
おおいた消防団応援の店 2020/9/30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

5 H28.7.28 1 宇佐市 大字中原435-1 オートサービス　Ｋ 0978-33-3777
オイル交換
　軽500円　普通車1000円より

・本人のみ
9:00-
 18:00

盆・正月・大型連休
自動車等販売・整備、空
港

宇佐市大字中原435-1 872-0000

7 H28.7.28 2 宇佐市 安心院町木裳９８５−１ ソニックパーク安心院 0978-44-0322 レンタルカート新規登録料500円→200円に割り引き
・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者5名ま
で

9:00-
 17:00

火曜日（祝日の場合は営
業）

車好きな方、ぜひ一度遊びに来て下さい http://www.sonicpark.co.jp
旅館・ホテル、温泉、行
楽施設

宇佐市安心院町木裳９
８５−１

872-0507

9 H28.7.28 3 宇佐市 院内町香下127-1 お食事処　さかえ亭 0978-42-6588 飲食代金より10%引きとさせていただきます ・消防団員証明書を提示した消防団員本人
11:00-
 21:00

毎週火曜日 飲食店・居酒屋・喫茶店
宇佐市院内町香下127-
1

872-0311

98 H28.9.28 4 宇佐市 大字石田178-2 （株）ヤノメガネ宇佐店 0978-32-2643 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

第２水曜日
宇佐市出身の双葉山関のように頼れる消防団の
皆様、ぜひおこし下さい!!

販売店 宇佐市大字石田178-2 872-0000

194 H28.12.19 5 宇佐市 大字四日市503-1 ソフトバンク宇佐 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 宇佐市大字四日市503-1 879-0471

232 H29.1.27 6 宇佐市 大字岩崎字御勝田1228-1
株式会社トヨタレンタルリー
ス大分　宇佐駅前店

0978-37-3312

・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。

自動車等販売・整備、空
港

宇佐市大字岩崎字
御勝田1228-1

879-1132

241 H29.2.2 7 宇佐市 大字南宇佐2224-1 （有）観光館文福 0978-37-0125 ・割引サービス

・消防団員の方が1名いれば、ご家族や同伴者は飲食について
は10名までは5％引き、11名から20名まで8％引き。20名以上
は10％引き致します。ただし、予約が条件です。
・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-
15:30

不定休（基本的には水曜
日）
電話でご確認ください。

消防団の皆さん、地域防災いつもご苦労様です。
消防団の皆さんをいつも応援しております。

http://happy.ap.teacup.com
/bunpuku/

飲食店・居酒屋・喫茶店 宇佐市大字南宇佐2224-1 872-0102

245 H29.2.9 8 宇佐市 富山54 壱番亭 0978-32-7002 ･生ビール一杯無料 ･全国の消防団員が利用できます
10:30-
21:00

不定休 飲食店・居酒屋・喫茶店 宇佐市富山54 879-0164

249 H29.2.13 9 宇佐市 住吉町2丁目27番地
株式会社エスエスボディー
ガード

0978-38-7038 ･購入金額の5％引き
･消防団員証明書を提示した消防団員本人及び家族
･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-
17:00

日曜日　祭日 http://www.body-guard.jp 販売店 宇佐市住吉町2丁目27番地 872-0033

279 H29.3.10 10 宇佐市 辛島時岡36-2 メガネのヨネザワ 宇佐店 0978-33-4841 ･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 宇佐市辛島時岡36-2 879-0456

300 H29.3.28 11 宇佐市 岩崎532-1 （株）ジョイフル　宇佐店 0978-37-2110

･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/ 飲食店・居酒屋・喫茶店 岩崎532-1
のぼり旗･ステッ
カー郵送不要

