
【様式２】
消防団員応援事業所一覧 三木市支部

事業所関係者が
所属する消防団名

ジャンル 店舗・事業所名 所在地 電話番号 営業時間 定休日 サービス内容 対象者

三木市 飲食 お好み焼き　TAKA家 三木市志染町井上147-5 0794-87-2331 11:30～21:00 月曜日 ドリンク１杯サービス/人 消防団員のみ

三木市 貴金属・時計 時計・メガネ　やまもと 三木市末広2-11-36 0794-83-5838   9:00～19:00 月曜日
通常値引きより５％OFF※電池交換除
外

消防団員及びその家族

三木市 飲食 山田錦の館　にしき亭 三木市吉川町吉安222 0794-76-2401
　9:30～19:30
（平日は16:00まで）

月曜日（月曜日が祝日の場
合、火曜定休日）

食後にソフトドリンク・コーヒー１杯サー
ビス

消防団員及び同伴者

三木市 菓子（洋）
アイスクリーム工房
Boss&MoM

三木市吉川町豊岡427 0794-72-1026 10:00～19:00 水曜日
アイスクリーム、ソフトドリンク、コーヒー
カレー、ワッフルセット　他　50円引き

消防団員及びその家族
（妻と子）

三木市 菓子（和） 福屋 三木市大塚１丁目401-1 0794-83-8090 　9:00～18:00 火曜日、第３水曜日
全品５％OFF（300円以上のお買上げよ
り）

消防団員及びその家族

三木市 自動車整備 株式会社　堀尾モータース 三木市芝町6-11 0794-82-0879 　8:30～19:30 第１・３日曜日、祝日 エンジンオイル半額 消防団員のみ

三木市 飲食 ニューむさし 三木市本町2丁目7-18 0794-82-0354 11:00～22:00 なし
ビール注文時につまみ一品サービス
食後にコーヒーサービス

消防団員のみ

三木市 小売 三木金物展示即売館 三木市福井字三木山2426 0794-82-7050 9:00～17:00 年末年始休館 購入金額の5%割引 消防団員及びその家族

三木市 写真 写真館三木スタジオ 三木市緑が丘町東1-1-37 0794-85-2501 9:00～18:30 水曜日
写真のラミネートカード1枚プレゼント
（記念写真撮影された方）

消防団員家族に１枚

三木市 飲食 やきとり大吉　三木緑が丘店 三木市緑が丘町中1-15-39 0794-87-3795 17:00～24:00 日曜日
アルコール類注文時のお通し（小鉢）
サービス

消防団員及び同伴者

三木市 飲食 喫茶お食事シンフォニー 三木市福井1937 0794-83-4320 7:30～16:00 火曜日
飲食代レジにて5%割引　ﾋﾞｰﾙ注文時に
おつまみ(小鉢)一品ｻｰﾋﾞｽ（ﾓｰﾆﾝｸﾞ・弁
当除く）

消防団員及び同伴者

三木市 飲食 あまぐりジェラート万寿庵 三木市本町1丁目3-10 0794-83-2923 10:00～20:00 なし
ｼﾞｪﾗｰﾄ・ｼﾝｸﾞﾙｻｲｽﾞの値段でﾀﾞﾌﾞﾙに変
更できます。(一部商品は除く。）

消防団員及び同伴者

三木市 写真 石崎カメラ店 三木市末広1-6-52 0794-82-1577 9:00～19:00 日曜日 全品5%割引
消防団員のみ（ｶｰﾄﾞ提示時の
み）

三木市 写真 スタジオ　モコ 三木市福井3-3-17 0794-86-7377 10:00～18:00 水曜日、第３火曜日 撮影料10%割引
消防団員及びその家族（ｶｰﾄﾞ
提示時のみ）

