
番号 市町村 店舗等名称 住所 電話番号 営業時間 定休日 対象 サービスの内容 備考

1 室戸市 祖川時計メガネ店 室戸市浮津４３４－２ 0887-22-1649 8時00分～19時00分 １月１日（正月）
会員証提示者
及びその家族

商品代金の５％引き

2 室戸市 喫茶＆まぜの宿 室戸市室戸岬町6398-12 0887-22-0050
喫茶→8時00分～17時00分
宿泊→9時00分～

喫茶のみ水曜日　宿泊は定
休日は無し

会員証提示者
及びその家族

宿泊者→350ｍｌ缶ビール１本サービス
喫茶→自家製菓子１個サービス

3 室戸市
特定非営利活動法人
室戸ドルフィンプロジェク
ト

室戸市室戸岬町
字鯨浜6810番地162地先

0887-22-1245 10時00分～16時00分 無し（年中無休）
会員証提示者
及びその家族

ハロードルフィン・ドルフィンタッチ→50円割引
トレーナー体験・ふれあい体験→100円割引
ドルフィンスイム→500円割引

4 土佐市 有限会社　割烹　玉杯 土佐市高岡町乙38番地 088-852-0330
11時30分～13時00分
16時00分～22時00分

月曜日 会員証提示者
ドラゴンカードポイント２倍
ドラゴンカード誕生日３倍

5 南国市 （株）アットホーム四国 南国市立田957-3 088-864-6267 9時00分～18時00分

日曜日
（お客様のご都合に合わせ
て定休日でも営業しま
す。）

会員証提示者
及びその家族

耐震補強工事・リフォーム工事代金の５％引

6 南国市
コーヒータイム　リモー
ジュ

南国市大埇甲1615-3 088-863-6450 7時30分～15時00分 月曜日
会員証提示者
及びその家族

ドリンク１杯お代わり

7 南国市 (有）カーハウス久家 南国市物部乙71 088-878-6688 8時30分～17時30分
日曜日・祝日第２・４土曜
日

会員証提示者
及びその家族

車検入庫のお客様にプレゼント
→高級グレードエンジンオイル・ハッスイワイパーゴム（フ
ロント）
遠方へお出かけ前のセフティ無料点検

8 南国市 高知県消火栓標識（株） 南国市小籠1059-3 088-864-3161 8時30分～17時30分 土・日・祝日
会員証提示者
及びその家族

消防訓練立会・防災講演無料
防災カタログ配布・防災用品15％割引

9 南国市 株式会社　アール不動産 南国市後免町4丁目6番17号 088-855-6344 9時00分～18時00分 水曜日
会員証提示者
及びその家族

仲介料30％引き

10 南国市 株式会社　ファム 南国市大埇甲2056-2 088-864-2160 9時00分～16時00分 日曜日 会員証提示の消防団員 ＬＥＤ電球２個プレゼント 無料見積時

11 室戸市 ホテル冨士 室戸市室津2577 0887-22-0205
（チェックイン）15時00分～
（チェックイン最終）20時00分

不定休
会員証提示関係者
（要予約）

宿泊代（素泊）２％割引
他の割引き併用
は不可

12 高知市 天然温泉　はるのの湯 高知市春野町西分3546番地 088-894-5400
11時00分～21時00分（入館最終20
時15分）

不定休 会員証提示の消防団員 温泉入浴料　通常850円→500円

高知県消防協会 消防団を応援する店舗等

「消防団を応援する店舗」一覧

1　/　15 



番号 市町村 店舗等名称 住所 電話番号 営業時間 定休日 対象 サービスの内容 備考

高知県消防協会 消防団を応援する店舗等

「消防団を応援する店舗」一覧

13 高知市 近藤印　高知酒店 高知市杉井流19-11 088-885-6020 9時00分～20時00分 日曜日・正月三箇日 会員証提示の消防団員
当店発行のポイントカードへのポイント2倍サービス
（全商品対象）

通常は1,000円に対し1ポイ
ントの押印をしておりま
す。ポイントカードが貯ま
ると店内商品ご購入の際、
1,000円引き。

14 香美市
オーツリー
カイロプラクティック

香美市土佐山田町103-5 0887-52-8777 9時00分～19時00分 月曜日・第一日曜日・祝日
会員証提示者
及びその家族

背骨のゆがみ矯正　初回1,000円引き 他の割引き併用は不可

15 室戸市 蘭萬（らんまん） 室戸市室津2638-2 0887-22-4212 17時00分～22時00分 日曜日
会員カード提示者
及びその家族

最初のワンドリンク、１人100円引き

16 土佐市 和み　松尾 土佐市高岡町甲2080 088-852-1158 17時30分～22時00分 火曜日・祝日 会員証提示者 ドラゴンカードポイント２倍 他サービスとの併用は不可

17 室戸市 株式会社　岡林電気店 室戸市室津2662番地12・13 0887-22-0180 8時30分～１8時00分 日曜日
会員証提示者の
消防団員のみ

店頭購入のみ
蛍光灯・電球・乾電池など消耗品10％引き

18 高知市 前田鮮魚店 高知市愛宕山45-2 088-822-0811 9時00分～18時30分
日曜・祝祭日
その他（市場休場日・盆休
み・正月休み等）

会員証提示の消防団員
鮮魚・魚介類・お惣菜のお買い上げ合計金額から、10％値引
き。

19 土佐市 土佐龍温泉　三陽荘 土佐市宇佐町竜504-1 088-856-0001

11時00分～21時00分（最終受付
20：00）
第1金曜日のみメンテナンス
のため温泉は14時00から

無し（年中無休） 会員証提示者の消防団員 日帰り入浴料　大人650円→550円

20 高知市 島﨑たたみ店 高知市潮新町1丁目12-17 090-9777-5444 8時00分～17時00分 不定休
会員証提示者
及びその家族

畳工事、売上げの新畳5％引き　表替10％引き

21 土佐市 居酒屋　がしら亭 土佐市高岡町甲2010 088-852-1221 17時00分～23時00分 木曜日 会員証提示者
合計金額の0.5％引き
団体の場合、合計金額の0.3％引き

