広島市消防団応援事業所登録一覧表
登録番号

区 別

事業所・店舗名

所在地

電話番号

営業時間

優遇措置の内容

対

象

備 考

1

安佐北区 宮田油業㈱布店

安佐北区安佐町飯室布6508

082-837-0020

平日6：30～21：00
日祭日7：00～20：00

ガソリン・軽油を現金価格より2円／ℓ引き 消防団員のみ

現金払いに限定

2

安佐南区 宮田油業㈱カーケアセンター長楽寺店

安佐南区長楽寺1-1-50

082-878-2011

平日6：30～21：30
日祭日7：30～19：30

ガソリン・軽油を現金価格より2円／ℓ引き 消防団員のみ

現金払いに限定

3

中区

シネツイン本通り

中区本通2-22アペックスＢＦ

082-241-7711

各館別

各館所定の割引料金

消防団員証提示者

特別興行、3Ｄ映画等には利用できません

4

中区

サロンシネマ・１、２

中区八丁堀16-10

082-962-7772

各館別

各館所定の割引料金

消防団員証提示者

特別興行、3Ｄ映画等には利用できません

5

中区

八丁座壱・弐

中区胡町6-26 福屋八丁堀本店8階

082-546-1158

各館別

各館所定の割引料金

消防団員証提示者

特別興行、3Ｄ映画等には利用できません

6

南区

清水劇場

南区的場町2-1-15

082-262-3636

各館別

各館所定の割引料金

消防団員証提示者

特別興行、3Ｄ映画等には利用できません

7

南区

的場有楽座

南区的場町2-1-15

082-263-7095

各館別

各館所定の割引料金

消防団員証提示者

特別興行、3Ｄ映画等には利用できません

8

南区

的場シネマ

南区的場町2-1-15

082-263-7095

各館別

各館所定の割引料金

消防団員証提示者

特別興行、3Ｄ映画等には利用できません

9

西区

横川シネマ

西区横川町3-1-12

082-231-1001

各館別

各館所定の割引料金

消防団員証提示者

特別興行、3Ｄ映画等には利用できません

10

西区

横川銀映

西区横川町2-4-26

082-231-2925

各館別

各館所定の割引料金

消防団員証提示者

特別興行、3Ｄ映画等には利用できません

11

南区

イオンシネマ広島

南区段原南1-3-52

082-261-1310

各館別

各館所定の割引料金

消防団員証提示者

特別興行、3Ｄ映画等には利用できません

12

南区

ホテルセンチュリー21 日本料理 京もみじ

南区的場町1-1-25

082-263-3111

11：00～14：00
17：00～22：00

飲食代５％割引

消防団員証提示者

宴会を除く

13

南区

ホテルセンチュリー21 カフェリストランテフィレンツｴ

南区的場町1-1-25

082-263-3111

7：00～22：00

飲食代５％割引

消防団員証提示者

宴会を除く

14

中区

ひろしま国際ホテル 芸州本店

中区立町3-13

082-248-2323

11：00～14：30
17：00～23：00
定休日12/31・1/1

飲食代５％割引

消防団員証提示者

宴会を除く

15

中区

ひろしま国際ホテル スペイン・バルミ・カーサ

中区立町3-13

082-248-2323

17：00～22：00
不定休

飲食代５％割引

消防団員証提示者

宴会を除く

16

中区

ひろしま国際ホテル 空庭ＢisとろＫＵＲＵＫＵＲＵ

中区立町3-13

082-248-2323

11：00～23：00

飲食代５％割引

消防団員証提示者

宴会を除く

17

中区

ひろしま国際ホテル 中華海鮮薬膳トンフォン

中区立町3-13

082-248-2323

11：00～14：00
17：30～21：30

飲食代５％割引

消防団員証提示者

宴会を除く

安佐南区沼田町大字吉山3190-1

082-839-2010

8：00～17：00

建築資材の割引有

消防団員証提示者

18

安佐南区 柳川建設株式会社

19

中区

住吉石油㈱

中区舟入川口町9-14

082-231-5765

平日7：00～20：00
休日8：00～19：00

ポスター掲示

20

南区

丸善中国㈱

南区宇品海岸1-1-26

082-251-0441

平日7：00～20：00
休日8：00～18：00

ガソリン・軽油を現金会員価格で提供

消防団員証提示者

21

中区

㈱ハゼヤマ広島支店 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅひろせＳＳ

中区広瀬町1-3

082-231-6256

平日8：00～20：00
休日8：30～19：00

ティアラコート洗車1,080円値引き
