
笠間市消防団応援の店認定一覧表 令和3年1月25日現在

名称 業種 所在地 優遇措置 対象者 ＰＲ 店舗等ＨＰ 電話番号

株式会社フカツー
ガス
水道工事

大田町975-1 商品5％割引（特価商品・油脂類・工賃は除く） 団員のみ

笠間市の「もっと安心」「もっと快適」な住環境を
トータルサポートし，地域の皆様の暮らしに欠かせな
いガスから太陽光までこの街のエネルギーを支えま
す。

http://www.fuka2.jp/ 0296-77-7665

そば処　なが井 そば屋 八雲1-3-6 5％割引 団員，家族，同行者 0296-77-0160

株式会社　東屋商店 あづま屋 お惣菜 下市毛281 5％割引（割引商品除く，他クーポンとの使用不可） 団員，家族，同行者
お客様それぞれのご希望に合わせオードブル・お弁当
のご予約承ります。季節のお惣菜，フライ各種取りそ
ろえてございます。

0296-70-1803

株式会社　東屋商店 あづま亭
赤坂8
ポレポレシティ1階

0296-72-1218

東うさぎ
バッグ・衣
類雑貨

赤坂8
ポレポレシティ1階

プロパー商品20％割引（割引商品は除く） 団員，家族，同行者 0296-70-1878

メガネのクロサワ笠間ポレポレ店 メガネ販売
赤坂8
ポレポレシティ2階

メガネ一式10％割引（セット除く）
補聴器　5％割引

団員，家族，同行者

当店では，専門知識と技術をもった「ＳＳ級認定眼鏡
士」がお客様のライフスタイルに合ったメガネをご提
供させていただきます。また「動体視力」「深視力」
も無料でチェックできます。

http://www.9630.co.jp/tenpo.html 0296-72-6666

株式会社ハローズ ジャングルパーク
ゲーム
センター

赤坂8
ポレポレシティ1階

メダル10枚サービス（1日1回に限る） 団員，家族 0296-70-1156

鳥専亭 笠間ポレポレ店 焼き鳥
赤坂8
ポレポレシティ1階

スタンプ2倍押印 団員のみ 0296-70-1855

株式会社エヌ・ビー・シー 笠間店 文具
赤坂8
ポレポレシティ2階

店内全品20％割引
※一部除外品あり（束ノート，学習帳等の割引品）

団員，家族 http://www.nbcinc.co.jp/ 0296-72-1705

コスメティックス　ポレポレ 化粧品
赤坂8
ポレポレシティ1階

購入した際に
泡立てネットプレゼント

団員，家族 0296-70-1813

株式会社　シムラ貿易 アラベスク
絨毯
婦人服

赤坂8
ポレポレシティ2階

全品20％割引 婦人服衣料 団員，家族，同行者 綿素材・オリジナル1点もの。 0296-80-1705

キムチ工房 かわさき キムチ販売 福島617 キムチ10％割引 団員，家族，同行者 0299-45-4452

茨城トヨペット株式会社 笠間大鳥居店
自動車
販売店

飯合100-1
ボディ撥水コートサービス
※車検・点検オイル交換入庫時国産車のみ通常価格1,620
円

団員，家族 0296-74-4511

茨城トヨタ自動車株式会社 友部店
自動車
販売店

住吉1361-1 サービス入庫時，トヨタ博物館カレープレゼント 団員，家族 https://www.ibaraki-toyota.jp/ 0296-71-2111

宝印房 印鑑販売 笠間4393-8 印章・ゴム印のご注文の場合　5％割引 団員，家族
当店の印章・ゴム印は厚生労働大臣認定印章彫刻一級
技能士が作製しています。

0296-72-0422

松栄鮨 寿司屋 東平1-1-21 日本酒1杯サービス 団員，家族，同行者 http://matsuei.jp/ 0296-77-0317

筑波海軍航空隊記念館 記念館 旭町654 1,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント 団員のみ
筑波海軍航空隊の記憶を語り継ぐ史跡ミュージアム。
日本唯一の海軍航空隊司令部庁舎が現存し，数々の映
画やドラマのロケ地としても使用されています。

https://p-ibaraki.com/ 0296-73-5777

サイクルショップ初田
自転車販売
修理店

東平2-14-28 商品購入費，修理代の割引 団員，家族 自転車・バイク・新車，中古車，販売・修理 0296-77-0866

株式会社　旭商事 給油所 旭町317-2 粗品プレゼント 団員，家族，同行者 https://www.asahishoji.net/ 0296-77-2917

スターツ笠間ゴルフ倶楽部 ゴルフ場 池野辺2340-1
カートドリンク1本サービス（受付時に利者証提示）優待
料金（プレー代）（予約時に団員であることをお伝えく
ださい。）

団員のみ
日本を代表するコース設計家「井上誠一」氏の最後の
作品。

https://www.starts-golf.jp/ 0296-72-8126

あかさか いなりずし 石井1103 全品10％割引 団員，家族，同行者 0296-72-0884
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笠間市稲田石材団地協同組合 石材店 稲田字白石3888-2 購入した際に石の文ちんプレゼント 団員，家族 0296-74-3795

