
おおいた消防団応援の店 2018/12/3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 由布市
湯布院町川上字宮の原1984-
212

ゆふいん菓子工房五衛門 0977-85-5089 購入金額の8％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
8:00-
 17:00

なし http://www.yufuin-goemon.com

2 由布市 湯布院町川上3064-4 七厘焼き和作 0977-85-2848
・一品サービス(小鉢物)
・ウーロン茶一人一杯無料

・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者5名まで
・一人様3,000円以上の飲食に限る。

17:30-
 23:00

木曜日
ご苦労様です。是非、当店にお越し下さい。疲れ
を癒して下さい。

http://www.yufuin-wasaku.com

3 由布市 湯布院町川北899-76 道の駅ゆふいん 0977-84-5551 ゆふいん牛乳ソフト50円引き
・消防団員証明書を提示した消防団員本人又は消防団制服等
確認出来る者

9:00-
 18:00
(11月～3月)
～17:30

なし 日々、地域住民の為頑張って下さい。 http://michinoekiyufuin.com/

4 由布市 湯布院町川上2461-3 由布院ステンドグラス美術館 0977-84-5575 入館料 100円引き
・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者全員
・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。

9:00-
 17:30

なし
いつも私たちのまちの安全を守っていただきあり
がとうございます！

http://www.yufuin-sg-museum.jp

5 由布市 挾間町向原72-1 甲下酒店 097-583-0025 購入金額の5％引き

・消防団員証明書を提示した方のみ
・一人様1000円以上
・他のサービス券との併用不可
・ギフト券、タバコ購入には使えません。全国の消防団員対象

8:00-
 20:00

第1､第3日曜日 私も消防団員です。頑張ってください。無理せず。 http://www.kouge.pos.to

6 由布市 湯布院町川上3075-1
株式会社 管田新光堂
湯布院支店

0977-84-5594
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
・湯布院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 由布市 庄内町大龍1588 かぐらちゃや 097-582-2555 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および同併者2名様
まで。

7:30-18:00 なし

8 由布市 湯布院町川北2番地1 株式会社ゆふふ 0977-85-5839 ･焼菓子プレゼント
･消防団員本人
･1,080円以上のご利用にて

10:00-
18:00

無休 http://www.yufufu.com/

9 由布市 湯布院町川上3737-1 R･Ｍ･Ｓ･イマヨシ 0977-85-4428

･購入金額の8％引き
（店内商品）
･タタミ、内装工事
（工事代金の8％引き）

･消防団員証明書を提示した方。
･消防団員本人及び同伴者10名様まで
（店内商品のみ）

9:00-
18:00

火曜日
http://www.d-
b.ne.jp/imayoshi/

10 由布市 挾間向原115番地 華より男子 097-583-1530 ・上代の10％値引き ・消防団員本人のみ
18:00-
1:00

毎週月曜日
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11 由布市 庄内町高岡970-36 大塚梨園 097-582-3928 ・購入金額から8％引き
・他県の消防団員はご利用できません
・消防団員のご家族や同伴者も利用可

9:00-
16:00

不定休

12 由布市 湯布院町川上1097-1 御宿　由府両築 0977-85-2526
・ランチタイムワンドリンクサー
ビス

・全国の消防団員がご利用できます
11:00-
14:00

不定休

13 由布市 湯布院町川南103の5 （有）三角屋 0977-84-3856 ・宿泊金額の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5名まで
・お一人様10,000円以上のお支払いの場合に適用
・電話等による予約に限ります（ネット予約不可）

14 由布市 湯布院町川上2378-1 柚富の郷　彩岳館 0977-44-5000 ・宿泊代金の5％OFFサービス
・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
・他のサービス券との併用不可

15:00-
11:00 http://www.saigakukan.co.jp

15 由布市 湯布院町川上1530番地2 御宿　なか屋 0977-84-3835 ・宿泊料金より5％引き ・全国の消防団員が利用できます 不定休 日々、お疲れ様です。
http://www.nakaya-
yufuin.jp/

16 由布市 湯布院町川上3735-4 （有）河原精肉店 0977-84-2350 ･購入額の3％引き
･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
･他のサービス券との併用不可

9:00-
18:00

水曜日
なれない業務です。おけがのない様と願っており
ます。

17 由布市 庄内町東長宝165-1 韓国苑　庄内温泉 097-586-2226
･お好きなドリンク一杯サービ
スもしくは、キムチ盛サービス

･証明書を提示した本人及びそのグループ皆様全員
･ディナータイムに限る

11:00-
22:00

なし http://www.kankokuen.co.jp

18 由布市 湯布院町川上3056番地13 和風レストランねんりん 0977-84-5313 ･ライスおかわり無料
11:00-
21:00

不定休（月2回）
飲み放題コースも有ります。金額は相談に応じま
す。

19 由布市 挾間町大字北方下角45-1 （株）ジョイフル　大分挾間店 097-586-3577

･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/

20 由布市
湯布院町大字川上字野田
3042-2

（株）ジョイフル　大分湯布院
店

0977-28-4400

･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/
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21 由布市 湯布院町湯平359の5 旅館　都屋 0977-86-2461 ･ドリンク一杯無料
・消防団員のご家族や同伴者2名まで
・お一人様一万円以上のお支払いの場合に適用

22 由布市 湯布院町川上3729-1 スナック　花 090-5024-1125
･飲み放題2500円→2000円
（90分）

20:30-
1:00

日曜日

23 由布市 湯布院町川上3723-2 居酒屋　源 0977-84-2237 ・飲み放題30分無料延長
・消防団員証明書を提示した本人及び同伴者大人全員
・全国の消防団員にご利用頂けます

18:00-
23:00

日曜日

24 由布市
由布市湯布院町川上３０５６番
地の６

大分県信用組合湯布院支店 0977-84-3191

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


