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盛岡市
その他（リラクゼー
ション・サロン）

癒し空間　ソアン
http://www9.plala.or.jp/soin/

大沢川原2-1-20　205 019-622-7689 9：30～19：00 不定休
施術料の10％割引（団員及び家
族）
(例)60分4,320円→3,890円（税込）

―心と体を癒すセラピー専門サロン―
・肩、腰、膝など体の痛みの緩和
・疲れが抜けない、気力がわかない
・悩みがあり落ち込むなど様々な心身の不調に
以下のメニューをご用意してお待ちしております。
　レイキセラピー・楽健法（二人ヨーガ）カラーセラピー・カ
ウンセリング

盛岡市 飲食 しょうちゅう・かふぇ　田苑 中の橋通二丁目1-5 019-618-2895 17：30～0：00 水・月・祝 生ビール１杯無料（団員）
当店は、お通し・セット料金はありません。
手作りチャーシューが人気です！！カラオケ歌い放題
1,000円です。

盛岡市
その他（自動車整
備、修理、販売）

有限会社親和自動車整備工
場
http://www.shinwa-car.co.jp

神子田町21-10 019-651-5488 8：30～17：30 無
車検又は法定点検時エンジンオイ
ル交換無料（団員）

軽・５・３ナンバー車に限る
お車の整備・お車の板金塗装修理・自動車保険・自動車
販売の事でしたら、お気軽にご相談ください。当社にも団
員が就業しております。

盛岡市
その他（会葬用品、
贈答品等卸売）

有限会社
シンエー産業

流通センター北1丁目6-9
019-637-6633
（携帯：090-
7064-4538）

8：00～17：00 なし

ご会葬返礼品、タオル等贈答品の
割引（割引率は品物によるため要
相談）
（関係者全員）

配達エリアは盛岡・紫波・矢巾
のみ。

全会葬返礼品オール小売価格より税別３割引！会葬品
未使用分は返品可能。会葬品ほか贈答品やタオル、寝具
等１個からOK。３割引以上の物も多数。まずはお電話
を！17：00以降は携帯電話にお願いします。

盛岡市 飲食 海幸山幸　福幸
菜園1-11-6
丸乃第一ビル２階

019-601-5707 11：30～23：00 日、祝日 ドリンク一杯無料。（団員）
岩手県内の食材を中心とする飲食店。昼はランチ、夜は
居酒屋。県内の海、山の食材を提供しております。

盛岡市 小売
明治まごころみるく
http://magokoro-milk.com/

東見前４時割4-1-2 0120-64-4139 8：00～17：00 日
宅配（R-1ヨーグルト）1週間無料。
（団員）

盛岡市を中心に宅配でしか手に入らない健康に特化した
もの（乳製品、米、水、食品など）をお届けします。

盛岡市 小売 ファイテンショップ盛岡店
前九年２丁目7-2
メイプルコート館坂

019-645-6277 10：30～19：30 火
ソラーチ（足のマッサージ機）１回
無料
（団員）

肩こり、世閏、膝痛、ストレスでお悩みの方にご愛用頂い
ているファイテン商品の専門店です。チタンテープ、サ
ポーター、ネックレス等ファイテン商品の品数は県内１で
す。どうぞお気軽にご来店下さいね！

盛岡市 生活関連サービス
株式会社アースコンサルト
http://earth1291.com/

三本柳10-22-1 019-681-1291 9：30～18：00 日、祝休日
不動産売買仲介手数料10%割引
（団員及びその知人）

お客様に喜んでいただけるよう、ひとりひとりのご要望に
誠意をもって対応させていただきます。不動産に関するこ
とは小さなことからでもお気軽にご相談下さい。

盛岡市 生活関連サービス

株式会社エイチ・アイ・エス
盛岡フェザン営業所
https://www.his-
j.com/tohoku/index.html

盛岡駅前通1-44
フェザン本館３階

019-629-2632 10：00～19：30 なし 国内旅行1000円引。（団員） スカイホリデー商品に限る。

国内、海外旅行のことならエイチ・アイ・エスへ。パンフレッ
トにない内容でも見積りさせていただきます。経験豊富な
ベテランスタッフが揃っていますので、気軽にご相談下さ
い。

いわて消防団応援の店登録一覧



（令和３年２月１日現在）

市町村 分類 店舗等名称 店舗等所在地 電話番号 営業時間 定休日
サービス内容
（ ）は対象者

利用上の注意等
（番号はサービス内容の番号
に対応しております）

団員カード以
外の確認書
類（不要の場
合は空欄）

店舗等のPR

いわて消防団応援の店登録一覧

盛岡市 飲食 源喜屋
大通三丁目4-1
クロステラス盛岡二階

019-681-2711

昼　11：00～14：
00
夜　17：00～23：
00

源喜屋サービス券にて10%還元。
（団員）
（御会計の際に源喜屋サービス券
にて還元）

源喜屋は、お客様と生産者の架け橋となり、地域に貢献
し、地域から支持され、そこに関わるすべての皆様が元気
になれるお店を目指しています‼
源喜屋で大切な仲間や友人と寛ぎの時間を過ごしてみて
は？

盛岡市 その他（葬祭業） さがみ典礼長安殿　葬祭本部 愛宕町7-8 019-625-8000 24時間営業 年中無休
葬祭費用30％割引。（団員カード
提示者家族）

互助会員の重複使用不可。
もしもの時は、県内最大級施設数のさがみ典礼長安殿を
ご利用いただけます。

盛岡市
飲食、その他（サー
ビス業）

みらい夢津志田
http://mirai-mu.co.jp/

津志田南３丁目15-45 019-632-6700

・カラオケ、ネット
カフェ：24時間
・ゲーム、卓球、
ダーツ：9：00～
0：00

なし

・カラオケ、ビリヤード、ネットカフェ
ご利用時、細塩ポテト１品無料。
（団員カード提示者のグループに１
品）
・飲み放題２時間コース30分延
長。（団員カード提示者とグループ
全員）

施設料金別途。
同店会員カー

ド

当店はカラオケ・ネットカフェ・ビリヤード・卓球・ダーツ・
ゲームがあそべる複合アミューズメント施設になります！
年中無休ですので、せひ一度遊びにいらしてください！

盛岡市
その他（宅地建物取
引の仲介、不動産
活用等の相談）

有限会社ホームアシスト不動
産
http://www12.plala.or.jp/home
-ass/

本宮二丁目4-20 019-656-5271 9：00～18：00 水
仲介手数料等の10％割引。（団員
とその家族）

署員とその家族も可。
代表の鈴木寛隆も、盛岡市消防団第12分団で活動してい
ます。地域密着だからこそ「責任と安心」がバッチリ。お気
軽にご来店ください！

盛岡市 その他（旅館） 湯守ホテル大観 繋字湯ノ舘37-1 019-689-2121 　
宿泊料金の10%割引。（団員及び
同伴者１名まで）

・電話での直接予約に限りま
す。ご予約時に団員カードを利
用する旨をお伝え下さい。
・お支払いは現金のみとなり、
クレジットカード、その他利用補
助金との併用はできません。

源泉100%かけ流しの宿。

盛岡市 その他（旅館）
ホテル紫苑
http://www.hotel-shion.com/

繋字湯ノ舘74-2 019-689-2288
宿泊料金の10%割引。（団員及び
同伴者１名まで）

・シーズナリティ料金のみ適用
・他者企画・旅行会社（net予
約）経由は利用不可
・カード払い時利用不可
・各種利用券との併用は利用
不可
・各種ポイントカードでの精算
やポイント付与は出来ません
（MORIO-Jカード等）
・ご利用時に団員カードをコ
ピーさせていただきます

広々としたロビーや大浴場「ひとりじめの湯」。そして、客
室から眺められる御所湖や岩手の山々四季折々の風景
がまるで絵画のような日々彩りをそえます。
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盛岡市 その他（旅館） 株式会社愛真館 繋字塗沢40-4 019-689-2111
宿泊料金の10%割引。（団員及び
同伴者１名まで）

・シーズナリティ料金のみ適用
・他者企画・旅行会社（net予
約）経由は利用不可
・カード払い時利用不可
・各種利用券との併用は利用
不可
・各種ポイントカードでの精算
やポイント付与は出来ません
（MORIO-Jカード等）
・ご利用時に団員カードをコ
ピーさせていただきます

盛岡市 その他（旅館） 四季亭 繋字湯ノ館137 019-689-2021 不定休
宿泊料金の10%割引。（団員及び
同伴者１名まで）

盛岡市 その他（旅館）
地方職員共済組合繋保養所
清温荘
http://seionsou.com/

繋字湯の舘33 019-689-2321
宿泊料金の10%割引。（団員及び
同伴者１名まで）

目の前に広がる御所湖畔、すべての客室から岩手山や
奥羽山系の山並みを眺めながらやすらぎの時間をお過ご
し頂けます。

盛岡市
その他（サービス、
娯楽業）

都南バッティングセンター 津志田町一丁目16番16号 019-635-3085

・オンシーズン
　9：00～22：00
・オフシーズン
　10：00～21：00

降雪時
バッティングメダル1,000円購入で
１枚サービス。（団員）

野球マシン・ソフトボールマシンなど全７打席完備。パー
フェクトピッチングやスポーツ後の体のコンディションに最
適な酸素ボックス等もございます。

盛岡市 飲食 麺・炭火焼やまざき
中央通１丁目１１-7笹川ビル
１F

019-625-7203 18：00～3：00
ドリンク1杯サービス（生ビール、カ
クテル）。（団員）

宴会は10名様１名様サービス。17：00からOKです。
メロ、カマ西京焼がおいしいです。

盛岡市 飲食
をかしら屋大通店
http://www.okasiraya.jp/

大通一丁目4-5
小野新ビル１階

019-651-7111

・ランチ
　11：30～14：00
・夜
　17：00～24：00

日

・ドリンク１杯無料。（団員含む同伴
者５名迄）
・宴会コース消費税分サービス。
（団員含む同伴者全員）

豚内臓一頭買いのホルモン焼肉店。IBCラジオ等やイベ
ント販売でもおなじみの「をかしら屋」です。営業時間・ご
予算は遠慮なく相談ください。

盛岡市 飲食 かつ壱上堂店 上堂4丁目13-21 019-641-0056 11：00～23：00 なし
ドリンクバー無料（団員カード１名
につき同伴者５名まで）

ランチや夕食に大人気のとんかつ専門店です。只今、八
幡平ポークや黒豚ロースがおすすめです。定食にはご飯
とみそ汁のお替りが無料でついていて、満腹・満足まちが
いなし！ご家族・ご友人とお気軽にお越しください。

盛岡市 飲食 なんぶの郷 南仙北1丁目23-3 019-635-1376 11：00～22：00 なし
同じドリンク１杯無料（団員カード
提示者１名につき同伴者５名まで）

事前予約の方に限る

南部曲がり家を彷彿とさせる店構えに郷愁を感じる「なん
ぶの郷」。
広い駐車場やゆったり130席のくつろぎ空間は、40名様迄
予約対応出来ます。
地元の美味しいものを取り揃え、とんかつ、そば、天ぷら
のメニューで心から満足を味わえます。
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盛岡市 小売 いわて生協コープ高松 上田4-21-5 019-624-2218 7：00～23：00 1月1日

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

盛岡市 小売 いわて生協ベルフ仙北 仙北3-8-40 019-635-0135 9：00～22：00 1月1日

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

盛岡市 小売 いわて生協ベルフ山岸 山岸2-16-8 019-654-2184 9：00～22：00 1月1日

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

盛岡市 小売 いわて生協ベルフまつぞの 松園3-18-20 019-662-5152 9：00～22：00 1月1日

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

盛岡市 小売 いわて生協ベルフ青山 青山4-17-2 019-647-8181 9：00～23：00 1月1日

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

盛岡市 飲食 地産地消居酒家　たこ 中央通１丁目10-3 019-658-8900 17：00～23：00 火 ドリンク１杯無料（団員・同伴者） お気軽にお越しください

盛岡市 飲食 飲み喰い処　ばんから屋
盛岡駅前北通り4-4国労会
館1F

019-625-7444 17：00～24：00 日、祝日 ドリンク１杯無料（来店者全員）
盛岡駅から歩いて５分の好立地にある「ばんから屋」
きどらず、飾らず、手頃な価格で美味しい料理が味わえま
す！

盛岡市 飲食 季節料理　川柳 大通二丁目5-12 019-622-5428 17：00～22：00 日
ドリンク1杯無料（団員のみ）
※ランチタイム除く

季節の素材を生かしたお料理を提供致します。

盛岡市 生活関連サービス ヘアーサロン　カナザワ 高松三丁目11番26号
090-8424-
7837

8：30～19：00 月曜日 粗品（団員、協力隊等）
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宮古市 その他（建設業） 東海電業株式会社 田鎖第9地割6番地11 0193-69-2333 8：00～17：00
第2・4土、
日、祝日

工事代金の５％割引（団員）

宮古市 その他（木材） 豊田木材株式会社 磯鶏１丁目５番28号 0193-62-5127 8：00～17：00 第2・4土、日
リフォーム用、日曜大工用等木材
の購入金額の７％割引（団員）

岩手県産材を主体とした建築材全般にわたり製造販売を
しております。

宮古市
その他（旅館、小
売、飲食）

湯ったり館 茂市8-53 0193-72-3800 10：00～22：00 年中無休 入浴料100円引（団員）
場合によって
は、免許証な
どの身分証

日頃の疲れを大きなお風呂とサウナで取りませんか？
さらい食事や宴会利用も可能なので、分団員の仲間との
コミュニケーションの場としてご利用くださいませ。
皆様のお越しをお待ちいたしております。

