
番号 施設名称 事業所住所 事業所電話番号 サービス等の内容 対象者 注意事項等

ご飲食の伴う宿泊料金
　１泊２食（夕食・朝食）
　１泊朝食
　　　　　　　　　１０％割引

会議室使用料及びそれに伴う
飲食料金
　　　　　　　　　１０％割引

式典ご宴会全般
　　　　　　　　　１０％割引

ボーリング
　１ゲームにつき　５０円割引
　用品　　　　　　　 １０％割引

レストラン　ル・オール
　料理　１０％割引
　飲物　１０％割引

会議室及び展示会場 使用時間及び人数により使用料金を割引

4 運転代行　隼 伊豆市八幡１１６４－３ 090-3305-2645 ご利用料金の１０％引き
消防団員とその家族
（伊東市・他都市・OB）

但しメンバーズカード併用不可

5 有限会社　松登苑 伊東市赤沢２４番地
0557-53-0307
0557-53-3366

・昼食・夕食・宿泊・素泊まり
　　　全て１０％割引
・飲物(ビール大瓶・お酒)
　　　１００円引き
・料理一品サービス

・伊東市消防団員とその家族
・伊東市消防活動支援員

6 健康スポーツ整体院 伊東市八幡野１１２５-４１ 0557-54-0311 施術料１０％割引
伊東市・他市町村
消防団員とその家族

消防団員証、その他証明となるもの
※回数券は除く（詳しくは当院へお問い合わ
せください）

7
㈱藤興産
　　伊豆東営業所

伊東市玖須美元和田７２０-３８ 0557-44-0092
・防災用品　１０％割引
・防災訓練、避難訓練
　協力いたします。

伊東市・他市町村
消防団員とその家族

消防団員証、その他証明となるもの

8 共立タクシー 伊東市南町１丁目３番２号 0557-37-6554
当社発行のポイントカードの
ポイントを２倍贈呈

伊東市消防団員 消防団員証の提示

9 温泉橋　長寿庵 伊東市馬場町２－１－１１ 0557-37-9590
お食事ごとに５０円割引券を贈呈いたします。
※出前も対象

伊東市消防団員とその家族 消防団員証の提示

※詳細については各事業所にお問い合わせください。

0557-51-4400
年末年始及びゴールデンウィーク等指定日は
除く
（詳しくは宿へお問い合わせください）

静岡県内消防団員と
同伴者３人まで

・宿泊費お１人様につき５００円割引
・ﾄﾞﾘﾝｸ１本ｻｰﾋﾞｽ

3

　☆ありがとう消防団応援事業所　登録一覧☆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年４月１日現在

2 ダンコーエンボウル 伊東市竹の内１丁目３番１６号 0557-37-1512
伊東市・他市町村
消防団員とその家族

消防団員証、その他証明となるもの

1 ホテル暖香園 伊東市竹の内１丁目３番６号 0557-37-0011
伊東市・他市町村
消防団員とその家族

消防団員証、その他証明となるもの

かんぽの宿
　　　　伊豆高原

伊東市八幡野１１０４-５



番号 施設名称 事業所住所 事業所電話番号 サービス等の内容 対象者 注意事項等

10
ホテルアンビエント
　　　　　伊豆高原

伊東市大室高原3丁目490番地 0557-51-1666

・本館 温泉露天大浴場
　　通常800円のところ500円
・10名以上の団体での宴会
　　無料送迎（市内）
・飲み放題プラン
　　通常2,100円のところ1,575円

伊東市消防団員とその家族 消防団員証、その他証明となるものの提示

11
有限会社
　ボディーショップ新生

伊東市十足６２６ 0557-45-6296
・自動車　板金・修理・車検・工賃
　　　　　　　　　　　　　　５％割引
・新車・中古車販売はオプションプレゼントあり。

