
おおいた消防団応援の店 2020/3/5現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

連番 受理日 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 店舗種別 住所 郵便番号 発送日 数

1 H28.6.10 1 別府市 城島高原123番地 城島高原ゴルフクラブ 0977-22-1164
ゴルフプレー料金割引
メンバー同伴料金

・消防団員カード提示者本人及び同じ組３名まで。
・他の割引との併用不可

皆様のご利用をお待ちしております。 http://www.kijimakogen-ｇolf.jp/
旅館・ホテル、温泉、行
楽施設

別府市城島高原123番
地

874-0802 １社

2 H28.6.10 2 別府市 城島高原123番地 城島高原ホテル 0977-22-1163
日帰り温泉入浴料割引
　大人800円→400円、子ども300円→150円

・消防団員カード提示者本人及び同伴者3名まで
・他の割引との併用不可

皆様のご利用をお待ちしております。 http://www.kijimakogen-hotel.jp/
旅館・ホテル、温泉、行
楽施設

別府市城島高原123番
地

874-0802 ２社

3 H28.6.10 3 別府市 城島高原123番地 城島高原パーク 0977-22-1165 パーク入園料割引　大人200円引き、子ども100円引き
・消防団員カード提示につき5名様まで
・他の割引との併用不可

ホームペー
ジ又はお問
い合わせく
ださい

ホームページ又はお問い合
わせください

皆様のご利用をお待ちしております。 http://www.kijimakogen-park.jp/
旅館・ホテル、温泉、行
楽施設

別府市城島高原123番
地

874-0802 ３社

26 H28.9.1 4 別府市 上人南町19-2 （有）日新メガネ 0977-66-0588

メガネ一式セットで
5,500円　8,800円　12,800円
フレーム50％～70％引
レンズすべて50％引致します

・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者全て
9:00-
 17:00

日曜、祝日 販売店 別府市上人南町19-2 874-0033 ２６社

27 H28.9.1 5 別府市 石垣東3丁目4番4号 有限会社荒金石油店 0977-23-7663
粗品進呈
洗車時、車内清掃サービス

・消防団員証明書を提示した方車輌１台
・20ℓ以上の給油に限る

7:00-
 20:00

なし スタッフ一同心よりお待ちしています。 燃料給油所
別府市石垣東3丁目4番
4号

874-0919 ２７社

28 H28.9.1 6 別府市 北浜1-1-19
ビューシック・クギミヤ別府本
店

0977-22-6111
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
9:30-
 19:00

元旦 販売店 別府市北浜1-1-19 874-0920 ２８社

36 H28.9.5 7 別府市 秋葉町7-36 菓子司　亀家 0977-27-8803

おみやげに…手焼のきんつば
 6個 小箱 ￥780円
10個 大箱 ￥1300円
上記のみ10％引き

・団員証明書を提示した消防団員
・要予約

9:00-
 17:00

水曜日 地味な大役、感謝しております。 食品、酒類、精肉店 別府市秋葉町7-36 874-0937 ３６社

37 H28.9.5 8 別府市 北浜2-9-1
(株)釘宮メガネ　トキハ別府
店

0977-26-3282
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
10:00-
 19:00

元日、不定休(水曜日) 販売店 別府市北浜2-9-1 874-0920 ３７社

94 H28.9.28 9 別府市 若草町11-1 （株）ヤノメガネ別府店 0977-26-7785 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 消防団の皆さん！ 温泉帰りはぜひ当店へ！ 販売店 別府市若草町11-1 874-0925 ９４社

97 H28.9.28 10 別府市
楠町382-7　ゆめタウン別府３
Ｆ

（株）ヤノメガネゆめタウン別
府店

0977-27-1541 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 9:30-20:30 なし
ゆめタウンのお買物のついでにぜひお立ち寄り下
さい