宮古市 小売 有限会社　タテシタ 津軽石第10地割201-11 0193-67-3301 8：00～18：00
購入金額の５％相当の取扱商品
のプレゼント（団員及び家族）

創業133年の実績と快適空間創造企業として、エクステリ
ア・ガーデンのプランニングから施工まで有資格者が担当
しております。

宮古市 飲食 Ｄining ca'fe　アムール 南町14-13 0193-63-4296
12：00～14：30
17：00～20：00

日・祭日
コーヒー１杯無料（団員を含み5名
様まで）

料理は手作りを心がけ、お客様が「ホッ」とできる空間であ
りたいと思っています。笑顔一杯でお待ちしております。

宮古市 生活関連サービス 有限会社　文化衛生社 小山田４丁目３－４５ 0193-63-5080 8：00～17：00 日・祝
排水管の詰まり解除料又は清掃
料の10％割引（団員・家族）

建築物排水管清掃業として岩手県に登録する会社です。
ご家庭や飲食店舗などの排水管の詰まり、流れが悪い、
臭い、異音の原因を解消し、多くのお客様からご好評をい
ただいております。写真レポートを作成しています。

宮古市 生活関連サービス
カズミスタジオ（http://kazumi-
yoga.com)

末広町8-1 0193-77-5633 10：30～20：00 月 通常レッスン1,000円引き（団員）

体が硬くても大丈夫です。気持ちよく体を伸ばしてケガの
防止、腰痛、肩こりの緩和、予防にお役立てください。専
用のヨガスタジオで集中して体を動かすことができます。
他にもハンモックやバランスボールのクラスもあります。

宮古市
その他（建築工事
等）

株式会社キクチ工務店
http://www.kikuchi-co.com/

近内二丁目6-10 0193-63-4060 8：00～18：00
年末年始・
GW・お盆

ドリンク１杯サービス。粗品贈呈。
（団員）

宮古市 飲食 （有）蛇の目本店 栄町2-8 0193-62-1383 10：00～20：30 水
アイスorコーヒーサービス。（団員
カード提示者グループ全員）
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宮古市 その他（医療・介護）
介護老人保健施設ほほえみ
の里
http://www.hohoeminosato.jp/

崎鍬ヶ崎第9地割39番地27 0193-64-3311 8：30～17：30 なし 粗品贈呈。（団員）

要介護高齢者の入所や通所サービスを提供しています。
福祉避難所として地域の皆様の安全・安心を、岩手県内
各地域の消防団の皆様とお守りしたく、消防団員の笑顔
（ほほえみ）を応援します。

宮古市 小売 いわて生協ベルフ西町 田の神2丁目２番30号 0193-62-0203 9：00～22：00 1月1日

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

宮古市 小売 いわて生協ベルフ魚菜市場 五月町1-1 0193-65-6222 6：30～17：30 1月1日

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

宮古市 小売 いわて生協コープ西ヶ丘 西ヶ丘1-6-1 0193-64-1158 10：00～21：00 1月1日

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

宮古市 小売 いわて生協コープチェリオ
崎鍬ケ崎1-11-26
（県立宮古病院内）

0193-64-4121 8：00～19：30 1月1日

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

宮古市 小売
いわて生協
マリンコープＤＯＲＡ

小山田2-2-1 0193-63-3131

10：00～20：00
（1日・15日：9：00
～21：00）
（日・祝日：9時開
店）
（5/21～10/20：
21時閉店）

年中無休

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

宮古市 その他（整体） Studio-Roots-MIYAKO 和見町５丁目14番地
080-1808-
8896

9：00～21：00
月・火・水・

木

メンテナンスコース6000円→1000
円引き
体質改善コース10000円→2000円
引き
（団員及び家族）（団員カード提示）

理学療法士が施術する慢性腰痛、肩こりに強い整体。
完全予約制で待ち時間はほとんどありません。そのため
大切な時間を有効に使う事ができ、自分だけの空間で
ゆっくり施術を受ける事ができます。
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大船渡市 飲食 焼肉・韓国料理　かもめ商店 大船渡町字野々田12-34 0192-26-3993 17：00～23：00 月
韓国のりサービス（１グループ１
個）

おいしい焼肉を出来るだけ安くがモットー。サイドメニュー
の本格韓国料理も人気です。

大船渡市 飲食 居酒屋　成功丸 大船渡町字茶屋前51-8 0192-47-5501 17：30～24：00 水
ドリンク１杯無料。次回ドリンク１杯
無料券配布。（団員）

小上がりは４部屋あり、最大30名様まで。他にテーブル
席、カウンター、ビップルームがあります。お料理とドリン
ク込みの飲み放題プランご予算に応じます。大船渡伝承
の味おちつきうどんや、三陸の海の幸も提供しておりま
す。

大船渡市 飲食 pure space 月雫（しづき） 盛町字町12-９ 0192-26-5517 20：00～24：00
日曜
月曜

チャーム又はフライドポテトをサー
ビス
（団員カード提示者１名につき同伴
者３名まで）

ショットコース、ボトルキープコース、飲み放題コース（90
分3,300円）があります。（２名以上）
お薦めは、飲み放題コース（カラオケ、ワイン、ウイス
キー、焼酎、日本酒、ソフトドリンク全て込み）。

大船渡市 小売
ファミリーマート
大船渡中央通り店

大船渡町字新田40-3 0192-21-2125 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

店内にイートインあり。ドライブのご休憩やお昼休みのお
食事にもぜひご利用下さい。

大船渡市 小売
ファミリーマート
大船渡宮の前店

大船渡町宮ノ前7-7 0192-21-2633 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

花巻市 小売
サカモト薬局　大通り店
http://www.sakamoto-ph.net/

大通り1丁目15-19 0198-24-9196 9：00～18：00 祝祭日
1,000円以上お買い上げでドリンク
サービス（団員及び家族）

どこの病院の処方せんでも受付ＯＫ！
薬はもちろん、健康相談や介護相談もしています！

花巻市 小売
株式会社中屋長左衛門
http://www.nakayachozaemon.
com

藤沢町300-1 0198-23-5455 7：00～19：00 日 もっすポイント2倍（団員） 現金でお買い上げの方
電動工具、エンジン工具、エアー工具等の販売、修理を
行っています。
たくさんの工具あります。見に来るだけでも楽しいです！

花巻市 小売
丸高石油（株）　西大通り給油
所

西大通り1-235-4 0198-22-5008
7：30～19：30
（休日は19：00）

1/1、1/2

現金会員価格・洗車外洗いのみ
200円引き
もっすポイントいつでも2倍
（団員及びカード提示のご家族）

花巻市 小売
佐々長醸造
http://www.sasachou.co.jp

東和町土沢5区417番地 0198-42-2311 8：00～17：00
1月1日（元

旦）

本社売店で味噌、醤油、つゆ10%
割引
その他当社製造商品5%割引（団員
（家族含））

弊社では、秋田杉の木樽でじっくり熟成したこだわりの味
噌・醤油などを製造・販売しています。特に鰹節をたっぷり
使用し、時間をかけてだしをとった高級めんつゆ「老舗の
味つゆ」がおすすめです。
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花巻市 小売 菊池テーラー 仲町10-14 0198-23-5673 8：30～18：00 不定休
お買い上げ5万円以上30%引き、ネ
クタイサービス（家族全員）

オーダー服専門　紳士、婦人　お仕立上り￥39,800～
国産品全種、海外ブランド＜ダンヒル、ランバン、ゼニア、
ロロピアーナ他＞

花巻市 小売 ヤマネ薬局 上町13-34 0198-24-8198 9：00～18：00 日・祝 栄養剤サービス（団員） 相談できる店

花巻市 小売 毎日新聞花巻専売所 四日町2-2-23 0198-22-2798 9：00～15：00 土・日・祝
取り扱い全紙の購読料7%割引（団
員・家族）

花巻市 小売 カマダテーラー 藤沢町385 0198-23-5425 8：00～18：00 無 全商品3割引（団員）

花巻市 小売
株式会社ヤマダ電機　テックラ
ンドＮｅｗ花巻店

南新田283-2 0198-29-4666 10：00～21：00 元旦 ヤマダポイント＋２％（団員） 一部対象外有 山田会員様で団員カードご提示でポイント進呈致します。

花巻市 小売 イワダテ薬局 石鳥谷町好地16-129 0198-45-3528 9：00～18：00 日・休日
購入金額の５％割引（団員及び同
行の家族）

調剤及び一部商品を除く
調剤だけでなく、医薬品や自然化粧品等も扱っておりま
す。また、建康に対する相談にも親切に対応しています。

花巻市 小売
メガネのおくやま　本店
（http://www.megane-
okuyama.com/）

吹張町１０－４３ 0198-23-5891 9：30～19：00 木
購入金額の５％割引（団員及び家
族）

ホームページを御覧ください。

花巻市 小売
メガネハウス　おくやま
（http://www.megane-
okuyama.com/）

上町４－２１ 0198-24-0005 9：30～19：00 水
購入金額の５％割引（団員及び家
族）

ホームページを御覧ください。

花巻市 小売

メガネのおくやま　銀河モール
店
（http://www.megane-
okuyama.com/）

高木16-68-6 0198-41-5088 9：30～19：00 無
購入金額の５％割引（団員及び家
族）

ホームページを御覧ください。

花巻市 小売 カスタムミュージック 一日市4-19 0198-22-5010 10：00～18：30 水 購入金額の５％割引（団員）

花巻市 小売 川源ぶどう園 大迫町外川目28-30-1 0198-48-3425 10：00～17：00 火
ふどう狩り10％ＯＦＦ（団員及び家
族）

営業期間８月上旬～10月下旬、園内で食べ放題
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花巻市 飲食
御宿玉川
www.e-haweb.com/tamagawa

大通り1丁目19-28 0198-23-2371 無
宿泊料通常の10%割引（団員及び
同伴者）

みちのくの風情を伝える花巻のお宿
昔ながらの温かなおもてなしが今も息づいています。

花巻市 飲食 レストラン　ポパイ 若葉町3-11-17 0198-23-4977 11：00～21：30 火
おまかせハンバーグトッピング（団
員）

花巻市 飲食
スープカレーハウスしっぽ　花
巻店

一日市6-1 0198-29-5072
11：00～19：00
（L.O　18：30）

月 ポイント2倍（団員） 他サービス併用不可
岩手では数少ないスープカレー専門店です。スリランカ産
の有機栽培オリジナルスパイスとたっぷりの野菜をお楽し
み下さい。

花巻市 飲食 小十郎本家 大迫町大迫2-35-21 0198-48-2366
11：30～14：00
18：00～22：00

不定期 十割そば10%割引（団員） そば粉100%　十割そば

花巻市 飲食
山猫軒　新花巻駅前店
http://www.yamanekoken.jp

胡四王一丁目3-3 0198-31-2013 10：00～18：00 年末年始 お食事料金10％割引（団員） 宴会等は除く

花巻市 飲食 居酒屋　りょうちゃん 南川原296 0198-23-5908 16：00～22：00 日 一品サービス（団員及び家族）

花巻市 飲食 居食屋いーはとーぶ
双葉町5-25　サンモールヤ
ギ　１F

0198-23-4980 17：00～24：00 日曜日
自店ポイントカード２倍（団員及び
家族）

全国屈指のアサヒビール及びサントリービールの模範店
ですので、超美味しいビールと心を込めた美味しいお料
理を提供できる店です。そして、一度訪れたら忘れられな
い店内の装飾は、どこにもない博物館並みです。

花巻市 飲食 田舎料理　早池峰 南河原283 0198-23-6641 17：00～24：00 不定休
お薦めフードorデザートサービス
（団員及び同行者）

季節の料理から三陸の海の幸などをメインにフードメ
ニューが豊富。ドリンクメニューも100種以上で飲み放題も
人気。

花巻市 飲食 居酒屋　かぐら 南河原283　地下 0198-24-0740 17：00～2：00 不定休
お薦めフードorデザートサービス
（団員及び同行者）

飲み物、食べ物が豊富で宴会からシメまで、様々なシチュ
エーションに対応したお店です。

花巻市 生活関連サービス 澤田商事（有） 下小舟渡9-2 0198-24-1330 8：00～18：30 無 ＫＴＣ工具20%ｏｆｆ（団員）

花巻市 生活関連サービス ポテト美容室 花城町9-10 0198-23-7088 8：30～18：00 月
パーマ、カラー5%引き
カット100円引き（団員。男性女性
問わず）

カットに自信あり
髪のアフターに力を入れてます
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花巻市 生活関連サービス 塗装屋　一屋 轟7-130
090-8781-
3105

7：00～21：00 日曜日
工事費の15％割引（団員及び家
族）

住まいの塗り替え専門店です。
屋根・外壁・塗装、誠意を持って施工いたします。アフター
フォロー万全。御見積もり無料。お気軽にお問合せくださ
い。

花巻市 生活関連サービス
ビュアズ　デンノ
（www.facebook.com/barber.de
nno/)

鍛治町8-7 0198-24-2711

平日9：00～19：
00
土日祝8：30～
18：30

月
第1・3火

自店ポイントカード２倍（団員及び
家族）

花巻市 生活関連サービス
ヘアープラザ　デンノ
（www.facebook.com/hp-
denno/)