320 H29.3.28 12 宇佐市 大字法鏡寺字川島502
（株）ジョイフル　宇佐法鏡寺
店

0978-34-6022

･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
大字法鏡寺字川島
502

のぼり旗･ステッ
カー郵送不要

357 H29.4.21 13 宇佐市 城井2006 株式会社　江河工務店 0978-32-0254 ･工事金額1％分の商品券
･消防団員証明書を提示した消防団員本人またはご家族の方
･工事金額10万円以上に限る

8:30-
17:30

土、日
地域を守るためのご活動、いつもありがとうござ
います。 http://www.egawa-c.com 建設業、不動産 宇佐市城井2006

370 H29.6.12 14 宇佐市 松崎2423-1 味処　気まぐれ家 0978-38-6773
・生ビール又はドリンク一杯無料
・ライスおかわり無料

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

11:00-
21:00

不定休
地域の安全・防災に日々活躍されている事を陰
ながら応援します。

飲食店・居酒屋・喫茶店 宇佐市松崎2423-1
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372 H29.8.14 15 宇佐市 四日市1165 (有)時枝酒店 0978-32-0055
･うさちゃんスタンプポイント3倍
(タバコ等一部商品をのぞく)

･消防団員本人
8:30-
19:30

特になし 販売店 宇佐市四日市1165

373 H29.8.14 16 宇佐市 四日市1261 尚文堂印房 0978-32-0852
･各種彫刻印10％引
･印章関連文具5％引
(印ケース・朱肉･スタンプ台等)

･会員証持参の方
7:30-
19:00

なし 販売店 宇佐市四日市1261

374 H29.8.14 17 宇佐市 四日市1329 外園米穀店 0978-32-0223 ･うさちゃんスタンプ2倍
･消防団員証明書を提示した消防団員もしくは消防団員である
事を口頭で示された本人様

9:00-
19:00

毎週日曜日
地域の為にがんばっておられる皆様の活動を当
店は心より応援しています。

販売店 宇佐市四日市1329

375 H29.8.14 18 宇佐市 四日市1251 (株)信國商店 0978-32-1160
･10％サービス
(ただし、対象外もあります。)

･会員書を提示された方(会員のみ)

(平日)
8:00-18:30
(土曜日、日
曜日、祭日)
8:30-17:00

ゴールデンウィーク、お盆、
正月

販売店 宇佐市四日市1251

376 H29.8.14 19 宇佐市 四日市1199-2 ファッションの店わかば 0978-32-4022 ･購入金額5～10％引き ･会員証持参の方
9:30-
18:30

なし 衣料品・スポーツ用品 宇佐市四日市1199-2

377 H29.8.14 20 宇佐市 四日市1397-2 (株)工房ペルゾバ 0978-25-4678
･購入金額の5％引き
･一人様100,000円以上の購入に限る。

･消防団員本人
8:00-
17:00

毎週日曜日 販売店 宇佐市四日市1397-2

378 H29.8.14 21 宇佐市 四日市1397-2 まちの駅よろ～や 0978-25-7775
･購入金額の5％引き
･一人様2,000円以上の購入に限る。

･消防団員本人及び同伴者1名まで
8:30-
18:30

第１、３の日曜日 販売店 宇佐市四日市1397-2

379 H29.8.14 22 宇佐市 四日市1358-1 宇都宮写真館 0978-32-0205
･証明写真10％引き
･ただし、割引券等の併用は不可

･会員証持参の方
9:00-
18:00

なし(土、日、祝日は17:00ま
で)