（通常価格3,240円）

消防団員証提示者

２枚程度

23

安佐南区 有限会社 新川産業

安佐南区上安4-17-22

082-872-5459

24

安佐北区 大成石油株式会社 深川ｓｓ

安佐北区深川2-37-15-6

082-842-0270

定休日 正月のみ

ガソリン、軽油、灯油を現金会員価格で給油 団員証提示者

東区福田1-723-1

082-899-7272

定休日 正月のみ

ガソリン、軽油、灯油を現金会員価格で給油 団員証提示者

25

東区

大成石油株式会社 広島東インターｓｓ

ポスター掲示

1

現金払いに限定

１枚程度

広島市消防団応援事業所登録一覧表
登録番号

区 別

26

南区

27

28

事業所・店舗名
大成石油株式会社 大州町ｓｓ

安佐南区 大成石油株式会社 長束ｓｓ

南区

大成石油株式会社 東雲町ｓｓ

所在地

電話番号

営業時間

優遇措置の内容

対

南区大州1-4-31

082-281-7663

定休日 正月のみ

ガソリン、軽油、灯油を現金会員価格で給油 団員証提示者

安佐南区長束2-5-5

082-239-3151

定休日 正月のみ

ガソリン、軽油、灯油を現金会員価格で給油 団員証提示者

南区東雲2-19-14

082-281-7866

定休日 正月のみ

ガソリン、軽油、灯油を現金会員価格で給油 団員証提示者

象

備 考

29

安佐南区 株式会社彩りガーデン

安佐南区長楽寺1-35-20-3

082-830-3666

平日9：00～19：00
定休日第2・5日曜日、祝日

記念樹プレゼント 鷹さ1.5ｍ

団員証提示者

契約された人に限る

30

安佐南区 ダイヤ石油㈱Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ せせらss

安佐南区川内5-33-20

082-870-3355

平日7:00～21：00
日曜・祝日8：00～20：00
定休日 年始

店頭価格よりガソリン・軽油5円引き

団員証提示者

クーポン券、特売日等の他の値引きサービ
スとの併用不可

31

中区

ダイヤ石油㈱Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ セルフ広島西ss

中区榎町3-28

082-231-4494

7:00～22：00
年中無休

店頭価格よりガソリン・軽油5円引き

団員証提示者

クーポン券、特売日等の他の値引きサービ
スとの併用不可

32

西区

ダイヤ石油㈱Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ 三篠ss

西区大宮1-26-2

082-237-0851

平日7:00～21：00
日曜・祝日8：00～19：00
定休日 年始

店頭価格よりガソリン・軽油5円引き

団員証提示者

クーポン券、特売日等の他の値引きサービ
スとの併用不可

33

佐伯区

有限会社 木下組

佐伯区五日市町石内5998-1

082-942-1700

定休日 毎週日曜日

電気自動車無料充電サービス

団員証提示者

会社敷地駐車場設置の充電器を使用
営業日の9時～18時まで

34

南区

㈲三河屋新幹線名店街店

南区松原町1-2 広島駅新幹線名店街

082-263-0075

不定休

購入金額の10％割引

団員証提示者

自社製品に限る。

35

南区

㈱ハーバー研究所 ショップハーバーアッセ店

南区松原町2-37 広島ASSE5階

082-506-0077

「男の美学」商品購入でブラックフォース
シャンプーなどのサンプルプレゼント

団員証提示者

36

中区

株式会社リーガロイヤルホテル広島

中区基町6-78

082-228-5949

宿泊代10％割引
料飲代5％割引

団員証提示者及び同伴者

37

佐伯区

車買トリックス 株式会社三方良

佐伯区八幡東4-28-42-2

082-942-4591

10:00～19:00

ワンコインオイル交換（500円）

団員証提示者

38

中区

株式会社大野石油店 西白島給油所

中区西白島町22-15

082-221-8834

平日・土曜 7:30～20:00
祝日 8:30～17:30

現金会員価格で給油

団員証提示者

39

中区

株式会社大野石油店 八丁堀給油所

中区基町1-29

082-221-3643

平日 7:00～21:00
土日・祝日 8:00～20:30

現金会員価格で給油

団員証提示者

40

西区

株式会社大野石油店 横川給油所

西区三篠2-5-2

082-237-1864

平日 7:00～21:00
土曜日8:00～21:00
日・祝日8:00～20:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

