
飲食店 62 4

小売店 42 2

宿泊・温泉等 10 3

自動車整備 7 14

住宅サービス 7 4
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※一部複数の業種をサービスしている店がある
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消防団応援の店　[飲食店]

登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

1 手風琴
飲み会５％off
※飲み会の時は18時から受付、１団体のみ貸切

消防団員
北上市本通り三丁目２番
37号

63-3661
6:30～18:00
(冬期間)7:00～

毎週(土)・
(日)

飲食

2 婆'ｓ Bar　○
①ドリンク１杯サービス
②10,000円以上御飲食いただいた場合、焼酎ボトル
を１本サービス（芋、麦、甲類）

①消防団員
②消防団員を含む５
人までのグループ

北上市諏訪町一丁目１番
18号　２階

64-5606 16:00～23:00 不定休
当店のお通しは季節料理を含み、12～15品の
大皿から好きな物を好きなだけ食べられま
す。

飲食

3 湯本赤ちょうちん串八 ドリンク１杯サービス 消防団員
北上市青柳町二丁目１番
28号

63-6939 17:00～23:00 毎週(日)
おまかせコース 3,200円　３時間飲み放題
（当店にある飲み物全種）、14種類位の料理
付

飲食

4 スーパー居酒屋くし八 ドリンク１杯サービス 消防団員
北上市諏訪町一丁目１番
37号
ＭＧビル　２階

72-8131 17:00～23:00 毎週(月)
おまかせコース 3,200円　３時間飲み放題
（当店にある飲み物全種）、14種類位の料理
付

飲食

5 味工房　ゆず
飲食代より10％オフ
※上限1,000円までの割引

消防団員を含むグ
ループ

北上市青柳町二丁目７番
２号

64-1221 17:30～23:00
毎週(日)、祝

日
炭火焼き鳥と季節の創作和食料理。地酒や焼
酎などもございます。

飲食

7 有限会社　枕流亭
お会計の合計より５％オフ
※他のクーポン等との併用は不可

消防団員を含む10人
までのグループ

北上市川岸三丁目15番20
号

63-3033
11:30～14:00
17:00～21:00

毎週(水)、
第１(火)

北上川を一望できる和食処、更科粉100％の十割そ
ば、いわて四元豚が人気です。個室もお気軽にご利
用いただけます。ご会食・ご法事・お祝事等。

飲食

8 隠家　北上店
①飲み放題　時間30分延長
②デザートサービス
※①②サービスの併用不可

消防団員
北上市大通り一丁目３番１号
北上開発ビル　おでんせプラ
ザぐろーぶＢ１Ｆ

72-5440 17:30～1:00 不定休
北上駅すぐそばのダイニングバー、和洋問わ
ずのバリエーションメニューでおもてなし

飲食

13 森のみみずく ドリンク１杯無料サービス
消防団員を含む同行
者全員

北上市大通り二丁目５番
17号
北桜ビル１F

64-0050
11:00～15:00
18:00～20:00

不定休
おすすめは牛すじカレー!!です。夜もランチ
と同じメニュー、料金になります。

飲食

15 スナック　はつかり
飲み放題(焼酎、日本酒、ウイスキー)90分を120分に
延長

消防団員を含む５人
以上のグループ

北上市青柳町二丁目５番
35号
ナイトキャッスル１Ｆ

64-1331 19:30～24:00
毎週(日)、祝

日
明るいスタッフが８人でお待ちしておりま
す。最大50名様まで予約できます。

飲食

16
ブランニュー北上
個室レストラン(４階)

①ソフトドリンク１杯サービス(ランチタイム)
②5,000円以上御飲食の際、お会計時５％off(ディ
ナータイム)
※いずれも要予約

消防団員を含む20人
まで

北上市大通り一丁目10番
１号

72-7075
11:00～14:30
17:00～21:00

１月１日 仕切られた空間で自由に寛げる 飲食

17
株式会社　walk
北上酒場とりあえず源

①5,000円以上飲食で５％オフ
②ドリンク1杯サービス

①消防団員４人以上
のグループ
②消防団員の家族

北上市青柳町二丁目２番
12号　スターライトビル
２階

72-6488
17:00～(平日)3:00
　　　 (金土)4:00

不定休
当店の料理は県産鳥を使用しています。焼
鳥、刺身他、旬の食材を提供しています。

飲食

20 大衆食堂　半田屋　北上店 500円以上御食事いただいた場合、生卵サービス 消防団員
北上市さくら通り二丁目
４番15号

64-6696 6:00～22:00 なし
やすくておいしいものをお腹いっぱいにを
モットーに心をこめて作っています。

飲食

27
有限会社　展勝閣
嶺升郭

生ビール１杯サービス
消防団員を含む同行
者全員

北上市青柳町一丁目２番
32号

63-3906 17:00～23:00 毎週(日)
浜直送の魚・貝類・活魚を直送！北上牛にも
力を入れております。日本の銘酒、常時60～
70種類御用意致しております。

飲食

36
堀ノ内孝雄の店
カラオケパブ　Party

①ドリンク１杯サービス（生ビール等）
②５名以上の場合、２時間飲み放題、歌い放題１人
2,000円

消防団員を含む同行
者全員

北上市青柳町二丁目３番
22号　ワタリヤビルⅡ
１Ｆ

68-3239 19:00～24:00 なし
色気はありません。堀内孝雄のそっくりさん
のお店です。プロのギタリストがいます。

飲食

41 味処　月てい ドリンク１杯又は惣菜１品サービス 消防団員
北上市青柳町二丁目５番
25号

64-3077 17:00～24:00 毎週(日) 魚介類を中心とした和食居酒屋です。 飲食

http://www.tefukin.blue/
https://m.facebook.com/WeiGongyuzu/#
https://chinryutei.jp/#
http://www.osyaredorobou.com/#
http://mimizuku-cafe.com/#
http://www.brandnew-k.com/#
http://www.brandnew-k.com/#
https://gentoriaezu.owst.jp/#
https://gentoriaezu.owst.jp/#
http://www.tenshokaku.com/#
http://www.tenshokaku.com/#


登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

43 有限会社　一番鮨
①御宴会７名様以上の場合５％オフ
※消防団員の宴会に限り。
②会計より５％オフ

①消防団員
②消防団含む同行者
(家族など)

北上市花園町二丁目２番
13号

64-5161
12:00～13:30、
17:00～22:00

毎週(月) 宴会料理に自信あり。 飲食

47 出前寿司　日ノ出
１人前の握り寿司につき１貫サービス（店長おまか
せ）
※ランチは除く

消防団員を含む５人
までのグループ

北上市二子町上野54番地
12

88-9048 11:00～20:00 毎週(水)
お電話１本で2,000円以上から出前いたしま
す。ご予算に応じて１人前からお作りいたし
ます。

飲食

53 食事処　時代屋 会計時５％オフ 消防団員及び家族
北上市相去町旧舘沢18番
地３

67-3956 11:00～21:00
第１・第３

(火)
大、小ご宴会、お食事に２階お座敷をご利用
ください。（50名様まで）

飲食

57 やぎや
御飲食代5,000円より５％引き
※1,000円単位の計算です。5,000～5,999円→250円
引、6,000～6,999円→300円引となります。

