶴崎店

･全品セール価格から5％引き ･全国の消防団員が利用できます

9:3019:00

なし

所在地２

事業所（店舗）名

メガネのヨネザワ 大分中央

電話番号

097-523-1211

優遇サービス内容

サービスの対象者等

･消防団員本人のみ

営業時間

定休日

消防団へひと言
メッセージ

50年位前に若松通り2階で殉職した方を思い出し
ました。くれぐれも身体を大事にして下さい。

店舗等ＨＰ

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

所在地１

101

大分市

羽屋字太田202-1

メガネのヨネザワ 南大分店

097-545-5211

･全品セール価格から5％引き ･全国の消防団員が利用できます

9:3019:00

なし

102

大分市

下郡南4-2-19

メガネのヨネザワ 米良バイパ
097-567-9061
ス店

･全品セール価格から5％引き ･全国の消防団員が利用できます

9:3019:00

なし

103

大分市

敷戸西町2-12-108

理容 しきど

097-569-1255

･粗品贈呈

8:0018:30

毎週月曜日、第3日、月

104

大分市

萩原1-19-33

（株）ジョイフル 萩原店

097-552-2248

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

105

大分市

王子町1-2

（株）ジョイフル 西大分店

097-536-2220

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

106

大分市

大字羽屋206

（株）ジョイフル 南大分店

097-554-5053

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

107

大分市

志村2-1-31

（株）ジョイフル 大在店

097-521-0030

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

108

大分市

三川新町1-1-43

（株）ジョイフル 三川店

097-552-4665

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

109

大分市

北下郡11組-3

（株）ジョイフル 下郡店

097-567-1300

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

110

大分市

下郡北3-26-16

（株）ジョイフル 米良バイパ
ス店

097-567-3350

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

8:0025:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

所在地２

事業所（店舗）名

電話番号

優遇サービス内容

サービスの対象者等

営業時間

定休日

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

所在地１

111

大分市

大字猪野字三原1557番の1

（株）ジョイフル 明野店

097-524-6252

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

112

大分市

上宗方上宮田395-1

（株）ジョイフル 稙田店

097-586-1113

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

113

大分市

横田2-131

（株）ジョイフル 大分横田店 097-524-2275

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

114

大分市

坂ノ市中央2丁目1番7号

（株）ジョイフル 大分坂ノ市
店

097-524-2305

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

8:0025:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

115

大分市

大字大平西谷東395-1

（株）ジョイフル 大分佐賀関
097-524-8511
店

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

8:0025:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

116

大分市

大字古国府字町口202-1

（株）ジョイフル 古国府店

097-514-9200

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

117

大分市

新川町2丁目1416

（株）ジョイフル 大分新川店 097-548-6711

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

118

大分市

大字松岡字市場5179-3

（株）ジョイフル 大分松岡店 097-528-7900

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

8:0025:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

119

大分市

廻栖野2541

（株）ジョイフル 大分野津原