販売店
別府市楠町382-7　ゆめ
タウン別府３Ｆ

874-0943 ９７社

127 H28.10.9 11 別府市 大字内竜７１７番地9 株式会社 YouTo 0977-67-3755
車検整備鈑金等の5％値引き。車輪用品購入の5％値
引き。

・消防団員証明書を提示していただいた本人及びご家族
・レッカーサービス実費の方10％値引

24時間 なし http://yputo.jp/
自動車等販売・整備、空
港

別府市大字内竜７１７番
地9

874-0000 １２７社

156 H28.11.16 12 別府市 石垣西10-4-21 株式会社 カナック　別府店 0977-25-2448
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。

7:30-19:00 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。

販売店 別府市石垣西10-4-21 874-0910 １５６社

181 H28.12.19 13 別府市
楠町382-7ゆめタウン別府3F
ゆめタウン別府

ソフトバンクゆめタウン別府 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

販売店
別府市楠町382-7ゆめタ
ウン別府3Fゆめタウン

別府
874-0943 １８１社

187 H28.12.19 14 別府市 南的ヶ浜町978-1 ソフトバンク別府タワー前 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

販売店 別府市南的ヶ浜町978-1 874-0929 １８７社

192 H28.12.19 15 別府市 山の手町14－33 ソフトバンク別府青山 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
9:30-
20:00

販売店 別府市山の手町14－33 874-0828 １９２社

198 H28.12.19 16 別府市 船小路町6番8号 ソフトバンク別府みなと 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

販売店 別府市船小路町6番8号 874-0922 １９８社



おおいた消防団応援の店 2020/3/5現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

連番 受理日 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 店舗種別 住所 郵便番号 発送日 数

216 H29.1.24 17 別府市 北浜3丁目10番10号 ホテルなぎさ 0977-23-8101
･電話での直接予約時に「消防団の５％割引利用」と
お申し込みください。

･全国の消防団員が利用できます
・他のサービス券との併用不可
・家族・同伴者限定・団体宿泊は除く

24時間営業 なし
チェックイン時に消防団利用者証を提示お願いし
ます。 http://beppu-nagisa.com/

旅館・ホテル、温泉、行
楽施設

別府市北浜3丁目10番10号 874-0920 ２１６社

217 H29.1.24 18 別府市 火売3組 湯けむりの宿　ほの香 0977-66-3231
･電話での直接予約時に「消防団の５％割引利用」と
お申し込みください。

･全国の消防団員が利用できます
・他のサービス券との併用不可
・家族・同伴者限定・団体宿泊ＯＫ

7:00-
24:00

なし
チェックイン時に消防団利用者証を提示お願いし
ます。

旅館・ホテル、温泉、行
楽施設

別府市火売3組 874-0844 ２１７社

219 H29.1.24 19 別府市 鉄輪335-1 おにやま　ホテル 0977-66-1121
・電話での直接予約時に「消防団の5％割引利用」とお
申込みください。（宿泊代5％引き）
・15名様以上の宴会時カラオケ貸出し無料

・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5名まで
・他のサービス券との併用不可

チェックイン時に消防団利用者証を提示お願いし
ます。

http://www.oniyama-
hotel.co.jp

旅館・ホテル、温泉、行
楽施設

別府市鉄輪335-1 874-0045 ２１９社

221 H29.1.25 20 別府市 上田の湯町16-36 ホテル白菊 0977-21-2111

・電話での直接予約時に「消防団の5％割引利用」とお
申込みください。
・正規料金から割引
・土曜・祝前日・ＧＷ・正月を除く

・他県の消防団員はご利用できません
・他のサービス券との併用不可
・家族・同伴者限定・団体宿泊は除く

15:00-
11:00

休館日有（不定休）
チェックイン時に消防団利用者証を提示お願いし
ます。 http://www.shiragiku.co.jp

旅館・ホテル、温泉、行
楽施設

別府市上田の湯町16-36 874-0908 ２２１社

224 H29.1.27 21 別府市 新港町3-31
株式会社トヨタレンタルリース
大分　別府店

0977-22-7171

・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-
20:00

なし
市民の生命、財産の為、これからもお願いしま
す。

自動車等販売・整備、空
