
№ 店舗・事業所名称 ジャンル 所在地 電話番号 サービス内容 対象者 備考

1 有限会社　平和自動車 自動車 知多市佐布里字橋詰11-7 0562-55-1513 作業工賃10％引き 団員とその家族

2 株式会社　アサクラ産業 住まい 知多市寺本台3-2-20 0562-33-8881 ポスター掲示

3 和中旬菜　威風堂々 飲食 知多市にしの台1112-1 0562-56-1755
威風ランチ　100円引き
夜営業　飲食代８％引き

団員とその家族
団員を含む団体

4 有限会社　じろきん 飲食 知多市朝倉町299 0562-32-0111
ドリンク１杯サービス
（生ビール(中)まで）

団員のみ

5 居酒屋　和 飲食 知多市にしの台1-2602 0562-55-6106
飲食代10％引き
17時～19時30分まで生ビール(中)380円

団員とその家族
団員を含む団体

6 ウイシュボン 飲食 新舞子字明知山103-6 0569-43-6127
ライス大盛
ランチ以外の時間帯100円引き

団員のみ 事前連絡下さい！

7 有限会社　知多オートセンター 自動車 知多市八幡字西水代142-1 0562-32-1258 車検時優遇 団員とその家族


8 八幡マツダ 自動車 知多市新知字坊の下15 0562-55-3189 車検時1,000円引き 団員とその家族

9 有限会社　ホンダ知多 自動車 知多市日長字会ヶ前36 0569-43-1001 車検時1,000円引き 団員のみ

10 ナチュレ知多 小売 知多市清水が丘1-1202 0562-33-5226
店内全品10％引き
サプリメント40％引き　ポスター掲示

団員とその家族
他サービス不可
キャンペーン品は除く

11 青木モータース 自動車 知多市日長字浦畑口71-3 0569-42-0917 車検時1,000円引き 団員とその家族

12 喫茶　AYU 飲食 知多市新知字南新生123-3 0562-55-1082
全品100円引き
ライス大盛無料
チケット12枚で3,500円

団員のみ

13 お好み焼＆鉄板焼　ゑん 飲食 知多市寺本新町1-115 0562-36-1714 ソフトドリンクサービス 団員とその家族 ランチ以外の時間帯

地域のヒーロー知多市消防団応援事業所　一覧
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14 有限会社　枡磯 飲食 知多市岡田字西島12 0562-55-3602 ドリンク１杯サービス 団員とその家族 他の特典との併用不可

15 有限会社　マルヨ 小売 知多市岡田字開戸38-1 0562-55-3186
1,000円以上で10％引き
ポスター掲示

団員とその家族 年末年始は除く

16 Ｂｉｋｅ　Ｅｇｇ 小売 知多市つつじが丘3-12-5 0562-55-7189 スポーツバイク購入時特典有り 団員のみ

17 あいち知多農業業協同組合知多事業部 その他 知多市八幡字東水代37-2 0562-32-2600 ポスター掲示　10施設

18 ｅでんき　たけうち 小売 知多市岡田字海渡18 0562-55-3950 粗品進呈 団員とその家族

19 クロネコ 美容・理容 知多市岡田字西歩田1 0562-55-0901 料金500円引き 団員とその家族

20 株式会社　横松タイヤ 自動車 知多市新知字坊ノ下30-1 0562-55-3918
タイヤ　ホイール販売
工賃　手数料無料

団員とその家族 新品タイヤ購入に限る

21 中華　利興　 飲食 知多市大興寺字落田8-1 0569-43-1140 金額5％引き 団員とその家族 割引き金額の上限2,000円まで

22 株式会社　アイカン その他 知多市にしの台2-2401-7 0562-55-6210 ポスター掲示

23 下谷鉄工所 その他 知多市新知字浜田32 0562-55-3526 ポスター掲示

24 知多市商工会 その他 知多市新知字下森11-1 0562-55-0700
梅子マフラー　タオル100円引き
ポスター掲示

団員とその家族

25 日の丸屋旗店 小売 知多市新知字門田51 0562-32-0772 ポスター掲示

26 大橋電気 小売 知多市新知字美濃川93 0562-55-5446 電気工事代5％引き 団員のみ

27 有限会社　浅井商店 小売 知多市清水が丘2-914 0562-33-0111 ポスター掲示
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28 株式会社　しいたけ屋平松 農業 知多市新知字仲田36-1 0562-38-7581 金額10％引き 団員のみ

