福知山市消防団応援の店登録台帳
登録番号

登録年月日

事業所等の名称

事業所等の所在地

業種

営業時間

定休日

連絡先

特典の内容

対象

備考

登録第 1

号

H31.3.27 株式会社 サンプラザ万助 福知山市篠尾新町３丁目８８番地

飲食業

9：00～営業終了次第

月曜（祝日除く）

0773-22-3181

請求金額より5％引き

消防団員及びその家族 アニバーサリー、法事・法要時に限る

登録第 2

号

H31.3.27 川見風月堂

福知山市字中ノ２７番地

小売業

10：00～18：00

木曜

0773-23-8336

１，０００円以上の商品
及びギフトセット
１０％引き

消防団員及びその家族

登録第 3

号

H31.3.27 有限会社 山城屋茶舗

福知山市字内記７１番地

小売業

9：00～18：00

日、祝 不定休

0773-22-3005

お買い上げ500円以上で
店内商品５％引き

消防団員及びその家族

登録第 4

号

H31.3.27 レストラン あじくら

福知山市厚中町１２１番地

飲食業

11：00～21：30

なし

0773-24-3600

お食事代１０％引き

消防団員（本人）様のみ

平日限定（土日祝祭日除く）

登録第 5

号

H31.3.27 株式会社 福知山温泉

福知山市字長田小字宿８１番地の１３

サービス業

10：00～23：00

無休
（メンテナンスに
よる休業あり）

0773-27-6000

入泉料800円→700円
（平日のみ）

消防団員（本人）様のみ

土日祝は特典対象外

登録第 6

号

H31.3.27

ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ 福知山市字土師小字澤居山１７６番地

サービス業

無休

0773-27-5000

入泉料800円→700円
（平日のみ）

消防団員（本人）様のみ

土日祝は特典対象外

（平日）6：30～10：00
16：00～23：00
（土日祝）6：30～23：00

登録第 7

号

H31.3.27 丹波の奥座敷 たかた荘

福知山市末広町４丁目２２番地の１

飲食業

11：00～14：00
17：00～21：30

不定休

0773-23-5221

レストラン昼食時
1,080円以上のランチメニュー
ご注文でコーヒーサービス

5名様まで
（消防団員含む）

登録第 8

号

H31.3.27 有限会社 御肉料理竹下 福知山市駅南町３丁目１３４番地

飲食業

11：00～22：00

火曜

0773-23-1014

丹波ワイン（フルボトル）
またはお酒720mlサービス
（ディナーのみ）

消防団員グループ１団体
（家族含む)