消防団員の会合、消
防団員と家族での利
用

北上市花園町一丁目１番
33号

63-5181
11:00～14:00、
16:00～19:00(予約団
体様は21時まで）

不定休(週１
回)

鰻のおいしい食堂です。又、予約制ですが御
会合、宴会も承ります。

飲食

58 居酒屋　満ちゃん 焼酎ボトル１本サービス
消防団員を含む５人
以上のグループ

北上市青柳町二丁目６番
36号

65-0908 18:00～24:00
毎週(日)

(祝日、不定
期)

飲食

59 江釣子屋
①８名様以上の“消防団”での予約で日本酒(４合
瓶)サービス
②ドリンク１杯無料サービス

①消防団員
②消防団員を含む同
行者全員

北上市上江釣子16地割107
番地１

72-7080
11:30～14:00
17:30～24:00

不定休
私自身も消防団に入っております。職業的になかな
か活動に参加できませんが、この様な形で少しでも
消防団員として貢献できればと思っております。

飲食

64 屋台ラーメン ラーメン全品50円引 消防団員及び家族
北上市稲瀬町上台697番地
１

65-0502 11:00～21:00
毎週(月)と不

定休
岩手県産の豚肉でチャーシューを作っており
ます。

飲食

66 居酒屋　義経
4,000円以上御宴会プラン、10名様以上、飲み放題が
３時間
※通常２時間→３時間

消防団員
北上市九年橋三丁目８番
20号

63-8051
11:30～15:00
17:00～ラスト

なし
広々とした店内は、御宴会は最大80名様まで
収容可能です。無料送迎もございます。お気
軽にご相談ください。

飲食

76 みどり庵 お食事料金の50円引き
消防団員を含む家族
全員

北上市大通り一丁目11番
３号

65-5546
11:15～14:00
17:00～22:00

不定休 市民の為にいつもありがとうございます。 飲食

79 合資会社　更科 日本酒１本サービス
消防団員を含む10人
以上の宴会の御予約
のグループ

北上市諏訪町二丁目５番
18号

63-3258 11:00～21:00 毎週(月)
大小（５～60名様まで）会場が４室ございま
すので、お気軽にご利用おまち申し上げま
す。

飲食

81 スナック　遊名人
①焼酎ボトル１本サービス
②その他ご希望があれば対応します。

消防団員を含む８人
以上のグループ

北上市青柳町二丁目３番
29号　オーロパークビル
２Ｆ

65-7555 19:00～24:00
毎週(日)、

祝日

プロ歌手原田幸二、観音めぐみの店です。良い音で
気持ち良くカラオケを楽しめます。キーの設定もプ
ロにお任せ。プロの歌も聞くことが出来ます。

飲食

86 韓味屋とっぽっき マッコリボトル１本サービス
消防団員を含む５人
以上のグループ

北上市青柳町一丁目６番
21号　マックＭ１ビル１
Ｆ

64-7771 18:00～24:00
毎週(月)～

(木)
韓国の屋台料理を出す居酒屋です。辛くない
料理も提供しています。

飲食

92 カフェモニカ
全商品５％ＯＦＦ
※他の割引サービスとは併用できません。

消防団員を含む同行
者全員

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野百貨店
２階

61-5635

10:00～19:00
（ラストオーダー
食事17:00　ドリン
ク、デザート18:00）

さくら野定休
日に準ずる

大人気なグリーンカレーとスープカレー!!定番のナ
ポリタンなどお食事メニューも豊富です。サラダと
ドリンクがセットになっているのでお得です！さく
ら野２階カフェモニカへどうぞお越しくださいませ

飲食

93 night station 流星-Nasa-
①飲み放題120分　￥3,500　(通常90分)
②飲み放題 90分　￥3,000　(通常3,500円）

消防団員を含む10人
までのグループ

北上市青柳町二丁目５番
30号

64-7774 20:00～2:30 不定 飲食

98 Maria　マリア
飲み放題プラン
90分カラオケ込み3,500円→120分カラオケ込み3,000
円

消防団員
北上市諏訪町二丁目１番
25号　ふくろうビル１Ｆ

64-5774 19:00～1:00
毎週(日)
(その他)

元気に営業中!!飲み放題プラン◎生ビール◎
その他　スタッフドリンクも込みで3000～お
安く提供してます。

飲食

http://www.yoshitune.com/
http://www.vijp.com/kitakami/wasyoku.htm#
http://www.pmp17.com/


登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

100 gramm's
平日(月～金)に限り　飲み放題１時間\3,000→１時
間30分（ビールあり\3,500）

消防団員を含む同行
者全員

北上市青柳町一丁目６番
14号　スクエアビル３Ｆ

63-3300 20:00～24:00 毎週(日)
女の子は少ないですが、アットホームな感じ
のお店です。

飲食

101 スナック舞鶴
①５名様以上２時間3,000円飲み放題
②５名様以上焼酎ボトルサービス
③１名様から生ビール・ドリンクサービス

消防団員
北上市青柳町一丁目６番
14号

64-1948 19:00～24:00
毎週(日)、祝

日
飲食

103
cafe buona（カフェ　ボー
ナ)

ソフトドリンク、ワイン１杯無料
消防団員
同伴者３人

北上市諏訪町二丁目５番
35号

64-4992
11:30～14:00
17:30～21:00

毎週(日)、
(月)ランチ

ワインや生ビールなど、ピザ・パスタと一緒
にお楽しみいただける店です。

飲食

105 すい～とぴ～
①ドリンク１杯サービス
②１万円以上会計の場合、ハウスボトルサービス
（１本）

①消防団員
②団員を含む５人ま
で

北上市青柳町一丁目２番
31号

63-6304 18:30～24:00 毎週（日）

待田聖子は、東北の松田聖子として、幾つものイベ
ントに参加しております。お店に来店すると、昔と
今の松田聖子の歌声がいつでも聞けます。展勝閣の
となりです。

飲食

106
せいぶ農産発
焼肉DINING　まるぎゅう

ドリンク１杯サービス(宴会との併用は不可)
消防団員を含むグル
－プ

北上市北鬼柳23地割69番
地１

62-3077
11:00～14:00
17:00～22:00

毎週月曜日
(月曜日が祝日の

場合は翌日)

市民の安全な暮らしを守るため、本業の傍ら
消防団員として活動する皆様に、北上市が誇
るブランド牛「きたかみ牛」を是非とも食べ
に来ていただきたいと思います。

飲食

107 if (イフ) 焼酎ボトル１本サービス(鏡月、ジンロ)
消防団員を含む５人
以上のグループ

北上市諏訪町一丁目１番
14号　リバーサイドビル
２Ｆ

090-4638-0921 18:30～24:00 不定休 飲食

108 北の居酒屋
①６人以上で１人5,000円以上の飲食で５％オフ
②10人様以上で店指定のボトル１本サービス

消防団員を含むグ
ループ

北上市青柳町二丁目１番
25号

65-5910 17:00～23:00 毎週（火）
当店おすすめ料理はどじょう鍋、牛すじ煮込
み、豚軟骨煮、豚角煮、もつ煮込みは自家製
ですので、大変おいしいです。

