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注意事項 

・安城市消防団を応援してくださっている事業所です。消防団員は積極的に利用しま

しょう。 

・消防団員は必ず、サービスを受ける前に「安城市消防団応援事業所利用証」を事業

所に提示し、サービス内容を確認してください。（後から提示をした場合、サービ

スを受けることはできません。） 

・サービス内容など変更されている可能性があります。最新情報は安城市ホームペー

ジを確認してください。 

 http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bosaibohan/ouenjigyousho-kyouryokujigyousho.html 



事業所名 ジャンル 情報 サービス 

赤煉瓦 飲食 

住所: 篠目町竜田91番地1 

電話:76-9600 

営業時間:11:00～23:00 

定休日:月曜日 

対象: 消防団員を含むグループ全員 

内容: アイスクリーム無料 

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ･ｶﾌｪ 

サンク 
飲食 

住所:横山町浜畔上49-2 

電話:77-8855 

営業時間:10:00～20:30 

定休日:月曜日（祝日は翌日休み） 

対象:消防団員のみ 

内容:お買い上げ 2,000 円以上で 200 円までの焼

菓子1個プレゼント 

麺やOK 飲食 

住所: 明治本町15-4 明本ハイツ1F 

電話:72-3630 

営業時間:11:30～14:00､18:30～23:00 

定休日:月曜日 

対象:消防団員のみ 

内容:味玉もしくは大盛サービス 

たち吉 飲食 

住所: 姫小川町北門原34番地4 

電話:99-7117 

営業時間:18:00～23:00 

定休日:不定休 

対象: 消防団員を含むグループ全員 

内容: fire corps set（特別メニュー）込々

4,000円～ 

注意事項:要予約 

寿司善 飲食 

住所: 東別所町屋敷3番地 

電話:74-4100 

営業時間:17:00～22:00 

定休日:水曜日 

対象: 消防団員のみ 

内容: 口取り（小鉢一品）サービス 

注意事項:1日1回に限る。 

今寿司 飲食 

住所: 東栄町3丁目816番地7 

電話:97-8569 

営業時間:9:00～14:00､17:00～21:30 

定休日:不定休 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://imazusi.com/ 

対象: 消防団員を含むグループ全員 

内容: 1,000 円以上ご飲食の方にコーヒーもしく

はデザートサービス 

   マイクロバス無料送迎あり（10 名様以

上） 

注意事項:他のサービス券との併用不可 

桜井ロングゴ

ルフ 

レジャー 

スポーツ 

住所: 桜井町半抜1番地8 

電話:99-6255 

営業時間:早朝営業6:00～8:30､ 

本営業9:15～23:00 

定休日:なし 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:http://sakurai.long.golf-hp.com 