西大通り2-1-35 0198-22-0477

平日9：00～18：
30
土日祝8：00～
18：00

月
自店ポイントカード２倍（団員及び
家族）

花巻市
その他（アクティビ
ティ体験）

花巻スポーツランド
http://hanamaki-
spoland.main.jp/

十二丁目1232-1 0198-22-6085 9：00～16：00 無
北上川の水辺体験
北上川の雪上体験
（団員及び同伴者）

豊かな水と緑のフィールドで川の自然体験を楽しんで頂き
ます。
冬は雪上ツーリング、雪遊びを思う存分、満喫出来ます。

花巻市
その他（スポーツ施
設/ゴルフ練習場）

花巻ゴルフガーデン 本館164-8 0198-24-9977 9：00～21：00
年末年始、

お盆

シミュレーションゴルフご利用の方
に屋外練習ボール50球サービス
（団員及びその家族）

花巻北高校の隣にあるゴルフ練習場です。一年中ゴルフ
ができる屋内シミュレーションゴルフを開設しました。ご家
族・カップル・ご友人同士でぜひお越し下さい。

花巻市
その他（自動車整備
工場）

小村田自動車整備工場 材木町8-5 0198-23-2261
日・祝

第2土曜日
整備技術料15％割引、車検整備
時オイル交換無料（団員）

花巻市 その他（宿泊）
結びの宿　愛隣館
https://www.airinkan.com

鉛字西鉛23 0198-25-2619

10：00～13：30
14：00～17：00
（最終受付17：
00）

休館日・受
付除外日

日帰り入浴料　大人1200円→800
円
　　　　　　　　　 小人600円→500円
（団員カード提示者・小人を含む2
名様まで）

部屋食　かまど料理が評判。3つの自家源泉を17種のお
風呂で湯めぐり三昧。マイナスイオンたっぷりの森林浴を
お楽しみください。

花巻市
その他（宿泊、温
泉）

メディカルスパ　花巻トロン
www.spathoron.jp/

湯口字松原76-9 0198-28-2683 9：00～22：00 無 入湯料10％割引（団員）
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花巻市
その他（宿泊、温泉
等）

花巻温泉（ホテル千秋閣、ホテ
ル花巻、ホテル紅葉館）
http://www.hanamakionsen.co.
jp

湯本1-125 0198-37-2111 無

①入浴料の割引（ホテル千秋閣、
ホテル花巻、ホテル紅葉館）　大人
800円→500円　小学生以下400円
→250円
②レストラン等の利用で10%割引
（プロスパー、羽山、café de 蔵）
③宿泊、レストラン等の利用でＴポ
イント2倍付与（各館のフロント、売
店、プロスパー、羽山、café de
蔵）
（団員及び家族4名まで）

日帰り入浴のみの場合付与は
なし

心ときめく贅沢なひととき、五感で楽しむグランドリゾート。
心を癒す効能豊かな多種多彩な温泉をご堪能ください。
本格的な洋食レストランをはじめ、バラ園では、450種、
6000株を超える世界のバラをお楽しみ頂けます。

花巻市 その他（宿泊施設）
悠の湯　風の季
http://kazenotoki.jp

湯口松原36-3 0198-38-1125 無
レストラン10%割引
入浴料100円割引
（団員及び同伴者）

源泉かけ流しの和モダン旅館

花巻市 その他（整体院） ほぐし屋 花城町11-12
090-4311-
7849

9：30～18：30 木
10分無料体験もしくは10分間延長
（団員）

宮沢賢治が設計した花壇を眺めながらの癒しの時間
施術後は茶寮かだんでコーヒーをいただけます

花巻市 その他（染色業）
株式会社　伊藤染工場
http://itousomekoujyou.co.jp

藤沢町391番地 0198-24-3348 8：00～17：00 日・祝日
粗品進呈（団員）
※弊社製造染色商品等

消防袢纏、ズボン、腹かけ、帽子等、各種取り揃えており
ます。

花巻市
その他（摘み取り観
光園）

だいわブルーベリー園
http://www.daiwabb.com/

鍋倉字地森7番地 0198-24-4888 9：00～17：00
無（天候に

よる）

だいわブルーベリー園入園料
大人700円→600円、小学生以下
500円→400円（団員を含む家族5
名）

「造園屋が始めた栽培園」として、その専門知識や技術を
活かし、約3,000株36種類の品種を栽培しています。ま
た、ここでしか販売していないブルーベリー100%のジュー
スやワインも販売しています。

花巻市
その他（電気製品販
売修理、電気工事
設計施工）

株式会社　阿部電設 二枚橋町大通り1-78 0198-26-3004 8：30～17：30
第2・4土曜
日、日、祝

日
購入金額1割引（団員）

花巻市
その他（日帰り温
泉）

ひまわり温泉株式会社
石鳥谷町松林寺第3地割81
番地10

0198-45-6789
9：30～20：00
（火のみ19：00）

無
団員と一緒にいらした方は大人全
て100円引、子供50円引（団員）

マイナスイオンが豊富に含まれており、ＰＨも高く、天然ラ
ドンも含まれている。

花巻市 その他（旅館業）
湯の社　ホテル志戸平
http://www.shidotaira.co.jp

湯口字志戸平27-1 0198-25-2011 8：00～19：00 不定期
日帰り入浴割引
大人500円、子供250円
（団員を含む４名まで）
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花巻市 飲食
源喜屋　花巻本店
https://hanamaki.genkiya.co.jp
/

花城町12-14
（銀河タウン舘坂内１階）

0198-20-2227 17：00～23：00 12/31、1/1
源喜屋サービス券にて10％還元。
（団員）

ブランドポーク「白金豚」をはじめ、みちのくの旬野菜や新
鮮な魚介を使ったお料理を楽しむ事ができ、岩手の地
酒、全国の銘酒や焼酎、酎ハイやカクテル等、計100種類
以上のお飲物を用意しております。

花巻市 小売
有限会社花盛生花店
https://hanamoriseikaten.com
/

末広町2-3 0198-23-3967 9：00～18：00
1月1・2日
8月16日

購入金額の５％割引。（団員）
お誕生日・開店祝い・発表会・歳祝いなどのお祝いのお
花。ご法事・ご仏前・お寺へのお供えのお花や葬儀用生
花を取り扱っております。

花巻市 小売 株式会社ジョイスニッコー 上町6-7 0198-23-5126 8：30～17：30 なし 電池５％割引（団員）
家電販売修理から家まるごとリフォームをうけたまわって
います。

花巻市 小売 有限会社カスイ 直売所 二枚橋5-28 0198-30-2448 10：00～15：00 土日祝
購入金額の８％割引（団員カード
提示者と家族）

ギョーザ、シューマイ、ハンバーグなど、学校給食用に
作っております。スーパーなどには置いておりませんの
で、ぜひ、お越しください。

花巻市 その他（外来入浴） 大沢温泉　湯治屋 湯口字土沢181 0198-25-2315 7：30～20：00
会社規定に

よる
外来入浴割引600円→400円
提示者含め３名様まで

200年続く湯治場で季節を愛でつつ英気を養ってくださ
いっっ！！

花巻市
その他（住宅サービ
ス）

株式会社サンクリーン 太田第５地割74番地 0198-28-2245 8：00～16：30 土日

花巻市内の一般廃棄物収集運搬
10%オフ
家庭ゴミ等の臨時収集
（花巻市在住者）

花巻市 その他（レジャー） 花巻スポーツランド 十二丁目1232 0198-22-6085 9：00～15：00 なし
体験メニュー10％割引
※別途保険料520円

地域愛を育てています。

花巻市 小売 時計・宝石おくやま 吹張町12-11 0198-22-3333
9：30～19：00
10：00～18：30
（日祝）

水曜日

購入金額の10％割引
腕時計電池交換10％割引
※除外品あり
（団員とその家族）

婚約・結婚指輪、パールネックレス、時計、修理

花巻市 小売 サカモト薬局 大通り店 大通り１丁目15-19 0198-24-9196 9：00～18：00 日曜・祝日
1,000円以上（税込）購入者に粗品
サービス（団員カード提示者のみ）

気軽に健康相談できるお店です。
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花巻市 小売 サカモト薬局　健康館 不動町1-2-5 0198-21-5454 9：00～18：00 日曜・祝日
1,000円以上（税込）購入者に粗品
サービス（団員カード提示者のみ）

気軽に健康相談できるお店です。

花巻市 小売 たんぽぽ薬局 二枚橋６地割498-1 0198-26-1755 9：00～18：00
土曜午後
日曜・祝日

1,000円以上（税込）購入者に粗品
サービス（団員カード提示者のみ）

気軽に健康相談できるお店です。

花巻市 小売 サカモト介護レンタル 末広町9-16 0198-22-3711 9：00～18：00
土・日
祝日

1,000円以上（税込）購入者に粗品
サービス（団員カード提示者のみ）

気軽に健康相談できるお店です。

花巻市 小売
ハヤチネフーズ事業本部
「ミルク工房ボン・ディア」

大迫町大迫11-39-4 0198-48-3144 9：30～17：00 年末年始 購入金額の10％割引

ハヤチネフーズの直営店である「ミルク工房ボン・ディア」
には、ここでしか食べられない”ボン・ディアソフト”があり
ます。「飲むヨーグルト」同様、濃厚なソフトクリームをぜひ
味わってください。

花巻市 小売 株式会社花広 上町7-3 0198-24-8187 9：00～18：30
日曜日
（隔週）

もっすポイント２倍

花巻市 小売 カマダ屋 藤沢町235 0198-24-5041 8：00～18：00 全品２割引

花巻市 小売 化粧品のちだ 吹張町12-11 0198-23-2829 10：00～18：30
毎月

4,14,24日

・ 眉スタイリング無料（１回限り）
　　（団員カード提示者と同伴者）
・ もっすポイント２倍
　　（団員カード提示者のみ）

「たのしくきれいに！」をモットーに、昭和21年の創業当初
より営業。大人カワイイ小物等々のぞきに遊びにいらして
ください。

花巻市
小売
その他（ガソリンスタ
ンド）

株式会社宮澤商店
花巻上町スタンド

上町8-22 0198-23-4615 7：30～19：30 年始 会員価格（団員及び家族）

花巻市
小売
その他（ガソリンスタ
ンド）

株式会社宮澤商店
花巻バイパス給油所

下似内17地割81-1 0198-23-4618 7：30～19：30 年始 会員価格（団員及び家族）
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花巻市 小売 いわて生協コープ花巻あうる 南新田288-1 0198-29-4312 9：00～22：00 年中無休

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

花巻市 小売 花調みどり薬局 若葉町３丁目１番８号 0198-22-3777

9：00～18：00
（水・土）9：00～
12：30

日曜・祝日
ドリンク剤20%引　※医薬品を除く
（団員カード提示者のみ）

花巻市 小売
花巻調剤薬局
小舟渡店

坂本町４番５号 0198-23-7665
9：00～17：30
（水・土）9：00～
12：30

日曜・祝日
ドリンク剤20%引　※医薬品を除く
（団員カード提示者のみ）

花巻市 小売 花調きたまん薬局 中北万丁目834番地１ 0198-21-5551

9：00～18：00
（水・土）9：00～
12：30

日曜・祝日
ドリンク剤20%引　※医薬品を除く
（団員カード提示者のみ）

花巻市 小売 花調あさざわ薬局 浅沢100番地７ 0198-21-5550
9：00～17：30
（水・土）9：00～
12：30

日曜・祝日
ドリンク剤20%引　※医薬品を除く
（団員カード提示者のみ）

花巻市 小売 株式会社 風童社 桜町四丁目240番地１ 0198-24-9166 10：00～18：00
１月１日、

２日
購入金額の３％割引
(団員カード提示者のみ）

冠婚葬祭のお返し・プレゼントのご用命はぜひ当店にお
願いします。

花巻市 小売 浅沼時計店 大迫町大迫3-166 0198-48-3328 8：00～18：00 なし
電池交換10％引き
お買い上げ商品10％引き
（団員及びその家族）

時計・メガネの専門店。技術と信用のお店です。

北上市 小売 ブティック丸重 和賀長横川目12-36-7 0197-72-2039 9：00～19：00 日 購入金額の５％割引（団員） 主に衣料品を販売しております。

北上市 小売
株式会社更木ふるさと興社
http://www.saraki-kuwa.co.jp/

更木22-9-2 0197-81-6136 8：00～17：00
土、日、祝

祭日
桑茶全商品10％割引（団員）

岩手の桑葉で作った健康茶です。
ノンカフェインなので、お子様からお年寄りまで安心して頂
けます。
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北上市
その他（電気工事
業）

株式会社横川目電業
http://yokokawamedengyou.co
.jp/

和賀町横川目12-37-8 0197-72-2718 8：00～17：00
第2・4土、
日、祝日

消防団行事での協賛・寄付等
消防団で何か行事を行う時に協賛・寄付等でお役に立て
ればと思います。

北上市 小売 かとう種苗店 諏訪町２丁目4-38 0197-63-7662 8：30～18：00 不定休
種苗3000円以上お買上げの方
5％割引（団員・家族）

当店は、野菜と花の種苗、農薬、農業資材の販売をして
います。他品種も取り寄せいたしています。

北上市 小売
パッケージプラザ北上店
（http://ks-hsystem.jp)

新穀町一丁目7-26 0197-72-8173 9：00～18：00 日・祝 購入金額の５％割引（団員）
パッケージプラザは業者の方も一般の方もご利用いただ
けるお店です。

北上市 小売 北上観光物産館　アクセス 大通り一丁目3-1 0197-61-3075 9：00～19：00 年始 購入金額の５％割引（団員）
北上駅西口から徒歩２分、北上の逸品、スイーツから地
酒、工芸まで幅広い品揃え。

北上市 小売
お菓子の菓だん
（www.yubeshi-kadan.co.jp)

黒沢尻3丁目3-22 0197-72-6953 8：30～18：00 水
1,000円以上のお買上げで、わた
あめ無料（団員（子ども連れ））

小さいですがフレンドリーなお店で、子どもだけが使える
「こどもポイントカード」がございますので、「はじめてのお
使い」にご利用ください。

北上市 小売
花＆器　ぐんきん
（http://www.gunkin.com/)

本通一丁目6-22 0197-64-3127 9：30～18：30 第1・3火 お会計商品代から５％引き（団員）
花と器の専門店。パーソナルギフトから各種慶弔用生花
まで、ご希望に応じてご用意いたします。内祝記念品等
も！