・伊東市・他都市消防団員と
その家族
・伊東市消防活動支援員

消防団員証、その他証明となるもの

12
運転代行
　　　　「代行屋」

伊東市川奈1109-8 0557-48-7272

・1,300円を上回る場合に300円～500円を割
引。
（長距離程割引額を増やします。）

・伊東市消防団員とその家族
・消防団関係者

消防団員証、その他証明となるもの

13 伊豆シャボテン公園 伊東市富戸1317-13 0557-51-1111

14 伊豆ぐらんぱる公園 伊東市富戸1090 0557-51-1122

15 伊豆四季の花公園 伊東市富戸841-3 0557-51-1128

16 エクシブ伊豆 伊東市富戸1317-5243 0557-51-2390
・結婚披露宴
　　料理１０％割引、飲物１０％割引

伊東市消防団員とその家族
・消防団員証、その他証明となるものの提示
・３０名様以上の披露宴に限ります。

17 サザンクロスリゾート 伊東市吉田1006番地 0557-45-1234

（ゴルフ）
　本コース利用者　・プレー代500円割引
　　　　　　　　　　　 ・練習場ｺｲﾝ1枚進呈
（施設）
　温泉大浴場　・通常1,000円→500円(税別)
　プール利用　・通常2,000円→1,000円(税別)

伊東市消防団員とその家族 消防団員証、その他証明となるもの

18 東海バストラベル 伊東市東松原町１６－２ 0557-36-1611

・東海バスオレンジツアー
・夏の特得ツアー
・忘年・新春謝恩ツアー
・春の謝恩ツアー
　上記、募集型企画旅行の旅行代金３％割引

・取扱旅行会社（JTB、近畿日本ツーリスト、日
本旅行、JR東日本など）のパッケージ商品
３％割引

・伊東市消防団員とその家族
・伊東市消防活動支援員

・消防団員証、その他証明となるものの提示
・お支払いは現金決済に限る。

①伊東市消防団員

②伊東市消防団員の同伴者
５名まで

※詳細については各施設にお問い合わせください。

①入園料金無料

②入園料金半額
消防団員証、その他証明となるもの



番号 施設名称 事業所住所 事業所電話番号 サービス等の内容 対象者 注意事項等

19 アピデギフトプラザ伊東 伊東市東松原１６－２ 0557-37-8150

ギフト商品・カタログギフト商品（結婚祝・出産祝
等）
１３％～３０％割引
※一部商品を除く。

伊東市・他市町村
消防団員とその家族 消防団員証、その他証明となるものの提示

20
株式会社
 東海車両サービス

伊東市玖須美元和田716-102 0557-45-0123

・自動車　車検・点検・臨時修理・鉄筋塗装
　タイヤ工賃2０％割引
・部品１５％（最大）割引
※一部商品を除く。
・車検代行料割引
・新車・中古車販売特別割引

　
伊東市消防団員とその家族 消防団員証、その他証明となるものの提示

21
カフェ雑貨＆ウエディングサロン
Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ

伊東市松川町５－４２（キネマ通り内） 0557-28-0039
成人式衣装・七五三衣装・卒業式袴、の衣装レ
ンタル料金を表示価格より１０％割引

伊東市・他市町村
消防団員とその家族、消防団
員ＯＢ

消防団員証、その他証明となるものの提示

22 福由園 伊東市宇佐美１０４３ 0557-47-3280 みかん・甘夏狩り入園料５０円引き
全国の消防団員とその家族
（消防OB含む）

大人のみ

23 観光・文化施設　東海館 伊東市松原町１２－１ 0557-36-2004

（喫茶）
　１品１００円引き

（日帰り入浴）
　１人１００円引き

全国の消防団員とその家族

消防団員証、その他証明となるものの提示

喫茶営業時間　10：00～17：00

日帰り入浴は土曜・日曜・祝日
１１：００～19：00　※都合により変更有

24 カフェローステライ・ヴェッカー 伊東市和田１－７－１２ 0557-38-6173
コーヒー豆２００ｇ以上お買上げの方に、テイク
アウトカップコーヒー１杯プレゼント

