
No. 事業所名 所在地 営業時間 定休日 対象者 サービス内容 備考

団員及び
家族

・平日のみ（祝祭日除く）
・他のサービス併用不可
・現金払い時のみ

8:00～15:00 団員及び
（宴会の場合は21時まで） 家族

平日　   11:00～14:00
            17:00～20:00　
土日祝  11:00～20:00
平日　   11:30～15:00 ・2階レストランご利用の方のみ

            17:00～21:30　 ・他のサービス券等の併用不可

土日祝  11:30～21:30 ・1日1回に限る

㈲ベイクショップ 無休 団員及び ・500円以上お買上げされた

マルマン 元旦のみ 家族 　お客様に限る

オブリステーション 団員及び

御殿場給油所 家族

・お持ち帰り商品に限る
・一部商品（ﾌﾞﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ・
　花瓶等）は除く

・富士山天空シアター入場料
大人300円→200円
小・中学生150円→80円
・樹空の森パークゴルフ場
レンタル用具100円→無料

御胎内温泉健康 ・カード提示者（大人のみ）適用

センター ・他のサービス券等は併用不可

・はり灸治療(全身)+光線療法
4,100円　初診料なし
・美容鍼+全身鍼+光線療法
6,100円　初診料なし

ＥＮＥＯＳ　 ・ガソリン、軽油５円/ℓ引

サービスステーション ・ENEOSｶｰﾄﾞ入会、ENEOSでん

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ御殿場ぐみ沢 き切替でｸｵｶｰﾄﾞ1000円ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

団員及び
家族

高根西ふれあい広場 夏時間　8:30～18:00 月曜日 団員及び ・消防団員及びその家族

パークゴルフ場 冬時間　8:30～17:00 祝日の場合
は翌日 家族 　（団員（家族）カード提示）

毎月第3 団員及び
月曜日 家族

㈲イノウエ食品 団員及び

駿河流手打そば 金太郎 家族全員

・１０％引き ・お会計合計が3,000円以上
・法事会食（食事代）でも ・他のサービス併用現金との
　１０％引き 　引き換え不可

レストラン＆バー 団員及び ・１人につき１杯

パサディナ 家族 ・１日１回

11:00～14:00 火曜日 団員及び
17:00～20:00 水曜日 家族

団員及び
家族

11:00～21:00 毎月曜夜 団員及び
（準備中有り） 第３月曜は全休 家族

団員及び
同伴者全員

・ドリンクは飲み放題メニューより
　デザートはアイス２種より１品
・単品注文のお客様のみ
・他の割引との併用不可

団員及び
同伴者

・消防団応援定期「絆」（1年もの）・定期貯金満期時において、
　にて、店頭金利に0.1%上のせ 　店頭金利にて継続
・消防団応援定積「絆」にて、 ・定積は、2年以上かつ50万円
　店頭金利に0.1%上のせ 　以上

団員及び ・1,000円以上購入された
家族 　方に限る

その家族
土・日
祝日

・カード利用者グループ
　全員に適用する

・消防団である事がわかる

御飲食代５％引き ・同伴者も同様とする

団員及び

年中無休
団員及び家族

全ての料理１０％OFF
（飲み物を除く）PM5:00～PM10:30 (焼肉ｺｰﾅｰのみ

木曜定休)

24 食事処　南海 竈2013-25 AM11:00～PM2:15

月曜日
団員の配偶 ドリンク又はデザート

お一人様一品サービス

不定休

26

27

25 酒蔵　新五月 新橋1974 17:00～23:00

御殿場農業協同組合 御殿場市・小山町 8:30～17:30
の各支店

㈲山﨑精肉店 板妻114-1 8:30～19:00 火曜日

日・祝   　16:00～22:00 祝日の場合は翌日 者及び子供
23 御殿場肉処くうら 竈1032 平日・土　17:00～23:00

22 kitchen bal ichi 新橋1974-53 18:00～02:00 不定休 ワンドリンクサービス

21 紅ふじ食堂 駒門332-25 飲食料金５％引き

・１人様につき１杯

20 肉のやまよし 川島田173-1 9:00～19:00 火曜日 豚肉（精肉のみ）１０%OFF

ワンドリンクサービス

19 レストランニューちどり 中畑1495-15 コーヒー又はジュース１杯

水曜日
団員及び
家族

18 中畑2093-17 18:00～01:00 月曜日

17 中国料理　盧 ロザン 山 茱萸沢145-16
ランチ　   11:00～15:00
ディナー　17:00～22:00

売店商品５％引き ・一部商品は除く

16 二の岡1-4-8 11:00～20:00(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ) 火曜日 季節の一品をサービス

15 秩父宮記念公園 東田中1507-7 9:00～16:00

・店内商品購入の方

14 上小林662 利用料の100円引き

年中無休
団員及び
家族

13 綿文 塚原12 9:00～19:00 水曜日 粗品進呈

12 ぐみ沢320-6 7:00～21:00

11 はり灸院 新橋929-1-205 月・木    　16:30～20:00 金・日 団員及び

10 印野1380-25 10:00～21:00 火曜日

びわの葉っぱ 火・水・土 　9:00～20:00 祝日 家族

正月
４日間
団員及び
家族

５％引き

団員及び家族
同伴者全員

団員及び家族
（大人のみ）

土日祝日料金700円→500円

6 二枚橋275-2 10:00～20:00 全商品５％OFF

5 名鉄菜館 新橋732-1 無休

9
御殿場市 富士山交流センター

印野1380-15
9:00～17:00

8 花繪 東田中1-18-10 9:00～20:00

火曜日富士山 樹空の森 12月～2月は16:00まで

御殿場市消防団サポート事業所一覧
令和４年１月１日　現在

1 株式会社　綿幸 二枚橋214 10:00～19:00 水曜日 モコポイント２倍

・商品単価が1000円以上の品物3 有限会社　銚子屋 萩原550-11 無休 利用金額の５％割引

店内価格より８%引き

・特価品は除外

2 鰻のひろ田 東田中870-1
11:00～14:00

17:00～20:00(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ)
水曜日

団員及び
同伴者

８％ＯＦＦ

4 そばかつ亭 東田中1-9-18 木曜日
団員及び
同伴者

５％ＯＦＦ ・他のサービス券等の併用不可

7 神場1323-1 6:00～22:00 無休 ガソリン、軽油５円/Ｌ引

団員及び
家族

杏仁豆腐１品サービス
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