飲食

109 PANDORA 会計時10％オフ（カラオケ代は除く） 消防団員
北上市青柳町二丁目１番
22号

72-7503 19:30～24:00 毎週（日、月） 飲食

110 だーくほーす
①飲み放題60分3,000円を80分
②タクシー領収書引替で520円負担
（要電話予約、３人以上）

①消防団員を含む同
行者全員
②消防団員

北上市大通り一丁目３番
１号　クレヨンタワー８
Ｆ

72-7737 19:00～25:00 毎週（火）
明るく楽しいお店です。駅前８Ｆ夜景見えま
す。20人様まで収容可能です。

飲食

112
スナック
Sweet（すうぃ～と）

60分3,000円（焼酎、ウーロン茶、生ビール１杯、
カラオケ込み）

消防団員
北上市青柳町二丁目４番
14号　スタービル２F　B
号

63-6016 19:30～26:00
毎週日曜日

（予約申込が
あれば営業）

気軽に楽しく飲めるお店です～！ 飲食

115
黒沢尻宿　本陣
さくら寿司

お食事の方に味噌汁各種１杯サービス
消防団員を含む５人
以上のグループ

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野４階飲食
街

61-5636 11:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

地産地消にこだわります。米は稲瀬産ひとめぼれ、
味噌は和賀町の西部開発農産ひまわり味噌、わさび
は宮守達曽部産本わさびを使用し、北上市内産、岩
手県内産を可能な限り取り扱っております。

飲食

116
サブウェイ
北上ツインモールプラザ店

サンドイッチご注文の方ドリンクSサービス
消防団員を含む５人
までのグループ

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野１階フー
ドコート

61-5627 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

多数のメニューからお好きな商品をチョイス
パン５種、トッピング、お好きなソースで自
分好みにお作りします。お野菜たっぷりで召
し上がれ！

飲食

117 日替り屋　ぱまろ
お一人様800円以上のお食事をご注文のお客様100円
引き

消防団員を含む５人
までのグループ

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野４階飲食
街

61-5633 11:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

毎日変わる日替わりメニューや定食各種はバランス
良く、ボリューム満点です。その他、麺類・ナポリ
タン等おすすめメニューを揃えております。ぜひ、
ご来店お待ちいたしております。

飲食

118 一口茶屋 ソフトクリーム全種類20円引き
消防団員を含む５人
までのグループ

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野１階フー
ドコート

61-5625 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

たい焼き・たこ焼きを中心としたバラエティ
のある和風ファーストフードです。

飲食

119 KUMAZO商店 麺類のみ100円引き
消防団員を含む５人
までのグループ

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野４階飲食
街

61-5628 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

人気No1の猛虎タンメン、No２のこくみそら～
めん、あっさり系の貝だし塩ら～めん、煮干
し中華と種類も豊富に取り揃えています。

飲食

https://www.seibu-marugyu.com/
https://www.seibu-marugyu.com/


登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

120 ドトールコーヒー
ブレンドコーヒー、アメリカンコーヒー、
アイスコーヒーに限り10％off

消防団員
北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野１階フー
ドコート

61-5624 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

おいしいコーヒーをたてて　お待ちしており
ます。

飲食

121 軽食喫茶　ピノキオ お会計５％off
消防団員を含む同行
者全員

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野４階飲食
街

65-2915 11:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

おすすめのビックシリーズ　ビッグカレー、
ビックカフェ等々ぜひ挑戦してください。そ
の他豊富なメニューを取り揃えてお待ちして
おります。

飲食

122
ファミリーレストラン
ラタン

お会計５％off
消防団員を含む同行
者全員

北上市本通り二丁目２番
１号

61-2722 11:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

豊富なメニューでお客様をおもてなしいたし
ます。

飲食

132 だがし　夢や　江釣子店 アイス、ソフトクリーム10％割引 消防団員及び家族
北上市北鬼柳19地割68番
地　北上江釣子ショッピ
ングセンターパル

65-2505 10:00～20:00 なし
飲食・小
売店

143 大黒や ドリンク（アルコール含む）１杯無料 消防団員
北上市さくら通り一丁
目８-24

64-2918 11:30～22:00 不定休
おいしいそばと種類豊富なお酒を御用意して
います。

飲食

144 幸せの黄色いハンカチ 飲食代の15％割引
消防団員カード提示
者

北上市大通り二丁目８
番37号
ニューモナコＥ

090-4882-1409 17:30～23:30
日曜日と祝
日（不定）

飲食

146
ホテルシティプラザ北上
和食処　日高見

お会計10%割引(料亭の利用は対象外)
消防団員カード提示
者を含む家族全員

北上市川岸１丁目14番
１号

64-0001
昼 11:30-14:00
夜 17:00-21:00

毎週月曜日
の夜

ご友人とのランチから特別な方とのデイナ－
まで、一つ一つの食材を丁寧に吟味、そして
大胆にアレンジした創作料理で皆様をお待ち
しております。

飲食

147
ホテルシティプラザ北上
レストラン櫻花林

お会計10%割引
消防団員カード提示
者を含む家族全員

北上市川岸１丁目14番
１号

64-0001
昼 11:30-14:00
夜 17:00-21:00

毎週火曜
日・水曜日

の夜

四季折々の顔を見せるみちのく三大桜名所
「展勝地」と清流「北上川」の景色もお料理
の一部としてお楽しみいただけます。中国料
理。洋食料理を心よりお作りします。

飲食

148 季節郷土料理の店　胡蝶 御飲食代の10%引き
消防団員カード提示
者を含む同行者全員

北上市諏訪町一丁目１
番11号

63-2151 17:00-23:00 日・祝日
北上市諏訪町に店を構えて60年になる季節郷
土料理店です。これまでも、これからも消防
団にお世話になります。感謝!!

飲食

149 Bar　フック
①　大阪屋の餃子
②　女性消防団員には、デザ－トをプラス

消防団員及び家族
北上市大通り一丁目11
番17号

090-8782-4379 20:00-24:00 不定期
大阪屋のおいしい餃子も食べられるお店で
す。気軽にお越しください。

飲食

150 みちのくラ－メン 2,000円以上ご飲食いただいた場合、５％オフ
消防団員カード提示
者を含む家族全員

北上市大通り二丁目４
番19号

0197-65-1934
11:30-25:00
日曜・祝日
11:30-23:45

毎週水曜日 飲食

153 焼肉・冷麺　ほどり おつまみ１品 消防団員３名～
北上市青柳町二丁目５
番24号

0197-63-3844 17:00～23:00 火曜日
当店のお肉は北上産のお肉にこだわって作っ
ています。!!