伊東市消防団員とその家族 消防団員証、その他証明となるもの

25 ＭＥＬＩＳＴＡ　ＨＯＮＥＹ 伊東市宇佐美３１１０－４ 0557-28-0707 ショップ、カフェを含む全て５％OFF 消防団員と同伴者 消防団員証の提示

26 文化堂 伊東市宇佐美1795 0557-48-9353
筆記用具10パーセントＯＦＦ（値引き商品対象
外）

伊東市・他市町村
消防団員とその家族 消防団員証、その他証明となるもの

27 有限会社　小杉新聞堂 伊東市宮川町２－３－２３ 0557-37-3500
・当店の折込チラシを、消防団員募集、消防団
活 動、PR等に活用できます。
・店頭へのポスター掲示等

伊東市消防団

※詳細については各施設にお問い合わせください。



番号 施設名称 事業所住所 事業所電話番号 サービス等の内容 対象者 注意事項等

28 えんのかま 伊東市富戸１３１７ー１０５３ 0557-51-8069 体験された方に陶器の小物プレゼント
伊東市・他市町村
消防団員と同伴者 消防団員証、その他証明となるものの提示

29 おおむろ軽食堂 伊東市富戸1317-5　大室山リフト館１階0557-51-1455 お食事された方に陶器の小物プレゼント
伊東市・他市町村
消防団員と同伴者 消防団員証、その他証明となるものの提示

30 池観光開発 伊東市池６７２－２ 0557-51-0258 ﾘﾌﾄ乗車運賃を５０円引き 伊東市消防団員とその家族
消防団員証の提示及びパンフレットの裏面に
あるご紹介印（分団印又はサイン）

31 長浜水産 伊東市玖須美元和田720-143 0557-38-0126 購入金額から10％割引（値引き商品対象外） 伊東市消防団員とその家族 消防団員証の提示

32 麵や一徳 伊東市吉田６１５－１ 0557-78-0064 味玉１個サービス 伊東市消防団員とその家族 消防団員証の提示（注文時）

33 木八　伊東店 伊東市竹の内1-3-11（金子ﾋﾞﾙ101） 0557-52-3312
大盛分（￥150）無料又は指定のﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ１品無
料

県内の消防団員と同伴者
　　　　　　　３名まで

消防団員証の提示（注文時）

34 伊東瓦斯株式会社 伊東市湯川５４３番地 0557-37-0061
ガス器具等表示金額（チラシ等）よりさらに５％
割引

伊東市・他市町村の消防団
員

消防団員証、その他証明となるものの提示

35 スィートハウスわかば 伊東市中央町６－４ 0557-37-2563
サンデーとコーンソフトクリームのテイクアウト
５０円引き（５個まで）

県内の消防団員本人 消防団員証の提示

36 やまふじ 伊東市宇佐美１８５９－１ 0557-47-0100
お食事７００円以上で５０円引き
（飲み物は含まない）

伊東市消防団員とその家族
（２０歳未満は対象外）

消防団員証の提示

37 伊豆のジビエ屋Bistro Ken 伊東市八幡野７６４ 080-7332-6214
コーヒー又、紅茶、ソフトドリンクの中から１杯
サービス

全国の消防団員と同伴者 消防団員証、その他証明となるものの提示

38 Dining＆Bar　Bourbon 伊東市八幡野１１８６－２７ 0557-54-3485
・飲食料金１０パーセント割引
・料理１品サービス

伊東市・他市町村の消防団
員とその家族

消防団員証、その他証明となるものの提示

39 松栄電気 伊東市八幡野４４１－１ 0557-53-2079 店頭価格より５％割引 県内の消防団員とその家族 消防団員証、その他証明となるものの提示

※詳細については各施設にお問い合わせください。



番号 施設名称 事業所住所 事業所電話番号 サービス等の内容 対象者 注意事項等

40 中門水産 伊東市玖須美元和田720-143 0557-38-0128 購入金額から10％割引（値引き商品対象外） 伊東市消防団員とその家族 消防団員証、その他証明となるものの提示

