
おおいた消防団応援の店 2019/11/26現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

市町村
連番

所在地１ 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

1 日田市 元町１８－１８ みずき整体院 0973-23-2617 施術料金10％引き
・消防団員証明書を提示した、消防団員本人及び同一世帯の
家族
・予約優先

9:00-
 19:00

木曜日、祝日、その他
消防団の皆様の日頃の活動に敬意を表し、微力
ながら応援しています。

2 日田市 竹田新町1番1号 日田石油販売株式会社 0973-22-6255 全油種(ハイオク･レギュラー･経由･灯油)　2円引き ・消防団員証明書を提示した消防団員本人
8:00
 21:00

第１日曜

3 日田市 東有田町2680-2 くすりのざいつ 0973-23-3071
第3類医薬品ドリンク1本プレゼント！！
同伴者3名まで

・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者3名まで
・出動後には、お立寄り下さい。お待ち申し上げます。

9:00-
 21:00

なし
近年の災害は多様化されています。団員の方々
の一層の活躍が期待されます。頑張って下さい。

http://www.kusurinozaitu@aria.ocn
.ne.jp

4 日田市 中央１丁目４番３１号 （株）ヤノメガネ日田寿通店 0973-23-6484 メガネ一式及びフレーム・レンズ補聴器５％引き ・消防団員証明書を提示したご本人様及びご家族様 10:00-19:00 なし
日夜、ご苦労様です。私たちも応援しています。
頑張って下さい。

5 日田市 玉川町599-1
（株）ヤノメガネ日田玉川バイ
パス店

0973-24-3668 メガネ一式及びフレーム・レンズ補聴器５％引き ・消防団員証明書を提示したご本人様及びご家族様 10:00-19:00 なし
「水郷ひた」だけに火事は×。十分注意しましょう
ね。

6 日田市 日高町1619-19
株式会社 管田新光堂
日田支店

0973-22-1540
購入金額20％引き
粗品贈呈
単品より配達サービスします

・消防団員証明書を提示したご本人様または所属の消防団員
・日田市内の消防団員にご利用いただけます。

9:00-18:00
日曜、祝日、祭日、お盆、正
月

お電話一本で単品配達！オフィス周りのことなら
お任せください！

http://www.sugata-
bungu.com

7 日田市 大字十二町697-1
崔おばさんのビックリホルモ
ン別館日田店

0973-24-2911
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。
※日田店のみ｢食べ放題プラン｣は対象外。

17:00-24:00
※LO23:00
土日祝ラン
チ営業
11:00～
15:00※
LO14:00

12/31､1/1のみ
地元企業として、一緒におおいたを盛り上げてい
きましょう！！皆様の活力に当店を是非、ご利用
下さい。

http://www.hotpepper.jp/strJ0011
09724/

8 日田市 清水町87の5 レストラン立花 0973-24-3972 ホットコーヒー1杯サービス ・10名様
11：30-21：
00

水曜日

9 日田市 本町4番1号 贈り物と陶器のすえたけ 0973-22-6275 購入全額の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。
・他のサービス等との併用不可。

10：00-18：
00

1月1日～4日
アットホームなお店ですので、お気軽にお越しくだ
さい。お茶もお出しします。

10 日田市 大字三和財津町2635-4 和牛焼肉　五葉苑 0973-24-3302 飲み放題無料延長
・消防団員証明書を提示した消防団員本人のみ
・一人様3,000円以上の飲食に限る

11:30-
　22:00

木曜日

11 日田市 新治町10-1 有限会社カードクター･フカミ 0973-23-6072
･車検、鈑金、一般整備の工賃10％引き
･車検時のオイル交換(4ℓ)サービス
(一部対象外のオイルもありますが割引き有)

･消防団員証明書を提示した団員本人のお車とその家族の方
のお車

9:00-
19:00

年末(12/31～1/5)・お盆
(8/13～8/16まで)