飲食

154 みちくさ　沖縄料理
・オリオン生ビ－ル　5%オフ
・泡盛　　　　　　　5%オフ

消防団員
北上市青柳町一丁目６
番28号

0197-63-2711 18:00～22:00 日曜日 オリオン生ビ－ル、海ぶどう　沖縄より直送!! 飲食

155 珈琲＆食事　ポレ－ル 食事の方にドリンク１杯又はケーキ１ｹ無料サービス
消防団員カード提示
者

北上市大通り一丁目２
番12号

0197-64-3957 9:30～21:00 不定休

北上駅西口より徒歩３分。レンガ造りの階段
を上って２階へ。窓辺の色とりどりの蘭を眺
めながらゆっくりおくつろぎください。コー
ヒー、ランチお食事のメニューを取り揃えお
待ちしております。

飲食

156 有限会社アベカ　珍竹林
①　5,000円以上ご飲食いただいた場合、５％オフ
②　ドリンク１杯サービス

①消防団員を含む６
名様まで
②消防団員

北上市青柳町一丁目７
番６号

0197-63-7903 17:00～22:30 毎週月曜日
当店料理は岩手産、北上産の食野菜と岩手沿
岸の海の魚類等こだわりの手料理です。

飲食



登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

157 北上ホルモン株式会社 5,000円以上ご飲食いただいた場合、５％オフ
消防団員６名様まで
のグル－プ

北上市大曲町9-15 0197-65-3440 17:00～21:00 毎週月曜日
昔ながらの味にこだわっております。
従業員一同笑顔で御待ちしております。

飲食

158 ＢＡＲ　ＡＣＥ ドリンク１杯サービス 消防団員
北上市諏訪町一丁目１
番10号　ワタリヤビル
１Ｆ

080-1671-8882 20:00～27:00 毎週火曜日 アットホームな雰囲気のお店です!! 飲食



消防団応援の店　[小売店]

登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

9 有限会社　ぐんきん ５％off 消防団員
北上市本通り一丁目６番
22号

64-3127
9:30～19:00
(日・祝)～18:30

第１・第３
(火)

気持ちをお届けする各種ギフトを扱っていま
す。暮らしを楽しむ雑貨等々

小売店

12 金清堂菓子舗
①おにっこカードポイント２倍
②お菓子１コサービス

消防団員を含む家族
全員

北上市和賀町横川目12地
割47番地１

72-2447 7:00～19:00 毎週(日)
北上銘菓「栗まんじゅう」は当店でしか販売
しておりません。ぜひお買いもとめ下さい!!

小売店

21 北上観光物産館　アクセス 購入金額の５％割引 消防団員
北上市大通り一丁目３番
１号

61-3071 9:00～19:00 年始
北上駅西口から徒歩２分。北上の逸品、ス
イーツから地酒・工芸品まで幅広い品揃。

小売店

22 株式会社　あぶらや商店
3,000円以上で、配達なしで、会計時５％オフ
※灯油、ガスは除く

消防団員
北上市和賀町横川目12地
割79番地

72-2126 8:00～17:00
毎週(日)、祝

日
小売店

23 有限会社　メガネの松村
①セットメガネ購入の場合８％off
②セット以外のメガネご購入の場合、レンズ代(当店
サービス価格)より10％off

消防団員及び家族
北上市本通り二丁目３番
43号

64-6121 9:30～19:00 毎週(水)
品質第一！正しいメガネで明るい生活。快適
な視生活を応援します。

小売店

26 株式会社　東北ビルテック 購入金額の５％割引 消防団員
北上市北鬼柳19地割68番
地

65-2515 9:00～17:30 なし
消火器・住宅用火災警報器・介護用品。私
（菊池）も、元北上市消防団（ラッパ隊）で
した。

小売店

28 株式会社　カメラのちば デジカメ・ケータイ・スマホプリント10％割引 消防団員
北上市本通り一丁目４番
11号

63-6612 9:00～19:00 なし

「写真の楽しさを売る店」をモットーにDPE、カメ
ラ、機材販売、各種記念撮影、学校アルバムの製作
など写真を通じての思い出づくりを応援いたしま
す。

小売店

31 有限会社　メガネの星 購入金額の10％割引 消防団員
北上市本通り一丁目７番
25号

65-3711 9:00～18:30 毎週(日)
もっと見え心地、もっと掛け心地の良いメガ
ネを掛けてみませんか。専門店の中の専門店
です。

小売店

32
株式会社
更木ふるさと興社

桑茶全商品10％オフ 消防団員
北上市更木22地割９番地
２

81-6136 8:00～17:00
毎週(土)・
(日)、祝日

岩手の「桑の葉」で作った健康茶です。ノン
カフェインなので、お子様からお年寄りまで
安心して頂けます。

小売店

33 株式会社　佐々木印刷 名刺・シールが10％オフ 消防団員
北上市口内町堰根91番地
４

69-2111 8:30～17:30
当社カレン
ダーによる

環境にやさしいハグレス・連ラベルや安全・
安心の菜果ラベルの製造

小売店

42 小原マキ商店
鬼っこカードポイント３倍
※ポイントカードを有する消防団員

消防団員
北上市和賀町竪川目２地
割３番地41

72-2069
(土日)9:30～18:00
(平日)9:00頃～
19:00

なし 小売店

46 さくら染家　和の衣さとう
商品・加工代10％off
※ただし、特価企画、キャンペーン等は除く

消防団員及び家族
北上市鍛冶町一丁目９番
10号

64-0843 10:00～19:00
第２・第４

(月)

展勝地の桜を使用した草木染製品(ﾊﾝｶﾁ･ｼｮｰﾙ･ｺｰｽﾀｰ
等)製造販売、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄや記念品にどうぞ。又、着物
販売及び着物、高級衣類、ﾊﾞｯｸ・靴等の皮製品、毛
皮等のお手入れ専門店です。お気軽にどうぞ!!

小売店

48 村岡屋
鬼っこカードポイント３倍
※ポイントカードを有する消防団員

消防団員
北上市和賀町竪川目２地
割３番地15

72-3674 10:00～19:00 なし 青果・鮮魚・精肉・一般食品販売 小売店

49 かとう種苗店 種苗3,000円以上お買い上げの方５％割引
消防団員を含む家族
全員

北上市諏訪町二丁目４番
38号

63-7662 8:30～18:00 不定休
当店は、野菜と花の種苗・農薬・農業資材の
販売をしています。他品種も取り寄せいたし
ています。

小売店

50 有限会社　セイデン社 修理・購入　金額の５％引 消防団員
北上市常盤台一丁目18番
21号

63-6195 9:00～18:00
毎週(日)、祝

日
エアコン・ストーブの修理・移設・販売の店
です。

小売店

http://www.matsumura1914megane.com/#
http://www.t-biltec.com/#
http://www.chiba-camera.co.jp/#
http://saraki-kuwa.co.jp/#
http://saraki-kuwa.co.jp/#
http://sasaki-insatsu.com/pc/index.html#
http://www.wanokoromo.com/#


登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

54 株式会社　ヤマカ　塩七 購入金額の５％割引 消防団員及び同行者
北上市さくら通り三丁目
17番10号

65-1501 9:00～18:00 なし
お仏壇・仏具の他、神棚・神具・お墓用品
等、取り揃えております。

小売店

61
介護用品・福祉用具専門店
シルバーショップ幸和

店内販売商品定価より10％割引
※セール品・特価品除く

消防団員
北上市村崎野15地割354番
地１

81-4440 9:00～18:00
毎週(日)、祝

日

当店は介護保険を利用しての福祉用具の貸与や販売、住宅
改修を行っております。店内には介護用品を多数取り揃え
吸引器等の医療機器も取り扱っております。在宅での介護
にお困りの方はお気軽にご来店・ご相談下さい。