41

中区

株式会社大野石油店 牛田大橋給油所

中区白島九軒町3-13

082-221-1511

平日・土曜7:30～20:00
日・祝日8:30～19:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

42

中区

株式会社大野石油店 大手町給油所

中区大手町3-2-29

082-243-8351

平日・土日7:30～20:00
祝日 8:30～18:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

43

西区

株式会社大野石油店 観音給油所

西区観音本町1-22-21

082-231-6209

平日7:00～21:00
土曜日7:00～20:00
日・祝日8:00～19:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

44

佐伯区

株式会社大野石油店 造幣局前給油所

佐伯区五日市7-8-27

082-923-6029

平日・土曜7:00～21:00
日曜・祝日8:00～20:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

45

西区

株式会社大野石油店 旭橋給油所

西区己斐本町2-19-9

082-272-3766

平日・土曜7:00～20:00
日曜・祝日8:00～19:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

46

佐伯区

株式会社大野石油店 五日市インター給油所

佐伯区五日市町大字石内 原田郷5735-9

082-941-5020

平日・土曜6:00～21:00
日曜・祝日7:00～19:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

47

西区

株式会社大野石油店 井口給油所

西区井口明神2-1-26

082-276-5050

平日・土曜7:00～21:00
日曜・祝日8:00～20:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

48

西区

株式会社大野石油店 商工センター給油所

西区商工センター7-4-1

082-277-1266

平日7:00～20:00
土曜7:00～19:00
祝日8:30～17:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

49

南区

株式会社大野石油店 東雲給油所

南区東雲3-6-10

082-282-3993

平日・土曜7:30～21:00
日曜・祝日8:00～20:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

2

1階ホテルショップは除く

広島市消防団応援事業所登録一覧表
登録番号

区 別

50

南区

事業所・店舗名
株式会社大野石油店 エコステーション出島給油所

所在地

電話番号

平日・土曜7:00～20:00
祝日8:00～18:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

平日・土曜7:00～21:00
日曜・祝日8:30～20:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

現金会員価格で給油

団員証提示者

現金会員価格で給油

団員証提示者

安佐南区中須2-1-17

082-877-2008

52

安佐北区 株式会社大野石油店 高陽町給油所

安佐北区口田南8-1-26

082-842-1890

東区馬木6-450-1

082-508-5030

株式会社大野石油店 広島東インター給油所

対

082-254-1015

安佐南区 株式会社大野石油店 緑井給油所

東区

優遇措置の内容

南区出島1-32-44

51

53

営業時間

平日7:00～21:00
土曜7:00～20:00
日曜・祝日8:00～19:00
平日7:00～21:00
土曜7:00～20:00
日曜・祝日8:00～19:00

54

安佐南区 株式会社大野石油店 高取給油所

安佐南区高取北3-12-42

082-872-7272

平日・土曜7:00～20:00
日曜・祝日8:00～19:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