北上市 飲食
スナック　遊名人
（http://www.pmp17.com)

青柳町２丁目3-29　オーロ
パークビル　２Ｆ

0197-65-7555 19：00～0：00 日・祝
焼酎ボトル１本サービス（団員を含
む8名以上のグループ）
カラオケ料金　サービス（団員）

プロ歌手　原田幸二、観音めぐみ　の店です。良い音で気
持ち良くカラオケを楽しめます。キーの設定もプロにお任
せ、歌好きさんが多く集まる店です。プロの歌も聞くことが
出来ます。

北上市 飲食 江釣子屋 上江釣子16-107-1 0197-72-7080
11：30～13：45
17：30～24：00

不定休

８名様以上の「消防団」での予約で
日本酒４合瓶サービス（団員）
ドリンク１杯無料サービス（団員及
び同行者）

私自身も消防団に入っております。職業的になかなか活
動に参加出来ませんが、このような形で少しでも消防団員
として貢献できればと思っております。

北上市 飲食 和風喫茶　手風琴 本通三丁目2-37 0197-63-3661 6：30～18：00 日 飲み会５％off（団員）
18時以降は貸切となります。会議又は会議の後の飲み会
などご利用ください。

北上市 飲食
みどり庵（http://www.green-
hotel.net/）

大通り一丁目11-3 0197-65-5546
11：15～14：00
17：00～21：30

不定休 1人50円割引（団員及び同行者） 昼はそば専門店、夜は居酒屋。
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北上市 飲食
四季の味　枕流亭
（https://chinryutei.jp/)

川岸3-15-20 0197-63-3033
11：30～14：00
17：00～21：00

水・第1火
お会計合計より５％ＯＦＦ（団員を
含む10名まで）

他のクーポン等との併用不可
北上川を一望できる和食処、更科粉100％の十割そば、
いわて四元豚の釜めしが人気です。個室もお気軽にご利
用いただけます。御会食・御法事・お祝事等。

北上市 飲食 一番鮨 花園町二丁目2-13 0197-64-5161
12：00～13：30
17：00～22：00

月 会計５％ＯＦＦ（団員及び家族）
寿司店ですが、色々な料理を用意。宴会なども人気です。
市内の消防団の宴会も多い。

北上市 飲食 韓味屋　とっぽっき 青柳町1-6-21　１Ｆ 0197-64-7771 18：00～24：00
月～木（祝
日を除く）

マッコリ　ボトル１本サービス（団員
を含む5名以上のグループ）

韓国屋台料理を出す居酒屋です。身も心もホットになりま
す。

北上市 飲食 居酒屋　満ちゃん 青柳町二丁目6-36 0197-65-0908 18：00～24：00 日
焼酎ボトル１本サービス（団員を含
む5名以上のグループ）

北上市 飲食
味工房　ゆず
（https://m.facebook.com/)

青柳町2-7-2 0197-64-1221 17：30～23：00 日・祝
お会計より10％割引（団員を含む
グループ）

割引上限額1,000円
コース料理不可

炭火焼とりと季節の創作料理が人気です。

北上市 生活関連サービス マース北上 北鬼柳15-174-1 0197-64-7400 6：00～25：00 第3火
平日入浴料金650円を550円、土・
日・祝入浴700円を600円（団員）

北上市 その他 ファッション北上 上野町二丁目4-53 0197-64-4019 8：30～17：00 土・日・祝
衣類（半天、ズボン等）のほころび
修理（団員）

縫製工場なので、衣類のほころびを修理します。ズボン等
のファスナーを取り換えてあげます。

北上市 飲食
ブランニュー北上　個室レスト
ラン（www.brandnew-k.com)

大通り一丁目10-1 0197-72-7075
11：00～14：30
17：00～21：00

元旦
ソフトドリンク１杯サービス、5,000
円以上飲食の場合　会計５％ＯＦＦ
（団員を含む20名様迄）

仕切られた空間で自由に寛げる

北上市
その他（自動車整
備）

和賀中央サービスセンター 和賀町岩崎28地割5 0197-73-7171 8：30～17：30

車検整備工賃の15％引き・オイル
サービス（団員及び家族）
12月点検の工賃15％引き（団員及
び家族）

他の割引との併用はできませ
ん。

北上市 その他（製造業） 株式会社　佐々木印刷 口内町堰根91-4 0197-69-2111 8：30～17：30 土・日
シール、マスキングテープ10％割
引（団員）

シール、ラベル製造販売　「菜果ラベル」、「連ラベル」、
「ハグレス」
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北上市 その他（旅行業）
東北友愛観光株式会社
（httｐ://yuaikanko.com)

常盤台4-6-72 0197-63-6756 9：00～18：00 土・日・祝
自社主催商品４％引き、宿泊券・
国内海外パッケージ商品２～３％
引き（団員及び家族）

親切丁寧に心を籠めて旅行のお手伝いをさせていただい
ております。旅行についての御相談やお尋ねごとなどが
ございましたら、お気軽にお問合せください。

北上市 その他（宿泊）
グリーンホテル北上
（http://www.green-
hotel.net/）

大通り一丁目11-3 0197-65-5500 年中無休 宿泊料500円割引（団員） 北上駅より徒歩２分、飲み屋街も徒歩１分です。

北上市 その他（建築）
有限会社　トータルリフォーム
サービス

立花20地割25-6 0197-63-6646 8：30～17：30
日・祝・第1

土
工事5万円以上の契約の場合、お
会計３％ＯＦＦ（団員）

私自身、団員歴20数年になります。一人でも多くの新入団
員を確保すること、そして団員の処遇・待遇が改善するこ
とを期待します。

北上市 飲食 焼肉ダイニングまるぎゅう 鬼柳23地割69-1 0197-62-3077

昼：11：00～14：
00
夜：17：00～23：
00

毎月第3月
曜日

ドリンク１杯サービス（ビール・焼
酎・ソフトドリンク）
（団員カード提示者１枚につき２
名）

当店では自社で飼育したきたかみ牛（A4・A5）、米、味噌、
野菜、小麦粉などを使用しています。

北上市 小売 金清堂菓子舗 和賀町横川目12-47-1 0197-72-2447 7：00～19：00 日 お菓子１個サービス（団員）
大正９年創業。地元に愛されるお菓子を、一つ一つ丁寧
に作っております、銘菓「栗まんじゅう」は絶品です！！

北上市
その他（２輪・４輪自
動車販売整備修理
車検）

株式会社ツールボックス 村崎野22地割161番地１ 0197-71-1655 10：00～19：00 日
修理代1万円以上請求時に５％
サービス
（団員）

2輪4輪国産・輸入車の自動車販売整備修理車検の店で
す。輸入車の診断機を完備。2輪オートバイの車検・修理
と除雪機・草刈機などのメンテナンスも行っております。

北上市 小売
さくら染家和の衣さとう
http://www.wanokoromo.com/

鍛冶町1-9-10 0197-64-0843 10：00～19：00
第２・４月曜

日

商品・加工代10％OFF。但し特価、
企画、キャンペーン等は除く。
（団員本人及び配偶者、子供、親）

北上・展勝地の桜で染めた草木染製品（展勝地さくら染・
ハンカチ・ショール・ネクタイ等）の製品販売。プレゼントや
記念品に大好評です。
又、きもの販売及びお手入れ（きもの・バック・靴等の皮製
品・毛皮等）の専門店です。
和物の事なら何なりとご相談下さい。

北上市 小売
株式会社うちむら家具
北上店
https://www.e-kagu.in/

村崎野16-25-1 0197-66-3993 10：00～18：30 なし 購入金額の５％割引。（団員）

北上市 生活関連サービス 北上自動車株式会社 堤ケ丘一丁目8-33 0197-63-4161 8：30～17：00 日曜・祝日

工賃10％オフ（消防団員所有の
車）
車検、法定点検時オイル交換サー
ビス（消防団員所有の車）

オートバイ、福祉車両、大型トラックなどなど、車のことな
らなんでもお任せ！気軽にご相談ください。

北上市
その他（その他の
サービス業）

株式会社東北ビルテック 北鬼柳19地割68番地 0197-65-2518 8：30～17：30 なし
購入金額の５％割引（団員カード
提示者のみ）
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北上市 その他（教育） 自立学習RED　北上教室
中野町2-22-20
クオレアビル2F

0197-72-5166 16：00～21：30 日曜日

入会金無料（小４～中３生）
体験教室５回分無料（小４～中３
生）
※ 同伴者可（兄弟姉妹、ご友人、
ご紹介）

北上市 生活関連サービス 赤帽まるたか運送 柳原町4-13-14-A 0120-72-5338 8：00～19：00 不定休

お引越し10％割引（消防団員及び
ご家族）
チャーター便10％割引（消防団員
の勤務先）

県内全域での発着に対応しております。

北上市
その他（ビジネスホ
テル）

南部ホテル 大通り一丁目9-3 0197-63-4131 年中無休
ご宿泊料金10％割引
ドリンク１本サービス
（団員カード提示者のみ）

きめ細かなサービスで、小さな「宝石」のように優しく、温
かく、きらめくホテルでありたいと努めております。近代設
備と情緒を組み合わせながら、131年の伝統と歴史を守り
続けている当ホテルをよろしくお願いいたします。

北上市 その他（レジャー） 北上市民ゴルフ場 下鬼柳４地割1番地92 0197-67-3011
ドリンク１杯無料（団員カード提示
者のみ）

北上市 生活関連サービス
一般社団法人岩手県交通安
全協会北上支部

上江釣子17-117-1 0197-77-3771 8：30～17：00
土・日・祝
年末年始

車両保険の見積り（任意保険）
（団員とその家族）

現在加入している保険内容と比較する際に活用できま
す。

北上市 小売 ネクサス北上店 北鬼柳18-35 0197-63-8500 10：00～20：00
なし

（年２回棚卸
休業）

店内商品10％オフ（団員カード提
示者、ご家族様）
※ 赤札、他の割引企画、セット商
品などは除く

「専門店としてのこだわり」をキーワードに、各競技ごとに
豊富な品揃えと専門知識をもったスタッフが幅広くサポー
トいたします。

北上市
小売
生活関連サービス

エステ・デトックスサロン
プレジール

川岸３丁目16-32
さくらハウスB

0197-64-6464
10：00～18：00
（受付）

不定休

初回フェイシャル体験
　3,500円 → 2,600円（税別）
初回上半身体験
　6,000円 → 3,000円（税別）
2回目以降ヘッドマッサージサービ
ス（2,000円相当）
※　男性は体験料にプラス1,000円
頂きます。
（消防団員カード提示者含むその
家族）

健康に生きる秘訣!!長息すること!!体をゆるめて深く呼吸す
る。すみずみまで地という栄養がいきわたる。呼吸からは
じまる。エステ・デトックスサロンプレジール!!毒素を出しや
すくする体づくり体感してください。

北上市 小売 呉服のおせい
本通り２丁目2-1
さくら野百貨店２F

0197-61-5631 10：00～20：00
さくら野百貨
店休業日
（年２回）

購入金額の５％割引
※ 一部除外品あり

北上市 その他（建設業） 株式会社千葉匠建設 和賀町藤根13地割244番地1 0197-73-5806 8：00～17：00

日曜及び当
社休日カレ
ンダーによ

る

土地造成、家屋工事等
内容により割引あり

土木・建築・JR関連工事を主とする総合建設業です。

北上市 飲食 水神温泉　湯元東館 和賀町岩崎1-103 0197-73-7297 7：00～20：00
月・木の9時
から12時ま
で入浴不可

焼酎グラス、ビール１杯サービス
（カード保持者の団体全員）
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北上市
小売
その他（ガソリンスタ
ンド）

株式会社宮澤商店
北上常盤台スタンド

常盤台３丁目14-1 0197-63-2261 7：30～19：30 年始 会員価格（団員及び家族）

北上市 小売 いわて生協ベルフ北上
本通り２丁目
ツインモールプラザ東館

0197-65-6622 10：00～20：00 年中無休

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

北上市 飲食 一口茶屋
本通り二丁目２－１
さくら野１階フードコート

0197-61-5625 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ
ソフトクリーム全種類20％引き
（団員を含む５名までのグループ）

たい焼き、たこ焼きを中心としたバラエティーのある和風
ファーストフードの店です。

北上市 飲食 ドトールコーヒー
本通り二丁目２－１
さくら野１階フードコート

0197-61-5624 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ

ブレンドコーヒー・アメリカンコー
ヒー・アイスコーヒーに限り10％
OFF
（団員のみ）

美味しいコーヒーをたててお待ち致しております。

北上市 飲食
サブウェイ
北上ツインモールプラザ店

本通り二丁目２－１
さくら野１階フードコート

0197-61-5611 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ

サンドイッチご注文の方ドリンクS
サービス
（団員を含む５名までのグループ）

多数のメニューからお好きな商品をチョイス。パン５種類、
トッピング、自分好みにお作り致します。お野菜たっぷりで
召し上がれ！

北上市 生活関連サービス
プリントショップ　ｆ
さくら野北上店

本通り二丁目２－１
さくら野２階

0197-61-5650 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ
印刷物オール10％引き
（団員とその同行者）