41 こうや 伊東市桜ガ丘１－２－３ 0557-37-8227
トッピングの味付卵・のり・メンマのいずれか１
品サービス

伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

42 谷口酒店 伊東市松原湯端町１－８ 0557-37-3939 ３，０００円以上の買い物で５％割引 伊東市消防団員 消防団員証の提示

43 奏 伊東市八幡野９４７－４１８ 0557-53-8057 奏焼きサービス　４名まで１枚、５名以上は２枚 県内の消防団員とその家族 消防団員証、その他証明となるものの提示

44 中華　味平 伊東市八幡野１１２４－７ 0557-54-1040 大盛無料 伊東市消防団員 消防団員証の提示

45 (有)杉国商店 伊東市湯川２－２－１８ 0557-37-2236 全商品１０％割引 伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

46 有限会社　成木屋 伊東市湯川１－１６－１８ 0557-36-3617 お会計から１０％割引 県内の消防団員とその家族 消防団員証の提示

47 食処うめはら 伊東市猪戸１－１－１０ 0557-36-2926 飲食代５％割引
伊東市消防団員とその同伴
者

消防団員証の提示

48 カフェダイニング ナナヴァル 伊東市東松原町１３－６ 0557-32-3780
食事を注文の方にソフトドリンク１杯又はソフトクリー
ムをサービス

伊東市消防団員とその同伴
者

注文時に消防団員証の提示

49 齋藤塗装工業 伊東市竹の台６－１４ 0557-37-9249 工事代金の１０％割引
伊東市消防団員とその家族
伊東市消防活動支援員

消防団員証、その他証明となるものの提示

50 喫茶エリーゼ 伊東市湯川１－９－７ 0557-36-3601 お会計から１０％割引 伊東市消防団員とその家族 消防団員証の提示

51 石井大工 伊東市八幡野１３１９－５２ 090-7680-8789
・工事費５％割引
・希望する方へ木製まな板プレゼント

伊東市消防団員とその親族
及び伊東市消防団OB

消防団員証、その他証明となるものの提示

※詳細については各施設にお問い合わせください。



番号 施設名称 事業所住所 事業所電話番号 サービス等の内容 対象者 注意事項等

52 シオヤ印房 伊東市竹の内２－８－１５ 0557-37-5630 お買上げのオーダー品１０％割引 伊東市消防団員と同居家族 消防団員証の提示

53 阿於喜食堂 伊東市湯川１－９－９ 0557-37-2220 大盛サービスと１人１００円引き 全国の消防団員と同伴者 消防団員証の提示

54 有限会社　カリブオート 伊東市吉田１０２６－１４０ 0557-45-0055 車検時のオイル・エレメント交換無料交換 県内の消防団員とその家族 消防団員証の提示