55

安佐北区 株式会社大野石油店 可部バイパス給油所

安佐北区可部1-19-1

082-819-0210

6:00～24：00

現金会員価格で給油

団員証提示者

56

中区

山陽礦油株式会社 相生橋給油所

中区本川町1-1-2

082-232-0145

平日・土曜7:30～20:00
日・祝日9:0018:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

57

南区

山陽礦油株式会社 大州給油所

南区大州3-7-20

082-282-4478

平日・土曜7:30～20:00
日曜・祝日8:30～17:30

現金会員価格で給油

団員証提示者

安佐北区亀山2-2-2

082-815-6211

平日7:00～21:00
土曜7:00～20:00
日曜・祝日8:00～19:00

現金会員価格で給油

団員証提示者

58

安佐北区 山陽礦油株式会社 かめ山給油所

象

備 考

59

佐伯区

株式会社 上金物

佐伯区五日市中央2-1-7

082-923-2698

7:00～19:00

消防団員募集用ポスターの掲示

Ｂ1サイズ2枚

60

中区

株式会社広島銀行

中区紙屋町1-3-8

082-504-3860

8:30～17:30

消防団員募集用ポスターの掲示

Ａ2サイズ1枚

61

安佐北区 ㈲今橋建具製作所

安佐北区安佐町鈴張1896-3

082-835-1064

8:00～17:00

ガラス割れ替え作業5％割引

団員証提示者及び同家族

61

安佐北区 ㈲今橋建具製作所

安佐北区安佐町鈴張1896-3

082-835-1064

8:00～17:00

消防団員募集用ポスターの掲示
駐車場の提供
電気、水道の使用

消防団活動に関係のある団員

Ｂ1サイズ3枚
普通自動車3台程度
災害時の団員休憩

62

安佐南区 株式会社ＮＩＰＰＯ広島合材工場

安佐南区伴北4-2930

082-848-1221

7:00～18:00

消防団参集時の駐車場所の提供

消防団活動に関係のある団員

大型車3台程度
普通自動車3台程度

63

安佐南区 焼き肉レストラン はうでい亭伴店

安佐南区伴東7-39-1

082-849-5529

11:30～14:00
17:00～22:00

お食事料金の5％割引

団員証提示者

他のクーポンとの併用は不可

63

安佐南区 焼き肉レストラン はうでい亭伴店

安佐南区伴東7-39-1

082-849-5529

11:30～14:00
17:00～22:00

消防団員募集用ポスターの掲示

65

中区

赤から広島えびす店

中区堀川町3-10

082-504-8885

17:00～25:00

ご飲食代より10％割引

65

中区

赤から広島えびす店

中区堀川町3-10

082-504-8885

17:00～25:00

消防団員募集用ポスターの掲示

66

中区

赤から広島八丁堀店

中区八丁堀11-10 ＫＳビル

082-502-2333

17:00～24:00

ご飲食代より10％割引

66

中区

赤から広島八丁堀店

中区八丁堀11-10 ＫＳビル

082-502-2333

17:00～24:00

消防団員募集用ポスターの掲示

67

安佐南区 きん菜家中須店

安佐南区中須2-14-7

082-831-8929

11:00～14:30
17:00～24:00

飲み放題を1人300円割引

67

安佐南区 きん菜家中須店

安佐南区中須2-14-7

082-831-8929

11:00～14:30
17:00～24:00

消防団員募集用ポスターの掲示

11:00～24:00

お食事料金の10％割引

68

西区

紅かつ 広島南観音店

西区南観音7-12-30

082-293-6788

68

西区

紅かつ 広島南観音店

西区南観音7-12-30

082-293-6788

消防団員募集用ポスターの掲示

3

Ｂ1サイズ1枚程度

団員証提示者及び同伴家族

クレジット払いはご利用不可
他のクーポン券との併用は不可

団員証提示者及び同伴家族

クレジット払いはご利用不可
他のクーポン券との併用は不可

団員証提示者及び同伴家族

一人様3,300円以上コースに限る
他のクーポンとの併用は不可
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞの利用は不可

