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H28.9.20 1 中津市 東本町3番地の19 ビジネスホテルナカツ 0979-24-1888 宿泊代を5％引き ・消防団員証明書を提示した消防団員本人 24時間
12/31､1/1､
1/2の3日間

http://www.bh-nakatsu.com/

H28.9.20 2 中津市 定留17-7 ぶんぶく茶屋 0979-32-5821 ドリンク一杯無料
・消防団員証明書を提示した消防団員本人
・一人様￥3,000円以上の飲食に限る

10:00-
 24:00

第２・４
火曜日

おうえん致しております！

H28.9.20 3 中津市 中殿1-482-3 居酒屋　纏 0979-24-9487 生ビール小無料（１杯） ・消防団員証明書を提示した消防団員本人
18:30-
 24:00

水曜日､日曜日

H28.9.5 4 中津市 島田1丁目36-1(アクトビル) すなっく集い 0979-22-1033 ドリンク一杯無料 ・消防団員証明書を提示した消防団員本人
20:00-
 24:00

水曜日

H28.9.5 5 中津市 島田219-2中津駅名店街
ビューシック・クギミヤ
中津駅ビル店

0979-25-1806
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

なし

H28.9.20 6 中津市 大字宮島15-3 ラウンジ　昴 0979-23-3935 購入金額10％引き ・本人含め4名まで
19:00-
  2:00

日曜

H28.9.20 7 中津市 沖代町二丁目 居酒屋　くいしん坊 0979-23-6660 購入金額10％引き ・本人及び5名様まで
17:00-
 23:00

毎週火曜日

H28.9.15 8 中津市 角木16番地 あんしん運転代行 0979-24-3923 代行料金10％引き ・消防団員本人
19:00-
 3:00～4:00
(金)、(土)

なし
消防防災のリーダーとして、住民の安心と地域の
安全を守って下さり、本当に有難うございます。

H28.9.20 9 中津市
島田50-1ロイヤル
サンティナ1F

小料理　あまじ 0979-22-2898 生ビール、ドリンク一杯無料 ・本人と家族
19:00-
  1:00

日曜日

H28.9.20 10 中津市 島田26NTビル1-3 やきとり　徳さん 0979-24-4537
サービス串
本数　×　1.19倍
例）10本　→　11.9本(12本)

・消防団員証明書を提示した消防団員本人
18:00-
 23:00

日曜日

H28.9.26 11 中津市 万田607-4
酒スタジアム　ヨコヤマ
万田店

0979-22-0858
ヨコヤマポイントカード
ポイント2倍

・消防団員証明書を提示された方消防団員本人及び同伴者3名
まで

9:30-
 20:30

なし
消防団の皆様方のおかげで安心して暮らせていま
す。
ありがとうございます。

http://www.yokoyamashuhan.co.jp
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H28.9.26 12 中津市 高瀬14-19 五領精肉店 0979-23-0109 消費税分を割引 ・本人
8:00-
 18:30

なし
正月3日のみ

H28.9.27 13 中津市 万田640-6 うどんの庄　丸亀　万田店 0979-24-6338 唐揚２コ(お一人には)サービスor同等の商品サービス

・消防団員証明書を提示された消防団員本人及び同伴者10名ま
で(但し、お一人様一品以上、ご注文された場合のみ)
・他のサービス券との併用不可
・全国の消防団員OK

11:00-
 20:30

毎週火曜日
地域の安心、安全の為に本当にありがとうござい
ます。

H28.9.28 14 中津市 沖代町1-1-16 （株）ヤノメガネ中津店 0979-24-3303 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
中津市民の安全の為、しっかり頑張って下さい。私
たちも協力します。

H28.9.20 15 中津市 豊田町２－２８ 夫婦恋 0979-22-3891 商品のみ５０円引き
・消防団員証明書を提示した本人
・上下関係なしに交流を暖めること、個々の人生に大いにこやし
になると思います。

6:30-12:30 日曜日
次の世代をになう若者の方たちが職業の異なる人
たちが社会貢献の真心を一端にして頑張っていた
だける方に敬意を表します。

H28.9.29 16 中津市 山国町中摩3141番地3
株式会社 管田新光堂
中津支店

0979-27-3701
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
・中津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

H28.10.1 17 中津市 日の出町2-374-5 居酒屋こころ 0979-23-6470
会計時10％引き
ビール券贈呈（一人一枚）

・消防団員証明書を提示した本人
・お一人様3000円以上の飲食に限る。
・全国の消防団員にご利用いただけます。

17:00-24:00 毎週日曜日

H28.10.4 18 中津市 中殿393番地1 パソコン修理センター中津 0979-24-6223 パソコンの無料検査・清掃
・消防団員証明書を提示した方
お一人様につき一台のみ

9:00-18:30 日曜日 日頃の防災・防災活動、本当にご苦労様です。
http://paso999.on.omiseno
mikata.jp/

H28.10.13 19 中津市 大字万田207-1 炭火焼肉　家族亭 0979-24-4129 お会計額10％引き
・消防団員証明書の提示をお願いします。
・他サービス券と併用不可。
・全国の消防団員にご利用いただけます。

11:00-23:00 12/31.1/1 焼き肉でパワーを付けて！ http://www.kazokutei.info

H28.10.10 20 中津市 東本町1丁目の2 グランプラザ中津ホテル 0979-24-7111

ライスおかわり無料
ライス大盛り無料
大人生ビール一杯無料
子どもソフトドリンク一杯無料

・消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者
・全国の消防団にご利用いただけます。1800円（税別）以上のお
食事を取られた方に限る。お子様は850円以上お食事を取られた
方に限る。
・他-ビス、割引券の併用不可