55 株式会社　大室ﾊﾞｰｸﾚｰｻｰﾋﾞｽ 伊東市池４０６ 0557-53-0351

・草刈り作業
・庭木手入れ作業
・伐採作業
・外構工事　　　　　税抜き工事費より５％割引

県内の消防団員とその家族 消防団員証の提示

56 中道塗装 伊東市宇佐美３５０７－５ 0557-47-1635 工事代金の１０％割引
伊東市消防団員とその家族
伊東市消防活動支援員

消防団員証、その他証明となるものの提示

57 萬平 伊東市十足６２０－４８ 0557-45-3132
・餃子１皿無料
・お連れのお子様にジュースのサービス

県内の消防団員とその家族 消防団員証の提示（注文時）

58 Organic Ｃａｆｅ Cubread 伊東市赤沢２４－３ 090-9173-7018 お買い上げ金額より１０％割引 県内の消防団員とその家族 消防団員証の提示

59 厨房　華楽 伊東市玖須美元和田７１６－１９５ 080-8254-1234
大盛無料と、２０００円以上の買い物で１０％割
引

県内の消防団員とその同伴
者

消防団員証の提示

60 誠の焼肉　伊豆焼肉ほのり 伊東市吉田３２７－１ 0120-1129-37
１グループにつきミックスカルビ１人前プレゼン
ト

伊東市消防団員及び同伴者 消防団員証の提示

61 有限会社　鈴木塗装店 伊東市広野１－５－１９ 0557-37-5074 塗装、リフォームの工事代金１０％割引 伊東市消防団員とその家族 消防団員証の提示

62 磯崎インテリア工芸 伊東市赤沢２９３－２ 0557-53-2092 リフォームの工賃１０％割引 伊東市消防団員とその家族 消防団員証の提示

63 頑張軒 伊東市八幡野１０６６－８ 0557-53-0503 御飲食代１０％割引 伊東市消防団員とその家族 消防団員証の提示（注文時）

※詳細については各施設にお問い合わせください。



番号 施設名称 事業所住所 事業所電話番号 サービス等の内容 対象者 注意事項等

64 スナックｆａｃｅ 伊東市中央町７－８フ　ジリキビル２Ｆ 0557-36-8807 お会計から１０％割引 伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

65 和風スナック五条 伊東市中央町７－７ 0557-36-8769 お会計から１０％割引 伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

66 すなっく伊呂波 伊東市松川町６－５ 0557-36-1265 お会計から１０％割引 伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

67 プリティドール 伊東市猪戸１－３－４ 0557-36-7622
・飲み放題プラン時カラオケ代サービス
・飲み放題以外の時はお会計１０％割引

伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

68 スナックｃｏｃｏ 伊東市湯川中央町９－８ 0557-37-5577
・飲み放題プラン時カラオケ代サービス
・飲み放題以外の時はワンドリンクサービス

伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

69 魔女の館 伊東市中央町８－１０刈谷ビル１F 0557-36-0341
・飲み放題プラン時カラオケ代サービス
・飲み放題以外の時はお会計１０％割引

伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

70 スナックちか 伊東市中央町１１－１７銅辰ビル１F 0557-35-0550 お会計から１０％割引 伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

71 ミラージュ 伊東市中央町11-3ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ１F 0557-38-3111 カラオケサービス 伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

72 Ｈｕｌａ 伊東市中央町11-17銅辰ビル１F 0557-36-6639 お会計から１０％割引
伊東市消防団員と同伴者２人ま
で

消防団員証の提示

73 スナック舞 伊東市中央町１１－１４ 0557-27-1529
お会計から１０％割引又は瓶ビール２人で１本
サービス

伊東市消防団員とその家族 消防団員証の提示

74 ミッドナイト 伊東市東松原町１７－２ 0557-381147
・カラオケサービス
・１人1杯テキーラ1杯サービス 伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

75 Vogue 伊東市松原町１５－４ 0557-38-0111
・カラオケサービス
・１人1杯テキーラ1杯サービス 伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

※詳細については各施設にお問い合わせください。



番号 施設名称 事業所住所 事業所電話番号 サービス等の内容 対象者 注意事項等

76 ZERO 伊東市猪戸１－４－４ 080-3366-4915 お会計から１０％割引 伊東市消防団員と同伴者 消防団員証の提示

77 野田靴店 伊東市竹の内２－６－３ 0557-37-2738 上履き１０％割引 伊東市消防団員とその家族 消防団員証の提示

78 フローリスト東海花壇 伊東市湯川１－１１－１ 0557-37-3169 商品３，０００円以上お買い上げで５％割引 伊東市消防団員とその家族 消防団員証の提示

79 株式会社 ＴＫファクトリー 伊東市吉田７５８－１３ 0557-48-6080 自動車修理、車検、板金工賃特別割引 伊東市消防団員とその家族 消防団員証の提示

※詳細については各施設にお問い合わせください。