名刺やハガキ、各種案内状の印刷物を制作致します。個
人から企業までお客様のニーズに対応し、価格もリーズ
ナブル。おまかせください。

北上市 小売
スーパードラッグ アサヒ
さくら野北上店

本通り二丁目２－１
さくら野１階

0197-62-5581 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ

購入金額の５％割引〔対象外商品
あり〕
（団員のみ）

非課税商品、ベビーおむつ、ベビーミルク、カウンセリング
化粧品、ＮＩＤ商品、リポビタンＤは対象外。
医薬品、化粧品をリーズナブルで提供します。

北上市 小売
時計・宝石のマツムラ
さくら野北上店

本通り二丁目２－１
さくら野２階

0197-65-3201 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ

腕時計の電池交換300円引き
※ 店で可能なものに限ります。
（団員のみ）

時計、宝飾品の販売はもちろん、他店で購入の商品の修
理、電池交換も承ります。記念に残る宝飾品はぜひマツ
ムラでお選びください。
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北上市 小売 スクールショップ　さわだ
本通り二丁目２－１
さくら野２階

0197-61-5632 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ

購入金額の５％OFF
※ 学校指定品は除外
（団員及び家族）

学校制服の販売、制服SOSの店です。制服に関するご相
談、リユース（再利用）活動も行っております。

北上市 小売 里麻 さくら野北上店
本通り二丁目２－１
さくら野２階

0197-65-1178 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ
メンバーズカードポイント２倍
（団員と家族・同行者）

婦人服ブランド専門店ミセストレンドを取り揃えておりま
す。お知り合いの方とのご来店をお待ち致しております。

北上市 小売 詩仙堂 さくら野北上店
本通り二丁目２－１
さくら野２階

0197-63-2133 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ
購入金額の10％割引
（団員と家族）

カジュアルにも冠婚葬祭にも流行のないさらりと着心地の
良いちりめんで、おしゃれを楽しみましょう。

北上市 飲食 カフェモニカ
本通り二丁目２－１
さくら野２階

0197-61-5635 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ
全品お会計時５％OFF
（団員含む同行者全員）

大人気なグリーンカレーとスープカレー！定番のナポリタ
ンなどメニューも豊富！サラダ、ドリンクのセットメニューで
お得です。

北上市 小売
OPTIC メガネのマツムラ
さくら野北上店

本通り二丁目２－１
さくら野２階

0197-65-2123 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ

セットメガネ購入で８％OFF
セット以外のメガネ購入で（当店
サービス価格）より10％OFF
（団員と家族）

品質第一！正しいメガネで明るい生活。快適な視生活を
応援します。

北上市 小売
コスメティック ナナオ
さくら野北上店

本通り二丁目２－１
さくら野３階

0197-63-2960 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ

ライトエステまたはサンプルプレゼ
ント
（団員と家族）

かんたんエステ（お一人様１回のみ）メークサービス中！
北上初のオーガニックコスメ「イグニス」はギフトにも！自
分へのご褒美にもいかがでしょう。

北上市 小売
クラフトハート トーカイ
さくら野北上店

本通り二丁目２－１
さくら野３階

0197-65-2212 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ

購入金額の５％OFF
※ 一部除外あり
（団員と家族）

手芸用品各種、豊富な品ぞろえ、その他各種サービスも
ございます。

北上市 小売
オリーブの木
さくら野北上店

本通り二丁目２－１
さくら野３階

0197-61-5639 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ
ご購入お会計時５％OFF
（団員のみ）

「生活の木」のパートナーショップです。スタジオMの食
器、カレルチャペックの紅茶などギフトにも最適。アクセサ
リー、洋服もございます。
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北上市 小売
ファミリー衣料 みずの
さくら野北上店

本通り二丁目２－１
さくら野３階

0197-61-2808 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ

2,000円以上お買い上げで粗品進
呈
(団員のみ)

紳士・婦人から子供・ベビー、寝具などの総合衣料品を
リーズナブルな価格で販売提供しております。

北上市 小売
ライトオン
さくら野北上店

本通り二丁目２－１
さくら野３階

0197-65-2650 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ
購入金額の10％OFF
（団員と家族）

Levi’s、EDWIN、G-STRRAWなどブランドジーンズを豊富
に取り揃えております。メンズ、レディース、キッズを展開、
元気と笑顔で接客いたします。

北上市 飲食 日替り屋 ぱまろ
本通り二丁目２－１
さくら野４階飲食街

0197-61-5633 11：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ

お一人様500円以上のお食事をご
注文のお客様100円引き
（団員含む５名までのグループ）

毎日変わる日替わりメニュー、定食もバランスよくボリュー
ム満点。麺類、ナポリタンなどおすすめ。ご来店お待ち致
しております。

北上市 飲食
KUMAZO商店
さくら野北上店

本通り二丁目２－１
さくら野４階飲食街

0197-61-5628 11：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ
麺類のみ100円引き
（団員含む５名までのグループ）

人気No.1の猛虎タンメン、No.2のこくみそらーめん、あっさ
り系の貝だし塩らーめん、煮干し中華と麺類も豊富に取り
揃えております。

北上市 飲食 軽食喫茶 ピノキオ
本通り二丁目２－１
さくら野４階飲食街

0197-65-2915 11：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ
お会計時５％OFF
（団員含む同行者全員）

おすすめのビッグシリーズ、ビッグカレー、ビッグパフェな
ど挑戦してください。豊富なメニューを取り揃えてお待ち致
しております。

北上市 飲食 ファミリーレストラン ラタン
本通り二丁目２－１
さくら野４階飲食街

0197-61-2722 11：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ
お会計時５％OFF
（団員含む同行者全員）

豊富なメニューでお客様をおもてなし致します。

北上市 飲食 黒沢尻宿 本陣 さくら寿司
本通り二丁目２－１
さくら野４階飲食街

0197-61-5611 11：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ

お食事の方に味噌汁各種より１杯
サービス
（団員含む５名までのグループ）

地産地消にこだわり、米は稲瀬産ひとめぼれ、味噌は西
和賀、わさびは宮守産、可能な限り、北上産、県内産を使
用しております。

北上市
その他（ゲームコー
ナー）

アミューズメントゾーン
さくら野北上店

本通り二丁目２－１
さくら野４階

0197-61-2711 10：00～20：00
さくら野百貨

店と同じ

メダル20枚プレゼント
UFOキャッチャー１回無料
（団員のみ）
※ 他クーポンとの併用はできませ
ん。

ゲームコーナーでストレス発散リフレッシュ！
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北上市 その他（金融） 北上信用金庫　本店 本通り１丁目５－30 0197-63-2307 9：00～15：00
土・日
祝日

消費者ローン貸出金利0.1％減免
（岩手県内消防団員全員 カード提
示者のみ）

免許証等の
本人確認書

類

北上信用金庫は、地域社会の発展と活性化をめざして、
地域社会の一員として、さまざまな活動を展開しておりま
す。

北上市 その他（金融） 北上信用金庫　藤根支店 下江釣子11-75-3 0197-73-5231 9：00～15：00
土・日
祝日

消費者ローン貸出金利0.1％減免
（岩手県内消防団員全員 カード提
示者のみ）

免許証等の
本人確認書

類

北上信用金庫は、地域社会の発展と活性化をめざして、
地域社会の一員として、さまざまな活動を展開しておりま
す。

西和賀町 その他（金融） 北上信用金庫　西和賀支店 川尻40-40-50 0197-82-2220 9：00～15：00
土・日
祝日

消費者ローン貸出金利0.1％減免
（岩手県内消防団員全員 カード提
示者のみ）

免許証等の
本人確認書

類

北上信用金庫は、地域社会の発展と活性化をめざして、
地域社会の一員として、さまざまな活動を展開しておりま
す。

北上市 その他（金融） 北上信用金庫　常盤台支店 常盤台2丁目13-28 0197-63-6171 9：00～15：00
土・日
祝日

消費者ローン貸出金利0.1％減免
（岩手県内消防団員全員 カード提
示者のみ）

免許証等の
本人確認書

類

北上信用金庫は、地域社会の発展と活性化をめざして、
地域社会の一員として、さまざまな活動を展開しておりま
す。

北上市 その他（金融） 北上信用金庫　大堤支店 大堤南1丁目4-23 0197-67-2332 9：00～15：00
土・日
祝日

消費者ローン貸出金利0.1％減免
（岩手県内消防団員全員 カード提
示者のみ）

免許証等の
本人確認書

類

北上信用金庫は、地域社会の発展と活性化をめざして、
地域社会の一員として、さまざまな活動を展開しておりま
す。

北上市 その他（金融） 北上信用金庫　北上駅前支店 大通り2丁目3-4 0197-65-3281 9：00～15：00
土・日
祝日

消費者ローン貸出金利0.1％減免
（岩手県内消防団員全員 カード提
示者のみ）

免許証等の
本人確認書

類

北上信用金庫は、地域社会の発展と活性化をめざして、
地域社会の一員として、さまざまな活動を展開しておりま
す。

北上市 その他（金融） 北上信用金庫　柳原支店 柳原町2丁目1-54 0197-63-2244 9：00～15：00
土・日
祝日

消費者ローン貸出金利0.1％減免
（岩手県内消防団員全員 カード提
示者のみ）

免許証等の
本人確認書

類

北上信用金庫は、地域社会の発展と活性化をめざして、
地域社会の一員として、さまざまな活動を展開しておりま
す。

北上市 その他（金融）
北上信用金庫　むらさきの支
店

村崎野15-268-4 0197-66-3133 9：00～15：00
土・日
祝日

消費者ローン貸出金利0.1％減免
（岩手県内消防団員全員 カード提
示者のみ）

免許証等の
本人確認書

類

北上信用金庫は、地域社会の発展と活性化をめざして、
地域社会の一員として、さまざまな活動を展開しておりま
す。
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北上市 その他（金融） 北上信用金庫　東支店 黒沢尻2丁目4-13 0197-63-8511 9：00～15：00
土・日
祝日

消費者ローン貸出金利0.1％減免
（岩手県内消防団員全員 カード提
示者のみ）

免許証等の
本人確認書

類

北上信用金庫は、地域社会の発展と活性化をめざして、
地域社会の一員として、さまざまな活動を展開しておりま
す。

北上市 小売 メガネの松村　本店 本通り2丁目3-43 0197-64-6121 10：00～18：30 水曜日

メガネレンズ　サービス価格から
10％OFF
セットメガネ一式 ８％OFF
（団員カード提示者１名につき同伴
者5名まで）

メガネ専門店ならではの豊富なレンズとフレームの種類を
取り揃えております!!アフターサービスも充実しておりま
す。

北上市 飲食 隠家　北上店
大通り1-3-1
北上開発ビル地下１階

0197-72-5440 17：00～24：00 不定休

・プチデザートサービス
・飲み放題の方はバージョンUP
サービス
（上記どちらか１つを団員カード提
示　５名まで）

当店は北上駅から徒歩１分！宴会や飲み会はもちろん、
２次会やお食事にも最適！ジャンルにとらわれない美味し
い料理とお酒をご提供します。

北上市 その他（レジャー） 北上ヤングボウル 柳原町２丁目３番３号 0197-65-1231 10：00～24：00 無

グループ全員を学生料金とし、更
に合計金額よりお一人様100円引
き<優待料金>
（団員カード提示者含むグループ
全員）

北上市 小売
川尻石油株式会社　横川目給
油所

和賀町横川目11-208-22 0197-72-2004 7：00～19：00 元日 現金フリー単価から２円引き

久慈市 飲食
Highball Bar & Dining
KENSOH

中央３丁目32番地
田高ビル１F

0194-66-8668 11：00～0：00 月曜日
お会計金額から５％割引（団員
カード提示者及びグループ全員）

気軽な雰囲気で食事とお酒を楽しんでいただけます。
ランチもやっています。
県内の社会貢献に積極的に取り組んでいます。

遠野市 小売

メガネのおくやま　とぴあ遠野
店
（http://www.megane-
okuyama.com/）

新穀町1-11 0198-68-0731 9：30～19：00 不定休
購入金額の５％割引（団員及び家
族）

ホームページを御覧ください。

遠野市 飲食 宝介　遠野店 松崎町白岩1-10-6 0198-60-2320 11：00～19：45 月曜日 手作りギョーザ（５ヶ）　１皿
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遠野市 飲食 山小屋 東舘町10-5 0198-62-2284 11：30～20：00 不定休 コーヒーかジュース（食事の方）

遠野市 小売、飲食 ジンギスカンのあんべ 早瀬町二丁目４番12号 0120-029834 10：00～19：00 木曜日
ソフトドリンク１杯無料（飲食）（団
員カード提示者１名につき５名様ま
で）

当店は「遠野ジンギスカン元祖の店」として美味しいジン
ギスカンをご提供できる様、日々努めております。ご来店
お待ちしております。

一関市 その他（入浴）
ゆファミリーレストラン古戦場
http://kosenjyo.sakura.ne.jp/i
ndex.html

赤萩字堺78番地の２ 0191-25-2500 10：00～21：30 年中無休
入浴料100円引（団員１名につき同
伴者１名まで）

一関インター近くの入浴と食事が楽しめる店です。
子供から大人まで満足できるメニューが盛り沢山！

一関市 飲食 お食事処やまじん 中里字沢田359-159 0191-23-2261
11：00～14：00、
17：00～20：00

日 飲食代100円引き（団員）
当店は、岩手県産石臼挽き粉使用「十割そば」、名物「も
つ鍋定食」で好評をいただいております。お食事、ご会
合、ご宴会等でのご利用をお待ちしております。

一関市 飲食
蔵元レストラン　世嬉の一
（www.sekinoichi.co.jp)

田村町5-42 0191-21-1144
ドリンク１杯無料（団員及び同行者
１名）

大正時代の酒造を改築したレストランの中で、一関のハレ
の食、地ビール、地酒を味わえます。

一関市 その他（動物病院）
ほんご動物病院
http://www.hongo-
animal.com/

萩荘字金ヶ崎49-1 0191-32-1013 9：00～19：00
日、祝日の

午後

現金でのお会計時５％割引。
現金以外でのお会計時２％割引。
（団員及び家族）

僕も消防団員です。団員は仲間だと思っております。ペッ
トのことでお困りの際はご相談下さい。
（院長　本江玄佳）

一関市 小売 中上屋 千厩町千厩字町203 0191-52-2408 8：30～19：30 なし 購入金額の10%割引。（団員） 文具、事務用品の専門店です。

一関市 小売
株式会社フジテック岩手
http://fti.co.jp/

藤沢町藤沢字大母216-9 0191-63-3194 8：30～17：30 不定休 粗品贈呈。（団員）
様々なサービスで地域のお客様を支えています。
車、農機具の販売、修理の他、水道工事や土木工事もし
ています。