22 高知市 寿し一貫　あさくら店 高知市朝倉東町50番39号 088-850-0682 11時00分～21時30分 無休 会員証提示者 ソフトドリンク1杯無料

23 高知市 寿し一貫　あぞうの店
高知市薊野北町1丁目9番48
号

088-845-2223 11時00分～21時30分 無休 会員証提示者 ソフトドリンク1杯無料

24 高知市 寿し一貫　たかす店
高知市高須新町3丁目1番16
号

088-885-1260 11時00分～21時30分 無休 会員証提示者 ソフトドリンク1杯無料
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25 高知市 寿し一貫　せと店 高知市瀬戸西町3-9-1 088-842-8925 11時00分～21時30分 無休 会員証提示者 ソフトドリンク1杯無料

26 いの町 寿し一貫　いの店 吾川郡いの町422-2 088-897-2700 11時00分～21時30分 無休 会員証提示者 ソフトドリンク1杯無料

27 四万十市 寿し一貫　四万十店 四万十市古津賀4丁目98 0880-31-0820 11時00分～21時30分 無休 会員証提示者 ソフトドリンク1杯無料

28 高知市
和風レストラン　ゆうゆう
大津店

高知市大津乙1940-2 088-866-5676 8時00分～21時30分 無休 会員証提示者 ソフトドリンク1杯無料

29 高知市
和風レストラン　ゆうゆう
六泉寺店

高知市六泉寺町228-1 088-832-5568 8時00分～21時30分 無休 会員証提示者 ソフトドリンク1杯無料

30 宿毛市
和風レストラン　ゆうゆう
宿毛店

宿毛市駅前町1丁目601 0880-63-2801 8時00分～21時30分 無休 会員証提示者 ソフトドリンク1杯無料

31 高知市 一汁三菜食堂　卸団地店 高知市南御座7番16号 088-878-0688 7時00分～21時00分 無休 会員証提示者 ライス大盛り50円引き

32 高知市 一汁三菜食堂　百石店
高知市百石町2丁目28番13
号

088-837-1033 7時00分～21時00分 無休 会員証提示者 ライス大盛り50円引き

33 高知市 一汁三菜食堂　青柳店 高知市若松町1436 088-804-1177 7時00分～21時00分 無休 会員証提示者 ライス大盛り50円引き

34 高知市 一汁三菜食堂　インター店 高知市杉井流9-20 088-880-3080 7時00分～21時00分 無休 会員証提示者 ライス大盛り50円引き

35 高知市 一汁三菜食堂　帯屋町店
高知市帯屋町2丁目2番9号
帯屋町CENTRO　2F

088-824-1033 7時00分～21時00分 無休 会員証提示者 ライス大盛り50円引き

36 南国市 一汁三菜食堂　南国店 南国市大埇乙1009-1 088-863-0410 7時00分～21時00分 無休 会員証提示者 ライス大盛り50円引き
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37 高知市 お好焼　このこの 高知市日の出町6-20 088-882-1677 16時00分～22時00分 水曜日 会員証提示者 消費税なし

38 高知市 大衆居酒屋　さえんば吾平 高知市菜園場町7の5 088-884-2220 17時00分～23時30分 月曜日 会員証提示の消防団員 生ビール（中）1人1杯サービス

39 高知市 有限会社　みちや印刷所 高知市桟橋通2丁目9-32 088-832-2330 9時00分～17時00分 土・日・祝 会員証提示の消防団員 印刷物、当社価格より5％引き

40 高知市 国見印章堂 高知市知寄町1丁目5-25 088-882-9275 9時30分～19時00分 日曜日・祝日
会員証提示者
及びその家族

商品代金10％引き

41 高知市
ミラクルヒーリング
ヴィレッジ　ぴゅあ・らぃ
と

高知市上町1丁目1-6 090-1176-3884 11時00分～18時00分 不定休
会員証提示者
及びその家族

かんこく式よもぎ蒸し
初回 2,000円→1,500円
２回目以降　3,000円→2,000円

「要予約」と「時間外」は
ご相談に応じます。

42 高知市
鍋焼きラーメン専門店
「あきちゃん」

高知市曙町2丁目4-11 088-821-7258
11時00分～15時00分
18時00分～20時30分

会員証提示者本人のみ
１回につきサービス内容の
①又は②いづれか１つのみ
有効。

①全ラーメン、中サイズから大盛りへの変更が無料
②トッピング１品無料

注文時に会員証を提示して
下さい。（会計時では割引
きできません。）

43 宿毛市 金沢仏具店 宿毛市長田町3710番地 0880-63-2656 9時00分～18時30分 不定休
会員証提示者
及びその家族

取扱全商品 7％割引き

44 高知市
ベーカリー　サンモア
（パン・焼菓子店）

高知市宝町19-20 088-872-1555 7時00分～18時00分
日曜・祝祭日
その他（掲示板にて予定を
お知らせ）

会員証提示の消防団員
及びそのご家族

お買い上げ代金より10％割引き
（但し、300円以上お買い上げに限る）

1人で営業しているため、
配達その他で営業時間内に
留守にすることがありま
す。

45 高知市 さくら庵（たこ焼き） 高知市永国寺町2-6 088-872-2397
12時00分～13時30分
16時00分～20時00分

土・日・祝祭日 会員証提示の消防団員 たこ焼き全種類50円引き（お１人様につき１品に限る）

46 室戸市 野町酒店 室戸市室津2470番地1階 0887-22-0548

月曜～土曜→
10時00分～20時00分
日曜日→
10時00分～19時00分

正月3ヶ日 会員証提示の消防団員 利用料金の5％引き
現金3,000円以上の利用者
に限る。

47 室戸市 来屋（きたるや） 室戸市浮津一番町127番地 0887-22-0005 17時00分～23時00分 毎週火曜日 カード提示の来客者全員 ドリンク代１０％引