日頃より私たちのまちを守っていただき、ありがと
うございます。安心・安全に少しでも協力出来たら
と思ってます。
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12 日田市 渡里104-1 ソフトバンク日田インター 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
10:00-
20:00

13 日田市 本庄町3-9 彌助すし 0973-22-2216 ･生ビールかソフトドリンク一杯無料
･消防団員本人及びご家族や同伴者１名まで
･他県の消防団員は利用できません

10:00-
22:00

不定休
私も消防団員ですので、団員の皆様お寿司を食
べに来てください。

http://www.b-
net.kcv.jp/~yasuke/

14 日田市 大字十二町字前田550番地4
株式会社トヨタレンタルリース
大分　日田店

877-0000

・レンタカー基本料金20％引き
（軽、ＰＩ、ＨＶＩ、ＷＩ、ＴＩ）は対象外
・他割引併用不可
・直接店舗への電話予約に限ります

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

8:00-
19:00

なし
市民の生命、財産の為、これからもお願いしま
す。

15 日田市 本町10-5
メガネのヨネザワ 日田本町
店

0973-28-5636 ･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
9:30-
19:00

なし

16 日田市 清岸寺町1153-20
メガネのヨネザワ 日田イン
ター店

0973-22-0511 ･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
9:30-
19:00

なし

17 日田市 若宮町440-1 （株）ジョイフル　日田店 0973-22-0036

･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

00:00-
00:00

なし http://www.joyfull.co.jp/

18 日田市 三和165-1 （株）ジョイフル　日田天神店 0973-27-5133

･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

8:00-
25:00

なし http://www.joyfull.co.jp/

19 日田市 大字友田523-3 （株）ジョイフル　日田友田店 0973-25-6007

･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

00:00-
00:00

なし http://www.joyfull.co.jp/

20 日田市 中央1丁目6-23春香苑ビル1Ｆ スナック　Karin 0973-24-3787 ･ドリンク一杯無料 ･全国の消防団員が利用できます
20:00-
24:00

日曜日

21 日田市 隈1-5-29 居酒屋　春 090-9727-0107 ･ドリンク一杯無料 ･全国の消防団員が利用できます
18:00-
24:00

日曜日
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22 日田市 元町15-3大分共和ビル 1階 魚民日田駅前店 0973-24-7588

・㈱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。
⑴月～木曜日限定（祝日、祝前日除く）合計金額から
１５％OFF
⑵曜日問わず合計金額から１０％OFF
⑶宴会コース（飲み放題付）
最大３名無料　６～１０名で１人、１１～２０名で２名、２
１名以上で３名
※⑴、⑵は税込み額2,000円以上から利用可。値引上
限5,000円。

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> 随時変更の

可能性があ
る為、ホー
ムページを
御確認くだ
さい。

無休（メンテナンス等で急遽
お休みいただく場合がござい
ます）

全国にございますモンテローザ居酒屋店舗（一部
除く）にて優待サービスがご利用いただけます。
優待予約窓口ではお客様のご利用希望に合わせ
てお店のご案内、ご予約の手配、優待サービスお
問い合わせ受付をさせていただいております。

http://www.monteroza.co.jp/

23 日田市 中央1-4-34 かどよし化粧品店 0973-22-2422 ･眉スタイリング、メイク指導
･消防団員のご家族や同伴者
･お一人様1,000円以上のお支払の場合に適用

9:30-
19:00

日曜日

24 日田市 三本松1-1-10 松本衣料品店 0973-22-2715 ･1,000円以上お買い上げにタオル贈呈 ･お一人様1,000円以上のお支払いの場合に適用
9:30-
18:00

25 日田市 三本松1丁目7番4号 れいめい 0973-24-3369 ･1,000円以上お買い上げで自店ポイントカード2倍
･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
･お一人様1,000円以上のお支払いの場合に適用