一関市 飲食
一関市役所２階食堂
なのはな亭

竹山町７番２号
一関市役所２階

0191-23-2261 11：30～14：00 土日祝日
お食事された方コーヒー１杯無料。
（団員）

当店は、市内中里で営業しているお食事処「やまじん」の
姉妹店となります。30年４月から営業を開始しました。末
永くご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
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一関市 その他（宿泊） かんぽの宿一関 厳美町字宝竜147-5 0191-29-2131
10：00～21：00
（受付20：00ま
で）

年１日
（不定休）

日帰り入浴料100円引き。
（団員カード提示者1名につき、同
伴者3名まで。）

多彩な湯舟をお楽しみいただけます。
露天風呂からは秀峰、栗駒山の四季折々の変化が楽し
めます。

一関市 その他（宿泊）
いつくし園
http://www.itsukushien.co.jp/

厳美町字南滝ノ上15番地 0191-29-2101 11：00～16：00
日帰り入浴料通常600円を、大人、
小人とも100円引き。（団員含めた
４名まで。）

伊達藩藩主伊達政宗公が「我が領内に二大景勝地あり」
と称した一つ北の厳美渓。当館はそのほとりに建ち、渓流
から続く芝生と竹林に囲まれた日本の宿。

一関市 その他（温泉旅館） 山王山温泉　瑞泉郷 厳美町字下り松65-2 0191-39-2031 宿泊者にドリンク１杯無料。（団員）
栗駒山の麓にあり自然に囲まれた宿。自噴の１００%の温
泉をお楽しみ下さい。

一関市 小売 Yショップ一関萩荘店 萩荘字岩城282-7 0191-24-3005 7：00～20：00 不定期
一般商品購入時及びクリーニング
会計時、缶コーヒーサービス。（団
員）

一関市 小売 菅原畳店・川崎製畳 川崎町薄衣字諏訪前 0191-43-2309 8：00～17：00
購入金額の５％割引。（団員とそ
の家族）

一関市 その他（旅館）
須川高原温泉
http://www.sukawaonsen.jp/

厳美町字祭畤山国有林46林
班ト

0191-23-9337 9：00～16：00 水 入浴500円。（団員）

一関市 小売 有限会社松勘商店 赤萩字雲南172-2 0191-25-5300 8：30～17：15
精米・製粉・選別等の加工料金
10％OFF。農薬・肥料等販売個別
サービス対応。

平成２年入団現役消防団員がおります。ぜひお気軽にお
問合せください。農作物消費拡大と地域農業の発展に貢
献いたします。

一関市
小売
飲食

大福屋 大町6－31 0191-23-3566
9：30～17：00
麺類等は12：00
～

不定休

麺類注文の方にお好きなだんご1
本
（団員カード提示者１名につき同伴
者１名まで）

だんご、大福をはじめ、季節の味をどうぞ！
ラーメン、うどんなども創業以来のこだわりが！
売り切れ次第終了。

一関市 その他（公共施設）
一関市博物館
https://www.city.ichinoseki.iw
ate.jp/museum/

厳美町字沖野々215-1 0191-29-3180 9：00～17：00

毎週月曜日
（祝日の時

は翌日）、年
末年始、資
料整理のた
めの休館日

入館料無料（団員カード提示者本
人及び同伴者１名まで）

提示者は、カードの交付を受け
た団員本人であること。

日本刀の起源の一つとされる「舞草刀」を中心とした刀
剣、外国の影響を受けずに発達した数学「和算」などの展
示をしています。
各種イベントや企画展、庭園の四季折々の風景もお勧め
です。

一関市 小売
ファミリーマート
フレンドボックス花泉店

花泉町涌津字二ツ檀７番地
１

0191-82-2113 24時間営業

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）
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一関市 小売
ファミリーマート
岩手川崎店

川崎町薄衣久伝38-8 0191-36-5588 24時間営業

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

一関市 小売
いわて生協
コープ一関ＣＯＬＺＡ

石畑3-1 0191-26-3331 9：00～22：00 年中無休

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

一関市 小売
ファミリーマート
一関峯下店

狐禅寺峯下83-6 0191-21-2560 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

一関市 小売
ファミリーマート
東山町長坂店

東山町長坂東本町318-1 0191-35-3115 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

一関市 小売
ファミリーマート
岩手ふじさわ店

藤沢町藤沢仁郷2-12 0191-61-1866 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

一関市 小売
ファミリーマート
一関千代田店

千代田町266-2 0191-31-1125 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

一関市 小売
ファミリーマート
岩手一関インター店

赤荻字月町197番2 0191-33-2445 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

一関市 小売
ファミリーマート
一関東山店

東山町長坂字町417 0191-35-3001 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

一関市 小売
ファミリーマート
岩手千厩店

千厩町千厩字舘山4番地1 0191-51-3011 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

一関市 小売
ファミリーマート
一関二高前店

赤荻字下谷地134-1 0191-33-1571 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）
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一関市 小売
ファミリーマート
一関赤荻店

赤荻字桜町129番地5 0191-33-2657 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

一関市 小売
ファミリーマート
やまだい大東町店

大東町摺沢字石倉40-6 0191-75-2176 6：00～24：00 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

陸前高田市 その他（住宅設備） 金野設備株式会社 米崎町字和方119番地9 0192-54-4843 8：00～17：00
日曜
祝日

水廻り用商品購入金額の10％割
引
粗品進呈
（団員カード提示者）

上下水道・給水ポンプ・住宅衛生設備工事・浄化槽設備
工事・土木工事・安心生活のお手伝い。
困ったときの相談相手にお気軽にお電話下さい。

陸前高田市 飲食 ばばばぁそふと
高田町字荒町56-3
浄化槽保守点検スタビール

0192-55-5538 9：00～19：00 不定休
そふとクリーム30％割引（団員カー
ド提示者）

水と空の連なる高田の海の風に吹かれて育ったりんごソ
フトクリームを是非ご賞味ください。

陸前高田市 小売
ファミリーマート
高田竹駒十日市場店

竹駒十日市場243-1 0192-55-2580 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

陸前高田市 小売
ファミリーマート
高田米崎町店

米崎町西風道226-1 0192-55-2866 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

釜石市 小売
有限会社レンズセンターコ
ティー

大町2丁目1番22号 0193-22-4412 9：30～18：30 無 眼鏡一式10％ＯＦＦ（団員） セット品除外

釜石市 飲食 飲みすぎ
大町1-53-1（釜石漁火酒場
かまりば内）

0193-31-1230 17：00～23：00 月 ドリンク１杯サービス。（団員） 【旨い酒の肴‼】カウンター８名程度の小さなお店です。

二戸市 飲食 森ちゃん 石切所字枋ノ木24-3 0195-23-8920 18：00～23：00 不定休
飲食代５％割引。（団員及び同伴
者５名まで）

30年以上焼肉店をして営業しています。
息子の同級生が消防団として頑張っているので是非応援
したいです!!

八幡平市 小売
セブン-イレブン
八幡平野駄店

野駄21-220-2 0195-64-1164 年中無休

1,000円以上のお買い上げを
nanacoカードでお支払いいただい
た方に、７カフェホット（R）を１杯
（団員）

切手、公共料金、PSAカード等
一部商品を除く。
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八幡平市 小売
セブン-イレブン
八幡平バイパス店

大更36-469-1 0195-75-1128 年中無休

1,000円以上のお買い上げを
nanacoカードでお支払いいただい
た方に、７カフェホット（R）を１杯
（団員）

切手、公共料金、PSAカード等
一部商品を除く。

八幡平市 小売 エネオス平館給油所 平館10-31-1 0195-74-2327 7：30～19：00 年始３日

給油価格が会員価格+ポイント付
与（団員）
プロパンガス特別価格で御提供
（団員及び家族）

創業半世紀以上に亘りガソリンスタンド業務の他、プロパ
ンガス、Ａ重油等の燃料全般を取り扱っております。自動
車販売。カーリース等や住設機器の御相談も承ります。

八幡平市
その他（漆器製造販
売）

安比塗漆器工房
http://www.appiurushistudio.c
om/

叺田230番地 0195-63-1065 9：30～17：00 月
工房オリジナル商品５％オフ。（団
員）

安比塗は、漆本来の良さを活かした、使いやすい漆器を
作っています。普段使いにも最適です。

八幡平市 その他（文化施設） 八幡平市博物館 叺田230 0195-63-1122 9：00～16：30
月（祝日の
場合は翌平

日）

入館料免除。
（団員（含むはんてん着用者））

八幡平市は古くから秋田県へ通ずる鹿角街道が縦貫する
交通の要衝でもあり、独特の文化を育んできました。当館
では歴史と文化をテーマに、木地や漆器、また民具や田
山暦などを展示しています。

八幡平市
その他（日帰り入浴
施設）

綿帽子温泉館あずみの湯 細野436-9 0195-72-6811
10：00～21：00
（最終受付20：
00）

第3木曜日 入浴料10％OFF。（団員）
安比高原の麓にある日帰り温泉入浴施設です。泉質はナ
トリウム炭酸水素、塩化物泉で柔らかく肌にやさしいお湯
です。

八幡平市 小売 株式会社小田島商店 松尾23-10-3 0195-74-3025 8：00～20：00
サキちゃんポイント、粗品贈呈。
（団員）

八幡平市 飲食 たかはし食堂 平舘25-47-6 0195-74-2232
11：00～14：00
17：00～21：00

月
ドリンク１杯無料又は飲食代割引。
（団員）

八幡平市 生活関連サービス
温泉ゲストハウス　やすもり
https://onsen.eyado.net/

松尾寄木
1-618-11

070-4462-
6089

16：00～22：00 不定休
タオル貸与＆歯ブラシサービス
（団員カード提示者1名につき、同
伴者１名まで）

※他サービスとの併用不可
名湯名高い松川温泉より引湯した源泉かけ流しの個室温
泉宿。静かな場所で湯っくりお過ごしください。

八幡平市 その他（旅館）
いこいの村岩手
https://www.ikoi-iwate.co.jp/

平笠24-1-4 0195-76-2161 6：30～22：00
日帰り入浴50円引き（550円を500
円）。（団員）

北東北観光の拠点に西根インターから５分の好立地。観
光・会議・スポーツ合宿に。日帰り入浴可。
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八幡平市 小売 いわて生協ベルフ八幡平 大更第18地割88-14 0195-68-7235 9：00～22：00 年中無休

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

奥州市 小売
有限会社カーシー
http://www.car-see.com/

前沢区白山字籠林6-1 0197-41-3788 9：00～18：00 日・祝
エンジンオイル交換50%ＯＦＦ、新
車購入時オプションクーポンサー
ビス(団員）

車検証、運転
免許証

くるまのフルサポート集団カーシーでは、団員やそのご家
族の愉しいカーライフをお手伝いします。お気軽にご用命
くださいませ。

奥州市 小売 佐富酒店 胆沢区南都田字塚田34 0197-46-2611 7：00～19：00 無
ふくちゃんポイント2倍（団員及び
家族）

佐富酒店のオリジナルな酒、いろいろ、あります。
地酒いろいろあります。

奥州市 小売 有限会社サンエー花店 江刺区杉ノ町2-9 0197-35-1031 9：00～19：00 無 購入金額の10%割引（団員） お花のことならなんでもご相談下さい。

奥州市 小売 ときわ園茶舗 水沢区字寺小路2 0197-25-7337 8：00～18：00 購入金額の10%割引（団員） 定価商品は除く お茶を通してゆとりの時間

奥州市 小売
肉のちだきゅう　アスティ店
http://www.chidakyu.com

前沢区字駅東2丁目8-1 0197-56-4335 9：00～18：00 木 5%割引（団員） 一部商品は除く 前沢牛販売40年。お客様に喜ばれるをモットーに！！

奥州市 小売 あぐりキッズ 胆沢区南都田字本木127 0197-46-2632 10：00～18：00 水
食事お一人につき100円引（団員・
家族）

地域の方々が集い、語らう場所の提供をめざしておりま
す。
子供達に安全な食材を提供致しております。

奥州市 小売 野々車製麺 前沢区生母字日向76-1 0197-56-2936 8：00～18：00 不定休
小売価格の10%引き（団員及びそ
の家族）

うどん、そうめん、そばなどの乾麺製造販売店です。
御中元、御歳暮等、贈答品にご利用下さい。バラ売可

奥州市 小売 振袖　マイン 水沢区赤土田14-1 0197-51-6660 10：00～18：30 水 振袖10％ＯＦＦ（団員及び家族）
問屋直営の振袖セレクトショップです。リーズナブルプライ
ス、豊富な品揃え。「見比べてください」
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奥州市 飲食 絵馬 水沢区新小路21-9 0197-23-2947 17：00～23：00 日
お通しサービス（団員及び同行者
２名まで）