48 高知市 サンプラザ上町店 高知市上町5丁目3-3 088-872-1161 9時00分～21時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。
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49 高知市
サンプラザ
直産市場ふなおか店

高知市朝倉甲273番地 088-843-1600 9時00分～20時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。

50 高知市 サンプラザ塚ノ原店 高知市塚ノ原251-4 088-844-1160 9時00分～22時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。

51 高知市 サンプラザ桟橋店
高知市桟橋通１丁目12-15
高知桟橋ビル1Ｆ

088-831-4233 9時00分～22時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。

52 高知市 新鮮館鴨部 高知市鴨部1丁目12-28 088-840-3002 9時00分～22時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。

53 高知市
業務用食品スーパー
百石店

高知市北竹島町2-23 088-832-8250 9時00分～21時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。

54 高知市
業務用食品スーパー
朝倉店

高知市朝倉丙572-3 088-843-5550 9時00分～21時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。

55 高知市
業務用食品スーパー
一宮店

高知市一宮中町1丁目21-19 088-803-1110 9時00分～22時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。

56 南国市 新鮮館緑ヶ丘 南国市緑ヶ丘2-1701 088-865-5700 9時00分～21時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。

57 いの町 新鮮館天王
吾川郡いの町天王南4丁目
1-2

088-891-5800 9時00分～22時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。

58 土佐市
サンプラザ
土佐ショッピング店

土佐市高岡町乙22-25 088-852-7900 9時00分～21時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。

59 土佐市
業務用食品
スーパーポプラ店

土佐市高岡町甲940-1 088-852-2300 9時00分～21時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。

60 佐川町
サンプラザ
佐川ショッピング店

高岡郡佐川町甲1032-1 0889-22-4411 9時00分～21時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。
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61 越知町 サンプラザ越知店 高岡郡越知町甲2130 0889-26-3121 9時00分～20時00分 無し 会員証提示者 ポイントサービス（税別200円毎にプラス1ポイント加算）

会員カード登録後1年間有
効。月間で自動集計し、翌
日10日前後にポイント付与
する。

62 南国市 レストラン　グドラック 南国市明見933番地 088-863-2161 11時00分～22時00分 無し
会員証提示者
及びその家族

1,000円以上（税別）の方、ひとくちソフトクリームサービ
ス

63 本山町 (有）本山モータース 長岡郡本山町本山745 0887-76-2044 8時30分～17時30分 日曜・祝日
会員証提示者
及びその家族

車検入庫時のフロントワイパーゴム交換
及びヘッドライト光沢仕上げ、お出かけ前の無料点検

64 高知市 溝渕塗装商会 高知市河ノ瀬町3番地 090-8698-9178 8時00分～17時00分 日曜日
会員証提示者
及びその家族

塗装工事ご契約の方に工事完了後、防災グッズのプレゼント

65 高知市 弁当屋唐あげ ｔａｋａ 高知市越前町2丁目9-14 088-3923-5787
11時30分～20時00分
（14時00分～17時00分 休憩）

日曜日 会員証提示者 弁当・丼のごはん　大盛りサービス

66 高知市
BODY RELAXATION
（ボディ リラクゼーショ
ン）

高知市杉井流9-11
田所ビル2F東

088-821-8586

10時00分～21時00分
（最終受付20時30分）
火曜日→
10時00分～17時00分
（最終受付16時30分）

無し
（但し、12月31日～1月3日
は休み）

会員証提示者
及び同伴のご家族様

通常コース 10％ｏｆｆ

・ご来店、ケア前に提示し
て下さい。
・キャンペーン等一部対象
外のコースがありますので
ご確認下さい。

67 いの町

BODY RELAXATION
サニーアクシスいの店
（ボディ リラクゼーショ
ン
サニーアクシスいの店）

吾川郡いの町205番地
サニーアクシスいの店内1F

088-893-3633
9時30分～21時00分
（最終受付20時30分）

無し
会員証提示者
及び同伴のご家族様

通常コース 10％ｏｆｆ

・ご来店、ケア前に提示し
て下さい。
 ・キャンペーン等一部対
象外のコースがありますの
でご確認下さい。

68 高知市 ボディケアサロン　ちこ 高知市瀬戸東町3丁目213 090-6286-2567
平日　17時00～22時00分
土日祝　18時00分～22時00分

不定休 会員証提示者 500円割引 45分以上のメニューに限る

69 南国市 株式会社　空港観光 南国市駅前町2丁目3番2号 088-863-2331 9時45分～17時30分 受付のみ日曜日 会員証提示者 標準運賃下限適用

70 南国市 杉村石油店 南国市片山1526 088-865-8352 7時00分～20時00分 日曜日 会員証提示者
ガソリン・軽油1ℓあたり2円引き
ポイントサービス

会員カードとの併用は不可

71 高知市 ラ・ルーチェ 高知市追手筋1丁目8-25 088-873-3200 20時00分～1時00分 無し
会員証提示者
（５名様以上）

飲み放題のお客様（5名様以上）1,000円OFF
5,000円以上のご飲食に限
る。

72 北川村
北川村「モネの庭」
マルモッタン

安芸郡
北川村野友甲1100番地

0887-32-1233 10時00分～17時00分
火曜日（祝日の場合は営
業）

会員証提示の本人のみ 「モネの庭」厳正ポストカード１枚プレゼント
他のサービスとの併用は不
可
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番号 市町村 店舗等名称 住所 電話番号 営業時間 定休日 対象 サービスの内容 備考