港

別府市新港町3-31 874-0923 ２２４社

235 H29.1.27 22 別府市 田の湯町10-29　丸子ビル1Ｆ
株式会社トヨタレンタルリース
大分　別府駅前店

0977-25-0077

・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-
20:00

なし
市民の生命、財産の為、これからもお願いしま
す。

自動車等販売・整備、空
港

別府市田の湯町
10-29　丸子ビル1Ｆ

874-0909 ２３５社

237 H29.1.30 23 別府市 北浜3-13-21 べっぷ好楽 0977-22-1331
・電話での直接予約時に「消防団の5％割引利用」とお
申込みください。
(直接予約申込み時に宿泊料金の5％引き)

・全国の消防団員が利用できます。(利用者証の提示要)
・消防団員のご家族や同伴者5名まで
・他のサービス券との併用不可
・他の条件（※家族・同伴者限定・団体宿泊は除く）

0:00-
24:00

なし
チェックイン時に消防団利用者証を提示お願いし
ます。

旅館・ホテル、温泉、行
楽施設

別府市北浜3-13-21 879-5102 ２３７社

248 H29.2.13 24 別府市 鶴見2878
メガネのヨネザワ 別府鶴見
店

0977-26-5101 ･購入金額の5％引き（一部商品を除く）
･全国の消防団員が利用できます
･他のサービス券との併用不可

10:00-
19:00

なし
http://www.yonezawa-
web.co.jp

販売店 別府市鶴見2878 874-0833 ２４８社

260 H29.3.6 25 別府市 北浜3-13-3 韓国苑　別府店 0977-76-7008
･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

11:30-
2:00

なし http://www.kankokuen.co.jp 飲食店・居酒屋・喫茶店 別府市北浜3-13-3 874-0920 ２６０社

282 H29.3.10 26 別府市 楠町382-7
メガネのヨネザワ ゆめタウン
別府店

0977-27-1591 ･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 販売店 別府市楠町382-7 874-0943 ２８２社

291 H29.3.28 27 別府市 浜町6-14 （株）ジョイフル　別府店 0977-21-3122

･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/ 飲食店・居酒屋・喫茶店 浜町6-14
のぼり旗･ステッ
カー郵送不要

２９１社

293 H29.3.28 28 別府市 京町10-6 （株）ジョイフル　京町店 0977-24-2532

･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/ 飲食店・居酒屋・喫茶店 京町10-6
のぼり旗･ステッ
カー郵送不要

２９３社

297 H29.3.28 29 別府市 北中7組 （株）ジョイフル　やまなみ店 0977-67-3210

･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/ 飲食店・居酒屋・喫茶店 北中7組
のぼり旗･ステッ
カー郵送不要

２９７社

304 H29.3.28 30 別府市 亀川東町1998番 （株）ジョイフル　亀川店 0977-67-7861

･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/ 飲食店・居酒屋・喫茶店 亀川東町1998番
のぼり旗･ステッ
カー郵送不要

３０４社

306 H29.3.28 31 別府市 上原町1番 （株）ジョイフル　青山店 0977-25-2844

･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/ 飲食店・居酒屋・喫茶店 上原町1番
のぼり旗･ステッ
カー郵送不要

３０６社

316 H29.3.28 32 別府市 鶴見2878-10 （株）ジョイフル　別府鶴見店 0977-27-3005

･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/ 飲食店・居酒屋・喫茶店 鶴見2878-10
のぼり旗･ステッ
カー郵送不要

３１６社
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341 H29.3.30 33 別府市 内竈16-2 ヘアーサロン　ふじわら 0977-66-3026
･アイトリートメント、ハンドトリートメントなど当店おすす
めメニューをサービス致します。

･全国の消防団員が利用できます
8:00-
19:30

毎週月曜日、第３日曜日
何時も私たちの安全を守って頂きありがとうござい
ます。

医療、健康、介護 別府市内竈16-2 874-0011 6月16日 ３４１社

356 H29.4.4 34 別府市
駅前町11-17えきマチ1丁目別府BIS南
館 1階

目利きの銀次別府東
口駅前店

0977-21-7688

・㈱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/ 飲食店・居酒屋・喫茶店
別府市駅前町11-17えき
マチ1丁目別府BIS南館
1階