ランチ30-13:30
夜18:00-21:00

なし
ご家族様やお友達様と気軽にお越しくださいませ。
スタッフ一同お待ち申し上げております。

http://grand-plaza.jp

H28.10.17 21 中津市 大字万田566-5
中津からあげ もり山
万田本店

0979-24-2222 1000円以上で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 11:00-20:00
毎週火曜日（祭日の場合は
翌日）

H28.10.18 22 中津市 上宮永260-1 居酒屋　空（そら） 0979-24-3088 ドリンク一杯サービス
・証明書提示
・同伴者5名まで
・お一人様3000円以上で

17:30-24:00 月曜日
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H28.12.9 23 中津市 大字福島2144 いろは建築技巧 0979-64-7070 ･工事代金から5％割引します
･消防団員本人及び3等親以内の親族
･お知り合いをご紹介いただいた消防団員の方には次回使える
クーポン券（５万円分）を贈呈します

8:00-
20:00

日曜日、お盆、年末年始
共に市民の安心、安全を守る者として、確かな暮ら
しを提供いたします！

http://www.iroha-
construction.jp

H28.12.13 24 中津市 大字島田198 居酒屋　てっちゃん 0979-22-8009 ･一品サービス
･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
･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

17:30-
23:00

火曜日 消防団応援します。

H28.12.19 25 中津市 大字上如水1320-2-3 ソフトバンク中津東 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

H28.12.19 26 中津市 沖代町1丁目2－16 ソフトバンク中津 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

H29.1.27 27 中津市 中殿3丁目26番13号
株式会社トヨタレンタルリース
大分　中津駅南口店

871-0031

・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。

H29.1.31 28 中津市 日の出町2丁目 居酒屋　小鉄 0979-25-2892 ・生ビール1杯又はソフトドリンク　1杯サービス ・消防団員本人及び同伴者
17:00-
23:00

なし

H29.2.9 29 中津市 是則656 壱番亭本店 0979-32-3939 ･生ビール一杯無料サービス ･全国の消防団員が利用できます
10:30-
22:00

不定休

H29.2.10 30 中津市 蛭町3丁目99番
メガネのヨネザワゆめタウン
中津店

0979-23-2411 ･メガネ、補聴器、購入金額の5％引き ･全国の消防団員が利用できます
9:30-
21:00

なし

H29.3.6 31 中津市 大字島田57-4 韓国苑　中津宮島店 0979-22-0111
･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
17:00-
3:00

なし http://www.kankokuen.co.jp

H29.3.10 32 中津市
三光佐知1032 ｲｵﾝﾓｰﾙ三光
2F

メガネのヨネザワ イオンモー
ル三光店

0979-26-9200 ･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

H29.3.10 33 中津市
蛭子町3-99 ゆめタウン中津店
1F

メガネのヨネザワ ヨネザワコ
ンタクトゆめタウン中津店

0979-27-0388 ･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
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H29.3.21 34 中津市 大字万田579番地10 居酒屋ひろ 0979-24-4100 ･生ビール一杯無料
･消防団員証明書を提示した消防団員本人及び同伴者2名まで
提供サービス

18:00-
23:00

火曜日 一人様3,000円以上の飲食に限る。

H29.3.21 35 中津市 湯屋148-1 曙寿司 0979-24-1196 ･一品サービス
･証明書を提示した本人及び同伴者3名まで
･来店時のみに限る
･他のサービス等との併用不可

11:00-
21:00

水曜日 http://www.joyfull.co.jp/

H29.3.23 36 中津市
大字島田374-9 日ノ出町商店
街

LITTLE TEMPO HAIR 080-8571-7791 ･200円引き ･消防団員証明書を提示した消防団員本人
9:00-

不定休 http://www.joyfull.co.jp/

H29.3.28 37 中津市 上如水1840-2 （株）ジョイフル　中津店 0979-32-7775

･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/

H29.3.28 38 中津市 大字相原字上人塚2925-7 （株）ジョイフル　南中津店 0979-26-1255

･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/

H29.3.28 39 中津市 大字島田字永田54-1 （株）ジョイフル　北中津店 0979-26-0787

･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/

H29.4.4 40 中津市 東本町1-10中津大交ビル 別館 1階
白木屋中津南口駅前
店

0979-24-4588

・㈱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。
 月～木曜日限定（祝日、祝前日除く）合計金額から１
５％OFF
 曜日問わず合計金額から１０％OFF
 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、２１
名以上で３名
※ 、 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/

H29.4.27 41 中津市 島田仲町760番地 花 0979-23-0809 ･生ビール又はドリンク　一杯無料 ･全国の消防団員が利用できます
11:30-
24:00

月曜日 地域の防災体制を確立してください。

H30.2.8 42 中津市 下池永117番地の1 洋服の青山　中津店 0979-24-7135
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

H30.11.27 43 中津市 中津市中央町１丁目４番３号 大分県信用組合中津支店 0979-22-2233
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
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H30.11.27 44 中津市
中津市耶馬渓町大字柿坂５７
５番地１

大分県信用組合耶馬渓支店 0979-54-3131
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

H30.11.27 45 中津市 中津市船町１６１６番地 大分県信用組合福沢通支店 0979-22-7133
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

R3.4.19 46 中津市
中津市本耶馬渓町曽木2066-
7

甘味処　禅海茶屋 0979-52-2123 お食事・お買物の購入金額１０％ＯＦＦ 全国の消防団員が利用できます。 10：00～16：00 木曜日（祝日除く）、年末年始 https://yabakei.com/