097-586-4488
店

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

8:0025:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

120

大分市

大手町3丁目7-15

（株）ジョイフル 大分大手町
097-540-6505
店

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

所在地２

事業所（店舗）名

電話番号

優遇サービス内容

サービスの対象者等

営業時間

定休日

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

所在地１

121

大分市

大字宮崎字天神目879

（株）ジョイフル 大分光吉イ
ンター店

097-503-9922

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

122

大分市

大字田尻209-1

（株）ジョイフル 大分田尻店 097-586-1260

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

123

大分市

新貝4番16号

（株）ジョイフル 大分新貝店 097-555-9580

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

124

大分市

田室町8番11号

（株）ジョイフル 大分田室町
097-573-6585
店

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

125

大分市

賀来北二丁目9番6号

（株）ジョイフル 大分賀来店 097-549-3610

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

8:0025:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

126

大分市

公園通り西2丁目1番

（株）ジョイフル ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ
大分店

097-524-6632

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

9:0025:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

127

大分市

中戸次5111番6

（株）ジョイフル 大分戸次店 097-548-8222

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

128

大分市

金池南1丁目5番1号

（株）ジョイフル 大分駅南口
097-573-5666
店

･生ビール100円引き
（一杯目限定）
･角ハイボール50円引き
（一杯目限定）

･同伴適用可
･他県の消防団員は利用できません

00:0000:00

なし

http://www.joyfull.co.jp/

129

130

大分市

大分市

所在地２

坂ノ市中央4-6-2030.モンテローザ坂
ノ市ビル

上宗方658-3メガセンタートライアル稙
田店 1階

事業所（店舗）名

電話番号

目利きの銀次坂ノ市
097-592-7288
店

魚民稙田トライアル店 097-588-8488

優遇サービス内容

・㈱モンテローザ提供の専用
優待券使用もしくは優待予約
窓口への予約により下記（1）
〜（3）の優待サービスをお受
けいただけます。利用条件等
は専用優待券記載を御確認く
ださい。
・㈱モンテローザ提供の専用
優待券使用もしくは優待予約
窓口への予約により下記（1）
〜（3）の優待サービスをお受
けいただけます。利用条件等
は専用優待券記載を御確認く
ださい。

サービスの対象者等

申込の際に「大分消防団優待予約希望」と申しつけください。ご
利用希望日の前日までに申し込みください。
<優待予約窓口の電話番号：0422-36-8890>
<メールアドレス：houzin@monteroza.co.jp>
<受付時間月〜木（祝日除く）10：00〜18：00>
申込の際に「大分消防団優待予約希望」と申しつけください。ご
利用希望日の前日までに申し込みください。
<優待予約窓口の電話番号：0422-36-8890>
<メールアドレス：houzin@monteroza.co.jp>
<受付時間月〜木（祝日除く）10：00〜18：00>

営業時間

定休日

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

随時変更の
全国にございますモンテローザ居酒屋店舗（一部
可能性があ
無休（メンテナンス等で急遽 除く）にて優待サービスがご利用いただけます。優
る為、ホー
お休みいただく場合がござい 待予約窓口ではお客様のご利用希望に合わせて http://www.monteroza.co.jp/
ムページを
ます）
お店のご案内、ご予約の手配、優待サービスお問
御確認くだ
い合わせ受付をさせていただいております。
さい。
随時変更の
全国にございますモンテローザ居酒屋店舗（一部
可能性があ
無休（メンテナンス等で急遽 除く）にて優待サービスがご利用いただけます。優
る為、ホー
お休みいただく場合がござい 待予約窓口ではお客様のご利用希望に合わせて http://www.monteroza.co.jp/
ムページを
ます）
お店のご案内、ご予約の手配、優待サービスお問
御確認くだ
い合わせ受付をさせていただいております。
さい。

