磐田市消防団応援事業参加店舗一覧
番号

業種

1

クリーニング

2

店舗名

住所

電話

サービス内容

南洋社クリーニング

磐田市川袋１８０−１

0538-66-2910

一般クリーニング代10％ＯＦＦ
消防制服特別料金

理容店

アントルポ

磐田市今之浦２−５−１５

0538-30-7718

新規の方 技術料金10％ＯＦＦ
既存の方 店舗商品10％ＯＦＦ

3

飲食店

東海園

磐田市福田中島１００３

0538-55-4512

キムチまたはホルモン サービス

4

自動車販売店

有限会社 スズキ販売イワタ

磐田市新島８９２−２

0538-36-3339

最高の笑顔と誠実なサービス提供

5

建設業

タカホームサービス

磐田市福田１１９６−４

0538-58-0769

工事内容により工事費5〜20％OFF

6

飲食店

ステーキハウス今之浦

磐田市今之浦４−２１−９

0120-47-1738

ランチ オージービーフ10％ＯＦＦ

7

飲食店

居酒屋 お多福

磐田市森下９０−２

0538-35-7378

枝豆またはポテトフライ サービス

8

建設業

株式会社 乗松配管

磐田市大当所２３９−１

0539-62-2226

工事代金から３％OFF

番号

業種

9

販売店

10

店舗名

住所

電話

サービス内容

ビジョンメガネアピタ磐田店

磐田市今之浦３−１−１１
アピタ磐田店１階

0538-31-3474

１万円以上の度付きメガネ購入の際に10％ＯＦＦ

自動車整備

有限会社 小田鈑金塗装

磐田市平松３３１−１

0539-62-2334

修理見積り工賃10％ＯＦＦ

11

自動車整備

市川自動車鈑金

磐田市合代島６０９−１

0539-62-2748

修理見積り工賃10％ＯＦＦ

12

飲食店

らーめん無幻

磐田市鳥之瀬１１３−１

0538-31-4230

夜間 ラーメン・つけ麺100円OFF

13

飲食店

酒家らっ衆

磐田市新貝２１２３−１

0538-37-5158

昼：ラーメン大盛or小ライスor煮たまご サービス
夜：居酒orソフトドリンク一杯 サービス

14

販売店

中央コンタクト ららぽーと磐田店

磐田市高見丘１２００
ららぽーと磐田 ２階

0538-38-6138

コンタクトレンズ通常店頭価格から10％OFF
（一部除外品有）

15

建設業

有限会社 吉田建材産業

磐田市西貝塚６０７−１

0538-34-9331

DIYによるコンクリート打設アドバイス
左官道具の貸出し（コテ類等）
生コンクリート配達（現金決済に限る）

16

不動産業

株式会社カワイ ICOI不動産事業部 磐田市合代島１２１２

0539-62-9200

不動産売却・購入時の仲介手数料10％OFF
（所定金額からの割引）

17

飲食店

有限会社 三州庵西島店

0538-37-0066

焼酎１杯無料

磐田市西島４４３−１

番号

業種

店舗名

住所

電話

サービス内容

18

造園業

造園 はやざわ

磐田市上野部１８０４−１

0539-62-4347

見積無料
請求時見積から５％OFF

19

飲食店

和食処 なかや

磐田市上野部１６４９−１

0539-62-2061

定食メニューをご注文に限り、５％OFF

20

飲食店

御料理 若宮

磐田市西貝塚２０２３

0538-34-6512

お通しサービス

21

マッサージ店

リラクゼーションサロンＨＵＵＵ
アピタ磐田店

磐田市今之浦３−１−１１
アピタ磐田店 ２階

0538-37-0755

施術代100円OFF（お一人様につき）

22

販売店

エディオン アピタ磐田店

磐田市今之浦３−１−１１
アピタ磐田店 １階

0538-39-4711

団員証の御提示で５％ＯＦＦ(一部対象外有)
・他の割引併用不可
・商品により更にお安くする（御相談可）

0538-36-2323

クリーニング品 ５％OFF
