
福岡市消防団応援の店　一覧
令和5年3月1日現在

行政区 以下所在地

1 ＳＨＯＰ　ヒロ 東区 大字弘１２８５－１ 092-603-6866 小売販売 家族含む ・プレゼントあり

2 一心膳 東区 奈多３丁目６番２３号 092-607-5055 飲食業 同伴者含む ・飲食代５％割引

3 居酒屋　たぼ田 東区 奈多１丁目１２番５２号 092-606-0818 飲食業 家族含む ・ドリンク１杯無料

4 ハネノネ ピッツア アンド バール 東区 名島４丁目５３番１１号 092-681-1971 飲食業 同伴者含む ・飲食代５％割引

5
シティコンタクト
えきマチ１丁目香椎店

東区 香椎駅前１丁目１１番１号３階 092-673-0001 物販
コンタクト

同伴者含む
・全商品１０％割引
※　定額制商品除く
※　他クーポン併用不可

6 有限会社　住建 東区 松香台２丁目１番３５号 092-672-4848 不動産 同伴者含む
・賃貸物件：仲介手数料半額
・JK CAFE：ドリンクサービス

7 タカキ時計店 東区 馬出５丁目２７番２６号 092-651-0815 小売販売 家族含む ・購入金額の１０％割引

8 キング自動車整備工場 東区 松島２丁目７番１８号 092-621-9971 自動車整備 団員本人
・車検入庫時エンジンオイル交換無料
・板金塗装入庫時工賃５％割引

9 古賀総合クリニック 東区 香椎駅前２丁目１０番１０号 092-674-0140 診療所 同伴者含む ・湯、水、コーヒー、漢方茶等の無料提供

10
有限会社　薬師丸

ドレミ薬局　香椎店
東区 香椎駅前１－１１－１ 092-663-5918 薬局 同伴者含む

・一般商品10％割引
　（処方箋薬は対象外）

　※サービスの内容や対象者などは右記の日付時点の情報ですので、変更している可能性もありますので、ご了承ください。

番号 事業所等の名称
所在地

連絡先 業種 対象者 特典・優遇サービス内容



福岡市消防団応援の店　一覧

行政区 以下所在地
番号 事業所等の名称

所在地
連絡先 業種 対象者 特典・優遇サービス内容

11 レディスファッション　　ヤダ 東区 香椎駅前１－１７－２８ 092-673-4638 婦人服 団員本人 ・値引き（金額は都度調整）

12 和処　徳や 東区 香椎１－２２－５－１０４ 092-719-0122 和食店 同伴者含む ・合計額から10％割引

13 スナック　大門 東区 香住ヶ丘２－１２－２２ 092-681-7889 飲食業 同伴者含む ・５名以上で2,000円値引き

14
株式会社サンレー

多々良紫雲閣
東区 多々良１丁目１７－７ 093-551-3030 冠婚葬祭

家族含む
（二親等まで）

・本人、家族（二親等まで）利用可能
・全宗派対応、５つの特別プラン有
　例）Ｃコース847,000円→550,000円（税込）
・御供花１０％オプション割引有
※　詳細はフリーダイヤル：0120-303-930

15 居酒屋浜太郎　雑餉隈店 博多区 銀天町３丁目５番１５号 092-581-7300 飲食業 同伴者含む
・コース料理の飲み放題30分延長
・グループにボトル１本サービス
（５名様以上利用に限る）

16 焼肉萬次郎 博多区 博多駅前４丁目３６番３７号 092-413-5588 飲食業 団員本人
・ソフトドリンク１杯無料
・枝豆又はキムチ１皿無料

17 末永鍼灸整骨院 博多区 御供所町３番３８号 092-291-1313 鍼灸・整骨 家族含む ・自由診療（鍼灸・マッサージ）半額

18 居酒屋　やすみや 博多区 半道橋１丁目１３番２４号 092-481-2866 飲食業 家族含む ・会計５％割引

19 宮﨑光明堂印房 博多区 冷泉町６番３４号 092-291-1059 小売販売 家族含む ・会計８％割引

20 内田製畳所 博多区 奈良屋町１０番３号 092-281-2571 製造販売 家族含む
・畳12枚以上購入又は張り替えで会計より
５％割引
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行政区 以下所在地
番号 事業所等の名称

