消防団応援ショップ登録事業所等一覧
平成30年 1月15日現在
番号

サービス内容

事業所等

対象者

留意点

1 観光北田園

ぶどう狩り入園料（大人200円、小人100円）が無料、試食付

団員と同伴者10名まで

ぶどう狩り開園期間中、1日1回限り有効

2 所沢ぶどう園

ぶどう狩り入園料（大人200円、小人100円）が無料、試食付

団員と同伴者10名まで

ぶどう狩り開園期間中、1日1回限り有効

3 当麻園芸

物品購入時10％割引

団員と家族

一部対象外品あり（種子ほか）

4 有限会社 たつみそば

食事代5％引き

団員のみ

5 有限会社 東京堂時計店

腕時計の電池交換3個以上に限り10％割引

団員のみ

交換依頼の際、申出が必要

6 Chinese Dining Bar kenzo

飲食代金5％引き

団員を含む8名以上の団体

コース料理を予約した場合に限る

7 小林米穀有限会社

物品購入時の5％割引

団員と家族

対象外品あり

8 有限会社 フラワーハウス

商品10%割引

団員のみ

花に限る

9 株式会社 アグリベータ

さく井工事割引、機械修理工賃割引

団員、消防団OB、団員からの紹介者

消防団員からの紹介者については要相談

10 クリーニング たむら

消防団員の制服・活動服のクリーニング代を通常価格の20％引き

団員

11 奈賀園

狭山茶100ｇパック購入時10%割引

団員と家族及び同伴者

お一人様1日1回限り

12 菊寿司 中新井店

飲食代金5%引き

団員と家族

ランチメニュー、ディナーコースは除く
団員証の提示が必要

13 割烹 金藤

飲食代金5%引き

団員のみ

14 ブロッサム 航空公園店

施術料金 通常料金から30％引き

団員のみ

カット・パーマ・カラーのみ

15 串一

ポイントカード ポイント2倍（500円→1ポイント を 2ポイント）

団員のみ

テイクアウトに限る

番号
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16 ぎふとるうむ 山畑

ギフト商品その他5から10％割引き

団員と家族

一部対象外品あり（特価商品等）

17 三二六

季節のデザートサービス

団員及び同伴者

18 檸檬＆髭

飲食代金10%引き

団員及び同伴者

予約歓迎

19 焼肉レストラン 食道園

飲食代金10%引き

団員及び同伴者

家族だけでも可

20 やま屋

一品サービス

団員及び同伴者で5名以上の団体

4,500円以上のコース飲食の場合

21 株式会社 関東リース

クレーン使用料割引

団員のみ

要相談

22 お菓子の工房 エミール

お買い上げ金額1,000円以上で5%割引

団員のみ

催事・イベント（クリスマス、ひなまつり等）は対象外

23 ビートルズも聴ける酒場 ひょっとこ

お好きな曲のリクエスト受付
5名以上での来店で出来たてポップコーンサービス

団員及び同伴者

24 野村設備

水道、排水工事等及びトイレ、風呂、洗面所各種交換

消防団員（団員証提示）、消防協力会会
便器、水栓金具39％OFF
員、まもり会会員

25 中華料理 にぃしょう わぁしょう

飲食代金5%引き

団員及び同伴者

26 ひょうたん別館

からあげ2個サービス

団員及び同伴者

27 うどん処 味正

うどん大盛りサービス

団員と家族

うどんに限る

28 有限会社 杉山園

花、植木を定価より10％引き

団員と同居家族

持ち帰り可能商品に限る
ポイントカード併用付加、資材類は対象外

29 株式会社 アクティヴ24

賃貸・売買契約に係る仲介手数料20％割引

団員との関係者

30 ベントマン小手指店

弁当1食50円引き

団員と家族及び同伴者

コース料理を注文した場合に限る

店頭でのご購入時のみ
1食の価格が300円以上の弁当に限る
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31 炭火やき鶏 むさしや

