
消防団員福利厚生事業 提携施設一覧表

令和2年11月1日現在35施設（約300店舗）

いけす鶴八 新栄店（活魚日本料理） 中区新栄二丁目２５－３ （０５２）２６２－４１８８ ※料理・飲料の１０％　 現金支払のみ

和食堂「西の丸」（B１F）

中華料理「柳城」（B１F）

コーヒーショップ「ブローニュ」（１F）

コンテンポラリー・ダイニング「クラウン」（１１F）

仏地方料理「ビストロ・ど・ファンドール」（B１F）

コーヒーショップ「カフェプラザ」（１Ｆ）

ダイニング「ローズガーデン」（１F）

チャイナ＆ダイン　園

バー「コンチネンタル」（２F）

ワイン食堂バル　de Ricotta （黒川店） 北区黒川本通四丁目４７ （０５２）６８１－８８１６

ワイン食堂バル　de Ricotta （高畑店） 中川区高畑四丁目１５０ （０５２）９１３－０３９１

パクチー５５５ 中村区名駅三丁目１８－５ （０５２）３６３－１４６７

中区栄五丁目２－３６

パークプレイス１Ｆ

千種区春岡通６－７ （０５２）７３１－５０９６ ※料理・飲料の１０％　 現金支払のみ

アトリウムラウンジ「グリンデルワイド」（１Ｆ）

コーヒーハウス「モンマルトル」（１Ｆ）

日本料理「なだ万」（２Ｆ）

レストラン「ロワール」（２Ｆ）※ 鉄板焼グリルルーム含む。

中国料理「南国酒家」（２Ｆ）

メインバー「フォンタナ・ディ・トレビ」（２Ｆ）

バーベキューレストラン

地ビールレストラン

しゃぶしゃぶ・五合庵

大宴会場・スターホール

※屋外ガーデン　 ５月～８月頃の季節営業

オールデイダイニング「パーゴラ」（１５Ｆ）

中国料理「梨杏」（１８Ｆ）

日本料理「京都　つる家」（１８Ｆ）

鉄板焼「那古亭」（１８Ｆ）

フランス料理「ミクニナゴヤ」（５２Ｆ）

ロビー・ラウンジ「ザ・ギャラリー」（１Ｆ）

ブラッセリー「ザ・テラス」（２Ｆ）

日本料理「源氏」（３Ｆ）

中国料理「王朝」（３Ｆ）

ロビーラウンジ（１Ｆ）

カフェレストラン「オーキッドガーデン」（２Ｆ）

京料理「たん熊」北店（３Ｆ）

中国料理「花梨」（２９Ｆ）

すし「乾山」（２９Ｆ）

スカイレストラン＆バー「スターゲイト」（３０Ｆ）

日本料理「四季」（１２Ｆ）

西洋料理「アイリス」（１８F）

北京宮廷料理「涵梅舫」（１８Ｆ）

スカイラウンジ「ル・シェル・ブルー」（１８Ｆ）

南知多　豊浜本店 知多郡南知多町大字豊浜字峠8 （０５６９）６５－１３１５

中部国際空港店 常滑市セントレア1丁目1 （０５６９）３８－７５０８

りんくう常滑店 常滑市りんくう町3丁目9-5 （０５６９）３８－８１０８

ラシック店 中区栄三丁目6-１ （０５２）２５９－６７０１

チカマチラウンジ店 中村区名駅4丁目4-10 （０５２）４１４－６０１８

イオンモール大高店 緑区南大高二丁目450番地 （０５２）６２６－２９３０

マルハリゾートまるはドライブイン内海店 知多郡南知多町大字山海字高峯9番地1 （０５６９）６４－０３３３

名古屋国際センタービル店 中村区那古野１－４７－１ （０５２）５６２－１０１５

ＫＩＴＴＥ名古屋店 中村区名駅１－１－１ （０５２）５６１－５３３３

昭和区御器所通２－７－１ （０５２）７３２－８８８２ ※料理・飲料の１０％　 現金支払のみ

Café ※料理・飲料の１０％（５％） 現金支払のみ

Nail ※ネイル１０％　 現金支払のみ

株式会社海帆　８８施設　（別表１のとおり） 代表事務局
中村区名駅４－１５－１５

（０５２）５８６－２６６６
2,000円以上の飲食で500円割引
※ 現金しはらいのみ
同伴者も割引対象となります。

飲

食

店

※料理・飲料の１０％　 現金支払のみ

東天紅株式会社 ※料理・飲料の１０％　 現金支払のみ

平日ランチ１０％

平日ディナー２０％

週末は共に１０％

※料理・飲料の５％　 現金支払のみ

※料理・飲料の５％　 現金支払のみ

（０５２）７４１－０２１１

（０５２）２１２－１１１１

中区金山町一丁目１－１

料理・飲料の１０％

【割引上限】５，０００円

中村区名駅一丁目１－４

※料理・飲料の１０％　 現金支払のみ

名古屋東急ホテル 中区栄四丁目６－８ （０５２）２５２－８６４４

※料理・飲料の１０％　 現金支払のみ

※料理・飲料の５％　 現金支払のみ

中国・潮州海鮮料理　晁隆房

中国料理 錦華楼

（０５２）２６２－３３７７

割 引 内 容 等

（０５２）５２１－２１２１ ※料理・飲料の１０％　 現金支払のみ

中村区名駅四丁目３－２５ （０５２）５８２－２１２１
料理の１０％　飲料の５％
※ 現金支払のみ

キャッスルプラザ

住 所 電 話 番 号施 設 （店 舗） 名

株式会社サンクワン

ヒルトン名古屋

名古屋マリオット
アソシアホテル

中区栄一丁目３－３

千種区千種二丁目２４－１０

（０５２）５８４－１１４０

選べる５大特典
①  季節の一品ちょっとサービス
②  ドリンク半額券
③  うめの湯１００円割引
④  まるは食堂旅館　宿泊５００円割引
⑤  部屋料金割引
※  豊浜本店、マルハリゾートのみ（要予約）