小売店

62 株式会社　ボイス　VOICE 購入金額の５％割引 消防団員
北上市九年橋三丁目７番
11号

63-8041 10:00～20:00 １月１日 品ぞろえ豊富！文具・画材・雑貨のお店 小売店

68 パッケージプラザ　北上店 購入金額の５％割引 消防団員
北上市新穀町一丁目７番
26号

72-8173 9:00～18:00
毎週(日)、祝

日
パッケージプラザは業者の方も一般の方もご
利用頂けるお店です！

小売店

71 有限会社　三田防災設備
消防団員の紹介で消火器新規購入があった場合、団
員に１本当たり300円のキャッシュバック

消防団員
北上市北鬼柳29地割65番
地

64-6583 8:00～17:00
毎週(土)・

(日)
小売店

78 高孝時計眼鏡店
全品10％ＯＦＦ
※ただし、赤札を除く

消防団員
北上市大通り三丁目３番
29号

64-5125 9:00～18:00 ― 小売店

82 ブティック丸重
品代５％off
※セール品・切手類を除く

消防団員及び家族
北上市和賀町横川目12地
割36番地７

72-2039 9:00～19:00 毎週(日) 小売店

84
社会福祉法人
白ゆり共生会
しらゆり工房

1,000円購入いただいた方にドリップコーヒー１袋 消防団員
北上市下江釣子11地割159
番地１

73-7192
売店 11:00～15:00
事業所 8:30～
17:30

売店→毎週(土)、
(日)、(月)

事業所→毎週(土)、
(日)

当事業所の商品は地域の皆様に愛される様、
安心・安全をモットーに作っております。

小売店

88 スーパー髙忠 店内商品購入　鬼っこカードポイント３倍 消防団員
北上市和賀町山口27番地
９

72-3151 8:00～19:00 なし 小売店

91 花工房　パルテール
3,000円以上お買上げで１割引
※小物、雑貨品を除く

消防団員及び家族
北上市常盤台二丁目13番
24号

65-4422
(平日)9:00～18:30
(日祝)9:00～17:30

第１・第３(木)
季節の花を多数とり揃えております。お祝
い、仏花スタンドを予算に応じてお作り致し
ます。

小売店

95 株式会社　笠井
北上市堤ケ丘一丁目７番
30号

63-2311 8:00～17:30 １月１日
災害や火事の時に大変お世話になっております。微
力ながら消防団員様のお力になれればと思います。
ガス・灯油で快適なくらしをサポート致します。

小売店

104
（株）ヴィクトリアネクサ
スカンパニー　ネクサス北
上店

店内商品10％オフ（赤札、セット商品、工賃除く） 消防団員
北上市北鬼柳18地割35番
地 63-8500 10:00～20:00

なし（棚卸で
年２回休み）

スポーツする人を応援します！ 小売店

111
東京靴流通センター
江釣子店

会計時10％OFF（１点3,000円+税以上の商品）
消防団員（家族、同
行者含）

北上市北鬼柳18地割52番
地1

63-7001 10:00～20:00 なし
地域に密着した品揃えをリーズナブルな価格
で提供する全国チェーンです。

小売店

114
OPTIC メガネのマツムラ
さくら野店

①セットメガネ購入の場合８％off
②セット以外のメガネご購入の場合、レンズ代(当店
サービス価格)より10％off

消防団員及び家族
北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野３階

65-2123 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

品質第一!正しいメガネで明るい生活。快適な
視生活を応援します。

小売店

124 オリーブの木　北上店 お会計５％off 消防団員
北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野３階

61-5639 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

「生活の木」のパートナーショップです。「スタジ
オM」の食器、「カレルチャペック」の紅茶などギ
フト商品を多数取り扱っております。その他にも、
アクセサリー、洋服等も取り揃えております。

小売店

①ガス料金を通常価格より５％値引
②灯油料金を通常価格より１㍑当たり１円値引(灯油の巡回のお客様のみ)
※いずれも他のサービスとの併用不可。定期的な消防団員の照合有り。
対象：消防団員が生活をしている１箇所のみ

http://www.shioshiti.co.jp/#
http://voice-s.com/#
http://www.ks-hsystem.jp/#
http://nexas-sports.jp/
http://nexas-sports.jp/
http://nexas-sports.jp/


登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

125 ファミリー衣料　みずの 2000円以上のお買い上げで粗品進呈 消防団員
北上市新穀町一丁目４番
１号　ツインモールプラ
ザ西館１階

61-2808 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

紳士、婦人～ベビー子供、寝具の総合衣料品
をリーズナブルな価格で販売しているお店で
す。

小売店

126 スクールショップ　さわだ 店内５％割引（学校指定品は除く） 消防団員
北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野２階

61-5632 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

学校制服のSOSのお店です。制服に関するご相
談、いつでも受け付けます。制服のリユース
（再利用）活動も行っております。

小売店

127
呉服のおせい
北上さくら野店

お買い上げ金額５％off(一部除外品有） 消防団員
北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野２階

61-5631 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

創業180（天保10）年の老舗呉服店。新作振袖
レンタル78,000円から取り揃えております。
芸能まつり・鬼剣舞衣装、国内外より承って
おります。

小売店

132 だがし　夢や　江釣子店 アイス、ソフトクリーム10％割引 消防団員及び家族

北上市北鬼柳19地割68
番地　北上江釣子
ショッピングセンター
パル

65-2505 10:00～20:00 なし
飲食・小
売店

133 プリントショップ　ｆ 印刷物 ALL10％off
消防団員を含む同行
者全員

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野１階

61-5650 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

名刺やハガキ、各案内状の印刷物を制作いた
します。個人から企業までお客様のニーズに
対応し価格もリーズナブル。印刷物はぜひ、
おまかせ下さい。

小売店

134 ライトオン北上さくら野店 購入金額の10％Off(一部除外品有り）
消防団員を含む家族
全員

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野３階

65-2650 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

Levi's、EDWIN、G-STARRAWなど有名ブランド
ジーンズを豊富に取り揃えてます。メンズ、
レディ－ス、キッズを展開しご家族でもご利
用頂け、当店スタッフが元気よく笑顔で丁寧

小売店

137 クラフト ハート トーカイ お会計５％off
消防団員を含む家族
全員

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野３階

65-2212 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

手芸用品各種豊富な品揃えで、お待ちしてお
ります。その他各種サービスがございますの
でお気軽にお声掛け下さい。

小売店

138 コスメティックス　ナナオ ライトエステorサンプルプレゼント
消防団員を含む家族
全員

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野３階

63-2960 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

かんたんエステ（お一人様１回のみ）メーク
サービス中！北上初のオーガニックコスメ
“イグニス”はギフトにも最適。ご自分への
ご褒美にもおひとつどうぞお試しください。

小売店

139 詩仙堂　さくら野北上店 購入金額の10％割引
消防団員を含む家族
全員

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野２階

63-2133 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

冠婚葬祭にも、カジュアルにも、流行の無いさらり
と着心地の良い、ちりめんでおしゃれを楽しみま
しょう！

小売店

140 里麻　さくら野北上店 メンバーズカードポイント２倍
消防団員を含む同行
者

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野２階

65-1178 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

当店は婦人服専門販売店です。≪里麻・SAYURI≫2
ブランドを扱っております。ミセスのトレンドを多
数取り揃えておりますので、消防団員のご家族様を
はじめ、お知り合いの方のご来店を心よりお待ち致
しております。

小売店

141
スーパードラックアサヒ
さくら野北上店

購入金額の５％割引
非課税商品、ベビーおむつ、ベビーミルク、カウン
セリング化粧品、NID商品、リポビタンDは対象外

消防団員
北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野１階

62-5581 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

「スーパードラックアサヒ」は医薬品、化粧品、日
用雑貨などをリーズナブルな価格でご提供いたしま
す。

小売店

152
時計・宝石のマツムラ
　さくら野北上店

腕時計電池交換300円引き(店で可能なものに限る)
消防団員(消防団員
カード提示者)