お食事代金5％割引き

団員のみ

お一人様1日1回

32 ベルヴィ ザ･グラン

ドリンク全額サービス
衣裳代1点サービス（新婦衣裳に限る）

団員と家族及び同伴者

30名以上の披露宴のみ対象

33 第一日典株式会社

式場使用の場合
式場料無料 祭壇料30％引

団員と家族

二親等まで

34 珍来

食事代10%引き

団員と家族

35 有限会社 渡辺石油

洗車・エンジンオイル交換代金50%引き

団員と家族

36 株式会社 所沢セレモニー

ご葬儀プラン金額の5％割引

団員と家族

37 やきとり ぶんぶく

ファーストドリンク半額

団員と同伴者

アルコール類のみ

38 榎町すこやか整骨院

15分マッサ－ジ 100円引き、30分マッサージ 200円引き
45分マッサージ 300円引き、60分マッサージ 400円引き

団員と家族及び同伴者

要予約

39 ゴルフ道具商 ゑびすや 463所沢店 特別価格にて販売

団員のみ

ゑびすや本店（入間郡三芳町藤久保1074-1）、
ゑびすや16号狭山店 （狭山市入間川4-8-14）も利
用可

40 新むさし

飲食代金5%引き

団員のみ

午後5時以降の利用で一人当たり
1,000円以上利用の場合に限る

41 竹亭 元町食堂

ご飯大盛サービス

団員及び同伴者

42 株式会社 キノシタ

ガス高効率給湯器（エコジョーズ）50%引き

団員と家族

43 埼玉ダイビングセンター 海族

スキューバダイビング講習、日帰りツアー費用5％割引き
スキューバダイビング器材、関連商品10％割引き

団員と家族及び同伴者
消防団OB、団員からの紹介者

44 株式会社 ウチノ

灯油店頭販売時ポイント2倍
機具等販売価格3%割引き、網戸･障子･襖の張替え5%割引き

団員と家族

45 有限会社 鹿島マネージメント

賃貸･売買契約にかかる仲介手数料30%引き
ご来店の方にドリンクサービス

団員及び関係者

午前10時から午後5時までに限る

家庭用壁掛けタイプのみ対象、取付工事費別途
（所沢市近郊まで）
一部対象外品あり
講習、ツアーの開催は2名より
器材等は一部対象外品あり（特価サービスとの併
用不可）消防団員からの紹介者については要相談
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46 パブ パンガ

飲食代金（セット料金）15％から30％割引
1時間ウイスキー・焼酎飲み放題、カラオケ無料歌い放題

団員のみ

47 絆典礼 灯り庵

ご葬儀プラン金額の5％割引
生花2基サービス

団員と家族

48 石のたかはし

墓所工事代金の8％割引

団員と家族

49 株式会社 セレモア

葬儀基本価格30％割引
仏壇・仏具・神棚10から30％割引

団員と家族、親族

その他にも割引あり（要相談）

50 株式会社 原仁商会

車検、定期点検時オイル交換無料

団員と家族

軽自動車、普通乗用車、小型トラックに限る

51 手打ちうどん 地蔵山

うどん大盛りサービス

団員と家族

うどんに限る。その他サプライズ有り

52 生ハム ＺＥＮ

生ハム1皿サービス

団員及び同伴者

コース料理を除く

53 道の整体屋さん

500円引き

団員と家族及び同伴者

その他のサービスとは併用できません

54 シダックス所沢小手指クラブ

団体会員特典（《ドリンク1杯》人数分サービスまたはルーム料金
30％OFF《フリータイムご利用の際はルーム料金5％OFF》ほか）

団員（団体会員証持参）及び同伴者

全国のカラオケシダックスで利用可能
団員証は提示不要

55 居酒屋 いましん

お通し代半額
飲食代金5%引き

団員と家族

要相談

要相談

57 little pub パラレル

飲食代金合計金額から5%割引

団員のみ

お1人様1日1回限り有効

58 株式会社 おおばセレモニー

祝い花・葬儀供花(15,000円以上)10%割引
仏壇仏具位牌35%以上割引

団員と家族
団員からの紹介者

生花の配達先が近隣都市圏より遠いときは割引が
5%になる場合あり

団員と家族

キャンペーン等一部商品除く

56

59

特定非営利活動法人
さいたまＮＰＯ市民助葬会

フォト＆ドレスアップサロン ベルエク
購入代金5%割引
ラ

5名以上は要予約