高知県消防協会 消防団を応援する店舗等

「消防団を応援する店舗」一覧

73 香南市
小さなヘアサロン
木目（きめ）

香南市野市町西野646-1
第１すいめい101

0887-56-0016 9時00分～19時00分 月曜日・その他、月2日間
会員証提示者
及びそのご家族

消費税割引（8％割引）

74 高知市
ｋｉｔｃｈｅｎ-ｓｏｌ
（キッチン ソル）

高知市升形1-21
自民会館ビル2階

088-855-5955 7時00分～17時00分 日曜日・祝祭日 会員証提示者 食後のドリンク１杯無料

75 高知市
ウエディングプランナー
りぼん

高知市桟橋通１丁目11-2 088-837-1722 10時00分～19時00分 毎週木曜日 会員証提示者 プランナー指定商品の3％OFF

76 高知市 夕やけ
高知市はりまや町2丁目1-3
土佐屋ビル5階

088-822-8096 19時00分～1時00分
日曜日・祝祭日（連休は最
終日）

会員証提示の消防団員 カラオケ無料サービス

77 高知市 土佐ノ國二十四万石 高知市帯屋町1-2-2 088-822-2459 11時00分～22時30分 1月1日
会員証提示者を含む
宴会時（要予約）4名～

全員にデザートとしてアイスクリームをサービス

他のサービスとの併用は不
可
予約の際に必ず「消防協会
会員（○○消防団）」とお
告げ下さい

78 高知市 和餐　帯や勘介 高知市帯屋町2-2-15 088-823-4180 11時00分～23時00分 1月1日
会員証提示者を含む
宴会時（要予約）4名～

全員にデザートとしてアイスクリームをサービス

他のサービスとの併用は不
可
予約の際に必ず「消防協会
会員（○○消防団）」とお
告げ下さい

79 高知市 新鮮土佐料理　とさ市場 高知市はりまや町1-3-11 088-872-0039 11時00分～22時30分 1月1日
会員証提示者を含む
宴会時（要予約）4名～

全員にデザートとしてアイスクリームをサービス

他のサービスとの併用は不
可
予約の際に必ず「消防協会
会員（○○消防団）」とお
告げ下さい

80 高知市 黒潮豪商　播磨屋宗徳 高知市はりまや町1-3-15 088-823-1341 11時00分～23時00分 1月1日
会員証提示者を含む
宴会時（要予約）4名～

全員にデザートとしてアイスクリームをサービス

他のサービスとの併用は不
可
予約の際に必ず「消防協会
会員（○○消防団）」とお
告げ下さい

81 高知市 ＲＥＣＭＡＫＥ　Ｒ´ｓ 高知市春野町東諸木3346-1 088-855-7778 10時00分～17時00分 なし（不定期ＯＰＥＮ） カード提示の消防団員 粗品プレゼント

82 香南市 中谷畳製作所 香南市野市町中ノ村742 0887-54-2659 8時00分～18時00分 無し 消防団員の方とその家族 売上高の5％引き

83 高知市 東﨑理容室 高知市本町3-2-47 088-875-3221 9時00分～19時00分 月・第1・第3火曜日 会員証提示の消防団員 粗品プレゼント

84 高知市 東﨑理容室

高知市本町4-2-50
ザ・グランパレス新阪急高
知
B1階

088-875-3221 9時00分～19時00分 月・第1、第3火曜日 会員証提示の消防団員 粗品プレゼント
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番号 市町村 店舗等名称 住所 電話番号 営業時間 定休日 対象 サービスの内容 備考

高知県消防協会 消防団を応援する店舗等

「消防団を応援する店舗」一覧

85 香美市
フレッシュマート　ふくど
め

香美市香北町小川151-1 0887-59-2108 8時00分～19時00分 日曜日 会員証提示者
店内ドリップコーヒー120円（税込）を100円（税込）にて提
供

86 南国市 キョンボックン 南国市上末松316 088-855-6735

ランチ11時30～16時00分
（OS 15時00分）
ディナー（金・土・日のみ）
17時00分～22時00分
（OS 21時00分）

水曜日 会員証提示者 チヂミ1枚サービス

87 香美市 有限会社　野口モータース
香美市土佐山田町
旭町1-2-27

0887-53-2515 8時30分～18時00分 日曜日・祝祭日
会員証提示の消防団員とそ
のご家族（他人名義は対象
外）

車検整備時にエンジンオイル代・交換工賃サービス 法人登録車は除外

88 香美市 株式会社　テラムラ
香美市土佐山田町
西本町2-2-20

0887-53-5151
8時30分～17時00分
（左記以外でも対応可能）

無し 会員証提示の消防団員 ローソク・線香などの仏具や神具の5％ＯＦＦ 別注商品は除く

89 香美市 （有）森田自動車 香美市物部町大栃2309-11 0887-58-2115 8時30分～17時30分 日曜・祝祭日 会員証提示の消防団員 車検のみ、申請手数料無料

90 高知市 ビューティサロン　ナガノ
高知市瀬戸南町1丁目13-
21-2

088-848-0643 9時00分～17時00分 月・第1、第3火曜日 会員証提示の消防団員 初回1,000円引き（技術料金）

91 高知市 潮江市場（居酒屋） 高知市竹島町158-1 088-831-5787

17時30分～23時00分
（ラストオーダー；
料理　22時00分、
ドリンク　22時30分）

月曜日 会員証提示者を含む団体
10ポイントで海鮮焼き（5,000円相当）と交換できる「潮江
市場得々ポイント」を通常5,000円のところ3,000円で1ポイ
ント進呈