所在地
連絡先 業種 対象者 特典・優遇サービス内容

21 和久伊 博多区 御供所町５番４号 092-263-0578 飲食業 同伴者含む ・ファーストドリンクサービス

22 フラワーボウル 博多区 銀天町３丁目５番１５号 092-581-0122 遊技場 同伴者含む
・２ゲーム以上で１ゲーム無料
（※予約はできません）

23 井上電気サービス 博多区 美野島１丁目３番１３号 092-431-4723
電気器具
販売業

団員本人
・訪問出張費無料
・家電製品設置費無料
（一部製品を除く）

24 ブティック・コウノ 博多区 銀天町１丁目６番１５号 092-581-0417
物販

婦人服
同伴者含む ・全商品５％割引（セール品含む）

25 ファッションバック　おぜき 博多区 銀天町２丁目１番４６号 092-574-6626
物販

バッグ
団員本人 ・全商品５％割引

26 いろは布団店 博多区 銀天町１丁目３番３８号 092-581-0717
物販
寝具

同伴者含む ・全商品８％割引

27
じてんしゃの
　みよし屋

博多区 銀天町１丁目３番４３号 092-586-8500
物販
修理

同伴者含む
・自転車購入時：盗難防止ワイヤー錠サービス
・自転車修理全般：１０％割引

28 まるとく　ドン 博多区 銀天町２丁目１番４７号 092-582-9693
物販

紳士服
子供服

家族含む ・５％割引

29 きもの　桜こまち 博多区 銀天町１丁目６番１６号 092-231-8716 物販 同伴者含む ・全品５％割引

30 (株)鳥越時計店 博多区 銀天町１丁目６番１９号 092-571-1211 物販 同伴者含む
・時計バンド２割引
・目覚まし掛時計２割引
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行政区 以下所在地
番号 事業所等の名称

所在地
連絡先 業種 対象者 特典・優遇サービス内容

31
シティコンタクト

アミュエスト博多店
博多区

博多駅中央街１番１号
アミュエスト博多Ｂ１階

092-436-3010 物販
コンタクト

同伴者含む
・全商品１０％割引
※　定額制商品除く
※　他クーポン併用不可

32
株式会社サンレー

浦田紫雲閣
博多区 博多区浦田１丁目１３－３１ 093-551-3030 冠婚葬祭

家族含む
（二親等まで）

・本人、家族（二親等まで）利用可能
・全宗派対応、５つの特別プラン有
　例）Ｃコース847,000円→550,000円（税込）
・御供花１０％オプション割引有
※　詳細はフリーダイヤル：0120-303-930

33 浦メガネ 中央区 大名１丁目１４番１８号 092-721-4648 販売業 家族含む ・眼鏡一式２０％割引

34
有限会社九州タイヤＲＤ

サービス
中央区 大手門２丁目３番１号 092-781-7882 販売業 同伴者含む

・値引き（特別価格）
・市内出張ＯＫ（3000円⇒2000円）
　市外要相談

35 麺屋達　高木店 南区 高木１丁目９番１号 092-473-2288 飲食業 同伴者含む
・替玉１回サービス
・ウエルカムドリンク
　生ビール500円が半額250円（税別）

36 よつ葉鍼灸院 南区
大橋１丁目１１番１６号

的野ビル１階
090-7984-1486 鍼灸院 団員本人 ・治療時間10分延長

37 鉄板焼ダイニング　でん 南区 大橋２丁目２１番２１号 092-512-0010 飲食業 同伴者含む

・ドリンク１杯目半額
　　　　　又は
・飲み放題30分延長無料
（飲み放題付コース利用時）

38 大橋モータース 南区 高木１丁目４番１２号 092-414-2827
自動車

販売・修理
同伴者含む

・車検整備工賃５％引き
・板金塗装修理工賃１５％引き

39 つくるラボ 南区 高宮５丁目９番１－７１８号 090-8766-1671
グラフィッ
クデザイン

団員本人 ・８％割引

40 串てつ 南区
長住２丁目１８番９号
ルネッサンス長住１階

092-552-2060 飲食業 団員本人 ・付き出しサービス
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行政区 以下所在地
番号 事業所等の名称