団員証提示者及び同伴者

他のクーポンとの併用は不可

広島市消防団応援事業所登録一覧表
登録番号

区 別

69

佐伯区

70

事業所・店舗名

所在地

電話番号

営業時間

優遇措置の内容

対

象

備 考

ティプロ

佐伯区八幡4-5-22

082-926-2026

9:00～20:00

お掃除料金10％割引

団員証提示者及び家族

他のクーポンとの併用は不可

南区

三吉屋食品株式会社 アッセ水車

南区松原町2-37 アッセ6Ｆ

082-261-1607

１１:00～22:００

15名以上の晩酌セットご利用で焼酎
900ml1本サービス

団員証提示者

71

中区

てもみん広島本店

中区本通8-18 ＨＭ本通会館１Ｆ

082-504-9601

10:00～21:00

全コース10％オフ

団員証提示者

チケットは除く
他のサービスや割引とは併用できません。

72

南区

てもみん広島駅店

南区松原町1-2 広島駅新幹線名店街

082-263-6358

10:00～20:00

全コース10％オフ

団員証提示者

チケットは除く
他のサービスや割引とは併用できません。

73

南区

てもみん福屋広島駅前店

南区松原町9-1 福屋広島駅前店６Ｆ

082-568-3635

10:00～20:00

全コース10％オフ

団員証提示者

チケットは除く
他のサービスや割引とは併用できません。

74

中区

てもみん福屋八丁堀本店

中区胡町6-26 福屋八丁堀本店9階

082-246-6907

10:00～20:00

全コース10％オフ

団員証提示者

チケットは除く
他のサービスや割引とは併用できません。

75

安佐北区 ㈲西川瓦店

安佐北区安佐町飯室3047

082-835-0615

8:00～18:00

瓦販売価格5％割引

団員証提示者

76

安佐北区 なごみ月

安佐北区可部4-15-32-5

082-847-6305

17:30～24:00

飲食代10％割引

団員証提示者及びその団体

お一人様3,000円以上の飲食に限る

76

安佐北区 なごみ月

安佐北区可部4-15-32-5

082-847-6305

17:30～24:00

消防団参集時の駐車場所の提供

消防団活動に関係のある団員

普通自動車4台程度

中区新天地1-17

082-241-7534

11:00～20:00

ハンカチプレゼント

団員証提示者

商品を購入された方

安佐南区緑井6-25-22-101

082-877-2778

9:30～19:30

頭皮の炭酸クンレンジングサービス

団員証提示者

77

78

中区

メーカーズシャツ鎌倉広島店

安佐南区 ＫｉｃＨｉ

Ｂ1サイズ3枚
普通自動車4台程度（但し時間帯により駐
車できない場合もある。）

79

西区

株式会社タツノ中四国支店

西区中広町1-2-23

050-9000-2311

8:45～17:30

消防団募集用ポスターの掲示
消防団参集時の駐車場所の提供

消防団活動に関係のある団員

80

中区

株式会社マルジョウ

中区千田町1-12-21

082-249-3686

9:00～18:00

無料登記相談（30分）

団員証提示者

81

中区

株式会社ライズ（ＲＩＳＥ）

中区千田西町4-11

082-241-0119

9:30～17:30

オリジナルウェア、オリジナルグッズなど
5％ＯＦＦ

団員証提示者

82

中区

ハリウッドビューティサロン広島店

中区堀川町7-2

082-247-2885

9:30～18:30

カット２０％割引
（シャンプーブロー別途料金）

団員証提示者及び同伴家族

他のサービス券との併用は不可

安佐北区亀山6-19-10

082-814-6549

8;00～17:00

施工金額の１０%割引

団員証提示者

他のクーポンとの併用は不可

83

安佐北区 うえだ吹装

84

佐伯区

Ｏne night

佐伯区五日市中央4-1-2

082-924-6966

20:00～27:00

２時間飲み放題を３時間に更にセット価格
団員証提示者を含む団体全員
を５００円引き

他の割引サービスとの併用は不可

85

佐伯区

エステティックサロンＶｉｆ

佐伯区五日市5-4-25

082-922-2227

10:00～19:00

フェイス＆デコルテ45分～又は背中＆腕
団員証提示者及び同伴家族
45分～ 施術代20％割引

他のサービス券との併用は不可
要予約

86

東区

マツシマ電器

東区福田4-2032-5

082-899-3939

09:00～19:30

点検・見積・修理の際、出張料を無料

団員証提示者とその家族

86

東区

マツシマ電器

東区福田4-2032-5

082-899-3939

09:00～19:30

災害等、消防団参集時の駐車場提供
ポスター掲示

消防団活動に関係のある団員

87

東区

有限会社 栄建

東区馬木9-10-1

082-899-8128

08:00～17:00

ポスター掲示

88

中区

ユアーラウンジ 生

中区堀川町1-14

082-248-0309

20:00～25:00