登録第 9

号

H31.3.27 まいまい堂

福知山市字下新２６番地

飲食業

11：00～19：00

日、月

0773-22-4686

飲み物50円引き

消防団員（本人）様のみ

H31.3.27 にこにこ温泉

福知山市広峯町２２番地

サービス業

毎月第一月曜

0773-23-2525

入泉料より100円引き

消防団員及びその家族

（平日）10：00～24：00

登録第 10 号

（土日祝）8：00～24：00

登録第 11 号

R1.5.9 御食事処 梁山泊 たらふく

福知山市字堀小字馬場２５３８番地の２

飲食業

16:30～22:30

木曜

0773-23-0510

一品サービス

消防団員（本人）様のみ

登録第 12 号

R1.5.9 プロショップ サムライ

福知山市東羽合町１２２番地

小売業

10:00～20:00

水曜

0773-25-1789

ポイント2倍

ポイントカードを有する消防団員

登録第 13 号

R1.5.9 Ｋ－ｐｅａｃｅ

福知山市北栄町７７番地の２ サービス業

9:00～19:00

月曜

0773-22-5907

カット500円引き

消防団員（本人）様のみ

福知山市消防団応援の店登録台帳
登録番号

登録年月日

事業所等の名称

事業所等の所在地

業種

営業時間

定休日

連絡先

特典の内容

対象

備考

日曜

0773-56-0384

現金で5,000円以上を
お買い上げの方10％引き

消防団員（本人）様のみ

電動工具、機械等は除く

喫茶、ジュース、バター、ジャムは
ポイント対象外

登録第 14 号

R1.5.9 富士屋金物店

福知山市大江町河守１８４０番地

小売業

7:00～18:30

登録第 15 号

R1.5.9 ベッケル マルジ

福知山市字裏ノ４２番地の１２

飲食業

7:00～18:30

日曜、祝日 0773-22-6441

ポイント2倍

消防団員（本人）様のみ

登録第 16 号

R1.5.9 河童

福知山市大江町河守２９８番地の６

飲食業

16:00～23:00

第一、第三
0773-56-2055
水曜

団体様には焼酎1本
個人様には生ビール1杯
サービス

消防団員カードを提示

登録第 17 号

R1.5.9 雲原 大江山 鬼そば屋

福知山市字雲原１２４８番地

飲食業

11:00～15:00

火曜、水曜 0773-36-0016

1名様あたり100円引き

4名様まで
（消防団員含む）

登録第 18 号

R1.5.9 焼肉店 惇明苑

福知山市内記６丁目９１番地

飲食業

17:00～21:30

不定休

0773-22-2827

全品50円引き

消防団員及び
一緒に来店した方

登録第 19 号

R1.5.9 オカモトデンキ株式会社

福知山市大江町河守２９８番地の８

サービス業

8:00～18:00

日曜

0773-56-0129

現金で10,000円以上を
お買い上げの方5％引き

消防団員（本人）様のみ

登録第 20 号

R1.5.9 株式会社 前川太市商店 福知山市駅南町２丁目２６１番地

なし

0773-23-3211

Ｔポイント2倍

消防団員及びその家族

1月1日は店休
他の祝日・連休は開店

（月～土）9：00～19：30

小売業

200円以上の購入に限る

（日祝）10：00～19：30

登録第 21 号

R1.5.13 有限会社 ナカノ物産

登録第 22 号

福知山市土師宮町1-168-1

ドライアイス 390円→350円
消防団員及びその関係者
氷 450円→400円

小売業

8：30～17：00

なし

0773-27-4396

R1.5.13 フォトクリエイティブ ツバメヤ 福知山市駅前町３３７番地

小売業

9：00～18：00

日曜

0773-22-5626

証明写真
1,200円→1,000円

消防団員（本人）様のみ

登録第 23 号

R1.5.13 うま菓でん伝 衣川製菓

福知山市和久市町１５０－１

小売業

10：00～19：00

木曜

0773-24-8282

お買い上げ1,000円以上で
10％引き
（花嫁おせんは本人婚礼に限る）

消防団員（本人）様のみ

登録第 24 号

R1.5.16 肉山田肉男

福知山市駅前町２番地

飲食業

18：00～24：00

不定休

0773-25-0290

お通し無料

消防団員（本人）様のみ

登録第 25 号

R1.5.16 三和荘

福知山市三和町寺尾小字権現４番地

サービス業

11：00～15：00
17：00～21：00

毎月第３火曜
（７，８月は無休）

0773-58-2310

グラス生ビールまたは
ソフトドリンク１杯サービス

消防団員及びその家族

彩会席・雅会席ご利用の方に限る。
（日帰り、宿泊どちらも対象）

登録第 26 号

R1.5.16 株式会社 岩見電器

福知山市岩井東町７－２

小売業

9：００～19：00

Ｔポイント2倍

消防団員及びその家族

200円以上の購入に限る

日曜、祝日 0773-23-4815
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登録番号

登録年月日

事業所等の名称
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定休日

連絡先

特典の内容

対象

福知山市駅南町２丁目２９１番地

小売業

10：00～20：00.

