
鉾田市消防団応援の店 登録リスト

番号 区分 お店
サービス

(だれに・どんな)
営業時間 定休日 電話 住所

1 飲食店 中華 椿屋 団員及び家族の方の飲食代５％ＯＦＦ 11:00-21:30 毎月10日，20日，30日，31日 0291-33-4423 安塚1443-1

2 飲食店 中華らーめん 天宝
団員及び家族の方にソフトドリンクをお一人様に１杯サービス＆割引券をお一
人様１枚進呈

11:00-20:00 水曜 0291-32-4030 新鉾田2-6-35

3 美容・理容 hair salon SUZUKI 団員及び家族の方に景品をプレゼント 8:00-20:00 火曜，第2・第3月曜 0291-36-2208 秋山19-4

4
自動車販売・整
備

丸加スズキ販売 団員及び家族の方のお車の整備の作業工賃を特別価格で実施 9:00-18:30 日曜，祝日 0291-33-4511 借宿1414

5 飲食店 和風レストラン 竹水 団員及び家族の方にワンドリンクサービス
11:00-14:00
17:00-21:00

木曜 0291-33-4174 柏熊297-18

6 飲食店 おぬま食堂
団員及び家族の方にコーヒー及びフルーツサービス
分団の宴会時にコース料理一品サービス＆送迎(少人数)サービス

11:30-21:00 木曜 0291-32-2445 串挽555

7 飲食店 洋食DINING 集 -Syu- 団員及び家族の方の飲食代５％ＯＦＦ
11:00-14:00
17:30-23:00

火曜 0291-39-6689 大蔵1335-202

8 飲食店 グリルあらの 団員及び家族の方の飲食代５％OFF 11:00-22:00 月曜 0291-37-0981 樅山135-3

9 飲食店 たか美 団員及び家族の方に一品サービス 17:30-23:00 水曜 0291-37-0857 田崎818-3

10 療術業（はり灸） 髙野はり灸院
団員及び家族の方の初診料500円ＯＦＦ，治療費10％ＯＦＦ
※【要予約】お電話でご予約ください
※受付時間9:00-11:00，14:00-19:00

9:00-11:00
14:00-19:00
※日曜日は

17：00まで

090-2155-6965 鉾田992-7

11 建設，製材 有限会社 武田製材所
団員の方が木材・新建材のお買い上げ時，住宅工事，伐採工事等の契約時
に５％ＯＦＦ

8:00-17:00 日曜，祝日 0291-39-3282 二重作1473

12 飲食店 松竹亭 団員の方の飲食代１０％OFF　※宴会の飲み放題プランは対象外 11:00-21:00 不定 0291-37-4656 田崎3972-2



鉾田市消防団応援の店 登録リスト

番号 区分 お店
サービス

(だれに・どんな)
営業時間 定休日 電話 住所

13 飲食店 大洋あづま 分団活動時の団員の方に食事代10％ＯＦＦまたは焼酎ボトルサービス 10:00-20:00 日曜 0291-39-2338 上沢11-13

14 飲食店 寿美屋ドライブイン
分団の宴会時にソフトドリンクサービス1杯サービス＆送迎サービス ※大洋地
区限定
分団活動時の団員の方に食事の際にソフトドリンク1杯サービス

11:00-18:00 不定 0291-39-3051 札682-4

15 飲食店 活魚割烹 よこ多
分団の宴会時にコース料理一品サービス＆マイクロバス送迎サービス(要予
約)

11:00-20:00 木曜 0291-32-6007 野友567-1

16 飲食店 ラーメンとん太 分団の宴会時に焼酎ボトル2本サービス 10:30-23:00 無休 0291-39-2435 台濁沢1080-6

17 飲食店 いち政 分団の宴会時に焼酎ボトルサービス＆10人程度の送迎サービス
11:00-14:00
17:00-22:00

水曜 0291-39-2204 飯島784

18 飲食店 宴処 東 分団の宴会時に焼酎ボトルサービス＆送迎サービス 不定 不定 0291-36-4210 徳宿1742-10

19 飲食店 扇子
分団の宴会時に送迎サービス ※遠方の場合，対応できないことがありますの
で事前にご確認ください。

11:30-15:00
17:00-21:00

火曜 0291-37-1357 荒地615

20 飲食店 レストラン諏訪村
分団の宴会時にドリンクサービス＆送迎サービス ※遠方の場合，対応できな
いことがありますので事前にご確認ください。

11:00-14:00
17:00-20:00

水曜 ※変更することもあります 0291-37-2525 樅山576-31

21 飲食店 かに定 分団の宴会時に送迎サービス＆焼酎ボトルサービス
11:00-14:30
17:00-20:30

木曜 0291-39-2343 飯島885-1

22 飲食店 中華料理 萬来軒 分団の宴会時に小鉢サービス
11:00-14:00
17:00-21:00

不定 0291-39-2223 飯島338-31

23 飲食店 天ぷらの市丸 分団の宴会時に焼酎ボトルサービス 11:00-21:00 不定 0291-32-2409 鉾田2490-2

24 飲食店 中華 香林 分団の宴会時に一品サービス
11:00-14:00
17:00-21:00

月曜，第３火曜 0291-36-5033 大和田519-4
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25 飲食店 那須食堂 分団の宴会時に一品サービス
11:00-15:00
17:00-21:00

火曜 0291-39-2765 上沢1671-13

26 飲食店 四季彩 分団の宴会時に焼酎ボトルサービス
11:00-14:00
17:00-21:00

月曜 0291-39-5675 汲上3077-1

27 飲食店 焼肉一番 分団の宴会時に一品サービス 17:30-22:00
※時短営業中

火曜
※急な休業日もございますの
でお問い合わせください

0291-33-6096 野友599

28 飲食店 たつみや食堂 分団の宴会時に焼酎ボトルサービス＆コース料理一品サービス 18:00-23:00 日曜 0291-36-3777 上冨田1545

29 飲食店 和の酒場 はせがわ 分団の宴会時に団員１人につき１つ「からあげ」のお土産をサービス 17:00-24:00 水曜 0291-32-5000 鉾田2207

30 飲食店 緑屋食堂 分団の宴会時に焼酎ボトルとソフトドリンクをサービス 10:30-21:00 火曜 0291-32-3413 借宿1747

31 飲食店 鉾田苑 分団の宴会時に焼肉一品サービス
17:00-22:00
※昼間の宴会
は対応します。

火曜 0291-33-3857 鉾田2484-1

32 飲食店 愛菜（あいさい） 分団の宴会時に一品サービス（※10人以上のときは焼酎ボトルサービス） 18:00-24:00
日曜，水曜
※定休日であっても宴会の予約は
預かりますのでご相談ください。

0291-32-9755 徳宿3099

33 飲食店 食事処 えびすや 分団の宴会時に一品サービス（※10人以上のときは焼酎ボトルサービス） 17:00-22:00
日曜，月曜
※定休日であっても宴会の予約は
預かりますのでご相談ください。

0291-39-0390 大蔵1335-218

34 飲食店 串揚げ ｂａｎ２（ばんに） 分団の宴会時に一品サービス
18:00-23:00
※時短営業中

22:00まで
木曜，日曜 0291-36-6141

鉾田2299-1
広町ビル1階

35 飲食店 居酒屋 わをん 分団の宴会時に一品サービス 18:00-24:00 日曜，祝日 0291-31-0452 鉾田109