飲み放題、カラオケ、つまみサービス1人
団員証提示者
分（5000円）

89

安芸区

ヘアーサロン岡本

安芸区上瀬野町2-19-27

082-894-8310

08:00～19:00

男を磨くパック又はスキャルプマッサージ 団員証提示者

2,000円以上商品購入又はカット施術された
方のみ

90

安芸区

カラオケラウンジギャラクシー

安芸区矢野東1-1-37

082-889-2596

07：00～26：00

飲み放題3,000円の方、カラオケサービス 団員証提示者

団体の場合は規模に応じます

4

普通自動車3台程度

Ａ2サイズ1枚程度

広島市消防団応援事業所登録一覧表
登録番号

区 別

91

安芸区

お仏壇のもりきよ

安芸区船越南2-4-5

082-821-1566

10：00～18：00

消費税相当の割引

団員証提示者とその家族

92

安芸区

株式会社両備エネシス 瀬野川給油所

安芸区中野東1-21-31

082-892-2071

24時間

車検時5,000円値引き

団員証提示者

安佐南区長楽寺2-4-25

082-872-7755

24時間

車検時5,000円値引き

団員証提示者

93

事業所・店舗名

安佐南区 株式会社両備エネシス グリーンヒルズ長楽寺給油所

所在地

電話番号

営業時間

優遇措置の内容

対

象

備 考

94

安芸区

株式会社金子商店

安芸区中野4-13-8

082-892-0022

8：30～18：30

お米購入時５％割引

団員証提示者

95

安芸区

大高下クリーニング

安芸区中野2-1-9

082-892-0559

8：00～20：00

料金１０％割引

団員証提示者

一部商品は除く

96

安芸区

上田理容院

安芸区中野2-1-4

082-892-0660

9:00～20:00

ポスター掲示

97

東区

株式会社西岡工業

東区馬木3-5-14

082-899-4070

8:00～17:00

ポスター掲示

98

安芸区

ハタサイクルオート

安芸区中野二丁目3-10

082-892-0509

8：00～18：00

ポスター掲示

99

安芸区

宝石の横山

安芸区瀬野一丁目2-15

082-894-8810

9:00～19:00

ポスター掲示

100

安芸区

メガネ・宝石・時計の金子

安芸区中野2-3-15

082-893-0605

8:00～19:30

ポスター掲示

101

中区

広島江波栄町郵便局

中区江波栄町1-7

082-231-8856

9:00～17:00

ポスター掲示

102

安芸区

医療法人 あいクリニック

安芸区船越南2-18-19

082-822-0080

9:00～18:00

ポスター掲示
消防団参集時の駐車場提供

消防団活動に関係のある者

普通自動車6台程度

安佐南区西原5-20-2

082-875-3633

18:00～24:00

飲食料金5％割引

団員証提示者

消防団員

103

安佐南区 創作＆和彩 Ｓinnya

104

安芸区

有限会社 明星プロパン

安芸区瀬野一丁目19-9

090-9735-6135

10:00～17:00

水道修理5％ＯＦＦ

105

安芸区

エディオン 瀬野川店

安芸区中野東3-6-31

082-893-1151

9:00～19:30

ポスター掲示

106

南区

有限会社 山ち酒店

南区東本浦町1-64

082-281-4719

8:30～20:30

ポスター掲示
他のサービス併用不可
日替りサービスランチ使用不可
食べ放題、コース、飲み放題併用不可
他のサービス併用不可
日替りサービスランチ使用不可
食べ放題、コース、飲み放題併用不可
他のサービス併用不可
日替りサービスランチ使用不可
食べ放題、コース、飲み放題併用不可

107

安佐南区 うみ膳 やま膳 緑井店

安佐南区緑井2-13-1

082-879-7377

11:00～15:00
17:00～2:00

昼 ソフトドリンク無料
夜 飲食代金より10％ＯＦＦ

団員証提示者

108

安佐南区 夢料理 おとぎや

安佐南区緑井6-1-6

082-877-8030

11:00～15:00
17:00～2:00

昼 ソフトドリンク無料
夜 飲食代金より10％ＯＦＦ

団員証提示者

109

安佐南区 四季彩 木々路庵

安佐南区西原7-2-21

082-832-2007

11:00～15:00
17:00～1:00

昼 ソフトドリンク無料
夜 飲食代金より10％ＯＦＦ

団員証提示者

安芸区中野東7-13-11

082-893-1608

11:00～15:00
17:00～22:00

ポスター掲示

安佐南区大町東1-4-6

082-877-3929

17:30～24:00
不定休

飲食代金より10％ＯＦＦ

中区本通1-4 金座街Sビル１F

082-246-3811

10：00～19：00

賃貸借契約又は定期借家契約(学割、マ
団員証提示者及び２親等以内の 他の割引サービスとは併用不可
ンスリー12回以上）の契約時に、契約金
家族
全国のレオパレス直営店において利用可
から２万円値引き