29 丸セ伊藤水道 住まい 知多市原２丁目10-21 0562-34-9221 粗品進呈 団員のみ

30 株式会社　かじ綱金物店 小売 知多市八幡字西水代62 0562-32-5288 購入金額から５％引き 団員のみ 現金販売に限る

31 牛光商店 小売 知多市岡田字久平36 0562-55-3653 おまかせ品を提供 団員のみ

32 エディオン近藤デンキ 小売 知多市岡田字開戸32-2 0562-55-3432
3,000円以上の商品購入で粗品進呈
ポスター掲示

団員とその家族

33 ｃａｆé Ｎｏｖａｔａｎｎ 飲食 知多市岡田字段戸防10-2 0562-55-5135 ポスター掲示

34 知多市岡田簡易郵便局 その他 知多市岡田字中谷8 0562-56-3591
粗品進呈
ポスター掲示

団員とその家族

35 オオツカクリーニング サービス 知多市岡田字美城ヶ根39-6 0562-55-2328 スタンプ2倍 団員とその家族

36 おかき屋辰心 小売 知多市岡田字登り27 0562-56-0280 あられ購入金額から10％引き 団員のみ
セット品は除く
大売出し時は不可

37 ソフト、ピア知多店（ヤマナカ店内） サービス 知多市にしの台2-100-6 070-5440-3605 ドライ品20％引き 団員を含む団体
他のサービス券と併用不可
折込チラシ除外

38 ソフト、ピア知多店
（マックスバリュー店内） サービス 知多市新知字東町3-34-1 070-6643-0406 ドライ品20％引き 団員を含む団体
他のサービス券と併用不可
折込チラシ除外

39 和風スナック　琴 飲食 知多市朝倉町102浜口ビル 0562-33-5650 5名以上の来店でボトル１本プレゼント 団員を含む団体

40 やきとり　千猿 飲食 知多市新舞子東町2-1-8 0569-43-5529
ドリンク１杯サービス
サラダ、キムチサービス

団員を含む団体 金・土曜日は５名まで
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41 焼肉　とっけん 飲食 知多市新舞子北西田12-1 0569-43-6417 金額10％引き 団員を含む団体 クレッジトカード使用不可

42 岡雅農業園 農業 知多市岡田字天神山2 0562-55-6321 1箱購入で粗品進呈 団員とその家族

43 知多スポーツクラブＴＯＰＳ サービス 知多市岡田字南惣造廻間8 0562-56-0201 トップス会員年会費5,000円→2,000円に 団員のみ 年会費を収めている期間メンバー扱い

44 レストハウスＬｅＢｌａｎｃ
まんが喫茶グリーン 飲食 知多市岡田字南惣造廻間8 0562-56-0216 780円の定食100円引き 団員のみ 他の割引券と併用不可

45 ぶどう直売竹内農業園 農業 知多市岡田字奥障子17 0562-55-1786
1,000円以上購入で10％引き
ポスター掲示

団員とその家族 直売中の８月から9月のみ

46 丸セポンプ店 住まい 知多市八幡字西水代80 0562-32-0761 粗品進呈 団員のみ

47 理容てんりゅうＪｒ 美容・理容 知多市八幡字北屋敷153-1 0120-358-068 全メニュー200円引き 団員のみ 他の割引券と併用不可

48 ポンポコ 飲食 知多市旭桃台107 0562-55-0337
フライドポテト又はコロッケサービス
ポスター掲示

団員とその家族

49 山口建板 住まい 知多市八幡字杉山17 0562-85-5363 工事金額の10％引き 団員とその家族

50 松本建具 住まい 知多市新知字門田24-2 0562-32-0941
粗品進呈
ポスター掲示

団員とその家族

51 ダイニング　バー　エバンス 飲食
知多市新舞子字明知山102-
8
新舞子ビル101

0569-43-7750 金額5％引き 団員を含む団体

52 矢田政商店 飲食 知多市南粕谷本町1-227 0569-43-7400
飲食代5％引き
ポスター掲示

団員のみ 団員のみの宴会

53 ｅでんき　ムラカミ 小売 知多市南粕谷東坂1-197 0569-42-0715
粗品進呈
ポスター掲示

団員とその家族

54 エミ企画 サービス 知多市つつじが丘3-19 090-1789-4856 2時間　11,000円 団員のみ
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55 合資会社　森田屋伸嘉 小売 知多市八幡字小根90 0562-32-0015
税別1,000円以上お買い上げで粗品進呈
ポスター掲示