92 高知市 メガネの天狗堂本店 高知市本町2丁目1-12 088-872-1678 10時00分～18時00分 水曜日
会員証提示者
及びその家族

メガネ一式、フレーム、レンズ　10％引き

93 香美市 焼肉　大門 香美市土佐山田町栄町7-57 0887-52-2933 11時30分～22時30分 火曜日 会員証提示者を含む団体 瓶ビール（大ビン）を1グループに1本無料
年末年始、GW、お盆は対応
不可

94 香美市 みぞぶち洋品店
香美市土佐山田町
西本町1丁目6-21

0887-53-2370 9時00分～19時00分 第1・3月曜日 会員証提示の消防団員 全商品5％ＯＦＦ

95 南国市
有限会社
中村自動車整備工場

南国市大埇甲317-3 088-864-2438 8時30分～17時30分 日曜・祝日
会員証提示者
及びその家族

車検工賃15％割引、一般整備・点検・板金・塗装公賃10％割
引

法人登録車は除く

96 本山町 大石自動車 長岡郡本山町本山534-1 0887-76-3389 8時30分～17時30分 日曜日・祝祭日
会員証提示者及びそのご家
族

ウオッシャー液１本
・安心点検

法人登記車及び2ｔ車以上
は除く
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番号 市町村 店舗等名称 住所 電話番号 営業時間 定休日 対象 サービスの内容 備考

高知県消防協会 消防団を応援する店舗等

「消防団を応援する店舗」一覧

97 香美市 有限会社香長ダイハツ
香美市土佐山田町
百石町1丁目11番6号

0887-53-2443 9時00分～18時00分
無し（夏期・５月連休・年
末年始は有）

会員証提示の消防団員
及びそのご家族
（会員証提示又は口頭にて
告知の方）

簡易点検サービス（エンジンルーム・バッテリー・オイル
等）
工賃10％ＯＦＦ（点検・整備問わず）

98 香美市 染と織 五百蔵
香美市土佐山田町
東本町5丁目3-19

0887-53-4650 10時00分～18時30分
毎週 火曜日・水曜日
（臨時休業有、確認のうえ
ご来店下さい。）

会員証提示の消防団員 雑貨（但し割引除外品有）10％ＯＦＦ

99 南国市 有限会社　坂本燃料店 南国市上末松477 088-864-2073 7時30分～19時00分 日曜日 会員証提示の消防団員 ガソリン・灯油・軽油、店頭価格より1ℓ 2円引き
但し、軽油については車の
みの給油に限る。（ポリタ
ンク等への給油は不可）

100 宿毛市

レストランウエディング
「Ｐａｓ ｄｅ Ｄｅｕｘ」
館内
レストランＢａｒ「聖」

宿毛市駅東町4丁目1305番
地

0880-63-0520
11時30分～21時00分
（15時00分～17時00分まで休憩）

火曜日他 会員証提示の消防団員 お食事⑤のソフトドリンク１杯無料

101 宿毛市 （株）小栗畳店 宿毛市和田433-1 0880-63-2011 8時00分～18時00分 日曜日
会員証提示の消防団員
及びそのご家族

畳・ふすま、売上高の５％引き、又は畳乾燥半額

102 香美市 居酒屋　うらしま太郎
香美市土佐山田町
西本町1丁目4番3号

0887-52-2970 17時00分～23時00分 年末年始 会員証提示の消防団員 生ビール（税抜）500円→生ビール（税抜）390円に

いつも見守り地域に貢献し
てくれてありがとうの意味
を込めてサンキュウの390
円にします。

103 南国市 桑名石材 南国市久礼田440-1 088-862-2148 9時00分～18時00分
不定休（事前にお電話いた
だきましたら、年中無休）

会員証提示の消防団員
及びそのご家族ご親戚

墓石・納骨堂・鳥居・永代供養・墓地リフォーム・墓地霊園
紹介・石材雑貨・庭灯篭・その他石材全般全商品5％引き

104 高知市
明神石油株式会社
北本町ＳＳ

高知市北本町3丁目10-36 088-882-9300 0時00分～24時00分 無し 会員証提示の消防団員 ナナコカード無料進呈

105 高知市
お好み焼・鉄板焼
ついんず

高知市九反田4-20 088-884-1456 17時00分～23時00分
火曜日（祝日の場合は営
業）

会員証提示者のグループ全
員

ドリンク代10％引

106 南国市 ナイトスポット　ＹＯＵ
南国市大埇甲１６５８番地
２

088-864-5885 19時00分～24時00分 毎週月曜日 会員証提示の消防団員
ビール飲み放題（３,０００円）・女性団員は（２,０００
円）共に時間制限なし。

107 土佐清水市 （有）コジマ洋品店
土佐清水市中央町１－１７
－２

0880-82-0202 ９時00分～18時00分 元旦のみ 会員証提示の消防団員 支払い料金の10％引
本人のみ、特別値下げ商品
は除く。

108 土佐清水市 二神石油 土佐清水市下川口959-１ 0880-86-0211 ８時00分～17時00分 日曜日 会員証提示の消防団員 ガソリン・軽油、１ℓに付き３円引き。 本人のみ、現金に限る。
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番号 市町村 店舗等名称 住所 電話番号 営業時間 定休日 対象 サービスの内容 備考

高知県消防協会 消防団を応援する店舗等

「消防団を応援する店舗」一覧

109 土佐清水市 喫茶　ヒゲハウス 土佐清水市下ノ加江279-97 090-9556-1209 ８時00分～18時00分 日曜日 会員証提示の消防団員 支払い金額の２割引き
本人のみ、但し１,０００
円以上の利用に限る。

110 土佐清水市
有限会社　珉宝（みんぽ
う）

土佐清水市栄町２番６号 0880-82-3633 17時30分～21時00分 不定休 会員証提示の消防団員 支払い料金の500円引
・ビアホール（夏季）
・宴会費
・本人のみ