大津晃窯 陶器販売 手越68
笠間焼定価5％割引
陶芸体験料5％割引（団体料金除く）

団員，家族，同行者
お手頃価格の笠間焼の器のお店です。
陶芸体験もリーズナブルです。

https://www.ohtsukouyou.com/ 0296-72-4323

向山窯 陶器販売 笠間2290-4 10％割引 団員，家族，同行者 http://kasamayaki.co.jp/ 0296-72-0194

株式会社　光輝
チョコレー
ト販売

大田町292-16 10％割引 団員，家族
グッドヘルシーチョコレート「森の恵シュエット」及
びエゾコウギ健康補助食品の販売

https://www.choco-kouki.jp/ 0293-71-2200

有限会社　常陸窯　いそべ陶苑 陶器販売 平町341 品物お買上げ10％割引，陶芸体験10％割引 団員，家族 http://kasamayaki.jp/ 0296-77-1024

焼肉　笠間苑 飲食店 笠間1705 ワンドリンクサービス 団員，家族
昭和51年創業来，肉にこだわり続けてきました。極上
の常陸牛をご堪能ください。

0296-72-3425

魚福寿司支店 飲食店 赤坂9-16 ワンドリンクサービスまたはグラスビール1杯サービス 団員，家族
食材と季節感にこだわった寿司と創作和食の店です。
各種ご宴会等ご予算に応じます。

https://kasama-uofuku.jp/ 0296-72-7775

紺屋　精肉店 精肉店 石井1073-1 ジュース1本 団員，家族，同行者 0296-72-1750

茨城トヨタ自動車株式会社笠間店
自動車
販売店

笠間767
サービス入庫時，トヨタ博物館カレープレゼント（平日
ご来店特典）

団員，家族
お客様の愛車一台一台と永くお大事にお付き合いでき
ますようスタッフ一同ご来店お待ちしております。

https://www.ibaraki-toyota.jp/ 0296-72-6111

游々禮楽　竹水亭 飲食店 小原2695 デザートサービス 団員，家族，同行者

完全国産浜名湖活うなぎや常陸牛（Ａ5級）活すっぽ
ん料理，天然近海魚を中心に食材や調味料など手を抜
くことなくすべて手造りで提供しております。お手頃
な一品料理も多数ございます。

0296-77-0611

彩食酒房　吉 飲食店 吉岡89-2 次回、使用できる1,000円割引券プレゼント 団員のみ 0299-45-0622

味の店　はらだ 飲食店 笠間1529 消費税分割引 団員，家族，同行者
ご宴会・ご法事最大64名様までご利用可能です。イ
ス・テーブル席あります。

0296-72-1035

笠間市いこいの家
はなさか

公衆浴場 橋爪586-4 飲料プレゼント 団員のみ
“いこいの家はなさか”をご利用の際に消防団員のみ
に飲料をプレゼントサービス

https://www.s-
seiun.co.jp/shisetsu/hanasaka/

0296-77-5110

小松崎自動車
自動車
整備

押辺883-1 定期点検，車検時のオイル交換無料 団員，家族，同行者 0299-45-7696

阿亀 飲食店 石井945 1テーブルにつき，1品サービス 団員のみ 0296-72-0451

かさま歴史交流館　井筒屋 歴史展示 笠間987 飲食10％割引 団員，家族，同行者
https://www.facebook.com/idutsuya
/

0296-71-8118

くれそん亭 飲食店 押辺2709-500 ソフトドリンクサービス 団員，家族
おすすめランチ
800円～2,600円

0299-45-2902

認肉屋 飲食店 押辺2717-33 ソフトドリンク1杯サービス 団員のみ 0299-45-0298

食事処ぐるめ 飲食店 土師1234-5 ソフトドリンクサービス 団員のみ 0299-45-7181

持丸自動車株式会社
自動車
整備

泉2387-3
エンジンオイル交換10％割引
（普通車の当社使用オイルに限る）

団員，家族 http://mochimaru-j.com/ 0299-45-2274

湊屋本店 飲食店 笠間1525 飲食代より5％割引 団員のみ 0296-72-1129

いなり食堂 飲食店 来栖46-2
餃子1皿サービス（3名様以上）
ソフトドリンク（1～2名様）

団員，家族 0296-72-0925

洋風笠間菓子　グリュイエール ケーキ販売 下市毛285 お買上げまたはご飲食された方にマドレーヌプレゼント 団員のみ
茨城産，笠間産の地元の食材をふんだんに使用した
ケーキ・焼き菓子を作っています。

http://www.kasamagashi.com/ 0296-72-6557
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お食事処　なかた屋 飲食店 飯田1424 ウーロン茶1杯サービス 団員のみ 0296-72-5059