団員のみ 他のサービス券と併用不可

56 （有）　エール旅行 サービス 知多市八幡字西水代103-11 0562-33-7122 粗品進呈 団員とその家族

57 タキタ文具店 小売 知多市南粕谷1-20-309 0569-43-1577 購入金額の10％引き 団員とその家族 特価品は除く

58 ミドリ安全知多株式会社 小売 知多市新舞子字北西田32-1 0569-43-6881 ポスター掲示

59 上村建築工房 住まい 知多市八幡字小根80-2 090-4191-8298
木工教室　無料
ポスター掲示

団員とその家族

60 株式会社　眞辺工業 建設 知多市日長字穴田49-6 0562-55-0847 ポスター掲示

61 有限会社　赤菱タイヤ商会 小売 知多市新知字樋之口23-5 0562-33-1011
タイヤ購入で組替・バランス・取付工賃
50％引き

団員とその家族 他のサービス券と併用不可

62 有限会社　東海ホケン事務所 保険 知多市にしの台4-13-8 0562-55-8118 粗品進呈 団員とその家族

63 株式会社　福田住建 建設 知多市新知東町2-18-27 0562-55-2192 工事費5％引き 団員とその家族

64 丸三 小売 知多市八幡字西水代69 0562-33-0303 １，000円以上お買い上げで粗品進呈 団員とその家族

65 イズミ建設(株) 建設 知多市にしの台4-1-12 0562-56-2345 ポスター掲示

66 有限会社　ナカネ建築 建設 知多市新知東町1-1-6 0562-55-3347 ポスター掲示

67 (有)知多物流サービス 配送 知多市大興寺字平井214‐3 0569-89-7711 ポスター掲示

68 Venenciador 飲食 知多市清水が丘1-1804 0562-33-6100 チーズ盛り合わせ又は生ハム１皿無料 団員のみ 4名以上に限る
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69 BAR TRUSSROD 飲食 知多市八幡字西水代117-6 0562-85-9775 指定のおつまみサービス 団員とその家族
2名以上に限る
平日に限る

70 デントリペア・サエキ その他 知多市五反田26-1 0562-74-1080 フロントガラス飛び石リペア3,000円引き 団員とその家族

71 （株）藤吉園 造園 知多市にしの台3-9-6 0562-55-1703 3％引き 団員のみ

72 和中ダイニング　ぶきっと 飲食 知多市南粕谷東坂1-183 0569-43-2330 お好みドリンク一杯サービス 団員のみ

73 グリーンプランツ　カトウ 小売 知多市八幡字樹木81 0562-84-5351 購入金額の8％引き 団員とその家族

74 樹庵 飲食 知多市大興寺字長根32-116 0562-55-0488 50円引き 団員とその家族

75 株式会社　野田建築設計事務所 その他 知多市八幡新町1-11-4 0562-33-3421 設計料優遇　ポスター掲示 団員のみ

76 寺本モータース 自動車 知多市八幡字前田27-1 0562-33-1077 ポスター掲示

77 株式会社　岡田電業社 その他 知多市岡田字開戸63-2 0562-55-3905 ポスター掲示

78 風来坊新舞子店 飲食 知多市新舞子字南西田28-1 0569-43-7272
生ビール（中）またはソフトドリンクサービス
ポスター掲示

団員とその家族 1人１杯に限る

79 Ｂar&Ｄｉｎｉｎg　Ｎｏｒmanｄie 飲食 知多市にしの台4-13-6 0562-55-1911 知多ハイボール1杯目半額 団員とその家族 他サービス特典との併用不可

80 大常建設株式会社 建設 知多市岡田字平地4 0562-55-0888 ポスター掲示

81 もくもくや 飲食 知多市にしの台4-17-9 0562-55-9855 ポスター掲示

82 (有)清川建設 建設 知多市清水が丘2-228-6 0562-36-2311 ポスター掲示
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83 ファミリーマート知多つつじが丘店 小売 知多市八幡新町3-15-14 0562-39-2561 ポスター掲示