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野２階

65-3201 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

時計宝飾品はもちろん、他店で購入の商品の
修理や電池交換も承ります。記念に残る時
計・宝飾品は、ぜひマツムラでお選びくださ
い。

小売店

http://www.osei.jp/#
http://www.osei.jp/#
https://www.kireie.com/shop/iwate/3206/5274/#


消防団応援の店　[宿泊・温泉等]

登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

14 株式会社　入畑温泉
入館料（100円引）
大人400円を300円

消防団員と中学生以
上の家族

北上市和賀町岩崎新田１
地割３番地１

73-8008 9:00～20:00 無休
夏油川のほとりのいで湯、浴室からの雄大な大自然
の眺めは心と体がリフレッシュされます。温泉に
浸った後は大広間でゆっくりくつろげます。

宿泊・温
泉等

25 合資会社　南部ホテル
バス・トイレ付シングルルーム4,000円
※対象外日有ります。

消防団員を含む10人
までのグループ

北上市大通り一丁目９番
３号

63-4131 なし

東北新幹線北上駅西口前徒歩１分に位置し、
好立地。創業130年の歴史に培われたベスト
サービスは大変ご好評をいただいておりま
す。

宿泊・温
泉等

40
株式会社　飛鳥商事
マース北上

ご入浴100円引
※平日550円、土・日・祝600円
　フロントにてお会計となります。

消防団員
北上市北鬼柳15地割174番
地１

64-7400 6:00～25:00
第３(火)、連
休等は翌週

宿泊・温
泉等

63 株式会社　瀬美温泉
①入浴料金の100円引き
②宿泊料金10％割引

消防団員を含む家族
全員

北上市和賀町岩崎新田１
地割128番地２

73-7294 7:00～19:00 不定休
当館では、３つの源泉からなる泉質の異なる
温泉を楽しんで頂く事が出来ます！

宿泊・温
泉等

75 グリーンホテル北上
通常宿泊料金より500円割引
※宿泊予約のお客様

消防団員
北上市大通り一丁目11番
３号

65-5500 24時間 無休 市民の為にいつもありがとうございます。
宿泊・温
泉等

87 つなとり温泉　景勝園
①入浴料20％引き
②入浴回数券20％引き

①消防団員を含む家
族
②消防団員

北上市和賀町横川目３地
割17番地２

71-6111
(受付)
10:00～20:00

毎週(火)
和賀の松島を眺めながら、心身共にリラック
スできます。

宿泊・温
泉等

89
有限会社　たちばな
瀬峯坂温泉　宝珠の湯

入浴・入館料50円引き
※５時間以内　550円→500円
　１日券　850円→800円

消防団員
北上市和賀町岩崎２地割
３番地１

73-8020 9:00～21:00
第３(水)

※祝日の場合
は翌日

広い湯船と館内で、ゆったりとおくつろぎ下
さいませ。

宿泊・温
泉等

90 夏油高原スキー場
①大人・シニアリフト１日券500円off
②げとう高原温泉　大人入浴券200円off
※いずれも他割引との併用不可

①消防団員
②消防団員を含む４
人までのグループ

北上市和賀町岩崎新田国
有林内

65-9000
8:00～17:10
ナイター時:～
22:10

冬期:無
夏季:有(不定

休)

宿泊・温
泉等、そ
の他

94 水神温泉湯元東館
グラスビール１杯無料サービス
※外来入浴をご利用の方は除く

消防団員
北上市和賀町岩崎１地割
103番地

73-7297 7:00～21:00 なし

源泉100％かけ流しの肌に優しい、湯冷めしに
くいお湯です。昔懐かしい、どこかほっとす
る雰囲気の中でのんびりとお過ごしくださ
い。

宿泊・温
泉等

145 ホテルシティプラザ北上 通常宿泊料金より500円引き
消防団員を含む家族
全員

北上市川岸１丁目14番
１号

64-0001 24時間営業 無休

お部屋からの四季折々の景色とおもてなしの
心でホテルでお過ごしいただいた時間がお客
様の素敵な記憶として刻まれるよう私たちが
責任をもってお手伝いをいたします。

宿泊

http://www.vijp.com/irihataonsen/#
http://www.nanbuhotel.com/#
http://www.geto8.com/#


消防団応援の店　[自動車整備]

登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

6 株式会社　ツールボックス １万円以上請求時に5.0％オフ 消防団員
北上市村崎野22地割161番
地１

71-1655 10:00～19:00 毎週(日)
２輪・４輪(バイク・クルマ)の修理、車検、
整備、板金、他、国産・輸入車問わず受付、
作業いたします。

自動車
整備

35 有限会社　髙橋自動車電装 修理工賃10％割引（鈑金修理は除く） 消防団員及び家族
北上市和賀町横川目11地
割153番地１

72-2377 8:30～18:00
毎週(日)、祝

日
自動車
整備

38
有限会社
北上車輌整備工場

①整備工賃の10％オフ
②カレンダー、粗品

消防団員及び家族
北上市鬼柳町荒堰34番地
１

67-4774 8:30～18:00

毎週(日)、祝
日

第２・第４
(土)

今年で50周年。車検・鈑金塗装・車両販売・
自動車保険、ベテラン整備士が皆様の愛車整
備をお待ちしております。

自動車
整備

39 有限会社　丸福自動車
整備工賃の５％引き
※軽自動車及び普通乗用車まで

消防団員 北上市口内町新町70番地 69-2277 8:30～17:30
毎週(日)、祝

日
自動車
整備

55 北上自動車株式会社
①工賃10％OFF
②車検、法定点検の時オイル交換サービス
※いずれも消防団員所有の車

消防団員
北上市堤ケ丘一丁目８番
33号

63-4161 8:30～17:00
毎週(日)、祝

日

オートバイ、福祉車輌、大型トラックなどな
ど車のことなら何でもお任せ！ご相談くださ
い。

自動車
整備

56
有限会社
和賀中央サービスセンター

①車検整備工賃の15％引き　オイルサービス４ℓまで
②12カ月点検整備工賃の15％引き
※他の割引との併用は出来ません。

消防団員を含む家族
全員

北上市和賀町岩崎28地割
５番地

73-7171 8:30～17:30 毎週(日)
自動車
整備

97 合資会社　澤藤電機 車検整備、一般修理工賃５％～10％割引 消防団員
北上市大通り二丁目６番
22号

63-2466 8:30～
毎週(日)、祝

日
車、機械　何でもお気軽にご相談して下さ
い。

自動車
整備

http://www.atservice29.com/#
http://www.kitakami-car.com/#
02 消防団協力表示制度/waga-ss.com#
02 消防団協力表示制度/waga-ss.com#


消防団応援の店　[住宅サービス]

登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

10 株式会社　千葉匠建設
土地造成、家屋工事等
内容により割引有り

消防団員
北上市和賀町藤根13地割
244番地１

73-5806 8:00～17:00
毎週(日)、祝

日
地域に密着し、良品質と安価に挑戦していま
す。

住宅サー
ビス

18
有限会社　トータルリ
フォームサービス

工事５万円以上の契約の場合、お会計時３％OFF 消防団員
北上市立花20地割25番地
６

63-6646 8:30～17:30
毎週(日)、祝
日、第１(土)