旅館　小松館 旅館 笠間982-2 10％割引 団員，家族，同行者 0296-72-0668

くるみ稲荷ずし　二ツ木 飲食店 笠間1343 すし折1パック750円→600円 団員，家族 0296-72-0037

手打そばやしろ そば屋 安居3145-85 5％割引 団員，家族，同行者 0299-45-2950

笠間クラインガルテン
直売所・そ
ば処

本戸4258
買い物又はお食事をいただいた場合にコーヒー又はアイ
スコーヒーをサービス

団員，家族
笠間産の常陸秋そばを使用した本格的な手打ちそばを
ご賞味ください。

http://www.kasama-kg.jp/ 0296-70-3011

笠間の家 ギャラリー 下市毛79-9 カフェでのご飲食10％オフ 団員，家族，同行者
https://kasamanoie.wixsite.com/ka
samanoie

0296-73-5521

JA常陸農産物直売所　土からのたより 直売所 押辺2709-137 常陸のしずく500ｍｌ（緑茶）1本サービス 団員のみ
土からのたよりでは安心安全で新鮮な農産物を販売し
ております。惣菜も取り扱っており，特に厚揚げが人
気商品になっております。

0299-45-8989

お食事処　いこい 飲食店 鯉渕6526-131 日本酒1合，または餃子1枚サービス 団員，家族，同行者 日替り定食650円+税 0296-77-0454

Magic Garage カワハラ 自動車整備 平町字大沢1573 消費税分割引 団員のみ http://www.garage-kawahara.com/ 0296-78-9840

深沢石油店　宍戸SS
ガソリン
スタンド

南小泉77 オイル交換工賃サービス 団員のみ 0296-77-0216

杉の子 飲食店 石井84-4 ワンドリンクサービス 団員のみ 0296-72-7581

スナック　梓 飲食店 笠間1598-6 1テーブルにつき，1品サービス 団員，家族，同行者 0296-72-7345

株式会社　スガハラ
ガソリン
スタンド

笠間4336-1
オイル交換料100円割引
※法人は不可

団員，家族

創業以来61年，地域の燃料店として多くの方よりご支
持をいただいております。住宅機器販売取付をはじ
め，上下水道設備工事も行っております。
お客様が毎日使うものだから，より良いものを提供い
たします。地域の消防防災の為，活動されている消防
団の皆様を応援いたします。ご来店をお待ちしており
ます。

https://eneos-
ss.com/search/ss/pc/detail.php?SC
ODE=400135

0296-72-0411

富士カントリー笠間倶楽部 ゴルフ場 池野辺2523
受付時に
500ｍｌペットボトル1本サービス

団員のみ http://www.kasama-club.com/ 0296-72-8111

株式会社　新小沼屋
押辺第一給油所

ガソリン
スタンド

押辺730
現金支払いのお客様に現金会員価格でガソリン及び軽油
を販売させていただきます。

団員のみ
現金支払いのお客様に現金会員価格でガソリン及び軽
油を販売させていただきます。

0296-45-5116

株式会社　新小沼屋
岩間インター給油所

安居3145-35 0299-45-5188

カントリークラブ・ザ・レイクス ゴルフ場 南吉原890 練習場1コインサービス 団員のみ
北関東自動車道友部ICより約5分
青木功＆樋口久子監修による美しく戦略性に富んだ27
ホール

0296-72-7111

鍛冶屋 飲食店 笠間1095 1テーブルにつき1品サービス 団員のみ 0296-72-3891

M&Mマスヤ 化粧品店 住吉1364
マスヤスタンプ3個押印（1,000円お買い上げ毎に2個押印
のところ，3つ押印致します。）20個で1,000円分のお買
い物券として使用できます。

団員，家族 0296-70-9139

ゴルフ５カントリー　かさまフォレスト　 ゴルフ場 福原301 練習場1コインサービス 団員のみ
全カートにGPSカートナビ搭載。リーダーズボード機
能でコンペがもっと楽しくなる。

http://www.alpen-
group.net/kasama-forest/

0296-74-4561
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ApamanNetwork株式会社
不動産賃貸
仲介

東京都千代田区大手
町2丁目6-1朝日生命
大手町ビル3階

全国のお部屋探しをＡpamanNetwork㈱法人営業部に頂け
れば、仲介手数料10％割引になります。
(別途消費税)
◆問い合わせ先
℡：0366828513
mail：as-h@apamanshop.co.jp
※直接店舗に問い合わせた場合は対象外です。

団員，家族

予め法人営業部にご連絡を頂いた場合のみ，物件成約
時，仲介手数料を10％割引させていただきます。お電
話やメール，専用のリクエストサイトから受け付けて
おります。直接店舗にお問い合わせ，ご来店の場合は
対象外となります。

http://www.fcapamanshop.com/ 03-6682-8513

お茶と陶器　涼
飲食/陶器
販売

笠間1698-6
全商品5％割引
醤油（ﾖﾈﾋﾞｼ（株）商品）は除く

団員，家族 0296-72-0712

陶芸館 陶器販売 笠間2289-1 お香プレゼント 団員のみ お線香、お香を数多く揃えております。 0296-72-6650

扶桑カントリー倶楽部 ゴルフ場 上市原1100 練習場１コインサービス 団員のみ
筑波山麓のパノラマを鮮やかに映し出す広大で緑あふ
れるチャンピオンコース。ＧＰＳナビ付カートで快適
プレーをお楽しみください。

http://www.pacificgolf.co.jp/fuso
h/

0296-77-7411NEW
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