6月16日 ３６０社

357 H29.4.4 35 別府市 駅前本町1-4PLAZA一番街 3階
Ｎ白木屋別府東口駅
前店

0977-23-3088

・㈱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/ 飲食店・居酒屋・喫茶店
別府市駅前本町1-
4PLAZA一番街 3階

6月16日 ３６２社

369 H29.5.31 36 別府市 北浜1-4-21 1F クラブ　バカラ 0977-27-5850 ･60分4,000円（税込） ･全国の消防団員が利用できます
20:00-
1:00

日曜日 宴会へのホステス御用名から二次会までどうぞ 飲食店・居酒屋・喫茶店 別府市北浜1-4-31 1F 874-0920 6月16日 ３７４社

395 H29.9.26 37 別府市 中央町1-27 立石ビル1F 健康居酒屋　いかんぞう 090-6632-0100
･購入金額の5％引き
（ただし、合計2,000円以上利用）

･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
･合計2,000円以上のお支払い場合に適用

19:00-
24:00

不定休
路地裏の居酒屋で、カロリー塩分をひかえたおつ
まみを用意しています。

LINE ID…ikanzou
facebook…健康居酒屋いか
んぞう

飲食店・居酒屋・喫茶店 別府市中央町1-27立石ビル1F 874-0936

12月5日

４００社

411 H30.2.8 38 別府市 京町4番2号 洋服の青山　別府店 0977-25-5777
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 衣料品・スポーツ用品 別府市京町4番2号 874-0926 ４１６社

423 H30.10.19 39 別府市 別府市竹の内６組の３
（株）JAべっぷ日出　プリエー
ル天寿の杜

0977-25-4444
祭壇料金の10％割引
（ただし、団員の２親等までの方。弊社の他会員割引
との重複は不可）

･他県の消防団員は利用できません
･他のサービス兼との併用不可
・団員の２親等までの方

葬儀業 ４２８社

438 H30.11.27 40 別府市 別府市光町１２番２７号 大分県信用組合別府支店 0977-22-0201
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

金融機関 ４４３社

439 H30.11.27 41 別府市 別府市上人本町１番１０号 大分県信用組合上人支店 0977-67-1295
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

金融機関 ４４４社

466 R1.11.14 42 別府市 別府市駅前本町1-4
キタノイチバ　別府市東口駅
前店

0977-22-9188

・㈱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。

飲食店・居酒屋・喫茶店

467 R2.1.17 43 別府市
別府市石垣東1丁目7－25トレ
ステーラシャングリラ505号

Sharing a table
COTTONWOOD

090-8393-7050 ご飲食代１０％割引
全国の消防団員が利用できます。
他のサービス券との併用可。

１９：００～
２４：００

水曜日、日曜日
http://instagram.com/cot_t
onwo_od

飲食店・居酒屋・喫茶店

468 R2.1.17 44 別府市
大分県別府市亀川浜田町7－
11

カットサロン　ダンディ 0977-66-5350
イヤークリーニング（耳掃除）orヘアートリートメント
どちらかをサービスを致します。

全国の消防団員が利用できます。 ９：００～
１９：００

毎週月曜日、第3日曜日
大分県の安全・安心を守るために頑張ってくださ
い。

医療、健康、介護



おおいた消防団応援の店 2020/3/5現在
（掲載内容は適宜更新いたします）

連番 受理日 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 店舗種別 住所 郵便番号 発送日 数

469 R2.3.5 45 別府市
別府市北浜１丁目4-9つるみプ
レザンビル１F

SNACK　ニュースマイル 080-5246-0833 ドリンク一杯サービスなど相談ください。
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３名まで　ご相談ください。
お一人様4,000円以上のお支払いの場合に適用

１９：００～
１：００

基本　日曜日
日頃よりの活動・訓練ご苦労様です。
ご来店お待ちしております。

飲食店・居酒屋・喫茶店