私自身、団員歴20数年になります。一人でも
多くの新入団員を確保すること、そして団員
処遇待遇が改善することに期待します。

住宅サー
ビス

37
リフォームショップきた
じゅう（株式会社　北日本
システム住宅）

工事金額の値引
※工事金額の５％分の商品券進呈または設備機器よ
り５％分値引(50万以上(税別)の工事に限ります)

消防団員
北上市鬼柳町笊渕64番地
２

0120-71-3130 8:30～18:30
年末年始、Ｇ

Ｗ、お盆

当店は住宅リフォーム、外構エクステリア工事の専
門店です。小さな修繕から大規模なリフォームま
で、安く、早く、正確に責任施工いたします。

住宅サー
ビス

65 株式会社　地水 工事代金、入金時５％返金 消防団員 北上市口内町新町84番地 71-4300 8:00～17:00
毎週(日)、祝

日
水道工事及び水廻り改修工事

住宅サー
ビス

80 北桜設備　株式会社
工事代金より５％引き
※事前に団員であることをお伝えください。

消防団員及び家族
北上市村崎野24地割20番
地17

62-5222 8:00～17:00
毎週(日)、祝

日

当社は多様化する、お客様のニーズにこたえる為
『お客様第一をモットーに親切・丁寧・迅速な工
事』を心がけ、安心と信頼のプロ集団を目指し、
日々取り組んでおります。

住宅サー
ビス

83 株式会社スパット北上
①解体工事１％値引き
②木くず処分３％値引き
※いずれも本人に限る

①消防団員所有建物
②消防団員

北上市稲瀬町上台648 63-3576 8:00～17:00
毎週（日）、
祝日、第２・

第４(土)
北上で頑張っている市民を応援します!!

住宅サー
ビス

85 鬼柳塗装店　鬼柳　治 塗装工事受注額により割引、サービス工事共 消防団員及び家族 北上市大曲町５番30号 63-2785 8:00～17:00 毎週（日） 従業員全員技能士でサービス致します。
住宅サー
ビス

http://chibasho.kir.jp/#
http://www.reformshop-k.com/#
http://www.reformshop-k.com/#
http://www.reformshop-k.com/#
http://www.spat-k.net/#


消防団応援の店　[理美容・健康]

登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

11 Cu-Ra
会計時20％off
※商品は除く

消防団員を含む家族
全員

北上市柳原町一丁目５番
１号

62-5030 9:00～18:00
毎週(火)、
第１・第３

(月)

アットホームで親しみ感あるサロン。小さい
子供さんから男女問わず、ファミリーでも気
軽に来店して頂ける雰囲気です！

理美容

30 北上市民ゴルフ場 ドリンク１杯サービス 消防団員
北上市下鬼柳４地割１番
地92

67-3011 8:00～17:30
なし(積雪時
クローズ)

健康

77 小原整骨院 健康保険適応外のテーピング湿布等全て無料 消防団員及び家族
北上市村崎野17地割35番
地74

66-6626

9:00～12:00、15:00
～18:30(土は18:00ま
で)※夜間、早朝予約
あり

毎週（日）、
祝日

(1)骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷専門　(2)岩手県
のスポーツ活動、トレーニング、ケガの予防、コン
ディショニング、他を支援してます　(3)スポーツ
外傷、交通事故外傷等ご相談ください

健康

99
エステ・デトックスサロン
プレジール

北上市川岸三丁目16番32
号
さくらハウスＢ

64-6464
10:00～18:00
（受付時間）

不定休

過酷な環境にある皮フ!!皮フは内臓の鏡、第２の脳
と言われる体の中と外を結ぶ大切な器官です。皮フ
にこだわり体の中にたまった毒素を出しやすくみち
びき、日々の疲れをその日の内に解消しましょう！

理美容

①初回体験　フェイシャル 3,500円→2,600円　上半身 6,000円→3,000円
②２回目以降の施術の方にはヘッドマッサージ(2,000円相当)を無料サー
ビス
※いずれも税別、男性は体験料にプラス1,000円頂きます。

http://cu-ra.net/#
http://plaisir-k.com/#
http://plaisir-k.com/#


消防団応援の店　[旅行]

登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

44
ジャパン・ツーリスト・
サービス株式会社　本社

①ＪＴＢ商品２％引き
②自社主催夢風船ツアー２％引き
※いずれも現金払いのみ

消防団員
北上市大通り三丁目１番
１号

64-7011 9:00～19:00
毎週(土)・
(日)、祝日

旅行

51 東北友愛観光株式会社
北上市常盤台四丁目６番
72号

63-6756 9:00～18:00
毎週(土)・
(日)、祝日

親切丁寧に心を込めて旅行のお手伝いをさせて頂い
ております。旅行についてのご相談やお尋ねごとな
どございましたらお気軽にお問い合わせください。

旅行

①自社主催商品４％引き
②国内・海外パッケージ商品　２～３％引き　※当社契約会社商品に限る
③宿泊券（温泉ホテル旅館）　３％引き　※当社契約ホテル・旅館に限る
対象者　消防団員及び家族

http://www.jtb.co.jp/shop/teihan-p272/#
http://www.jtb.co.jp/shop/teihan-p272/#
http://yuaikanko.com/#


消防団応援の店　[金融・保険]

登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

34 北上地方交通安全協会 自動車保険料の見積書の作成（無料） 消防団員及び家族
北上市上江釣子17地割117
番地１

77-3771 8:30～17:00
毎週(土)・
(日)、祝日

東北自動車共済協同組合とタイアップして、自動車
事故にかかる自動車保険を取り扱っております。現
在加入済みの車両保険、テレビ等で宣伝している車
両保険と比較したい方に見積書を作成しています。

金融・
保険

70 北上信用金庫
自動車購入や教育等の消費者ローンの金利を0.1％引
き下げ。
※ただし、カードローンは除く。

20歳以上の消防団員
北上市本通り一丁目５番
30号

63-2307 9:00～15:00
毎週(土)・
(日)、祝日

北上信用金庫は地域社会の発展と活性化をめ
ざして、地域社会の一員としてさまざまな活
動を展開しております。

金融・
保険

123
保険ステーション
岩手さくら野店

ご来店、ご相談された方にオリジナルボールペン
プレゼント

消防団員を含む家族
全員

北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野３階

72-5758 10:00～19:00
さくら野百貨
店と同じ

保険のことなら、何でもお気軽にご相談くだ
さい。

金融・
保険

http://e-shinkin.net/#
http://www.hoken-station.co.jp/#
http://www.hoken-station.co.jp/#


消防団応援の店　[その他]

登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ 分類

19 進学塾CuoreaTomoZemi
北上市中野町二丁目22番
20号　クオレアビル２F

72-5166 なし
幼・小・中・高生対象の学習塾です。生徒さ
ん一人一人に合わせて、丁寧に指導いたしま
す。

その他

24
有限会社
ファッション北上

消防団価格で半天、乙種制服等を修理 消防団員
北上市上野町二丁目４番
53号

64-4019 8:30～16:00
毎週(土)・
(日)、祝日

半天、ズボン等の修理をします。 その他

29 もっきり運転代行

御指名にて御利用の場合、商品券を進呈(郵送)
※運転代行料金3,000円未満の場合　500円分
　3,000円以上の場合　1,000円分
※運転代行料金の契約での利用除く