84 有限会社　秋春建装 建設 知多市八幡字大平地82 0562-35-2581 工事内容の10％引き 事前打ち合わせにて

85 ファミリーマート佐布里城山下店 小売
知多市佐布里字脇之田前
32-9

0562-54-2772 ポスター掲示

86 知多フランテ館 小売 知多市にしの台2-100-6 0562-54-2300 ポスター掲示

87 株式会社ヤマナカ粕谷台店 小売 知多市南粕谷2-47-192 0569-44-2011 ポスター掲示

88 アルテ新舞子店 小売 知多市新舞子字南西田19 0569-43-3977 ポスター掲示

89 喫茶ジュリエットの家 飲食 知多市寺本台3-2-20 0562-33-8883
ポスター掲示
コーヒーチケット1枚プレゼント

団員のみ １グループ1回に限る

90 中新本店 小売 知多市八幡字西水代78-1 0562-32-0736 購入金額の8％引き 団員とその家族

91 ヒデジン餃子 飲食
知多市朝倉町289
みどりハイツ朝倉1Ｆ

0562-38-7233 宴会利用時飲み放題30分延長サービス
団員を含む
団体全員

92 アルファ 小売 知多市八幡字前田71-2 0562-33-4821 全商品５％引き（一部対象外） 団員のみ

93 中華ダイニング秀丸 飲食 知多市にしの台1-2602 0562-85-6758
ソフトドリンク1杯サービス
ライス、麺大盛り無料サービス

団員1名につき
同伴者2名まで

94 (株)壹
 　イチ

べ 飲食 知多市大草字四方田88 0569-42-2228
1,000円以上の食事をされた方にドリンク
バーまたはデザートサービス

団員のみ 他のサービス券等は併用不可

95 株式会社　村瀬組 土木 知多市八幡字堀切57 0562-33-2511 ポスター掲示

96 加藤商店 小売 知多市新知字椿9-1 0562-55-3698 ポスター掲示
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97 あらき釣具 小売 知多市大草字大瀬87 0569-42-2231 ポスター掲示

98 フィッシングいとう 小売 知多市新舞子東町2-1-6 0569-43-6211 ポスター掲示

99 有限会社　花のこんどう 小売 知多市にしの台4-7-1 0562-56-0802 ポスター掲示

100 有限会社　花の生華園 小売 知多市にしの台1-1209-1 0562-55-8787
500円以上お買い上げの方に
お花の苗をプレゼント

団員のみ 花種のご指定はできません

101 魚宮 飲食 知多市八幡字小根167-1 0562-33-0031
ドリンク1杯サービス
ポスター掲示

団員のみ

102 めん処平松 飲食 知多市朝倉町285 0562-33-5678 ポスター掲示

103 呑み処喰い処とも吉 飲食 知多市にしの台4-12-3 0562-56-0490
飲食代10％引き
ポスター掲示

団員を含む団体 事前予約お願いします

104 King Company 自動車販売 知多市岡田字越地55 0562-54-0004 ポスター掲示

105 中野舗装有限会社 建設
知多市朝倉町396
ラ　フォーレ錦101

0562-51-4603 ポスター掲示

106 ㈱ケーシー 電気工事 知多市寺本台3-8-14 0562-32-6199 ポスター掲示

107 弁当屋　竜 飲食 知多市西巽が丘1-8-2 0562-34-1462 購入金額の8％引き 団員のみ

108 株式会社エクセル 造園 知多市八幡字東水代9-4 0562-85-4961 ポスター掲示

109 こしじま接骨院 医療 知多市清水が丘2-1001 0562-33-5672 ポスター掲示

110 竹内工務店 建設 知多市南粕谷本町1-78 0569-42-4380 ポスター掲示
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111 ビーライフ 建設 知多市新知台1-11-23 0562-85-9102 ポスター掲示

112 とんかつ　四季 飲食 知多市新知台2-4-37 0562-55-1607 10％OFF
団員を含む
団体全員

ランチは対象外

113 株式会社エイシン印刷 印刷 知多市八幡岩之脇105-8 0562-32-1020 ポスター掲示

114 レスクル株式会社　知多営業所 その他 知多市新知北浦75-6 0562-85-1111 ポスター掲示

115 (有)原辰電化センター 電気工事 知多市巽が丘2-168 0562-34-8125 ポスター掲示

116 早川茶店 小売 知多市八幡小根90 0562-32-0768 ポスター掲示

117 ＤｉｖｅＣｏｎｃｉｅｒｇｅＳＡＧＡＷＡ その他
知多市大草大瀬8-209
ザ・ロイヤル　１Ｆ

0569-44-0626

・スクーバダイビング、スノーケリング、フリーダ
イビング、マーメイド教室　１０％割引
・上記に関する用品は通常価格から１０％割引
・海へ行くツアー費用から1,000円割引