奥州市 飲食 スナック　藤 水沢区寺小路2 0197-24-8969 20：00～2：00 日・祝日 会計の2割引き（団員）

奥州市 飲食 スナック　美 江刺区川原町4-21 0197-35-3998 17：00～24：00 水
10名様以上で焼酎１本サービス
（団員）

カラオケでスロットＢＡＲでドリンク１杯サービス！「777」で
ボトル1本サービス！いろんな盛り上げグッズも有って楽
しめます。

奥州市 飲食 サービスエリア　あたご駅 胆沢区若柳字愛宕488-1 0197-47-4670 10：00～18：00 火
飲食代10％割引（団員及び同行
者）

コーヒー、ラーメン、お好み焼き、すいとん料理、カレーす
いとん、定食など

奥州市 生活関連サービス 小原設備 胆沢区南都田字大持88 0197-46-2701 8：00～17：30 日
工事見積無料
ドリンクサービス
（団員）

奥州市 生活関連サービス 三浦自工 前沢区字七日町裏120-1 0197-56-5410 8：30～17：00 木・祝

トイレットペーパー12ロール入り×
1　※12ヶ月点検入庫
トイレットペーパー　12ロール入り
×3　※車検入庫
（団員）

奥州市 生活関連サービス
フォトスタジオ近代社
http://photo.oshushi.com/

水沢区中城9-1 0197-24-1140 9：00～19：00 無

1　スピード証明写真　5×4cmまで
￥1,640→￥1,400
２　記念写真撮影でフォトカードプ
レゼント※ラミネート仕上げ
￥1,980相当
（団員及び家族）

写真だけの結婚式、衣装・美容のフルセットで好評撮影
中！1953年より皆様の思い出づくりのお手伝いをしてい
ます。
人生節目のスタジオ記念写真、出張撮影、証明写真承り
ます。

奥州市 その他
丸上建設株式会社
http://www.marujyo.jp

胆沢区南都田字濁川39番地 0197-46-2410 8：00～17：00 日・祝日 粗品プレゼント（団員）
地域の皆様が安心できる暮らしのパートナーを目指して
おります。
土木工事・水道工事・浄化槽設置工事等承ります。

奥州市
その他（ガソリンスタ
ンド）

水沢燃料センター 水沢区東大通1-8-17 0197-24-8800 7：30～19：30 元旦
ボックスティッシュ等贈呈（団員及
び家族）

私たちは、地域農業を支える石油・自動車事業を通し、営
農支援事業の軸となり、地域社会の発展に貢献します。
ガソリンスタンド、洗車、宅配、車検・点検、新車・中古車
のご購入は、お近くの協同サービスのお店まで！
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奥州市
その他（ガソリンスタ
ンド）

前沢燃料センター 前沢区七日町裏55 0197-56-2156 8：00～18：30 日、元旦
ボックスティッシュ等贈呈（団員及
び家族）

私たちは、地域農業を支える石油・自動車事業を通し、営
農支援事業の軸となり、地域社会の発展に貢献します。
ガソリンスタンド、洗車、宅配、車検・点検、新車・中古車
のご購入は、お近くの協同サービスのお店まで！

奥州市
その他（ガソリンスタ
ンド）

小山燃料センター 胆沢区小山字峠46-5 0197-47-0717 7：00～19：00 元旦
ボックスティッシュ等贈呈（団員及
び家族）

私たちは、地域農業を支える石油・自動車事業を通し、営
農支援事業の軸となり、地域社会の発展に貢献します。
ガソリンスタンド、洗車、宅配、車検・点検、新車・中古車
のご購入は、お近くの協同サービスのお店まで！

奥州市
その他（ガソリンスタ
ンド）

南都田燃料センター 胆沢区南都田字本木165 0197-46-2162 7：00～19：00 日、元旦
ボックスティッシュ等贈呈（団員及
び家族）

私たちは、地域農業を支える石油・自動車事業を通し、営
農支援事業の軸となり、地域社会の発展に貢献します。
ガソリンスタンド、洗車、宅配、車検・点検、新車・中古車
のご購入は、お近くの協同サービスのお店まで！

奥州市
その他（ガソリンスタ
ンド）

池田燃料センター 衣川区池田西28-1 0197-52-3515 7：00～19：00 元旦
ボックスティッシュ等贈呈（団員及
び家族）

私たちは、地域農業を支える石油・自動車事業を通し、営
農支援事業の軸となり、地域社会の発展に貢献します。
ガソリンスタンド、洗車、宅配、車検・点検、新車・中古車
のご購入は、お近くの協同サービスのお店まで！

奥州市
その他（ガソリンスタ
ンド）

前沢自動車センター 前沢区古城字東見寺下12 0197-56-5220 8：30～17：30 元旦
ボックスティッシュ等贈呈（団員及
び家族）

私たちは、地域農業を支える石油・自動車事業を通し、営
農支援事業の軸となり、地域社会の発展に貢献します。
ガソリンスタンド、洗車、宅配、車検・点検、新車・中古車
のご購入は、お近くの協同サービスのお店まで！

奥州市
その他（ガソリンスタ
ンド）

小山自動車センター 胆沢区小山字峠116 0197-47-2329 8：30～17：30 元旦
ボックスティッシュ等贈呈（団員及
び家族）

私たちは、地域農業を支える石油・自動車事業を通し、営
農支援事業の軸となり、地域社会の発展に貢献します。
ガソリンスタンド、洗車、宅配、車検・点検、新車・中古車
のご購入は、お近くの協同サービスのお店まで！

奥州市
その他（ガソリンスタ
ンド）

衣川自動車センター 衣川区古戸15-1 0197-52-4062 8：30～17：30 元旦
ボックスティッシュ等贈呈（団員及
び家族）

私たちは、地域農業を支える石油・自動車事業を通し、営
農支援事業の軸となり、地域社会の発展に貢献します。
ガソリンスタンド、洗車、宅配、車検・点検、新車・中古車
のご購入は、お近くの協同サービスのお店まで！

奥州市 その他（建設業） ワールド設備機器 胆沢区小山字峠27-1 0197-47-1572 8：00～17：00 日・祝
工事範囲外の漏水点検、建物の
水圧確認（団員）

小さな工事から大きな工事まで、心を込めて対応します。
気軽にお声かけください。
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奥州市
その他（自動車学
校）

株式会社　江刺自動車学校
（岩手ドローンスクール）
http://www.esashi-ds.jp

江刺区愛宕字梁川34番地1 0197-35-1237 8：40～17：00

年間カレン
ダーによる
（概ね月曜

日）

自動車教習料金（通常分）の5%引
（団員）
ドローン講習料から入学金免除
（団員）

労働局長登録講習は除く
当ドローンスクールは、全国の自動車学校で初めて開校
認可を受けたスクールで県内のドローンスクール第1号で
す。防災上の御協力も出来ますので、御相談ください。

奥州市
その他（自動車教習
所）

有限会社　水沢自動車学校
http://www.mizusawa-
ds.com/

水沢区大鐘町三丁目1番地 0197-25-5158 9：00～19：40
当校カレン
ダーによる

適性検査料、写真代サービス（団
員及びその家族）

他の割引との併用不可
取得車種によ
り、住民票、

免許証

水沢自動車学校は、奥州市内では、最多車種の教習を
行っています。
「無事故を願う親の心で教習」をモットーに皆様をお待ちし
ております。

奥州市 その他（造園） 松造園
江刺区伊手字松ノ木田14-
13

0197-39-3427 8：00～17：00 日 工事代金1割サービス（団員）

奥州市 その他（不動産業）
有限会社菅勝不動産
http://sugakatsu.co.jp

水沢区南町5番22号 0197-24-1717

平日9：00～18：
00
土曜9：00～17：
00

日・祝 仲介手数料12%ＯＦＦ（団員） 運転免許証
地域一番店を目指し、皆様の快適な暮らしをサポート。
不動産のことなら何でもＯＫ　お気軽にご相談ください。

奥州市
小売・その他（自動
車整備、レンタカー、
新車・中古車販売）

（有）羽田自動車整備工場 水沢区羽田町駅前2-56 0197-25-2570 8：30～17：30
日・祭日・第

2土曜日
車検・点検の基本料金の10%割引
（団員）

地元での安全安心を守る消防団の皆様を、心から応援し
ます。

奥州市 小売 井上スポーツ株式会社 江刺西大通り10-13 9：00～19：00 不定休
オリジナルウェア、シューズ、購入
時割引
※ 商品により割引率が異なります

奥州市 小売 有限会社なめしだや商事 胆沢若柳字一本松204 0197-46-4435 7：30～6：00 日曜日
ポイント３倍（団員カード提示者の
み）

奥州市 生活関連サービス とこやさん やなぎ 江刺大通り3-17 0197-35-4840 8：30～18：00 月曜日
当店ポイント２倍（団員カード提示
者のみ）

髪とお肌の健康にとことんこだわり、上質のヘアケア剤、
スキンケア剤を使用しているファミリーサロンです。

奥州市 飲食 スナック美和 水沢寺小路6 0197-23-8084 19：00～1：00 日曜日
ドリンク１杯無料（団員カード提示
者１名で同伴者５名まで）

明るく楽しいスタッフが皆様をお待ちしています。
（50名様まで利用できます）

奥州市 その他（製造業） 株式会社アッシュブラウン 胆沢小山字尼沼21-4
090-8924-
2210

8：30～17：00
日曜日
祝日

コーヒー又はドリンクサービス（団
員カード提示者１名につき複数人
OK）

私は、会社経営以外に県警の嘱託警察犬の捜査・捜索
員も兼ねており、行方不明者捜索時には、消防団の方々
とも同行して仕事をする場合が多く、様々な形で協力でき
れば有難いです。
応援しておりますので、頑張ってください。
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奥州市 小売 菅慶商店 江刺米里字人首町62番地 0197-38-2322 7：00～19：00 なし
購入金額の５％割引（団員、来店
者）

農村百貨商店は、創業百年以上の老舗、なんでも屋で
す。過疎化が進んでいる今、村の存続を願って、消防団を
応援して、村の安全安心に協力する店として頑張っていま
す。

奥州市 生活関連サービス 佐藤晃信税理士事務所 水沢羽田町駅前2-81-2 0197-22-5208 8：30～18：00
土・日
祝日

税金の無料相談（団員本人、家
族）

地域の皆様を大事にしたい税理士事務所です。

奥州市
その他（自動車運転
教育）

前沢自動車学校 前沢字河ノ畑175 0197-56-2131 9：00～17：30
水曜日

GW、お盆
年末年始

・ 入学金30％引き（消防団員本
人）
・ 紹介料進呈（入校者と同伴の
上、紹介者本人の団員カードを提
示）
　　普通車・準中型車5,000円
　　中型車、二輪車3,000円

普通車・準中型車、中型車、大型自動二輪車、普通自動
二輪車、高齢者講習、地域及び職場の交通安全教室実
施。お気軽にお問合せください。

奥州市
飲食
生活関連サービス

うたたねカフェ さくらの湯 水沢佐倉河字明神堂27番地 0197-51-6211 10：00～21：30
毎月第３
水曜日

入館料100円引（団員カード提示
者のみ）

温泉だけじゃない！休憩や食事など館内でゆっくり過ごせ
る温泉カフェ。
セルフの淹れたてコーヒーやPCコーナー、フリーWi-Fiや
コミック２千冊など、無料サービスも充実。
自社農園産そば粉の「十割そば」がおすすめ。

奥州市 小売 いわて生協コープアテルイ
水沢佐倉河字東沖ノ目123
番地

0197-51-0088 9：00～22：00 年中無休

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

奥州市 飲食 いなか料理　おふくろ 胆沢若柳字愛宕183 0197-49-2965 11：00～14：30
毎週

水・木曜日

昼のお食事代　10％引き
夜の食事コース １名につき300円
引き
（団員及び家族）

昨年10月にリニューアルオープンし、手打ちうどん、すいと
んがメインのいなか料理屋になりました。
夜は予約限定でコース料理をお出ししております。

奥州市 小売
ファミリーマート
江刺岩谷堂

江刺豊田町１丁目6-1 0197-35-7533 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

奥州市 小売
ファミリーマート
江刺西大通り

江刺西大通り8-3 0197-31-0856 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

奥州市 小売
ファミリーマート
前沢北

前沢あすか通り３丁目10番
地2

0197-56-3884 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）
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奥州市 小売
ファミリーマート
奥州江刺桜木通り

江刺岩谷堂字南八日市400
番地1

0197-35-0121 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

奥州市 小売
ファミリーマート
江刺谷地

江刺愛宕字谷地28番地 0197-31-1230 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

奥州市 小売
ファミリーマート
水沢佐倉河

水沢佐倉河字石橋7-7 0197-22-4515 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

奥州市 小売
ファミリーマート
水沢秋葉町

水沢秋葉町97-1 0197-51-8100 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

奥州市 小売
ファミリーマート
水沢釜田

水沢字内匠田47-1 0197-51-6685 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

奥州市 小売
ファミリーマート
江刺愛宕

江刺愛宕字橋本232番1 0197-35-0170 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

奥州市 小売
ファミリーマート
胆沢病院前

水沢桜屋敷516-1 0197-51-7205 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

奥州市 小売
ファミリーマート
水沢公園大通り

水沢中上野町11番35号 0197-51-1113 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

奥州市 小売
ファミリーマート
奥州水沢桜屋敷

水沢字桜屋敷西1番地1 0197-22-2315 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

奥州市 小売
ファミリーマート
奥州水沢大手町店

水沢大手町五丁目4番地3 0197-24-2200 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）
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奥州市 小売
ファミリーマート
水沢東中通り

水沢東中通り二丁目4-21 0197-51-6581 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

奥州市 小売
ファミリーマート
水沢西関田

水沢佐倉河西関田22-5 0197-51-8900 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

滝沢市 生活関連サービス
理容パンダ滝沢ニュータウン
店

鵜飼向新田7-174 019-687-4327 9：00～18：30
毎週月曜

日・第３火曜
日

理容技術料金500円割引（団員） 他割引との併用不可
滝沢市消防団に所属してますので、災害出動の際は、閉
店して出動するときがあります。

滝沢市 飲食 かつ壱大釜店 大釜字塩ノ森167-1 019-687-5141 11：00～22：00 なし
ドリンクバー無料（団員カード１名
につき同伴者５名まで）

