尾張旭市消防団応援事業所 登録一覧
登録番号

事業所名称

1

㈲タイヤボックス

2

事業所住所

サービス内容

事業所電話番号

対象

注意事項等

北本地ヶ原町１丁目５３番地

0561-53-0225

店頭購入金額の１０％引き

団員のみ

タイヤ購入に限る（※ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝﾀｲﾔ）

DANKE（だんけ）

北原山町六田池２２２５－７

0561-53-7005

カット時のヘッドスパをサービス（500円分）

団員を含む同伴者

他のｻｰﾋﾞｽ券等の併用不可。ﾍｯﾄﾞｽﾊﾟのみは不可。

3

BARBERプリンスオガタ

緑町緑ケ丘１２１－９６

0561-54-3891

調髪料金１０％割引き

団員を含む同伴者

4

成山興産㈱本店

東栄町１丁目１２番地１１

0561-54-4116

購入金額の５％割引き

団員のみ

5

㈱東春ダイハツ

南原山町赤土２１９－２

0561-54-0028 定期点検及び車検実施時にオイル交換サービス

6

㈱大甚

城山町三ツ池６０７３－５

0561-52-3352

表示証の掲示

7

㈱協和工務店

西山町２丁目７－１２

052-772-0024

ポスター・チラシ掲示

8

フードショップマルモト

東大久手町１－１４－１６

0561-53-2202

購入金額１０％割引き

9

㈲美容室麻友美

緑町緑ケ丘２９－１１

0561-54-6161 パーマ・カラー・カット美容一般技術料金１０％割引き

10

美容室セゾン・ド・ジャポン 東大道町原田２５５４－１

0561-52-6537

11

萬来館尾張旭店

東大道町原田２５５４－１

12

㈲水野スポーツ

13

団員及びOB

外車は除く

事業所の目立つ場所に提示
団員のみ

一部商品は除く

団員を含む家族

他のｻｰﾋﾞｽ券等との併用不可。

カット料金５％オフ

団員、団員ご家族

他のｻｰﾋﾞｽとの併用不可。

0561-54-1668

焼餃子半額

団員を含む団体全員

東印場町２－４－５

0561-54-2789

商品（店頭、取り寄せ品）定価より２割引き

団員及びその家族

特価品等一部商品は除く。

㈱釜坂商会

東印場町四丁目１１番地５

0561-53-4629

全商品２０％引き（消火器）・工事全般５％引き・消防設備点検等２０％引き

団員を含む同伴者

消火器以外の商品はﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞが変わります。

14

日本生命尾張旭営業部

南原山町赤土２９９－１

0561-54-7323

ポスター掲示

15

東名ボール

瀬戸市西原町２－１１４

0561-21-6131

一般料金より５０円引（サービスデーを除く）

団員のみ

他券との併用不可。イベント・団体予約には使用不可。

16

ことぶきの湯

三郷町栄８３

0561-52-1026

フェイスタオル１枚レンタル

団員のみ

現金・回数券に限る。

17

炭火居酒屋へいきやＫＪ

東印場町１‐４‐１

0561-53-8070

飲食金額の１０％割引

団員を含む団体全員

18

プレイランドサンワ尾張旭店 下井町前の上１６４０－２

0561-52-0777

ポスター・チラシ掲示

19

稲垣酒店

三郷町栄１９

0561-53-2041

ポスター・チラシ掲示

20

森石油㈱

白鳳町二丁目３１番地

0561-53-2151 安全点検（オイル、バッテリー等）の方にウォッシャー液無料 団員を含むご家族

21

㈲清文堂

東大道町原田２６０３－４

0561-54-7544

表示証の掲示

22

㈲サカエ

三郷町中井田１０

0561-52-4501

『さんぽでパウダー』か『グリルさわやか』のどちらか１個プレゼント

団員を含む同伴者

半永久的に『ニオイ』を吸着・空気を浄化する『吸臭大将』を1個以上購入の方に限る。

23

レフォール

東大道町原田６６番地

0561-54-9000

飲物をサービス（アルコールを含まない）

団員を含む家族

お食事の方に限る。

24

キュア鍼灸接骨院

印場元町二丁目5-6印場ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ１階 0561-55-5257

自費治療分１０％割引

団員及びその家族

他のｻｰﾋﾞｽとの併用不可。

25

諭吉のからあげ

印場元町５－１－７

0561-55-3457

ポイント２倍

団員証提示の人

26

P－ハウス

北原山町六田池２２２５－４

0561-52-5575 消防団観閲式で駐車場の一部を来場者に提供します

店内・店外の目立つ場所に掲示

27

㈱エコペーパーＪＰ

晴丘町東８２番地１

0561-53-3315

ポスター・チラシ掲示

28

尾張旭運輸㈱

北原山町鳴湫１８０４－１３

0561-53-2608

表示証の掲示

29

日立ｵﾑﾛﾝﾀｰﾐﾅﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 晴丘町池上１番地

0561-53-6131

募集ポスター掲示

30

㈱秋山タイヤ商会尾張旭店

南本地ヶ原町３丁目１３１番地

0561-51-3691

タイヤ４本セット購入で1,000円割引

団員及びその家族

他のサービス、クーポン券との併用不可。セール商品は除く。

31

㈱フローリストみき

東印場町２丁目３番地５

0561-53-5000

店頭表示価格の１０％ＯＦＦ

団員を含む家族

他のｻｰﾋﾞｽの併用不可。店内お持ち帰り商品に限る。クレジットカード払い不可。

32

秋田呉服店

三郷町栄１６番地

成人式の振袖を購入又はレンタルの方に3,000円分
0561-52-5298 のクオカードをプレゼント。卒業式の袴をレンタルの 団員を含む同伴者
方に500円分のクオカードをプレゼント。