111 土佐清水市 スナック　ＭＯＯＮ 土佐清水市栄町８－３ 090-4976-1174 19時00分～24時00分 年中無休 会員証提示の消防団員 生ビール１杯無料 本人のみ

112 高知市 高知石油（株）
高知市本町５丁目６番４４
号

088-822-2161
平日 ７時00分～20時00分
祭日 ８時30分～17時00分

日曜日 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて

113 高知市 高知石油（株）青柳店 高知市若松町12-9 088-883-8275
平日 ６時00分～20時00分
日・祭日 ８時30分～18時00分

無し 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて

114 高知市 高知石油（株）金田店 高知市南金田３-38 088-883-1259 24時間営業　セルフＳＳ 無し 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて

115 高知市 高知石油（株）伊勢崎店 高知市伊勢崎町12-8 088-823-8099
平日 ７時30分～21時00分
日・祭日 ８時00分～19時00分

無し 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて

116 高知市 高知石油（株）大津店 高知市大津甲841-1 088-866-6202
平日 ７時00分～21時00分
日・祭日 ８時00分～20時00分

無し 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて

117 高知市 高知石油（株）瀬戸店
高知市瀬戸南町２－９－２
５

088-842-2633
平日 ７時30分～20時00分
日・祭日 ８時30分～18時00分

無し 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて

118 高知市
高知石油（株）北バイパス
店

高知市薊野北町２－１１－
３５

088-820-2606 24時間営業　セルフＳＳ 無し 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて

119 須崎市 高知石油（株） 須崎市原町２－１３－１ 088-42-0084
平日 ７時00分～19時00分
祭日 ８時30分～17時00分

日曜日 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて

120 津野町 高知石油（株）東津野店 高岡郡津野町力石2795-３ 0889-62-3054
平日 ７時00分～19時00分
祭日 ８時00分～18時00分

日曜日 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて
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番号 市町村 店舗等名称 住所 電話番号 営業時間 定休日 対象 サービスの内容 備考

高知県消防協会 消防団を応援する店舗等

「消防団を応援する店舗」一覧

121 南国市 高知石油（株）左右山店
南国市左右山字田中３４２
－３

088-862-3550
平日 ７時00分～20時00分
日・祭日 7時00分～20時00分

無し 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて

122 南国市 高知石油（株）稲生店 南国市稲生９４９－２ 088-865-3343 平日　８時00分～18時00分 日曜・祭日 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて

123 香南市 高知石油（株）野市店 香南市野市町西野2206-１ 0887-56-3666 24時間営業　セルフＳＳ 無し 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて

124 宿毛市
（株）ぺロロール高知　宿
毛ＢＰ

宿毛市駅東町３－１０３ 0880-63-3900
平・祭日 ７時30分～20時00分
日曜日  8時00分～18時00分

無し 会員証提示の消防団員
・燃料油（ガソリン・灯油・軽油）会員価格にて
・オイル交換　会員価格にて

125 高知市 はしもと 高知市瀬戸１丁目３－２３ 088-855-8443 17時00分～22時00分

日曜日・祝日
　
　※金曜日・土曜日が祝日
の場合は営業します。

会員証提示の消防団員
１,０００円以上（税別）の方、生ビール（中）１杯サービ
ス

126 高知市
富士産業株式会社　比島Ｓ
Ｓ

高知市比島町４－１－３５ 088-872-5577 7時00分～21時00分 日曜日 会員証提示の消防団員 ガソリン店頭価格より、２円引き

127 高知市
富士産業株式会社　寿町Ｓ
Ｓ

高知市壽町５－２ 088-872-8318
平日　７時30分～20時00分
祝日　 ８時00分～18時00分

日曜日 会員証提示の消防団員 ガソリン店頭価格より、２円引き

128 東洋町 野根スーパー
安芸郡東洋町野根丙１８６
１

0887-28-1827 ７時15分～19時30分 第２・第４日曜日
会員証提示者の消防団員及
びそのご家族

自店のカードポイントを、平日２倍（但し、週末ま除く）

129 東洋町 いせや食堂
安芸郡東洋町大字河内24-
52

0887-29-2245
10時00分～14時00分
17時00分～22時00分

木曜日 会員証提示の消防団員 食後のソフトドリンク1杯無料

130 香美市 健康センターセレネ 香美市香北町美良布1211 0887-59-3111

13時00～22時00（最終受付20時30
分）
※ただし7/20日～8/31日の期間は
10時00分～22時00分

火曜日（火曜日が祝日の場
合は翌日）
※ただし3/25～4/6、4/29
～5/5、7/20～8/31、12/24
～1/7は無休
※9月、12月、2月に機械点
検のため休館あり

会員証提示者の消防団員及
びそのご家族

中学生以上：プール、トレーニングルームの利用料金500円
小学生：プール利用料金250円
3歳以上の幼児：プール利用料金150円

トレーニングルームの利用
は中学生以上です。運動の
できる服装と上ばき用運動
靴が必要です。プールの利
用は3歳以上です。水着と
スイムキャップが必要で
す。

131 東洋町 海の駅　東洋町 安芸郡東洋町白浜８８－１ 0887-23-9955
9時～17時
※ただし年末、年始は営業時間を
一部短縮

元旦
会員証提示者 ごはん大盛り（１００円）無料

132 高知市
（株）
レボテック・クリーン

高知市春野町西分１７９４
番地２

088-894-6840 8時00分～17時00分 日曜日・祝日 会員証提示者及びその家族
解体工事・土木工事契約ご契約の方に工事完了後、防災グッ
ズのプレゼント

10万円以上のご契約に限
る。

ま
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番号 市町村 店舗等名称 住所 電話番号 営業時間 定休日 対象 サービスの内容 備考