定食は、ご飯・みそ汁・キャベツ等お替り無料です。

滝沢市 小売 いわて生協ベルフ牧野林 牧野林291-1 019-699-3566 9：00～23：00 1月1日

購入金額の５％割引
（団員カード提示者）
※ 家計応援５％引きの日、切手、
はがき、ビール券、たばこ、テレ
フォンカード、バスカードを除く

いわて生協組
合員カード

普段のくらしに必要な商品が充実しています。
地域に根差す県内生活者最大組織として、この主旨に賛
同し、消防団を応援します。

滝沢市 飲食 食堂笹もり 鵜飼鬼越13-4 019-687-4212 11：30～15：00 木曜
ラーメン注文時ライスサービス
米飯注文時はライス大盛

当店自慢の南蛮味噌ラーメンとモツ南蛮ラーメンを是非ご
賞味ください。

雫石町 小売 写真倶楽部 上町南28 020-0530 8：30～19：00 日
デジカメ及びスマホプリント10％割
引（団員）

スタジオ記念写真、出張撮影、のぼり、横断幕作成、デジ
カメ及びスマホプリントスピード仕上げ

雫石町 その他（温泉旅館）
鶯宿温泉　川長
https://www.kawachosansou.c
om/

鶯宿10-31-23 019-695-2171 年中無休
通常宿泊料金より1,000円/人割引
（団員カード提示者１名につき同伴
者大人全て）

他の割引特別プランを除く。
雫石鶯宿温泉の閑静な山あいにある源泉かけ流しの温
泉宿。熱めで柔らかな泉質はリピーターも多く、知る人ぞ
知る名湯。
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雫石町 飲食 串物・海鮮焼き　居酒屋　結 上町西87-3　谷地ビル1F
080-6010-
8675

18：00～24：00

600円までのお料理１品サービス
又はビール１本サービス。（団員1
名～10名）
600円までのお料理３品サービス
又は店主おまかせ日本酒一升
サービス（団員10名～20名）

サービス商品分の割引は出来
ません。
サービス商品だけの対応は出
来ません。その場合はサービ
ス提供品のご請求をさせてい
ただきます。
利用月の店舗オリジナルサー
ビスとの併用はできません。

身分証明書 居酒屋　結では全力で消防団員を応援します！

雫石町 生活関連サービス
夢工舎
（yumekousha.com/)

長山七ツ田65-1 019-691-2311 7：30～18：30
住まいの新築・リフォーム・修繕
等、工事金額の10％割引。

私も消防団員です。地域の為に頑張る仲間の住まい造り
を全力でサポートいたします。
フリーダイヤル0120-24-2510までお気軽にどうぞ！

雫石町 飲食 笑Kado（ワラカド） 上町東28番 019-681-6011 17：00～24：00 日、月
購入金額の５％割引
（団員カード提示者１名につき全
員）

昨年７月オープン。消防団員の皆様にはお世話になって
ますので、少しでも御役に立てる様に５％に設定しまし
た。

雫石町 小売
川尻石油株式会社　御所給油
所

西安庭40-48-1 019-692-6166 7：00～19：00 元日 現金フリー単価から２円引き

岩手町 飲食 奈良屋 江苅内11-10 0195-62-2266 11：00～22：00 火
ランチ　ホットコーヒー又はジュー
スサービス、宴会時　料理1品サー
ビス（団員）

辛味噌ラーメンが人実の店です。
お気軽にご来店ください。

岩手町 飲食
レストラン石神の丘
http://isigaminooka.jp/

大字五日市第10地割121番
地20

0195-61-1602
10：30～18：00、
19：00

年末年始
（12/31～

1/1）

焼酎ボトル１本サービス。（団員の
いる１組につき１本）

１０名以上の団体予約に限る。
(要予約)

身分証明書
岩手町産の新鮮な野菜を使ったオリジナルメニューを中
心に、地産地消をモットーに作られる新鮮でおいしいお食
事をお楽しみください。

紫波町 小売

メガネのおくやま　紫波ナック
ス店
（http://www.megane-
okuyama.com/）

桜町1-12-1 019-672-1862 9：30～19：00 不定休
購入金額の５％割引（団員及び家
族）

ホームページを御覧ください。

紫波町 小売 紫波フルーツパーク 遠山字松原1-11 019-676-5301 9：00～17：00

購入金額の８％割引（紫波町消防
団員）
購入金額の５％割引（紫波町以外
の消防団員）

自園自醸ワイン・・・紫波町産ぶどう100％　ワイン専用品
種のぶどうだけを使用
ぶどうジュース・・・6か月熟成の無添加、無加糖ジュース

矢巾町 飲食
一風亭矢巾口店
http://ipputei.com/

大字西徳田第５地割田郷
200-1

019-611-2080 11：00～22：00
第２第３火

曜日
100円以内トッピング１つ無料。（団
員）

駐車場が広く、席数があるため団体様対応可です。
生ビール、冷酒用意してあります。
各種ラーメンはもちろん、からあげ、ホイコーロー、ぎょうざ
等サイドメニューも豊富です。

矢巾町 飲食 れすとらん文化 又兵エ新田6-103 019-697-2047 11：00～21：00 不定休 お食事100円引き。（団員）
二階は大・小宴会場。れすとらんは、定食、丼類、麺類等
です。一番人気は、とんかつ定食・天丼ミニラーメン。
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矢巾町
その他（住宅設備機
器販売・修理）

信幸プロテック㈱住む～ず
http://sumuzu.jp/

広宮沢8-5-1 019-697-7200 8：30～17：30 日祝
修理・交換代金総額（税抜）より
500円OFF。（団員）

水道・ボイラー・各種リフォーム、住まいのことなら「住む
～ず」におまかせ下さい！

矢巾町 飲食 龍ちゃんホルモン 赤林5-62 019-611-0288 11：00～21：00 月 ５％割引。（団員） ホルモン鍋が自慢です。ラーメンもおいしいです。

矢巾町 小売
株式会社うちむら家具
https://www.e-kagu.in/

広宮沢10-501-22 019-697-5645 10：00～18：30 なし 購入金額の５％割引。（団員）

矢巾町 飲食 錦寿し 南矢幅8-223 019-697-0007 月 ドリンク１杯無料。

矢巾町 小売
株式会社うちむら家具
アウトレット倉庫
https://www.e-kagu.in/

広宮沢10-509-1 019-637-0640 10：00～18：30 なし 購入金額の５％割引。（団員）

矢巾町 生活関連サービス （資）水本商店 西徳田6-130 019-697-3018 6：00～20：00 ポイントカード
・現金
・給油、オイル交換、洗車、パ
ンク修理、その他

矢巾町 飲食 鮨廣 南矢巾14-15-198 019-697-1177
11：00～14：00
16：00～22：00

水 食事１食１００円引き。（団員） ランチをのぞく。 うまい寿司店、定食も有！

矢巾町 生活関連サービス
（有）阿部クリーニング・クリー
ニング流通

広宮沢11-501-15 019-637-7700 8：00～19：00 日
スーツ、背広上下、ネクタイ、各半
額。（団員）

矢巾町 飲食 エコレストランあいのの 間野々12-50 019-681-0304 11：00～16：30 火
お食事をされた方コーヒー１杯無
料（団員カード提示者のみ）

地産地消を掲げ、幅広いメニュー提供している「社会福祉
法人新生会」が運営する、障害のある方も元気に働くレス
トランです。

矢巾町
その他（公共スポー
ツ施設）

矢巾町民総合体育館 南矢幅13-118 019-697-4646 9：00～21：00
毎週月曜日
年末年始

個人利用料
（町内 学生・一般）110円→100円
（町外 学生・一般）330円→300円
（町内 児童・生徒） 60円→ 50円
（町外 児童・生徒）180円→150円
（団員カード提示者及びその家族）

西和賀町
小売
その他（ガソリンスタ
ンド）

株式会社宮澤商店
川尻バイパススタンド

川尻40地割111-1 0197-82-3168 7：30～19：00 年始 会員価格（団員及び家族）
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西和賀町 小売
川尻石油株式会社　湯田給油
所

大沓36-20-9 0197-82-2346 7：00～19：00 元日 現金フリー単価から２円引き

西和賀町 小売
川尻石油株式会社　川尻バイ
パス給油所

川尻40-111-1 0197-82-3168 7：00～18：00
元日・日曜

日
現金フリー単価から２円引き

金ケ崎町 生活関連サービス 美容室・理容室　アレス 西根本宮後13-6 0197-44-4420 9：00～18：00 無
ご利用技術料金　お一人様6,000
円以上の方1,000引き（団員、家
族、同行者）

あなたの笑顔がわたしのしあわせ

金ケ崎町 生活関連サービス 永岡温泉夢の湯 永沢石持沢6-284 0197-44-3420 6：00～21：00 年中無休
日帰り入浴料金大人1名通常450
円を100円割引（団員及び同伴者
２名まで）

大人料金のみ
毎分720ℓ湧出する豊富な源泉を加水、加湿、循環一切せ
ず正真正銘100％「源泉かけ流し」の天然温泉です。

金ケ崎町
その他（ガソリンスタ
ンド）

セルフ荒巻 三ケ尻南荒巻2-1 0197-44-2173 6：00～22：00 元旦
ボックスティッシュ等贈呈（団員及
び家族）

私たちは、地域農業を支える石油・自動車事業を通し、営
農支援事業の軸となり、地域社会の発展に貢献します。
ガソリンスタンド、洗車、宅配、車検・点検、新車・中古車
のご購入は、お近くの協同サービスのお店まで！

金ケ崎町
その他（入浴（温
泉））

金ケ崎温泉 駒子の湯 西根和光544-1 0197-43-2227 9：00～21：00 なし
お酒一升又は焼酎１本サービス
（団員の宴会利用）

駒ヶ岳山麓の丘陵地帯を南北に走る県道37号線沿いに
位置し、黄色味がかった透明な湯を源泉かけ流しにして
おり、塩分を多く含み湯冷めしにくい温泉が特徴。食堂の
みの利用もできます。

金ケ崎町 その他（温浴施設） みどりの郷・みちのく城址温泉 永栄上宿26-3 0197-44-2132 10：00～21：00 なし
日帰り入浴大人 100円割引
（団員本人）

ホテル＆リゾートみどりの郷は、親子３世代で楽しめるリ
ゾート施設です。

金ケ崎町 その他（葬祭業） 有限会社森幸商会 西根町裏22-1 0197-42-4531 8：30～17：30
生花10％割引
花環10％割引
（団員本人）

金ケ崎町
その他（ゴルフ場
業）

栗駒ゴルフ倶楽部 永沢石持沢6-44 0197-44-3811
プレー料金1,000円引
（団員カード提示者のみ）

アカマツ林でセパレートされた東北屈指の林間コースで
す。
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金ケ崎町 小売
ファミリーマート
金ケ崎三ケ尻店

三ケ尻字荒巻138-1 0197-41-0755 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

金ケ崎町 小売
ファミリーマート
金ケ崎六原店

六原穴持350-1 0197-41-9127 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

平泉町 小売
ファミリーマート
平泉南

平泉字樋渡57-2 0191-34-1050 24時間営業 なし

700円以上の購入者
ブレンドコーヒーS　ホット/アイス
１杯無料
（団員カード提示者のみ）

大槌町 小売
株式会社うちむら家具
さんりくマスト店
https://www.e-kagu.in/

小鎚27-3-4 0193-41-2555 10：00～18：30 なし 購入金額の５％割引。（団員）

山田町 小売 ホームワンサトー 豊間根2-43-6 0193-86-2164 7：30～19：00
日（8：00～

18：00）
粗品贈呈（団員） 親切さ地域No.１を目指し全員で頑張っています！

山田町 その他（建設業）
佐々総業株式会社
（www.sasasougyou.jp)

境田町11番 0193-77-3503 8：00～17：00 日 粗品贈呈（団員）
山田町にある建設会社です。一般住宅から中高層ビルま
で見積もり、施工、解体まで一貫したサービスをご提供い
たします。まずは、お気軽にご相談ください。

山田町 飲食 山田魚河岸 長崎1-8-17 0193-82-2658
11：30～13：30
17：30～21：30

基本月曜日
（不定休）

ドリンク１杯無料。（団員カード提示
者１名につき同伴者５名まで。）

500円以内の飲み物。
寿司はもちろん一品料理からコース料理、ラーメンと御一
人様から家族でもくつろげます。昼は寿司ランチが人気で
す。

普代村 小売
上神田精肉店
http://www.shokokai.or.jp/03/
0348510005/i/index.htm

13-112-6 0194-35-2210 8：00～20：00 無し
お買い物時、全商品ポイント２倍
UP。（団員）

北三陸・普代村（ふだいむら）の商店街で小さな精肉店を
営んでいます。
いわて牛や南部福来豚などの取扱いのほか、地元特産
の昆布を利活用したお惣菜や焼肉のたれやしゃぶしゃぶ
のたれを毎日心を込めて手作りしています。

普代村 その他（宿泊）
国民宿舎くろさき荘
http://kurosakisou.jp/

2-84-4 0194-35-2611 15：30～10：00 無し 宿泊料金500円割引。（団員）
展望大浴場から望む青い海、大きな空。旅をする人に“く
つろぎ”という言葉が似合う場所です。
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店舗等のPR

いわて消防団応援の店登録一覧

九戸村 その他（整骨院） サンキュー整骨院 大字長興寺10-51-8 0195-42-3037 9：00～19：00
土、日、祝

祭日

・ウォーターマッサージベット利用
料40％割引
・リラクゼーションマッサージ料
10％割引
（団員）

院長自身が消防団に所属し、地域の防災に協力していま
す。