・ご入会頂くと会員割引との併用可
・企画割引等の併用不可
・リフォーム、特殊加工は除く

23

クリーニング

株式会社 浜松白洋舎今之浦店

磐田市今之浦３−１−１１
アピタ磐田店内

24

販売店

Ｇreen Parks topicアピタ磐田店

磐田市今之浦３−１−１１
アピタ磐田店 １階

0538-86-6218

小計後５％ＯＦＦ（対象外有）

25

販売店

カンダキラット 株式会社

磐田市今之浦３−１−１１
アピタ磐田店内

0538-86-6905

ピアス10％ＯＦＦ（一部除外品有）

26

販売店

クラフトパーク アピタ磐田店

磐田市今之浦３−１−１１
アピタ磐田店 ２階

0538-37-7223

お買上げ５％ＯＦＦ（一部除外品有）

番号

業種

店舗名

27

販売店

中央コンタクト アピタ磐田店

磐田市今之浦３−１−１１
アピタ磐田店 ２階

0538-39-0005

コンタクトレンズ通常店頭価格から10％OFF
（一部除外品有）

28

飲食店

ｂａｒ ｂｏｕｒｂｏｎ(バーボン)

磐田市豊岡６８６１−３

0538-66-5183

飲み放題コース時 １時間サービス

29

飲食店

居酒屋 海

磐田市豊浜３０３６−４

090-7695-6874

お通し無料

30

リンパサロン

ｃｈｅｒｉｒ 〜シェリール〜

磐田市上大之郷２７３−１

090-1785-7295

※女性専門店になります。
全施術メニュー20％ＯＦＦ または ヘッドスパ15分
サービス

ＥＮＥＯＳ鳥之瀬

磐田市鳥之瀬７６−３

0538-36-9400

キーパーコーティング
車検基本料

10％ＯＦＦ
2,000円ＯＦＦ

ＥＮＥＯ磐田中央町

磐田市中泉８８−２

0538-35-1381

キーパーコーティング
車検基本料

10％ＯＦＦ
2,000円ＯＦＦ

〜美歯口工房〜
セルフホワイトニングMilky

磐田市草崎４３０−１

0538-36-9768

ＰＲＥＭＩＵＭ ＷＨＩＴＥＮＩＮＧ
通常14,000円⇒優待13,000円（税抜）

31

ガソリンスタンド サービスステーション・第一商事 株式会社

32

ガソリンスタンド サービスステーション・第一商事 株式会社

住所

電話

サービス内容

33

口内ケア

34

美容室

美容室 みのり

磐田市今之浦４−２７−３

0538-30-6851

シャンプー又はトリートメント サービス

35

美容室

ヘアーサロン モンナ

磐田市中泉１３００−３

0538-32-3569

新規の方 技術料金10％ＯＦＦ
既存の方 店舗商品10％ＯＦＦ

番号

業種

36

リンパサロン

37

美容・理容店

38

店舗名

住所

電話

サービス内容

Ｐｕｒｅ Gold（ピュアゴールド）

磐田市富士見町１−５−２６
ダイヤモンドハウス「エメラルド」

080-1626-7002

※女性限定（紹介の場合、男性可）
脱毛・フェイシャル・リンパマッサージ初回５０％ＯＦＦ

おしゃれサロン アオシマ

磐田市向笠竹之内１９−１

0538-38-0045

フェイスマッサージ（角質） サービス

販売店

ツルヤスポーツ店

磐田市見付３４７６−１

0538-32-2848

店内商品15〜20％ＯＦＦ

39

飲食店

CASUALBAR彦

磐田市森下３４８−１

0538-35-0023

ウェルカムドリンク１杯サービス
お会計時１０％OFF

40

自動車整備

（株）三長自動車商会

磐田市今之浦四丁目18-9

0538-35-5185

整備工賃10％ＯＦＦ
オイル500円引き

41

飲食店

Dogrun&café ORCHID

磐田市海老島669-1

090-3554-0782

お食事注文の方に限り、ドリンク１本サービス
（団員の家族：０歳から中学生まで）

42

飲食店

もんカフェ

各種イベントに出店

お食事注文の方に限り、日南レモン１杯サービス
（団員の家族：0歳から中学生まで）