高知県消防協会 消防団を応援する店舗等

「消防団を応援する店舗」一覧

133 土佐市
やきにく菜館　大五郎
（有限会社　大五郎）

土佐市高岡町乙３４７７－
３

088-852-4924 11時00分～22時00分 年始
会員証提示の消防団員を含
む１組

ファーストドリンクサービス（飲み放題の場合は、＋３０分
で対応）

一部、サービスに含まれな
い飲物があります。

134 越知町 理容　きたがわ
高岡郡越知町越知甲１６９
９－３

0889-26-3167 9時00分～18時00分 毎月曜、第一・第三日曜 会員証提示の消防団員 粗品

135 香美市 赤兵衛
香美市土佐山田町旭町１丁
目２－２２

0887-53-4908 17時00分～22時00分 なし
会員証提示の消防団員及び
そのご家族

お料理一品サービス

136 香南市 タナカ塗装店
香南市野市町土居１３２８
－１

0887-55-4312 8時00分～17時30分 日曜日・祝日
会員証提示の消防団員及び
そのご家族

消費税の割引（8％OFF）

137 香南市 うなぎ屋　きた本 香南市吉川町吉原１２６４ 0887-55-1265 11時00分～18時00分 毎週火曜日
会員証提示の消防団員及び
そのご家族

食事メニュー１００円引き

138 東洋町 旬鮮魚菜　ふくちゃん
安芸郡東洋町大字河内
１１１７－１３

0887-23-9003 18時00分～22時00分 毎週日・月曜日 会員証提示の消防団員 生ビール１杯　無料

139 香南市 黒潮温泉　龍馬の湯 香南市野市町東野１６３０ 0887-56-5900 10時00分～24時00分 なし
会員証提示の消防団員及び
そのご家族

大人入浴料200円OFF
通常900円⇒700円（フェイスタオル付）

140 津野町 有限会社　中本モータース
高岡郡津野町姫野々５４１
－７

0889-55-2331 8時30分～17時30分 日曜日・祝日・第３土曜日 会員証提示の消防団員
トータルカーライフサポートクーポン券プレゼント（オイ
ル・エレメント・タイヤ・バッテリー・無料点検・車両購入
支援等のクーポンセット）

他の割引との併用は不可

141 土佐市 宇佐もんや 土佐市宇佐町宇佐１７５７ 088-856-0019
11時00分～15時00分
17時00分～21時00分

水曜日、第２・第４木曜日 会員証提示の消防団員 生ビール１杯分のみ半額

142 黒潮町
株式会社　黒潮町缶詰製作
所

幡多郡黒潮町入野4370番地
2

0880-43-3776 8時30分～17時30分 土日・祝日 会員証提示の消防団員 直売所価格を10％引きのところ15％引き 特別価格商品は除く

143 香美市
フラワーアート花翔　かが
みの店

香美市土佐山田町百石町2
丁目216-17

0887-52-2364 9時00分～20時00分 正月3ヶ日 会員証提示の消防団員
当店オリジナルサービス券（金額割引券）を必ず差し上げま
す

144 香美市 マツヤデンキ　土佐山田店
香美市土佐山田町西本町5
丁目1-9

0887-52-3966 9時00分～19時30分 なし
会員証提示の消防団員及び
そのご家族

全商品にポイント1％お付けします。
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番号 市町村 店舗等名称 住所 電話番号 営業時間 定休日 対象 サービスの内容 備考

高知県消防協会 消防団を応援する店舗等

「消防団を応援する店舗」一覧

145 香南市 横畠冷菓
香南市野市町　高知県立の
いち動物公園内

0889-22-0172 11時00分～16時30分
土日・祝日のみ営業（都合
により定休になる場合もあ
ります）

会員証提示の消防団員 アイスクリーム一盛サービスします

146 高知市 ちか食堂 高知市本町4-1-41 088-824-8935 11時00分～15時00分 日曜日 会員証提示の消防団員 ライス大盛サービスします

147 大豊町 妙ちゃんの食卓 長岡郡大豊町杉769-2 0887-72-0313
昼　12時00分～15時00分
夜　17時00分～22時00分

水曜日・日曜日 会員証提示の消防団員 ドリンク1杯サービスのほか、特別な笑顔で対応します

148 田野町 吉村印刷所 安芸郡田野町1912-2 0887-38-2409 8時00分～17時00分
土日・祝日・
年末年始6日間

会員証提示の消防団員 名刺・印刷物・その他、10％割引

149 奈半利町 株式会社みなみ 安芸郡奈半利町乙1673-8 0887-38-4811 8時00分～18時00分 日曜日
会員証提示の消防団員とそ
のご家族

店頭購入5,000円以上のみ、2％相当のオリジナル商品券をプ
レゼント

150 安芸市 有限会社並村石油店 安芸市本町2丁目6-15 0887-35-3049 7時00分～20時30分 なし 会員証提示の消防団員 エンジンオイル10％引き

151 土佐市 魚菜　稲月 土佐市蓮池2185-1 088-852-1777 11時00分～14時30分 不定休
会員証提示の消防団員を含
むグループ

ワンドリンクサービス

152 高知市
あらいぐまクリーニング
神田店

高知市神田1408-7 088-831-0052 9時00分～17時00分
日・祝日・お盆休み・年末
年始

会員証提示の消防団員
全品半額（外注品を除く・他のサービスとの併用はできませ
ん）

153 いの町
あらいぐまクリーニング
いの店

吾川郡いの町205（サニー
アクシスいの店内）

088-893-2435 9時30分～21時00分 年中無休 会員証提示の消防団員
全品半額（外注品を除く・他のサービスとの併用はできませ
ん）

154 土佐市
あらいぐまクリーニング
高岡店

土佐市高岡町甲333-4 088-852-7633 9時30分～20時00分 年末年始 会員証提示の消防団員
全品半額（外注品を除く・他のサービスとの併用はできませ
ん）