店 舗 名

西区樋の口町３－１９
ウェスティンナゴヤ
キャッスル

株式会社サッポロライオン
サッポロビール浩養園
名古屋ﾋﾞｰﾙ園　浩養園

ホテルグランコート名古屋

中村区名駅一丁目２－４ （０５２）５８２－２２１１

おばんざい家　そう

（０５２）６８３－４４６５

Bonne Femme 昭和区御器所通1－11－１

名鉄グランドホテル

株式会社　まるは

（０５２）７３１－３５５５



宴会：料理（6,050円（税サ込）以上）　5％割引

宴会：各種プラン（7,000円（税サ込）以上）500円引き

集会：会議利用（室料１０％割引）

宿泊：宿泊代金（朝食、各種プラン対象外）１０％割引

※婚礼：挙式・披露宴 二次会対象外
最大１０万円分オプションサービス

ラウンジ：通常営業時間内利用時　ドリンク１０％割引
※ 貸切り、イベント開催時対象外

名古屋支店 中区栄二丁目１１－３０ （０５２）２３２－６７１０

名古屋栄支店 中区栄四丁目１－１ （０５２）８５５－２２７７

中日ビル１Ｆ

中村区名駅二丁目４５－１９ 

桑山ビル２階

１５人以上の消防団員の団体旅行

日帰り団体旅行 ペットボトル茶(500ml）24本

1泊以上の団体旅行 缶ビール（350ml）24本

大手旅行社各パッケージ商品２～５％（一部商品除く）

（JTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行など）

滝の水店 緑区滝ノ水一丁目１０１ （０５２）８９５－１１２１

名城店 西区数寄屋町２－１３ （０５２）５３２－０４１２

守山店 守山区大森四丁目１７０７ （０５２）７９８－６２１７

名岐店 清須市春日中沼６２ （０５２）４００－２２２６

名東店 名東区高針四丁目１３０５ （０５２）７０３－５２６６

中川店 中川区好本町２－１０ （０５２）３５２－７８１１

銀座ダイヤモンドシライシ　名古屋本店 中区栄三丁目４－２２ （０５２）２６５－２０２１

銀座ダイヤモンドシライシ　名古屋ユニモール店 中村区名駅四丁目５－２６
ユニモール地下街（４番出入口）

（０５２）５８８－４７３１

エクセルコダイヤモンド 名古屋本店 中区栄３－６－２６ （０５２）９５９－２２６１

株式会社名古屋花壇 瑞穂本店 瑞穂区豊岡通３－３３ （０５２）８５１－８７８３ 店頭価格の１０～２０％

店頭価格の２０％　バーゲン品の５％

※ 現金支払のみ

５，０００円以上１０%　５，０００円未満５％

①  ブランド品、食料品、奉仕品は除外

②  現金支払のみ

③  普通商品購入は丸栄本館に限る

小牧市春日寺１－２１ ０５６８－４１－３５３１ 割引物品・割引率は配付チラシ参照

清須市西市場５－５－１８ （０５２）４０８－３６８６ 割引物品・割引率は配付チラシ参照

大人（中学生以上）１，１００円

小人（小学生）８００円

幼児（３歳以上小学生未満）７００円

※ 配付する割引券を現地で使用

本店 中川区東春田２－８１－１  （０５２）３０３－８７８１

アズパーク店　アズパーク店内 中川区新家一丁目２４２１ （０５２）４３２－５５８３