対象: 消防団員のみ 

内容: 企業会員扱いとし、1 球単価を会員と同様

にする 

注意事項:フロントにて利用証を必ず提示 

孝寿司 飲食 

住所: 福釜町河原78番地 

電話:75-9738 

営業時間:11:30～21:30 

定休日:水曜日 

対象: 消防団員のみ 

内容: ドリンクサービス 

注意事項:利用人数によりドリンクサービスが異

なります。詳しくは直接店舗に問い合

わせ。 

栄楽支店 飲食 

住所: 今池町1丁目15番16号 

電話:98-2941 

営業時間:17:00～翌日3:00 

定休日:火曜日 

対象: 消防団員のみ 

内容: デザートサービス 

注意事項:月曜～木曜に限る。 



事業所名 ジャンル 情報 サービス 

台湾料理 

雅味 
飲食 

住所: 高木町半崎18番地1 

電話:74-6060 

営業時間:11:00～14:00､17:00～翌日1:00 

定休日:なし 

対象: 消防団員のみ 

内容: 会計金額から10％OFF 

わっしょい 飲食 

住所: 明治本町12番17号 

電話:76-8881 

営業時間:11:00～13:45､17:00～21:00 

定休日:水曜日 

対象: 消防団員のみ 

内容: ソフトドリンク1杯サービス 

注意事項:夜営業に限る 

ジモティピッ

ツァ 
飲食 

住所: 古井町井ノ池52番地 

電話:73-0900 

営業時間:11:00～21:00 

定休日:水曜日、第2火曜日、元旦 

対象: 消防団員とその家族 

内容: 配達の場合、5 枚以上で 1 枚分無料（一番

安いﾋﾟｻﾞ）。5 枚以下はﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ 1 個ｻｰ

ﾋﾞｽ 

   ﾃｲｸｱｳﾄの場合、1枚350円ずつ値引き。 

注意事項: 注文時に申告。ﾊｰﾌ&ﾊｰﾌ・ｸｫｰﾀｰ・お持

ち帰り専用ﾋﾟｻﾞは不可。他のｻｰﾋﾞｽと

の併用不可。配達エリア限定あり。詳

しくは店舗に問い合わせ。 

得得南安城店 飲食 

住所: 上条町経根25番地2 

電話:77-1401 

営業時間:11:00～22:00 

定休日:なし 

対象: 消防団員のみ 

内容:ソフトドリンク1杯サービス 

万祥 飲食 

住所: 桜町21番25号 

電話:76-4036 

営業時間: 17:00～23:00 

定休日:火曜日 

対象: 消防団員のみ 

内容:月曜～木曜:会計金額より10％OFF 

   金曜～日曜:会計金額より5％OFF 

注意事項: 他クーポンとの併用不可 

中国料理 

北京本店 
飲食 

住所: 三河安城本町2丁目4番地1 

電話:75-0230 

営業時間: 11:00～14:30､17:00～21:30 

定休日:月曜日 

対象: 消防団員とその家族 

内容:ごはん大盛り無料 

中国料理 

北京高棚店 
飲食 

住所: 高棚町大道78番地1 

電話:92-0059 

営業時間: 11:30～14:00､17:00～21:00 

定休日:月曜日 

対象: 消防団員のみ 

内容:ごはん大盛り無料 

みやち家 飲食 

住所: 箕輪町唐生158番地1 

電話:72-0133 

営業時間: 11:00～14:30､18:00～21:30 

定休日:月曜日 

対象: 利用証1枚につき、3名様までご利用 

内容:トッピング1品サービス 



事業所名 ジャンル 情報 サービス 

北城屋 

百石総本店 
飲食 

住所: 百石町2丁目19番地15 

電話: 73-0260 

営業時間: 9:00～19:00 

定休日:なし 

対象: 消防団員のみ 

内容:サルビアスタンプ2倍 

北城屋 

アンディ店 
飲食 

住所: 住吉町3丁目5番地28 

   アンディショッピングセンター内 

電話: 96-0805 

営業時間: 10:00～20:00 

定休日:毎月第3木曜日 

対象: 消防団員のみ 

内容:サルビアスタンプ2倍 

れすとらん 

仔馬 

秋葉本店 

飲食 

住所: 安城町栗ノ木80番地3 

電話:76-2004 

営業時間: 11:00～15:00､17:00～22:00 

定休日:火曜日 

対象: 消防団員を含むグループ全員 

内容: シャーベット1個サービス。 

注意事項: お食事の方に限る。 

初寿司 飲食 

住所: 日の出町10番20号 

電話:75-0467 

営業時間: 11:30～14:00（予約のみ） 

17:00～22:00 

定休日:月曜日 

対象: 消防団員のみ 

内容: 会計金額から10％OFF 

和助 飲食 

住所: 桜井町新田102番地2 

電話:99-9155 

営業時間: 11:30～14:00､18:00～22:00 

定休日:火曜日 

対象: 消防団員のみ（2名様以上で来店） 

内容: 夜営業時の飲食代10％OFF 

注意事項: 予約された方がスムーズです。 

ろばた茶屋 

さくら 
飲食 

住所: 東栄町5丁目25番地5 

電話: 98-8483 

営業時間: 17:00～23:00 

定休日:月曜日 

対象: 消防団員とその家族 

内容: 席料（お通し代）サービス 

レストラン 

きくな 
飲食 

住所: 古井町新道39番地1 

電話: 74-0637 

営業時間: 10:00～22:00 

定休日:水曜日、第2木曜日 

対象: 消防団員のみ 

内容: 食後のドリンクサービス 

注意事項: 食後のドリンクメニューについては、

ご来店時に問い合わせ。 

大衆居酒屋 

じゅーじゅー 
飲食 

住所: 御幸本町16番5号 

電話: 080-1625-4814 

営業時間: 17:00～24:00 

定休日:日曜日、第2月曜日 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:http://izakaya1010.com 