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

131

132

133

134

135

136

所在地２

所在地１

大分市

大分市

大分市

大分市

大分市

大分市

大字政所字宮迫3788-711.モンテロー
ザ大在ビル 1階

都町2-1-4東石ビル 1階

都町2-2-23第16エルザビル 2階

東大道1-3-1KCA・アクロスプラザ大
分駅南 1階

末広町1-1-18ニッセイ大分駅前ビル
地下1階

末広町1-1-30青松ビル 3階

事業所（店舗）名

魚民大在駅前店

電話番号

097-525-9388

Ｎ白木屋大分都町店 097-538-4788

笑笑大分都町店

097-536-4688

目利きの銀次大分南
097-544-9088
口駅前店

豊後高田どり酒場大
097-534-1488
分駅前総本店

千年の宴大分駅前店 097-533-4288

優遇サービス内容

サービスの対象者等

・㈱モンテローザ提供の専用
優待券使用もしくは優待予約
窓口への予約により下記（1）
〜（3）の優待サービスをお受
けいただけます。利用条件等
は専用優待券記載を御確認く
ださい。
・㈱モンテローザ提供の専用
優待券使用もしくは優待予約
窓口への予約により下記（1）
〜（3）の優待サービスをお受
けいただけます。利用条件等
は専用優待券記載を御確認く
ださい。
・㈱モンテローザ提供の専用
優待券使用もしくは優待予約
窓口への予約により下記（1）
〜（3）の優待サービスをお受
けいただけます。利用条件等
は専用優待券記載を御確認く
ださい。
・㈱モンテローザ提供の専用
優待券使用もしくは優待予約
窓口への予約により下記（1）
〜（3）の優待サービスをお受
けいただけます。利用条件等
は専用優待券記載を御確認く
ださい。
・㈱モンテローザ提供の専用
優待券使用もしくは優待予約
窓口への予約により下記（1）
〜（3）の優待サービスをお受
けいただけます。利用条件等
は専用優待券記載を御確認く
ださい。
・㈱モンテローザ提供の専用
優待券使用もしくは優待予約
窓口への予約により下記（1）
〜（3）の優待サービスをお受
けいただけます。利用条件等
は専用優待券記載を御確認く
ださい。
・㈱モンテローザ提供の専用
優待券使用もしくは優待予約
窓口への予約により下記（1）
〜（3）の優待サービスをお受
けいただけます。利用条件等
は専用優待券記載を御確認く
ださい。

申込の際に「大分消防団優待予約希望」と申しつけください。ご
利用希望日の前日までに申し込みください。
<優待予約窓口の電話番号：0422-36-8890>
<メールアドレス：houzin@monteroza.co.jp>
<受付時間月〜木（祝日除く）10：00〜18：00>
申込の際に「大分消防団優待予約希望」と申しつけください。ご
利用希望日の前日までに申し込みください。
<優待予約窓口の電話番号：0422-36-8890>
<メールアドレス：houzin@monteroza.co.jp>
<受付時間月〜木（祝日除く）10：00〜18：00>
申込の際に「大分消防団優待予約希望」と申しつけください。ご
利用希望日の前日までに申し込みください。
<優待予約窓口の電話番号：0422-36-8890>
<メールアドレス：houzin@monteroza.co.jp>
<受付時間月〜木（祝日除く）10：00〜18：00>
申込の際に「大分消防団優待予約希望」と申しつけください。ご
利用希望日の前日までに申し込みください。
<優待予約窓口の電話番号：0422-36-8890>
<メールアドレス：houzin@monteroza.co.jp>
<受付時間月〜木（祝日除く）10：00〜18：00>
申込の際に「大分消防団優待予約希望」と申しつけください。ご
利用希望日の前日までに申し込みください。
<優待予約窓口の電話番号：0422-36-8890>
<メールアドレス：houzin@monteroza.co.jp>
<受付時間月〜木（祝日除く）10：00〜18：00>
申込の際に「大分消防団優待予約希望」と申しつけください。ご
利用希望日の前日までに申し込みください。
<優待予約窓口の電話番号：0422-36-8890>
<メールアドレス：houzin@monteroza.co.jp>
<受付時間月〜木（祝日除く）10：00〜18：00>
申込の際に「大分消防団優待予約希望」と申しつけください。ご
利用希望日の前日までに申し込みください。
<優待予約窓口の電話番号：0422-36-8890>
<メールアドレス：houzin@monteroza.co.jp>
<受付時間月〜木（祝日除く）10：00〜18：00>