火曜

0773-22-2665

商品10％オフ
（一部商品除く）

消防団員（本人）様のみ

飲食業

11：00～16：00

なし

0773-27-7617

ランチ後の自家製デザートサービス

女性消防団員のみ

なし

0773-20-1222 題つきで1人2,500円。＋500円でフ 消防団員含む団体全員 ②については、パーティーコースは対象外。

登録第 27 号

R1.5.16 株式会社 美津馬

登録第 28 号

R1.5.16 ＧＲＥＥＮ ＣＯＦＦＥＥ＆ＬＵＮＣＨ 福知山市長田上松２０７４

登録第 29 号

R1.5.20 ビッグエコー福知山店

登録第 30 号

R1.5.23 三丹コピービューロー

福知山市土師宮町1-66

10：00～2：00
サービス業 （金曜は3：00、土
曜は4：00まで）

①総額10％オフ
②７名以上ご利用で３時間飲み放

備考

他サービス及び①と②の併用不可。

リータイムに変更可能。

福知山市字内記６１番地

サービス業

8：30～18：00

土曜午後
日曜・祝日

0773-22-1163

お会計より10％引き

本人による原稿持込のみ

登録第 31 号

R1.6.4 杏 あん

福知山市厚東町１３１－１

飲食業

20：00～24：00

不定休

0773-22-8872

ボトルキープ30％オフ

消防団員のみ

登録第 32 号

R1.6.4 古民家カフェ しおん

福知山市榎原１３７９

飲食業

8：00～16：00

水曜

090-1070-8532

食後の飲み物サービス

消防団員含む団体全員

1,000円以上お買い上げの方のみ

登録第 33 号

R1.6.11 タイヤ館 福知山

福知山市字堀２０５０番地

小売業

10：00～19：00

火曜

0773-23-1175

タイヤ店頭表示価格より更に10％
オフ
タイヤ購入時、窒素ガス無料

消防団員及びその家族

ブリヂストンタイヤに限る

登録第 34 号

R1.6.26 GOOD LIFE マツヤマ

福知山市字内記５３－２７

サービス業

8:30～18:00

日曜

0773-22-3195

網戸張り替え20％引き

消防団員及びその家族

持ち込みに限り

福知山市厚東町１４３番地

小売業

9：00～19：00

木曜

0773-22-9530

現金で１万円以上購入で5％引き

消防団員のみ

※ただし、上限１万円

サービス業

8：30～19：00

月曜・第三火曜・祝日

0773-22-7220

200円割引

消防団員のみ

小売業

8：30～17：30

日曜

0773-22-3330

畳、クロス、カーテン等の
見積額より10％引き

消防団員及びその関係者

８００円割引

消防団員（本人）様のみ

登録第 35 号

R1.7.2 もりぐちでんき

登録第 36 号

R1.7.10 ヘアーサロン タゾエ

福知山市東岡３６８

登録第 37 号

R1.7.11 足立畳店

福知山市字中ノ１０番地

登録第 38 号

R1.7.17 おがさわら鍼灸院

福知山市駅南町３丁目１０１
アルファユービル１Ｆ

サービス業

9：00～12：30
15：30～20：00

登録第 39 号

R1.7.29 焼肉の高木屋

福知山市駅南町２丁目２５０

飲食業

11：00～22：00

日曜・祝日 0773-21-2529

火曜
（祝日の場合は
翌日）

0773-23-6269

平日17時から又は日祝日11時からの
来店で飲食される方（ランチメニュー除
く）のグループに１ドリンク（アルコール
又はソフトドリンク）無料サービス

消防団員とその家族又
はそのグループ全員

福知山市消防団応援の店登録台帳
登録番号

登録年月日

事業所等の名称

事業所等の所在地

業種

営業時間

定休日

小売業

10：00～19：00

火曜

連絡先

特典の内容

対象

備考

消防団員及びその家族

限定品、一部対象外
他サービスとの併用不可

・タイヤ店頭価格より10％オフ

登録第 40 号

R1.8.19 タイヤランド福知山

福知山市荒河新町６６番地

0773-23-7541 ・オイル交換、オイルデー価格
にて（現金のみ）

0773-24-1245

お会計3000円以上で
ドリンク１杯サービス

消防団員及びその関係者

8：30～18：00

日曜、祝日 0773-22-0088

消火器の販売価格を
1,000円割引

消防団員（本人）様のみ

サービス業

8：30～19：00

毎週月曜、祝祭日
（第三月曜・火曜）

0773-23-3838

各メニュー10％引き

消防団員（本人）様のみ

サービス業

8：00～19：00

毎週月曜
（第三月曜・火曜）

0773-27-1285

通常料金より300円引き

消防団員（本人）様のみ

小売業