10:00-
19:00

第２、第４火曜日

26 日田市 三本松1-8-46 赤札屋 0973-23-4861 ･購入金額の5％引き ･お一人様3,000円以上のお支払の場合に適用
9:00-
18:30

不定休

27 日田市 三本松1丁目8-52
ギフトショップとまつ
（ホワイト急便三本松店）

0973-23-3151 ･クリーニング500円相当の割引クーポン券進呈
･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

9:00-
18:00

不定休

28 日田市 中央1丁目4-31 靴のそのだ 0973-22-4589 ･購入金額の10％引き
･消防団員のご家族や同伴者2名まで
･お一人様5,000円以上のお支払いの場合に適用

9:00-
18:30

第３日曜日

29 日田市 三本松1丁目7-2 （有）文化書房 0973-22-2660 ･購入金額の5％引き
･他県の消防団員は利用できません
･消防団員のご家族や同伴者1名まで
･お一人様1,000円以上のお支払いの場合に適用

10:00-
19:00

第１、３、５日曜日

30 日田市 三本松1丁目8-49 理容うすい 0973-22-4243 ･当店ご利用ポイント2倍 ･他県の消防団員は利用できません
8:30-
18:40

毎週月曜日と第３日曜日

31 日田市 三本松1丁目1-12 （有）古野種苗園 0973-22-2988
･現金で御買い上げの方は
10％OFF

･全国の消防団員が利用できます
9:00-
18:00

毎月第３日曜日
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32 日田市 三本松1丁目1-17 松月堂三本松店 0973-22-2484 ･粗品贈呈 ･全国の消防団員が利用できます
8:30-
18:00

不定休

33 日田市 三本松1丁目7-1 （株）時計メガネ宝石のフジイ 0973-23-8888 ･購入金額の20％～50％引き
･全国の消防団員が利用できます
･お一人様3,000円以上のお支払いの場合に適用

10:00-
18:00

月２回（不定休）

34 日田市 三本松1-8-45 ベイハウス 0973-23-8753 ･食後の後のコーヒーサービス
･全国の消防団員が利用できます
･他県の消防団員は利用できません
･消防団員のご家族や同伴者4名まで

10:00-
24:00

日曜日

35 日田市
三本松1丁目1-1府内産業ビル
1階

（有）タカタ　ウイング 0973-24-0575 ･粗品贈呈
･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

10:00-
18:00

なし

36 日田市 三本松1丁目8-52 マーキュリー 090-8229-8931 ･飲み放題のお客様以外、ドリンク1杯サービス
･全国の消防団員が利用できます
･お一人様2,000円以上のお支払いの場合に適用

20:00-
24:00

日曜日

37 日田市 三本松1-7-8 お料理　高嶋 0973-23-4221 ･一品サービス
･他県の消防団員は利用できません
･お一人様3,000円以上のお支払いの場合に適用

18:00-
22:30

日曜日

38 日田市 本庄町5番46号 洋服の青山　日田店 0973-24-1075
店内全商品割引後価格(クーポン券・セットセール使
用後)より、１０％ＯＦＦ

消防団員様ご本人様のみ
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

39 日田市 日田市中央２丁目２番１７号 大分県信用組合日田支店 0973-22-6121
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、大分県信用組合ホームページ
でお確かめ下さい。

他県の消防団員は利用できません。 9:00～15:00
土曜・日曜・祝日および12月
31日から1月3日まで

大分県の安全・安心を守るために、頑張ってくださ
い。

http://www.oita-
kenshin.co.jp

40 日田市 日田市大字十二町697－1
崔おばさんのびっくりホルモ
ン屋　別館　日田店

0973－24－2911
生ビール一杯半額
もしくは、ソフトドリンク一杯無料

他県の消防団員は利用できません。
他のサービスと併用不可。
消防団員証明書を提示した本人又は同伴者全員が対象。

１７：００～
２４：００
LO23:00（24
時間表示）

12月31日
1月1日

地元企業として、一緒に大分を盛り上げていきま
しょう！！皆様の活力に当店を是非、ご利用下さ
い。

https://bikkurihorumonhita.o
wst.jp/