消防団員及び家族
北上市和賀町藤根18地割
４番地12

73-5575 12月31日
もっきり運転代行は北上市消防団を応援しま
す。

その他

52 さとうクリーニング
①ドライ品10％OFF
②消防服甲乙種10％OFF
※和服、布団、革製品、高級特殊品除くその他

消防団員及び家族
北上市川岸三丁目23番15
号

63-2958 7:30～18:30
毎週(日)、祝

日
当店は職人が3人います。早い、きれい、丁
寧。

その他

60 お菓子の菓だん 綿あめつくり体験(1,000円以上お買い上げで) 消防団員及び家族
北上市黒沢尻三丁目３番
22号

72-6953 8:30～18:00
毎週(水)

詳細はHP参照

消防団の飲み会や会合の屯所までの配達をし
ます。(例　お菓子5,000円分、だんご5,000円
分、仕出し\10,000×20など）

その他

67 ザ・ジャポナイズ
①宴会の際、乾杯用シャンパンサービス
※事前打合せにてお話しください。
②婚礼時デザートブッフェサービス

①消防団員を含む宴
会
②消防団員(本人)

北上市北鬼柳15地割５番
地

72-5553 10:00～20:00 毎週(火)
結婚式専門で行って参りましたが、2018年よ
り宴会も承る運びとなりました。「おいし
い」お料理をお約束致します。

その他

69 和賀クリーニング店 料金より10％オフ 消防団員及び家族
北上市和賀町藤根17地割
110番地

73-5440 8:30～18:00
毎週(日)、祝

日
一点一点手仕上げのお店です！ その他

74 株式会社　横川目電業 行事の際に協賛・寄付 消防団員
北上市和賀町横川目12地
割37番地８

72-2718 8:00～17:00
毎週(日)、第

２・第４
(土)、祝日

小売業ではないので、割引などのサービスは難しい
ですが、消防団で何か行事を行う時に協賛・寄付等
でお役にたてればと思います。其の都度対応させて
いただきたいです。

その他

90 夏油高原スキー場
①大人・シニアリフト１日券500円off
②げとう高原温泉　大人入浴券200円off
※いずれも他割引との併用不可

①消防団員
②消防団員を含む４
人までのグループ

北上市和賀町岩崎新田国
有林内

65-9000
8:00～17:10
ナイター時:～
22:10

冬期:無
夏季:有(不定

休)
その他

96 赤帽　まるたか軽運送
料金の10％割引
※消防団員の勤務先も可

消防団員及び家族
北上市柳原町四丁目13番
14号Ａ

72-5338
9:00～20:00
(受付時間)

不定休

当店は⋯お引越し、福祉施設等入居時の搬入、各種
イベント時の搬入、各企業様の緊急輸送(全国対応)
等のご依頼をお受けしています。仕事内容では高い
評価をいただいております。

その他

102 北上ヤングボウル
ボウリングのゲーム料を学生料金とする。更に精算
時、合計金額よりお一人様100円引き。
※年末年始等、利用できない場合も有り。

消防団員を含むグ
ループ全員

北上市柳原町二丁目３番
３号

65-1231 10:00～24:00 無し
小さいお子様からご高齢の方まで楽しめるス
ポーツです。体力作り、ストレス解消に当店
をご利用ください。

その他

113
アミューズメントゾーン
さくら野北上店

・メダル20枚プレゼント
・UFOキャッチャ－１回無料

消防団員
北上市本通り二丁目２番
１号　さくら野４階

61-2711 10:00～20:00
さくら野百貨
店と同じ

その他

142
英会話教室
メガ・ブルーバード

入会金（通常税抜15,000円）を50％OFF
消防団員を含む家族
全員

北上市北鬼柳19地割68番
地
江釣子ショッピングセン
ターPAL１F

090-5231-1407

（火）13:00～17:00
（木）17:00～20:00
（水・金）11:00～20:00
（土）10：00～19:00

日・月・祝

英会話教室メガ・ブルーバードは０才から大人までを対象
とした英会話教室です。日本人と外国人の両方から英語を
学ぶ事が出来、欠席した日でも他の日に振替レッスンが可
能なのでお月謝が無駄になりません。ご家族での入会も歓
迎です。

その他

151
株式会社　メイホール
　高橋葬儀社

葬儀祭壇-10%引　花環・生花-10%引
仏壇購入-10%引　仏具・神具-10%引
※花環・生花の北上市外への配達につきましては値
引対象外となります

消防団員カード提示
者を含む家族全員

北上市さくら通り三丁目１番18号0197-63-2823 8:30～18:30 １月１日のみ 新設・丁寧・真心で接するお店です その他

①入会金(21,600円)無料　　②体験授業(個別指導)３回無料(通常１回)
③ご友人、ご兄弟のご紹介から入会された際は、それぞれの方にギフト券
5,000円分を進呈します。
対象者　消防団員の家族

http://tomozemi.main.jp/#
http://www.yubeshi-kadan.co.jp/#
http://japonais.co.jp/#
http://yokokawamedengyou.co.jp/#
http://www.geto8.com/#
http://www.youngbowl.com/#
http://www.megabluebird.co.jp./sp/#
http://www.megabluebird.co.jp./sp/#


消防団応援の店　[公共施設]

登録
番号

名称 特典内容 対象者 所在地 電話番号 開館時間 休館日 ＰＲ 分類

128 北上市立博物館 観覧料500円を無料
消防団員を含む同行
者５人まで

北上市立花14地割59番
地

64-1756
9:00～17:00
(入館16:30ま
で）

毎週(月)、祝
日の翌日、年

末年始

大河・北上川が育んだまちを知ることができ
ます。

公共施設

129
北上市立利根山光人記念美
術館

観覧料300円を無料
消防団員を含む同行
者５人まで

北上市立花15地割153番
地２

65-1808
10:00～16:00
(入館15:30ま
で）

12月１日か
ら３月31日

利根山光人は、鹿踊りや鬼剣舞の躍動感あふれる絵
画を発表しました。没後、アトリエを記念館として
残し、民俗芸能をモチーフとした作品を中心に展示
しています。

公共施設

130 北上市立鬼の館 観覧料500円を無料
消防団員を含む同行
者５人まで

北上市和賀町岩崎16地
割131番地

73-8488
9:00～17:00
(入館16:30ま
で）

12月から３月
まで毎週(月)
及び祝日の翌
日、年末年始

「鬼」をめぐる様々なことがらを集め、調
べ、学びあう場のテーマ博物館です。

公共施設

131 北上総合体育館
トレーニングルーム及び室内走路を利用する
際、使用料300円を無料

消防団員
北上市相去町高前檀27
番地36

67-6720 9:00～21:00
第４(月)
年末年始

スポーツ活動の拠点として、体力、年齢、健
康状態に応じたスポーツができます。

公共施設

http://www.city.kitakami.iwate.jp/bunya/kyoikubunkashisetsu04/#
http://www.city.kitakami.iwate.jp/docs/2014053000588/#
http://www.city.kitakami.iwate.jp/docs/2014053000588/#
http://www.city.kitakami.iwate.jp/bunya/kyoikubunkashisetｓu07/#
http://kitakami-taikyou.com/shisetu07.html#