155 高知市 ふたごや　大津工場 高知市大津乙424 088-866-4617 8時00分～18時00分 なし 会員証提示の消防団員
10％OFF　汗抜き代加工料も10％OFF（ただし、外注品、特殊
品を除く）

156 高知市 ふたごや　梅ノ辻店 高知市梅ノ辻8-1 088-834-3811 9時00分～19時00分 日・祭日 会員証提示の消防団員
10％OFF　汗抜き代加工料も10％OFF（ただし、外注品、特殊
品を除く）
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番号 市町村 店舗等名称 住所 電話番号 営業時間 定休日 対象 サービスの内容 備考

高知県消防協会 消防団を応援する店舗等

「消防団を応援する店舗」一覧

157 高知市 ふたごや　三園店 高知市三園町210 088-822-8054 9時00分～19時00分 日・祭日 会員証提示の消防団員
10％OFF　汗抜き代加工料も10％OFF（ただし、外注品、特殊
品を除く）

158 高知市 ふたごや　御座店 高知市南御座11-13 088-884-8790 9時00分～20時00分 なし 会員証提示の消防団員
10％OFF　汗抜き代加工料も10％OFF（ただし、外注品、特殊
品を除く）

159 高知市 ふたごや　一宮店 高知市一宮中町3丁目22-27 088-845-6919 9時00分～21時00分 なし 会員証提示の消防団員
10％OFF　汗抜き代加工料も10％OFF（ただし、外注品、特殊
品を除く）

160 高知市 ふたごや　高須店 高知市高須3-27-35 088-885-0339 9時00分～19時00分 なし 会員証提示の消防団員
10％OFF　汗抜き代加工料も10％OFF（ただし、外注品、特殊
品を除く）

161 高知市 ふたごや　本店 高知市高須3丁目27-12 088-884-3640 9時00分～18時00分 なし 会員証提示の消防団員
10％OFF　汗抜き代加工料も10％OFF（ただし、外注品、特殊
品を除く）

162 南国市 ふたごや　十市店 南国市緑ヶ丘2丁目1701 088-865-5832
平日　9時00分～20時00分
日祭日　9時30分～20時00分

なし 会員証提示の消防団員
10％OFF　汗抜き代加工料も10％OFF（ただし、外注品、特殊
品を除く）

163 香南市
ふたごや　マルナカのいち
店

香南市野市町西野2700-2 0887-56-0388 9時00分～19時00分 なし 会員証提示の消防団員
10％OFF　汗抜き代加工料も10％OFF（ただし、外注品、特殊
品を除く）

164 香南市 ふたごや　野市店 香南市野市町西野522-2 0887-56-4563 8時30分～18時30分 なし 会員証提示の消防団員
10％OFF　汗抜き代加工料も10％OFF（ただし、外注品、特殊
品を除く）

165 南国市 ふたごや　ごめん駅前店 南国市駅前町1丁目4-11 088-864-0834
平日　9時00分～19時00分
日祭日　9時00分～18時00分

なし 会員証提示の消防団員
10％OFF　汗抜き代加工料も10％OFF（ただし、外注品、特殊
品を除く）

166 土佐清水市 スナック　くらら 土佐清水市栄町6-44 0880-82-0449 19時30分～24時00分 日曜日 会員証提示の消防団員 生ビール1杯無料

167 土佐清水市 居酒屋　誠也 土佐清水市中央町4-2 090-6280-3730 17時00分～22時30分 月曜日 会員証提示の消防団員 生ビール1杯無料

168 室戸市 すなっく　夢二 室戸市室津2548-1 0887-23-1283 19時00分～23時00分 会員証提示の消防団員 チャームサービス
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番号 市町村 店舗等名称 住所 電話番号 営業時間 定休日 対象 サービスの内容 備考

高知県消防協会 消防団を応援する店舗等

「消防団を応援する店舗」一覧

169 土佐清水市 ONE(わん） 土佐清水市栄町1-7 0880-82-0360 20時00分～24時00分 日曜日 会員証提示の消防団員 1時間3,000円を2,000円（1,000円割引）

170 高知市 Coco sports 高知市長浜4966-1 088-802-7586 9時00分～21時00分 月曜日 会員証提示の消防団員 ソフトドリンク1杯サービス

171 四万十市 スナック絵瑠夢 四万十市中村栄町22 0880-34-5802 20時00分～24時00分 日曜日 会員証提示の消防団員
・1時間飲み放題通常料金より500円引き
・カラオケ料金無料

172 須崎市
医療法人須崎会
高陵病院

須崎市横町1番28号 0889-42-2485 9時00分～17時00分 土曜日午後・日祝 会員証提示の消防団員
自由診療分①インフルエンザ予防接種：1,000円（税込）

自由診療分②睡眠時無呼吸症候群簡易検査：無料

②について
予約が必要で、その際に
「消防団員」ということを
お伝えください。
①も②も来院時には、必ず
会員証をご持参ください。

173 土佐清水市 すなっく好㐂 土佐清水市中央町5-14 0880-82-1991 19時00分～23時00分 日曜日 会員証提示の消防団員 生ビール、ハイボール、ウーロン茶、その他飲み物1杯無料
予約の場合18時00分から営
業可

174 安芸市 coco home 安芸市本町5丁目7-18 0887-35-2429 9時00分～18時00分 不定休 会員証提示の消防団員 仲介料30％引き

175 県外 結婚相談所ツヴァイ 全国50店舗 0120-390-281
11時～19時
＊土日は10時30分オープン
＊店舗によって変更あり

毎週火・木曜日
＊祝日の場合は営業
＊店舗によって変更あり

会員証提示の消防団員およ
び2親等以内の親族

入会初期費用を11,000円割引 https://www.zwei.com/
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