三木市 飲食 薩摩地鶏　わげんや 三木市大村1132 0794-83-7733 17:30～23:00
月曜日（月曜日が祝日の場
合、火曜定休日）

ﾄﾞﾘﾝｸ1杯ｻｰﾋﾞｽ（一部の商品は除く）
消防団員のみ（ｶｰﾄﾞ提示時の
み）

三木市 飲食 喫茶お食事　さくら 三木市福井1934 0794-83-8530 9:00～16:00 土・日・祝日 食後のｺｰﾋｰ、紅茶ｻｰﾋﾞｽ 消防団員のみ

三木市 写真 ヨコヤマカメラ 三木市本町1-3-13 0794-82-0828 8:00～19:00 日曜日 1,000円以上お買い上げで5%引き 消防団員のみ

三木市 飲食 つぼ八　三木店 三木市大村495 0794-82-8560 18:00～24:00 木曜日
アルコール注文時におつまみ（小鉢）一
品サービス

消防団員のみ

三木市 飲食 焼肉　お多福 三木市大塚2-1-11 0794-82-1955 17:00～21:30
月曜日（月曜日が祝日の場
合、火曜定休日）

ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ1杯ｻｰﾋﾞｽ 消防団員のみ

三木市 飲食 張家 北京閣 三木市大村1-3-3 0794-82-1843
11:30～14:30
17:00～22:00

なし 2,000円以上のお食事で10%引き 消防団員のみ

三木市 飲食 和食　川久 三木市本町3-3-17 0794-82-1079
11:30～14:30
17:00～21:30

火曜日
水曜日（月1回：不定休）

自家製ちりめん山椒ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ（1ヶ/ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ）

消防団員のみ

三木市 小売 フルーツランチ　Kameya 三木市大村602-1 0794-82-0734 9:00～19:00 元旦
2,160円（税込）以上お買上げの方にﾎｯﾄ
ｺｰﾋｰ一杯ｻｰﾋﾞｽ

消防団員のみ



【様式２】
消防団員応援事業所一覧 三木市支部

三木市 飲食 みき　日楽哩 三木市大村1127 0794-83-9123 11:30～22:00 火曜日
ご来店時にﾄﾞﾘﾝｸ一杯ｻｰﾋﾞｽ(他のｻｰﾋﾞ
ｽ券との併用不可）

消防団員のみ

三木市 飲食 和牛亭　和さび 三木市大村1127 0794-83-3303 11:30～22:00 火曜日
ご来店時にﾄﾞﾘﾝｸ一杯ｻｰﾋﾞｽ(他のｻｰﾋﾞ
ｽ券との併用不可）

消防団員のみ

三木市 飲食 和風レストラン　美の川 三木市口吉川町槙114 0794-88-0058 11:30～20:00 木曜日
食後にソフトドリンク・コーヒー１杯サー
ビス

消防団員及び同伴者

三木市 飲食 四季　悠庵　きし井 三木市細川町豊地1343-3 0794-86-2558
11:30～13:30
17:00～21:30

水曜日
ﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ…ﾗﾝﾁﾒﾆｭｰ注文時不可
（ﾋﾞｰﾙ・ﾉﾝｱﾙｺｰﾙ・ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ他対象商品）

消防団員のみ

三木市 飲食 スナック　歩 三木市吉川町吉安220-1 0794-72-1626 19:00～24:00 月曜日 料金の1割引
消防団員のみ（ｶｰﾄﾞ提示時の
み）

三木市 自動車整備
ネッツトヨタ神戸株式会社
ネッツテラス三木

三木市大村127-14 0794－82－7282 9：30～18：00
毎週水曜日
第二火曜日

・メンテナンスなどサービスご入庫時に8％
引き
・新車購入時オイル会員20ℓサービス
・U-CAR購入時オイル会員20ℓサービス
※来店時に「ネッツ神戸ファム」への登録が
必要
※サービスのオイルはトヨタ純正省燃費オイ
ル
※他のサービス、特典との併用不可

消防団員及び家族

三木市 飲食 中華そば　あかね亭 三木市志染町東自由が丘2-285 0794-60-9314 11:00～22:00 火曜日 食事代金から10％割引 消防団員及び同伴者