13：00～18：00

日曜

0773-22-2303

商品10％オフ
（一部商品除く）

消防団員（本人）様のみ

R1.11.13 MoMo Cafe（モモ カフェ） 福知山市室５６８

飲食業

11：00～18：00

日、月、火

0773-22-1338

全品50円引き

消防団員及び同伴者

登録第 47 号

R1.11.28 つむぎカフェ

福知山市荒河小字狭間４－３

飲食業

10：00～17：00

土日祝

0773-24-5881

スタンプによる特典あり

消防団員（本人）様のみ

登録第 48 号

R1.11.29 菓樹工房 きぬがわ

福知山市駅南町２丁目２８８番地

小売業

10：00～19：00

火曜

0773-24-7788

デコレーションケーキ10％引き

消防団員（本人）様のみ

福知山市字堀小字今宮２２５１－２

飲食業

11：30～14：00
17：00～23：00

水曜

080-8519-5059

厚焼き100円引き

消防団員（本人）様のみ

ドリンク1杯無料

消防団員（本人）様のみ

登録第 41 号

R1.8.21 中華サン

飲食業

11：00～21：00

登録第 42 号

R1.8.28 株式会社西日本エスエスシー 福知山問屋町２０番地の８

小売業

登録第 43 号

R1.9.18 ヘアーサロン 髪ふうせん 福知山市駅南町１－１１１

登録第 44 号

R1.9.18 もりやま理容院

登録第 45 号

Ｒ1.10.21 マルシゲスポーツ

登録第 46 号

登録第 49 号

R1.12.9 お好み焼 ぶーふーうー

福知山市駅南町３丁目８番地

福知山市前田新町４１－１

福知山市字内記７１番地

不定休

登録第 50 号

R1.12.10 竹葉

福知山市字堀小字草木２３１５番地

飲食業

17：00～22：00

水曜

0773-24-2222

登録第 51 号

R1.12.10 ツバメヤ駅南店

福知山市駅南町３－６０－１

小売業

10：00～18：00

不定休

0773-24-3660

登録第 52 号

R1.12.11 カフェ＆ブランチ シャルール 福知山市字堀２７０９－１

飲食業

8：00～17：00

第1.3木曜

0773-23-0908

（1名様2,000円以上の飲食に限る）

店頭価格から10～15％割引 消防団員及びその家族

朝食定食類100円引き
コーヒー2杯目半額

消防団員及び同伴者
（３名様まで）

店頭販売に限る

福知山市消防団応援の店登録台帳
登録番号

登録年月日

事業所等の名称

事業所等の所在地

業種

営業時間

定休日

連絡先

特典の内容

対象

備考

福知山市字内記２２ 惇明ビル１Ｆ

飲食業

18：00～3：00

月曜

0773-22-6220

一品サービス

消防団員（本人）様のみ

※サービス内容については、
その都度店員に要確認

水曜

0773-21-1959

1000円以上お買い上げで
１０％割引

消防団員（本人）様のみ

※持ち帰り商品に限る。
※他サービスとの併用は不可。

第2.3月曜

0773-24-3739

お好きな飲み物１杯サービス
（店員に要確認）

消防団員（本人）様のみ

※サービス内容については、
その都度店員に要確認

フライドポテトまたは450円
のドリンク1杯を無料サービス

消防団員（本人）様のみ

飲食時に限る

登録第 53 号

R1.12.12 かざぐるま

登録第 54 号

R1.12.13 UN.DONPURI/アン．ドンプリ 福知山市堀２３６３－１

小売業

11：00～19：00

登録第 55 号

R1.12.18 やきとり 当吉

福知山市字内記１４－１０

飲食業

火水木 17：30～翌2：00
金土
17：30～翌4：00
日月
17：30～0：00

登録第 56 号

R1.12.19 ビリオン珈琲 福知山店

福知山市字篠尾湯原９６１－４５

飲食業

7：30～22：00

12/31～1/2

0773-22-0787

福知山市末広町１丁目３０－１

飲食業

11：00～14：00
17：30～22：30

月曜

0773-22-8885

スーパーマーケット
NISHIYAMA 荒河店

福知山市荒河東町１３３番地

小売業

9：00～21：00

1月1日
1月2日

0773-23-8000

登録第 59 号

R2.2.5 有限会社 今福車体

福知山市字堀下高田2332番地の1

サービス業

8：30～17：30

日曜・祝日
第2もしくは第4土曜

0773-23-1059

自動車板金塗装の作業工賃2割引
（部品代除く）
代車無料サービスあり

消防団員及びその家族

登録第 60 号

R2.2.5 桝屋 藤木薬局

福知山市西中ノ町２５０－１

小売業

8：30～19：30

不定休
（第2日曜もしくは