137

大分市

末広町1-1-30青松ビル 2階

山内農場大分駅前店 097-534-2088

138

大分市

田尻グリーンハイツ中央2

カットハウス ごとう

097-541-3950

･炭酸シャンプーサービスしま
･全国の消防団員が利用できます
す

139

大分市

政所1-1-8

十五万石万所店

097-593-0598

・お一人様100円引き

140

大分市

日吉町16-23

十五万石ひろひろ

097-556-6464

･お一人様100円引き

営業時間

定休日

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

随時変更の
全国にございますモンテローザ居酒屋店舗（一部
可能性があ
無休（メンテナンス等で急遽 除く）にて優待サービスがご利用いただけます。優
る為、ホー
お休みいただく場合がござい 待予約窓口ではお客様のご利用希望に合わせて http://www.monteroza.co.jp/
ムページを
ます）
お店のご案内、ご予約の手配、優待サービスお問
御確認くだ
い合わせ受付をさせていただいております。
さい。
随時変更の
全国にございますモンテローザ居酒屋店舗（一部
可能性があ
無休（メンテナンス等で急遽 除く）にて優待サービスがご利用いただけます。優
る為、ホー
お休みいただく場合がござい 待予約窓口ではお客様のご利用希望に合わせて http://www.monteroza.co.jp/
ムページを
ます）
お店のご案内、ご予約の手配、優待サービスお問
御確認くだ
い合わせ受付をさせていただいております。
さい。
随時変更の
全国にございますモンテローザ居酒屋店舗（一部
可能性があ
無休（メンテナンス等で急遽 除く）にて優待サービスがご利用いただけます。優
る為、ホー
お休みいただく場合がござい 待予約窓口ではお客様のご利用希望に合わせて http://www.monteroza.co.jp/
ムページを
ます）
お店のご案内、ご予約の手配、優待サービスお問
御確認くだ
い合わせ受付をさせていただいております。
さい。
随時変更の
全国にございますモンテローザ居酒屋店舗（一部
可能性があ
無休（メンテナンス等で急遽 除く）にて優待サービスがご利用いただけます。優
る為、ホー
お休みいただく場合がござい 待予約窓口ではお客様のご利用希望に合わせて http://www.monteroza.co.jp/
ムページを
ます）
お店のご案内、ご予約の手配、優待サービスお問
御確認くだ
い合わせ受付をさせていただいております。
さい。
随時変更の
全国にございますモンテローザ居酒屋店舗（一部
可能性があ
無休（メンテナンス等で急遽 除く）にて優待サービスがご利用いただけます。優
る為、ホー
お休みいただく場合がござい 待予約窓口ではお客様のご利用希望に合わせて http://www.monteroza.co.jp/
ムページを
ます）
お店のご案内、ご予約の手配、優待サービスお問
御確認くだ
い合わせ受付をさせていただいております。
さい。
随時変更の
全国にございますモンテローザ居酒屋店舗（一部
可能性があ
無休（メンテナンス等で急遽 除く）にて優待サービスがご利用いただけます。優
る為、ホー
お休みいただく場合がござい 待予約窓口ではお客様のご利用希望に合わせて http://www.monteroza.co.jp/
ムページを
ます）
お店のご案内、ご予約の手配、優待サービスお問
御確認くだ
い合わせ受付をさせていただいております。
さい。
随時変更の
全国にございますモンテローザ居酒屋店舗（一部
可能性があ
無休（メンテナンス等で急遽 除く）にて優待サービスがご利用いただけます。優
る為、ホー
お休みいただく場合がござい 待予約窓口ではお客様のご利用希望に合わせて http://www.monteroza.co.jp/
ムページを
ます）
お店のご案内、ご予約の手配、優待サービスお問
御確認くだ
い合わせ受付をさせていただいております。
さい。

8:3019:00

毎週月曜・第３火曜

･全国の消防団員が利用できます
･消防団員のご家族や同伴者4名まで
･お一人様550円以上のお支払いの場合に適用
･他のサービス券との併用不可
･ランチメニュー、サービスデーは不可

11:0021:30

不定休

･全国の消防団員が利用できます
･消防団員のご家族や同伴者4名まで
･お一人様550円以上のお支払いの場合に適用
･サービスランチ、サービスデーは不可

11:0021:30

不定休

仕事との両立 おつかれ様です。

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

141

所在地１

大分市

所在地２

大在北3-2-4

事業所（店舗）名

ラーメン森のくまさん

電話番号

優遇サービス内容

サービスの対象者等

097-527-3346

･お一人様100円引き

･全国の消防団員が利用できます
･消防団員のご家族や同伴者4名まで
･お一人様550円以上のお支払いの場合に適用
･他のサービス券と併用不可
･サービスデー、ｻｰﾋﾞｽﾒﾆｭｰは不可

・他県の消防団員は利用できません
・消防団員証明書を提示した消防団員とその2等親以内のご家
族に適用
・他のサービス券との併用不可
・初めてレオパレスを利用される方