110

112

113

安芸区

レストランカグラデン

安佐南区 京もつ鍋ホルモン朱々 広島大町店

中区

レオパレスセンター広島店

114

安佐北区 山根プラスチック

安佐北区安佐町大字筒瀬215-1

082-810-4150

8：00～18：00

ポスター掲示

115

安佐北区 ラポール・ミズナカ

安佐北区可部三丁目43-34

082-812-2345

9：00～19：00

ポスター掲示

5

団員証提示者及び同伴家族

クレジット払いはご利用不可
他の割引サービスとの併用は不可

広島市消防団応援事業所登録一覧表
登録番号

区 別

事業所・店舗名

所在地

電話番号

営業時間

優遇措置の内容

116

安佐北区 株式会社たけのした技工

安佐北区可部三丁目22-16

082-814-3641

8：00～17：00

ポスター掲示

117

安佐北区 有限会社 鳴本建設

安佐北区安佐町大字筒瀬542

082-838-1220

8：00～18：00

ポスター掲示

118

安佐北区 ヘアーサロン・アサギ

安佐北区安佐町鈴張2008（1F）

082-835-1058

9：00～19：00

ポスター掲示

119

安佐北区 R's hair

安佐北区安佐町鈴張2008（2F）

082-835-1058

9：00～19：00

ポイント２倍
ポスター掲示

120

安佐北区 株式会社 竹田敬奏建築

安佐北区口田南六丁目18番25号

082-845-0217

8:00～17:00

ポスター掲示

121

安佐北区 株式会社 プライム

安佐北区白木町三田5783

082-829-0220

8：00～18：00

ポスター掲示

122

安佐北区 有限会社 ダイイチ企業

安佐北区白木町三田字小椿1521-3

082-829-1270

8：00～17：00

ポスター掲示

123

安佐北区 安佐ルーフ

安佐北区安佐町鈴張2588-2

082-835-0028

8：00～17：00

ポスター掲示

124

安佐北区 吉車

安佐北区口田南七丁目12-27

082-845-0002

11:30～22:00

ポスター掲示

125

安佐北区 口田郵便局

安佐北区口田一丁目8-3

082-842-0953

9:00～17:00

ポスター掲示

126

安佐北区 有限会社 石本石材店

安佐北区口田南二丁目1-4

082-843-3665

8：00～17：00

ポスター掲示

南区東荒神町３－３１

082-262-8585

9：00～18：00

ポスター掲示、チラシ設置

127

南区

株式会社フジビジネス広島

対

象

備 考

団員証提示者

128

安佐北区 お好み焼き すみれ屋

安佐北区可部四丁目２０－５

070-5673-0657

１１：００～１４：００
１７：３０～２１：００（LO ２０：３
０）

ポスター掲示

129

安佐北区 株式会社宥免組

安佐北区安佐町大字飯室３１９８－１

082-835-0066

8:30～17:30

ポスター掲示

130

安佐北区 ヤマザキショップおおば

安佐北区安佐町小河内７１０－３

082-835-1154

６：３０～１９：３０

131

安佐北区 有限会社なかたストアー

安佐北区安佐町久地２５０－１０

082-837-0027

9:30～20:00

132

安佐北区 有限会社笹野石材工業所

安佐北区安佐町久地６２５

082-837-0601

8：00～17：00

代表取締役

0120-737-150

10:00～20:00

会計額から50％割引
のぼり旗設置

消防団員の家族や同伴者5名まで

082-838-1011

9:00～17:00

粗品贈呈
ポスター提示
のぼり旗設置

消防団員の家族や同伴者１名まで 一人二千円以上の支払をした場合に適用

133

134

中区

官公庁マリッジ広島店

安佐北区 ユーメン醤油株式会社

棟方 貞彦

代表取締役 宥免 国博

6

ポスター掲示
チラシ設置
のぼり旗設置
ポスター掲示、チラシ設置
消防団参集時の駐車場提供
団員証提示者
購入金額の５％割引（切手、タバコ他一部
商品は除く）
購入金額の５％割引
消防団員の家族や同伴者４名まで
ポスター掲示
チラシ設置
一部商品は除く
他のサービス券との併用不可