第3日曜）

0773-22-2550

150円のドリンク
1本無料サービス

消防団員（本人）様のみ

登録第 61 号

R2.2.7 Style it

福知山市字中ノ56番地1

小売業

平日12：00～19：00
土日祝10：00～18：00

登録第 57 号

登録第 58 号

R2.1.6 ア陸蒸気

R2.1.14

火曜
（臨時休業有り）

090-3495-7725

（１）ランチ100円引き
（２）ディナー10％オフ

消防団員及び同伴者

お買い上げ金額より３％引き 消防団員及びその家族

（１）日替わりランチは対象外
（２）飲み放題は利用不可
他の割引との併用は不可。
一部対象外の商品あり。

お買い上げ商品より5％オフ
消防団員及びその家族
（SALE品除く）

登録第 62 号

R2.2.18 第一旭 福知山店

福知山市字堀小字下高田2374-8

飲食業

11：00～24：30

なし

0773-22-6954

ラーメン半額

消防団員及びその家族
（４名様まで）

対象商品のラーメン（並）１杯のみ

登録第 63 号

R2.2.18 格別や 福知山店

福知山市東羽合町117

飲食業

11：00～3：00

なし

0773-25-1170

ラーメン半額

消防団員及びその家族
（４名様まで）

対象商品のラーメン（並）１杯のみ

登録第 64 号

R2.2.18 Hair & Relaxation Ohana

福知山市厚中町９４番地

サービス業

10：00～19：00

毎週月曜
第２火曜、第４日曜

0773-45-3096

全メニュー500円引き

消防団員及びその家族

登録第 65 号

R2.2.18 株式会社 三字屋楽器店 福知山市字内記５１番地

木曜

0773-22-2215

消費税サービス

消防団員及びその家族

（月～土）10：00～19：00

小売業
（日祝）10：00～18：00

特価品を除く
現金でのお支払い時に限る

福知山市消防団応援の店登録台帳
登録番号

登録年月日

事業所等の名称

事業所等の所在地

業種

営業時間
24時間営業

定休日

連絡先

特典の内容

対象

なし

0773-25-3200

タオルセット貸出無料

消防団員（本人）様のみ

刺身2,000円以上お買い上げで
スナック菓子１袋

消防団員（本人）様のみ

備考

登録第 66 号

R2.2.25 ニコニコカプセルホテル

福知山市広峯町２２番地 ニコニコプラザ１階

サービス業

チェックイン16：00
チェックアウト11：00

登録第 67 号

R2.2.26 鮮魚食料品(株)こじま

福知山市北本町一区７１－３

小売業

８：００～１８：００

福知山市字堀２３４４－１

飲食業

日・月・火・水
11:30～23:00（l.o22:00)
金・土・祝前日
11:30～24:00(l.o23:00)

木曜

0773-23-0882

1ドリンク無料

消防団員及びその家族

ランチ 11：30～15：00
（l.o14：00）

福知山市駅南町３丁目１３７番

小売業

１０：００～２０：００

なし

0773-24-1835

5％引き

消防団員（本人）様のみ

ＡＯＹＡＭＡカードとの特典併用可

福知山市字中ノ３１－２

飲食業

9：00～23：00

不定休

0773-22-2486

10％引き

消防団員及び同伴者

※すき焼きを注文の方に限る

リフォーム契約で
クオカード500円分進呈

消防団員（本人）様のみ

※5万円以上の工事に限る

ドリンク1杯サービス

消防団員（本人）様のみ

PIZZA&GRILL ITALIAN BAR

登録第 68 号

R2.3.4

登録第 69 号

R2.3.6 洋服の青山 福知山店

イル・パッチーニ

日曜、祝日 0773-22-3728

登録第 70 号

R2.3.11 津田家旅館

登録第 71 号

R2.3.18 ヨネダリフォーム 福知山店 福知山市字岩井小字菖蒲谷86-42 サービス業

9：00～17：00

登録第 72 号

R2.3.19 中華料理 福華

福知山市字長田179-36

飲食業

11：00～15：00
17：00～22：00

火曜

0773-20-1017

登録第 73 号

R2.3.30 お食事処 金時

福知山市上紺屋４６

飲食業

11：00～14：00

火曜

0773-22-4053 丼物、うどん、そば等大盛無料

登録第 74 号

R2.4.13 有限会社 和光カタヤマ

福知山市昭和新町２０４番地

小売業

平日・土 9：00～19：00
日・祝 10：00～18：00

なし
（正月除く）

0773-23-6656

水曜、祝日 0773-24-6210

消費税サービス

消防団員（本人）様のみ

消防団員及びその家族

※一部メニューを除く