対象: 消防団員とその家族 

内容: お食事をされた方にソフトドリンク 1杯サ

ービス 

和風レストラ

ン りよん 
飲食 

住所: 緑町2丁目22番地7 

電話: 76-5534 

営業時間: 11:00～15:00(ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ 14:00) 

17:00～21:30(ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ 20:30) 

定休日:月曜日、第3火曜日 

対象: 消防団員とその家族 

内容: ドリンク（酒類含む）10％OFF 



事業所名 ジャンル 情報 サービス 

焼肉 我が家 飲食 

住所: 東新町5番地7 

電話: 76-5950 

営業時間: 12:00～15:00、17:00～23:00 

定休日:木曜日 

対象: 消防団員のみ 

内容: お1人様1つデザートサービス 

ろばた焼 

いっくん 
飲食 

住所: 根崎町下小久戸14番地1 

電話: 92-3682 

営業時間: 17:00～24:00 

定休日:水曜日 

対象: 消防団員のみ 

内容: 生400ｍｌ お1人さま1杯サービス 

注意事項: 4人以上で1人1500円以上の飲食の場

合。 

週末は事前に電話予約。 

遊 食 ・ 酒 菜 

太いち 
飲食 

住所: 桜井町大役田34番地17 

電話: 99-5106 

営業時間: 17:30～翌日1:00 

定休日:月曜日 

対象: 消防団員とその家族 

内容: 料理等を大盛りサービス 

注意事項: その他状況に応じたサービスあり。 

安城コロナワ

ールド 

レジャー 

スポーツ 

住所: 浜富町6番地8 

電話: 74-0604 

営業時間: 9:00～24:00 

定休日:不定休 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:http://www.korona.co.jp/ 

対象: 消防団員とその家族 

内容: 各種サービス券の配布 

注意事項: 団体予約（ボウリング・カラオケ・温

泉等）承ります。 

いずみ庵本店 飲食 

住所: 和泉町大北58番地2 

電話: 92-1232 

営業時間: 11:00～20:30 

定休日:なし（元旦のみお休み） 

対象: 消防団員とその家族 

内容: 飲食代金10％割引 

注意事項: 物販利用不可（割引対象外） 

北京 

昭和町店 
飲食 

住所: 昭和町15番3号 

電話: 76-7090 

営業時間: 11:15～13:30､17:30～20:00 

定休日:月曜日 

対象: 消防団員6名様以上 

内容: 豚肉からあげ1人様サービス 

注意事項: 電話予約時に限る。 

焼肉 食道園 飲食 

住所: 大山町2丁目1番地7 

電話: 74-3278 

営業時間: 17:00～24:00 

定休日:月曜日 

対象: 消防団員とその家族 

内容: ウーロン茶 1 杯サービス 

中国料理龍宮 飲食 

住所: 赤松町新屋敷254番地1 

電話: 72-7135 

営業時間: 11:30～14:00､17:00～22:00 

     （21:00 ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ） 

定休日:火曜日、第3水曜日 

対象: 消防団員のみ 

内容: 1 人 50 円引き 

麺屋すずなり 飲食 

住所: 新田町小山西68番地 

電話: 090-3259-0577 

営業時間: 11:30～14:30､18:00～22:30 

定休日:水曜日 

対象: 消防団員を含むグループ全員 

内容: 味玉、卵黄、麺大盛 無料サービス 

注意事項: 他のクーポン併用不可 



事業所名 ジャンル 情報 サービス 

旬彩会席  

田和 
飲食 

住所: 姫小川町館出141番地2 

電話: 050-5487-6493 

営業時間: 11:00～15:00(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 14:00)､

17:00～21:30(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 20:30) 