所在地
連絡先 業種 対象者 特典・優遇サービス内容

41 ぽん太 南区 野間１丁目５番３号 092-541-1081 飲食業 団員本人 ・付き出しサービス

42
シティコンタクト

大橋駅前店
南区

大橋１丁目８番１９号
プロベニオ大橋５階

092-557-3100 物販
コンタクト

同伴者含む
・全商品１０％割引
※　定額制商品除く
※　他クーポン併用不可

43 焼き鳥　ＩＣＨＩ 早良区 高取１丁目１番３０号 092-844-2289 飲食業 団員本人 ・ボトルキープ１０％引き

44 カラオケＢＡＲ　ＡＳＩＴＡＢＡ 早良区 早良区野芥４丁目４５番５６号 090-6615-4478 飲食業 同伴者含む ・飲食代金から10％割引

45
足と靴と歩行の専門単

あしたばくらぶ
早良区 早良区野芥１丁目７番３９号 090-6615-4478 フットケア 家族含む ・フットケア用品500円割引

46 あいちゃんうどん 西区 宮浦１９７３－４ 092-809-2677 飲食業 同伴者含む
・おでん無料サービス
・会計金額８％割引

47 居酒家　加川 西区 周船寺１丁目８番１５号 092-807-5728 飲食業 同伴者含む
・わさび風味枝豆１皿無料
（グループに１皿）

48 炭火焼　トリヤス 西区 野方１丁目２２番２１号 092-834-6251 飲食業 家族含む ・ドリンク１杯無料

49
シティコンタクト
えきマチ１丁目姪浜店

西区 姪の浜４丁目８番２号 092-892-3333 物販
コンタクト

同伴者含む
・全商品１０％割引
※　定額制商品除く
※　他クーポン併用不可

50

　　※ 団員用優待券について
　　　・ 団員用優待券を店舗で掲示すること。
　　　・ サービス内容については、団員用優待券に記載。
　　　・ 団員用優待券は使用期限があり、定期的に更新されるため注意すること。
　　　・ 団員用優待券の受領については、各団事務局または消防団課に問い合わせること。

　　株式会社モンテローザ系列店（国内各対象店舗）

　　「系列店舗」
　　魚民、笑笑、白木屋、目利きの銀次、千年の宴、山内農場
　
　　※均一価格店舗及び「～48」店舗は除く。
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51

52

53

　　株式会社はせがわ

　　「福岡市内の店舗」
　　〇福岡本店（博多区上川端町12-192）
　　〇福重店（西区福重3-1-1）
　　〇大橋店（南区大橋1-4-1）
　　（3店舗）

　
　　＜特典＞
　　　お仏壇：10％、神仏具：5％　割引。
　　　墓石工事：ご優待価格
　　＜対象者＞
　　　団員本人、家族含む。
　　＜受注・お問い合わせ＞
　　　福岡本店：0120-550-275　福重店：0120-558-790　大橋店：0120-552-670

　　株式会社サカイ引越センター

　　「福岡市内の支社」
　　〇博多支社　（担当エリア：中央区・南区・城南区）
　　〇福岡支社　（担当エリア：博多区・中央区）
　　〇福岡北支社（担当エリア：東区・宗像市・福津市・古賀市・糟屋郡）
　　〇福岡東支社（担当エリア：東区・博多区・糟屋郡）
　　〇福岡西支社（担当エリア：早良区・西区・糸島市）
　　〇福岡南支社（担当エリア：博多区・南区・那珂川市）
　　（6支社）

　
　　＜特典＞
　　　法人価格の引越基本料金（運賃と人件費）より20％以上割引。
　　　梱包資材無料。（数量は家財の量による）
　　　訪問見積時、国産米1kgﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ。
　　＜対象者＞
　　　団員本人、家族、同伴者含む。
　　＜受注・お問い合わせ＞
　　　ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-56-1141

　　Apaman Network株式会社　法人営業部

　　「福岡市内のアパマンショップ」
　　〇博多区（博多駅東店・博多駅筑紫口店・博多駅前店）
　　〇中央区（天神三越前店・唐人店・薬院店）
　　〇東区（千早駅前店・箱崎駅前店・吉塚店・和白店）
　　〇早良区（早良区役所前店・西新店）
　　〇南区（井尻店・大橋駅前店・高宮店）
　　〇城南区（福大前店・別府城南店）
　　〇西区（九大学研都市店）
　　（19店舗　※2020年9月1日時点）

　　＜特典＞
　　　管理物件で成約時仲介手数料50％割引。他社管理物件で成約時10％割引。
　　　（家賃１か月分に対する仲介手数料が対象）
　　＜対象者＞
　　　家族を含む
　　＜ご利用方法＞
　　　下記いずれかの方法で「お部屋探しご依頼窓口」にご連絡ください。
　　　　①TEL　03-6777-0015
　　　　②MAIL　info@re-standard.co.jp
     　 ③お部屋探しリクエストサイト（右記のQRコードを読み取りください）
　　　　※直接店舗に問い合わせをされた場合はサービス対象外となります。
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