営業時間

定休日

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

11:0021:30

平日10時−
19時（13時
−15時除く）
なお水曜日
定休日なし
のみ18時ま
での営業
土日祝10−
19時

お疲れ様です！いつも町を守って頂きありがとう
ございます。これからもよろしくお願いします。

http://www.leopalace21.com
/private/oita.html

不定休

142

大分市

金池町1-5-8 管ビル1F

レオパレスセンター 大分

097-536-7871

・初回契約時のお支払金額か
ら10,000円値引き
賃貸契約・普通借家プラン、
マンスリー契約・マンスリープ
ラン（12回以上の利用に限
る）、マンスリー契約・学割プラ
ンに適用【詳細は店舗までお
問い合わせください】
・全国の管理物件に適用（レオ
パレスセンター大分来店時の
み利用可能）
※当社が取り扱う物件は仲
介物件では無い為、仲介手数
料はかかりません。

143

大分市

日吉町11番1号

洋服の青山 大分高城店

097-556-6556

店内全商品割引後価格(クー
ポン券・セットセール使用後)よ 消防団員様ご本人様のみ
り、１０％ＯＦＦ

10:00〜
20:00

なし

洋服の青山は消防団員の皆様を全力で応援しま
す。

http://www.y-aoyama.jp

144

大分市

西大道三丁目1番11号

洋服の青山 大分大道店

097-546-0422

店内全商品割引後価格(クー
ポン券・セットセール使用後)よ 消防団員様ご本人様のみ
り、１０％ＯＦＦ

10:00〜
20:00

なし

洋服の青山は消防団員の皆様を全力で応援しま
す。

http://www.y-aoyama.jp

145

大分市

大字木上字鉾手2093番地

洋服の青山 フリーモールわ
097-542-7322
さだ店

店内全商品割引後価格(クー
ポン券・セットセール使用後)よ 消防団員様ご本人様のみ
り、１０％ＯＦＦ

10:00〜
20:00

なし

洋服の青山は消防団員の皆様を全力で応援しま
す。

http://www.y-aoyama.jp

146

大分市

大分市中央町２−６−８
ダイボウビル １階

OITA ITALIAN
Passo a Passo

お会計金額より
「５％割引」

18:00〜
24:00

不定休

147

大分市

大分市中島西２丁目４番１号

大分県信用組合本店営業部 097-534-8201

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

148

大分市

大分市末広町１丁目５番８号

大分県信用組合大分駅前支
097-536-2422
店

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

149

大分市

大分市大字奥田２８番地の２

大分県信用組合南大分支店 097-543-8571

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

097-547-8485

･全国の消防団員が利用できます
･消防団員のご家族や同伴者対象

2018/12/3現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

おおいた消防団応援の店
市町村
連番

150

151

152

所在地１

大分市

大分市

大分市

所在地２

事業所（店舗）名

大分市明野北５丁目４番１０号 大分県信用組合明野支店

大分市中鶴崎２丁目３番１０号 大分県信用組合鶴崎支店

大分市金池町３丁目１番６４号 大分県信用組合金池支店

電話番号

優遇サービス内容

サービスの対象者等

営業時間

定休日

消防団へひと言
メッセージ

店舗等ＨＰ

097-558-6906

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

097-521-3740

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

097-532-2191

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

153

大分市

大分市大字羽屋７１番地の４

大分県信用組合豊府支店

097-544-9768

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

154

大分市

大分市南津留２１番１０号

大分県信用組合津留支店

097-551-5820

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

155

大分市

大分市賀来北１丁目１４番５号

大分県信用組合賀来支店

097-549-2272

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

156

大分市

大分市大字光吉580番地の2

大分県信用組合光吉支店

097-569-5584

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

157

大分市

大分市下郡中央３丁目２番２１ 大分県信用組合下郡支店
号

097-568-5256

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

158

大分市

大分市原新町１０番２５号

大分県信用組合東大分支店 097-552-8522

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

159

大分市

大分市大手町３丁目１番１号県 大分県信用組合県庁内支店 097-532-1448
庁舎内１Ｆ

消防団員専用の金利優遇商
品を提供します。なお、商品内
容については、大分県信用組 他県の消防団員は利用できません。
合ホームページでお確かめ下
さい。

9:00〜15:00

土曜・日曜・祝日および12月 大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
31日から1月3日まで
い。

http://www.oitakenshin.co.jp