団員と同伴者数名
（要相談）

・各種教室、ツアー開始前に健康チェック有り
・日本語の会話が成立する外国人可

118 Sun Cafe 飲食
知多市緑町5-1
知多市勤労文化会館

0562-77-2826
ランチ50円引き
ポスター掲示

団員を含む
団体全員

119 ㈱ドミノ・ピザジャパン　知多つつじが丘店 飲食 知多市つつじが丘4-27-2 0562-54-0051 ポスター掲示

120 ㈱PLUS OKD その他 知多市岡田字東島９ 090-3155-7188 ポスター掲示

121 PENINSULA BURGER 飲食 知多市新舞子字大瀬7 0569-47-9099
ドリンクおかわり一杯無料
ポスター掲示

団員のみ

122 肉バル酒場　Prank or Treat 飲食 知多市新知東町2-2-33 0562-74-3128 ポスター掲示

123 パーソナルジム　INBEST 健康 知多市新知字池添68-1 080-4329-4121 ポスター掲示

124 和創作　いろは 飲食 知多市にしの台4-13-6 0562-54-0555 ポスター掲示
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125 桶元精肉店 小売 知多市新知字大内2 0562-55-3442 ポスター掲示

126 Re Amo 健康・美容 知多市日長字西畑68-2 0569-89-0026 ポスター掲示

127 HAIR RIANT 美容・理容
知多市清水が丘1-1711
クロラビル3F

0562-57-8330 ポスター掲示

128 炉ばた焼　尾瀬 飲食
知多市にしの台1-3005-2
ファミール橋爪A103

0562-55-1913 ポスター掲示

129 献立謳歌　おひる 飲食
知多市にしの台1-3005-2
ファミール橋爪A102

0562-55-1913 ポスター掲示

130 セブン‐イレブン知多深田脇店 小売 知多市上り戸2-3-2 0562-55-8882 セブンカフェ（ホットコーヒー）無料券配布 団員(家族利用可） コピー不可

131 炭火焼肉しんちゃん 飲食 知多市清水が丘1-1312 0562-85-1439 10％OFF
団員を含む
団体全員

現金払いに限る

132 麺屋　極豚 飲食
知多市新知東町1-1-15
いわ美ビル1F

050-8884-8696 替玉orトッピング無料
（ねぎ・味玉・マウンテンベジタブルのいずれか）

団員を含む
団体全員

・替玉によるラーメンの食べ回し不可
・1日1回/1人に限る

133 カラオケ喫茶　みっちゃん 飲食 知多市にしの台4-12-3 0562-85-2590
前日までの予約：カラオケ無料
　　　　通常来店：カラオケ半額

団員を含む
団体全員

・夜の部に限る

134 竹澤治療院 健康 知多市岡田字向田1-8 0562-77-4133 ポスター掲示

135 福祉タクシー　病屋楽子 サービス 知多市南巽が丘1-72 080-5112-7992 ポスター掲示

136 てくてく庵 飲食 知多市朝倉町185 0562-77-0988
どら焼き1,500円以上の購入で、合計金
額から50円引き

団員とその家族 現金販売に限る

137 ㈱小桜測量・小桜測量登記事務所 その他
知多市八幡字深山口50-
100

0562-34-0566 ポスター掲示

138 とんかつ　はね馬 飲食
知多市清水が丘1-1209
ヴィラ清水1A

0562-85-6663 消費税分割引 団員とその家族 現金販売に限る
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139 百年の時を越えて 飲食 知多市新舞子字南西田29-1 麺の大盛無料（1麺または0.5麺）
団員を含む
団体全員

夜の部に限る（17:00～19:30）

140 BAR BER SHOP HIKARI 美容・理容 知多市つつじが丘2-13-17 0562-55-5308 ポスター掲示

141 屋台屋 飲食 知多市にしの台1-1204 0562-56-6622 人数に応じておつまみサービス
団員を含む
団体全員

・お盆、お正月、GWの期間は除く
・平日に限る
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