33

㈱谷口工業

瀬戸川町２－１０

0561-42-7715

足場工事全般５％割引き

団員及び紹介者

34

ＨＯＴ☆ＣＲＥＡＭ Ｒａｃｉｎｇ 井田町４丁目３６番地

0561-76-3189

作業工賃１０％ＯＦＦ（オートバイ）

団員を含む同伴者

35

キッチン＆ワイン洋食榮屋

南原山町赤土２７４－６

0561-53-2256 宴会コース１０名様以上の予約で１名様分のコース代金無料

団員を含む団体全員 他のサービス券併用不可。クレジット会計不可。

36

Ｌｅｉ café

渋川町１丁目１４－１５

0561-51-1119 アメリカ生まれＢＬＵＥ ＳＥＡＬアイスクリームサービス

団員を含む家族及び同伴者

37

スポーツシティ旭

東大道町原田２５２５-５ アスカ３Ｆ

0561-52-1551

表示証の掲示

38

美容室amusette

三郷町角田１１２３－３００

0561-52-1006

メニューより２０％割引（初回３０％OFF)

39

カメヤマ酒店

東大道町原田２６７２－２４５

0561-53-7118 店頭で３，０００円以上お買い上げでポイント２倍

40

喫茶コバン

北原山町六田池２２２５－６

0561-54-6469

ポスター・チラシ掲示

41

㈱シバタ（セルフスタンド）

印場元町四丁目１１番地６

0561-51-5533

表示証の掲示

42

ルパン

瀬戸市高根町２－６９

0561-85-8537

サービス内容を検討中

43

中国料理 豊龍園

東印場町２－２－１３

食堂等社員の集まる場所に掲示

場内掲示版３ヶ所に掲示

団員のみ

一般住宅に限る

他のサービス券等は併用不可

団員のみ

料理全品５０円引き

団員を含む６名まで

他のサービス券等は併用不可

ランチメニューにドリンクをサービス

団員を含む６名まで

ランチメニュー以外は対象外

0561-52-1168

団員を含むグループ 夜間営業時間のみ有効
ライス無料
一人一回

他のサービスと重複して利用することはできません。

44

たいよう接骨院

狩宿町２－１０

0561-54-8979

表示証の掲示

45

POLA THE BEAUTY 尾張旭三郷店

南原山町赤土２０１－１ プランドール旭

0561-51-5200

トライアルエステ3,000円、5,000円、8,000円からさらに500円引き（税抜き）

団員の親族で女性の方 女性限定

46

天文舘

東印場町４－６－１１

0561-41-9868

ファーストドリンクサービス

団員を含む団体全員 他のサービス券等は併用不可

47

中華料理 華一

東大久手町２－１－６

0561-76-7806

ライス大盛り無料サービス

団員を含む団体全員 お食事の方に限る。

48

（有）水谷印刷所

向町四丁目２番地１

0561-53-3455

ポスター掲示

49

ふらんす菓子屋エミリー 緑町緑ヶ丘２７番地

0561-54-0756

バースデーケーキお買い上げ時に焼き菓子１つプレゼント

団員を含む家族

50

萬来館晴丘店

0561-54-6888

焼餃子半額

団員を含む団体全員

北本地ヶ原町４－６６

ランチドリンクサービス

２，６００円以上のバースデーケーキに限る

51

萬来館瀬戸店

瀬戸市西原町２－７

0561-83-7388

焼餃子半額

団員を含む団体全員

52

㈱高砂ベルシュ

南本地ヶ原町３－７９

0561-52-1251

全商品１０％引

団員と同伴者

53

EISENDO

東印場町４－５－１４

0561-42-6616

店内ポイント2倍

団員のみ

他のサービス券等は併用不可、尾張旭市印場店のみ

54

中華そば 龍月 杉浦家

大塚町１－１１－１

052-777-6711

唐揚げ３個サービス

団員を含む同伴者２名まで

他のサービス、無料券との併用不可

55

旭グルービー

北原山町六田池206-1

0561-53-7344

ポスター・チラシ掲示

店内・店外の目立つ場所に掲示

56

㈲アート旭

庄中町二丁目２番地２３

0561-53-2601

ポスター・チラシ掲示

事業所の目立つ場所に掲示

57

餃子の王将 尾張旭市三郷店 東栄町３丁目２番地１０

0561-52-1033

ファーストドリンクサービス・ポスター掲示

団員を含む団体全員