一色新町店　スーパーアオキ店内 中川区一色新町１－４０１ （０５２）３０３－２９５９

金山店　ダイエー金山店内 中区金山一丁目１１－１７ （０５２）３２３－９７２７

瑞穂店 瑞穂区神前町１－６８ （０５２）８５１－６７６９

大須店 中区大須二丁目３２－１５ （０５２）２０１－６０６６

１５人以上の消防団員の団体旅行

日帰り団体旅行 ペットボトル茶(500ml）24本

1泊以上の団体旅行 缶ビール（350ml）24本

旅

行

関

係

株式会社ドリームワールド 名古屋営業所 （０５２）９８２－６６９７
中区栄二丁目１１－７
伏見大島ビル８階

店 舗 名 住 所 電 話 番 号

中区錦三丁目１１－１３ （０５２）９５７－１７２３

割 引 内 容 等施 設 （店 舗） 名

代表事務局
中区千代田三丁目9番１４号

（０５２）３２２－５７３５ 割引料金：一律１００円引き（各施設の割引日）
名古屋浴場商業協同組合（４４施設　別表２のとおり）

愛知県公衆浴場業生活衛生同業組合（９施設　別表３のとおり）

有限会社クラウン

「名古屋市消防団員商品カタログ」
記載物品５～１０％
ホームセキュリティーシステム利用１０％
月額警備料金５％

消防団活動服・制服３０％
（制帽は洗濯不可）

一般衣料１０％

※ 現金支払のみ

美浜町観光協会 指定会場

（０５２）９０９－３７１０北区新沼町１００番地１号
愛知バス株式会社
　ＡＢＣ旅行センター

時計・アクセサリー
アイ・ジェー

ユニモール内 中村区名駅四丁目５－２６

株式会社ウッドベルジャパン
（タイヤ流通センター名古屋）

東海警備保障株式会社 東海警備グループ本社

中区栄三丁目３－１ （０５２）２６４－５５３１

 （０５２）９１４－３３５１北区清水５丁目－８１－１

天白区鴻の巣二丁目２２

丸大食品株式会社

※店頭価格の５～１０％　 現金支払のみ

株式会社シーマ

（０５２）５８３－８８８９
店頭価格の２０％

※バーゲン品の５％　 現金支払のみ

日本ハム東販売　株式会社

株式会社 丸栄

エンゲージリング１０％
マリッジリング１０％
ファッションジュエリー１０％

エンゲージリング１０％
マリッジリング５％～１０％
ファッションジュエリー１０％

（０５２）８０１－８５８５スポーツ用品店　勇全

※㈱ＪＴＢ中部　（２０店舗） 中部メディア販売事業部を除く。

「メイト」　「ホリデイ」３％
※ 現金支払のみ

近畿日本ツーリスト

※㈱ＪＴＢ東海　（約１００店舗） 中部旅の予約センターを除く。
エースＪＴＢ（国内旅行）３％
※ 日帰り、宿泊のみの商品を除く
ルックＪＴＢ（海外旅行）３％

名古屋法人イベント・コンベンション支店

飲

食

店

物

品

販

売

関

係

④  本館４階外商受付で団員証を提示、
    ショッピングカードを受け取り、売り場
    で提示

株式会社ＪＴＢ中部

美浜町観光協会加盟の潮干狩り場

（０５２）５８３－５１０５

株式会社　日本旅行
「マッハ」５％
「ベスト」３％
「赤い風船」５％

名古屋ガーデンパレス

そ

の

他