定休日:水曜日、第1・第3火曜日 

対象: 消防団員とその家族 

内容: 飲食代金 5％OFF 

注意事項: ランチメニューは使用不可、他のクー

ポン併用不可 

みつ丸米穀店 食品 

住所: 緑町2丁目9番地4 

電話: 76-0550 

営業時間: 8:30～20:00 

定休日:日曜日 

対象: 消防団員とその家族 

内容: サルビアスタンプ 2 倍 

カフェ 

ピクアント 
飲食 

住所: 三河安城本町1丁目1番地8 

電話: 68-1180 

営業時間: 8:00～17:00 

定休日:火曜日、祝日を除く月曜日 

対象: 消防団員を含むグループ全員 

内容: ランチセットご注文の方に限り、バニラア

イス人数分サービス 

山本自動車整

備工場 
車用品 

住所: 昭和町18番17号 

電話: 75-2234 

営業時間: 9:00～18:00 

定休日:日曜日、祝日 

対象: 消防団員とその家族 

内容: エンジンオイル 500 円/㍑（指定オイル

のみ）、作業料金（工賃）10％引 

注意事項: 持込部品の取替作業には割引は適用で

きません。 

マドデリフォ

ーム Mado シ

ョップ安城駅

前店 

日用品 

住所: 昭和町15番1号 

電話: 71-1588 

営業時間: ご相談により随時対応 

定休日:ご相談により対応 

対象: 消防団員とその家族 

内容: スマホガラスコーティング特別価格、網戸

張り替え 1 枚 540 円（持込対象 2 枚ま

で） 

注意事項: 要予約 

大衆酒場美幸

本 町 八 丁 目 

新絆や 

飲食 

住所: 御幸本町8番1号 

電話: 95-2270 

営業時間: 16:00～24:00 

定休日:不定休 

対象: 消防団員を含むグループ全員 

内容: 飲食代金 10％OFF 

注意事項: 1 会計に対して割引上限額 3,000 円 

株式会社はち

どり 

自動車運

転教習 

住所: 北山崎町北浦50番地 

電話: 76-8181 

営業時間: 9:15～20:30 

定休日: 日曜日、祝日 

対象: 消防団員とその家族 

内容:  

 ア ５％オフ 

 （ア）大型（現有免許：普通・準中型・準中型

５ｔ限定・中型・中型８ｔ限定） 

 （イ）中型（現有免許：普通・準中型・準中型

５ｔ限定） 

 （ウ）準中型（現有免許：普通・準中型５ｔ限

定） 

 イ １０％オフ 

 （ア）中型８ｔ限定解除 

 （イ）準中型５ｔ限定解除 

 （ウ）ＡＴ限定解除 

  



事業所名 ジャンル 情報 サービス 

株式会社はち

どり 人と安

全研究所 

ペーパー

ドライバ

ー研修 

住所: 北山崎町北浦50番地 

電話: 91-0625 

営業時間: 9:15～18:30 

定休日: 日曜日、祝日 

対象: 消防団員とその家族 

内容: 初回練習 20%オフ 

注意事項:１時間分に限る 

株式会社はち

どり 輝く子

どもの未来事

業部 

子どもの

運動教室 

住所: 北山崎町北浦50番地 

電話: 91-0625 

営業時間: 9:15～18:30 

定休日: 日曜日、祝日 

対象: 消防団員の子ども 

内容: 専用バックをプレゼント 

注意事項: 入会した方に限る 

株式会社はち

どり ドロー

ン教習所 

ドローン

操作教習 

住所: 北山崎町北浦50番地 

電話: 76-8181 

営業時間: 10:00～17:00 

定休日: 日曜日、祝日 

対象: 消防団員とその家族 

内容: 講習費 1,000 円オフ 

和ごころ茶房

咲夢 
飲食 

住所: 赤松町新屋敷 142 番地 1 

電話: 95-5556 

営業時間: 月水木曜日10:30～15:00 

       金曜日10:30～15:00 

17:00～21:00 

       土曜日10:30～21:00 

       日曜日10:30～17:00 

定休日: 火曜日 

対象: 消防団員とその家族 

内容: アイスクリームサービス 

    

    

    

    

 