販売店 宇佐市四日市1358-1

380 H29.8.14 23 宇佐市 四日市1358-8 四日市フォトサービス 0978-32-3940 ･証明写真100円OFF+美肌仕上げサービス ･会員証提示した本人のみ有効
9:30-
19:00

日曜日 販売店 宇佐市四日市1358-8

381 H29.8.14 24 宇佐市 四日市1354-1 まんらい(たこやき) 090-6635-7879 ･からあげ 1㎏以上ご注文で100gサービス ･消防団員証明書を提示した本人とご家族様。
11:00-
17:00

不定休 飲食店・居酒屋・喫茶店 宇佐市四日市1354-1

382 H29.8.14 25 宇佐市 法鏡寺89-5 (有)美容のおおが　本店 0978-32-1618
･技術をされた方うさちゃんスタンプポイント2倍
･他のサービスと併用できません。

･消防団員証明書を提示した本人のみ
9:00-
18:00

月曜日 医療、健康、介護 宇佐市法鏡寺89-5

383 H29.8.14 26 宇佐市 四日市1359
(有)美容のおおが　四日市
店

0978-33-2265
･技術をされた方うさちゃんスタンプポイント2倍
･他のサービスと併用できません。

･消防団員証明書を提示した本人のみ
9:00-
18:00

月曜日 医療、健康、介護 宇佐市四日市1359

384 H29.8.14 27 宇佐市 四日市1367-4 いろは精肉店 0978-32-0048 ･ポイント2倍 ･会員証持参の方
8:00-
18:00

第一、第三日曜日 販売店 宇佐市四日市1367-4

385 H29.8.14 28 宇佐市 四日市31-1 大衆割烹まるはち 0978-32-0808 ･ドジョウの天麩羅1品 ･会員証持参の方
17:00-
24:00

なし 飲食店・居酒屋・喫茶店 宇佐市四日市31-1
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386 H29.8.14 29 宇佐市 四日市1391-2 藤原　茶舗 0978-32-0019 ･2,000円以上お買い上げで粗品進呈 ･会員証持参の方
9:00-
19:00

第１、３、５日曜日 販売店 宇佐市四日市1391-2

387 H29.8.14 30 宇佐市 院内町温見494 バーガーショップＵＳＡ 090-6896-5623 ･全商品20％引き ･会員証持参の方
11:00-
19:00

毎週日曜日 飲食店・居酒屋・喫茶店 宇佐市四日市43-2

388 H29.8.14 31 宇佐市 法鏡寺297 (株)江戸心本館 0978-33-1500 ･うさちゃんスタンプ2倍 ･会員証持参の方
9:30-
19:00

なし 販売店 宇佐市法鏡寺297

389 H29.8.14 32 宇佐市 四日市3590 (有)米沢観光園 0978-32-0709 ･飲み物一杯サービス ･会員証持参の方

11:00-
22:00
(22:00以降
要予約)

なし 飲食店・居酒屋・喫茶店 宇佐市四日市3590

390 H29.8.14 33 宇佐市 大字石田58-1 (有)五所生花店 0978-32-0728

･葬儀用生花注文時、ボリュームUP又はうさちゃんス
タンプ2倍
※花キューピットは除く
※他のサービスとの併用は出来ません

･消防団員証明書を提示(注文時)
9:00-
18:30

販売店 宇佐市大字石田58-1

391 H29.8.14 34 宇佐市 大字四日市236 コミュニティーえしま 0978-33-0113 ･エンジンオイル　1ℓ　あたり　10％OFF ･会員証持参の方
7:00-
21:00

無し
自動車等販売・整備、空
港

宇佐市大字四日市236

415 H30.2.8 35 宇佐市 大字四日市字瓦塚1番地1 洋服の青山　宇佐店 0978-33-4353
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

平日10:00
～19:00/土
日祝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

宇佐市大字四日市
字瓦塚1番地1

879-0471

442 H30.11.27 36 宇佐市
宇佐市大字江須賀２７２０番地
の７

大分県信用組合長洲支店 0978-38-1117
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 H30.11.27 37 宇佐市 宇佐市大字樋田５７番地の１ 大分県信用組合宇佐支店 0978-32-1427
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

468 R2.10.1 38 宇佐市 宇佐市安心院町矢畑442-2
宇佐市地域交流ステーショ
ン内
深見地区まちづくり協議会

0978-44-4544
宇佐市地域交流ステーション宿泊　関係者何人でも
半額。

全国の消防団員が利用できます。
8：30～17：
30

12月29日～1月3日まで 環境には自信があります。
https://fukamitown.jimdofre
e.com/

旅館・ホテル、温泉、行
楽施設


