
番号 所在地 事業所名称 代表者氏名 業種 優遇措置内容 対象

1 氷見市泊１６３４
氷見漁鮮民宿
マリンタッチ

崎田  貢
0766(72-1780)

宿泊業　飲食業ソフトドリンク１杯サービス （県内の消防団員）　団員を含む団体全員

2 氷見市本町１３－１０ 食彩居酒屋　灘や
杉木　克己
（0766)72-0424 飲食業 ソフトドリンク１杯サービス （県内の消防団員）　団員を含む団体全員

3 氷見市本町１６－９ 氷見丼本舗みきさん
堀野　一宏
（0766)72-0674 麺類　食堂 うどんの大盛りサービス （県内の消防団員）　団員とその家族

4 氷見市阿尾６－１
みろくの湯の宿
こーざぶろー

澤武　功三朗
(0766）74-1144 旅館業 ビール一人一本サービス （県内の消防団員）　団員に限る

5 氷見市北大町４６４４
医療法人社団涛々会
メディカルフィットネス
S－can

山本　猛
（0766)72-1212

スポーツ施設 入会金５０％割引 （県内の消防団員）　団員に限る

6 氷見市柳田１４－７
レストランハウス
ツーロン

蔵田　忍
（0766)91-2953

飲食業
氷見ハンバーグ＋ライス
（1,388円のところ1,000円）

（県内の消防団員）　団員とその家族

7 氷見市北大町２５－５
番屋街
中島屋

中島　慎一
(0766)74-1403

海産物販売
３，０００円以上お買い上げの
方に、店内全商品５％割引

（県内の消防団員）　団員を含む団体全員

8 氷見市北大町２５－５
番屋街
井上菓子舗

井上　道子
(0766）721308

和菓子製造販売
２，０００円以上お買い上げの
方に三笠１個進呈

（県内の消防団員）　団員を含む団体全員

9 氷見市北大町２５－５
番屋街
氷見温泉郷総湯

寺下　利宏
(0766)72-3400

温泉浴場 入場料大人６００円→５００円
（県内の消防団員）
団員とその家族
団員１名につき同伴者１０名

10 氷見市北大町２５－５
番屋街
マルヤ鱈場水産
（株）

矢田部　吉史
(0766)72-3400

販売業 １，０００円以上お買い上げの方５％割引（県内の消防団員）　団員とその家族
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番号 所在地 事業所名称 代表者氏名 業種 優遇措置内容 対象

11 氷見市窪８４８－１
富山石油
氷見給油所

浦　賢昇
（076)431-1171

石油製品販売
現金クレジットに限り、会員価
格で給油（ガソリン、軽油）

（氷見市の消防団員）　団員に限る

12 氷見市北大町２５－５
番屋街
洋食屋ハロー

柿本　眞邦
(0766)72-3400

飲食業 氷見カレー大盛りサービス （県内の消防団員）　団員に限る

13 氷見市比美町 氷見伏木信用金庫 (0766)74-4101 金融業
対象ローン（マイカー、教育、個
人、リフォーム）金利引き下げ項目
２点

（県内の消防団員）　団員に限る

14 氷見市阿尾６５３番地 有限会社　すがた
菅田　宏幸
（0766)74-1855

民宿業 ソフトドリンク１杯サービス （氷見市の消防団員）　団員に限る

15 氷見市指崎１６３２ 湯の里いけもり
池森　喜里
(0766)74-6123

民宿業
ソフトドリンクサービス飲食時
に限り

（県内の消防団員）　団員に限る

16 氷見市比美町５－１１ ラウンジ硲
硲　寿江
(0766)72-1761

飲食業
ワンドリンクサービス　適正人
数により団体様にはサービス

（氷見市の消防団員）　団員に限る

17 氷見市上泉６４番地 有限会社　サンユー
安平　久信
(0766)91-2700

公衆浴場 ポイントカード毎回２ポイントサービス （氷見市の消防団員）　団員に限る

18 氷見市阿尾３２５７ 永芳閣
前田　和宏
(0766)74-0700

旅館業
ビール又はドリンク１杯ｻｰﾋﾞｽ
予約時またはチェック時までに
団員証の掲示

（県内の消防団員）　団員とその家族

19 氷見市阿尾１７８－１ 民宿　げんろく
嶋田　真一郎
(0766)72-5688

民宿業 お銚子１本 （氷見市の消防団員）　団員に限る

20 氷見市阿尾３３７３
(有)
粋な民宿　美岬

桶谷　理香
(0766)74-1155

民宿業 ドリンク１杯サービス （県内の消防団員）団員と家族、団体全員
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21 氷見市阿尾２８１０ 和風温泉の湯　叶
叶　勇一
(0766)72-2503

民宿業 ドリンク又は、はと麦茶サービス（県内の消防団員）団員と家族、団体全員

22 氷見市阿尾４９１ 民宿　あお
松波　久彭
(0766)74-3300

民宿業 料理１品サービス （県内の消防団員）団員を含む団体全員

23 氷見市北大町２５－５ こすけ
小坪　大助
(0766)72-3400

干物屋 1,000円以上のお買い上げ５%で割引 （県内の消防団員）団員とその家族

24 氷見市諏訪野９－１８ 麺処　よしだや
吉田　和広
(0766)72-8252

飲食業
ホットコーヒーまたはソフトドリンク１杯
サービス　　注文時に団員証の掲示 （氷見市の消防団員）団員に限る

25 氷見市阿尾４５ 磯の音　氷見っ子
橋本　稔
(0766)74-0007

宿泊業
１泊２食の宿泊５００円の割引　　他の
優遇措置との併用不可.業者の取り扱
いは不可

（県内の消防団員）団員に限る

26 氷見市鞍川８９２ ぱん工房こころ
田子　澄板
(0766）74-4735 パン製造

５００円以上お買い上げの方に
パン１個サービス

（氷見市の消防団員）団員に限る

27 氷見市大境４７３
氷見の民宿
浜野荘 (0766)78-1022 民宿 宿泊者５％割引 （県内の消防団員）団員に限る

28 氷見市伊勢大町１－１１－３３ 有磯の湯
小林　登紀夫
(0766)72-4478

スーパー銭湯 入浴料５００円の所　１００引
（県内の消防団員）
団員とその家族
団員１名につき同伴者１０名

29 氷見市鞍川１３８３番地 株式会社アムテック
島　正己
(0766)72-5656

一般産業物処分業 持込み廃棄物処分費の１０％割引 （氷見市の消防団員）団員に限る

30 氷見市朝日丘３９３１－１ （有）たなか
田中　賢治
（0766)73-1995

飲食業 ドリンク１杯サービス （氷見市の消防団員）団員とその家族
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31
氷見市本町１－３
やまとビル２F

Escape
吉田　麻理
(0766)74-2234

飲食業
ワンドリンクサービス
５名様以上で焼酎ボトル１本サー
ビス

（県内の消防団員）団員を含む団体全員

32 氷見市宇波１０－１
氷見温泉郷　くつろぎの

宿　うみあかり
里木　昌博
（0766)74-2211

旅館業
お銚子又はドリンク１杯サービ
ス（ビールは２人で１本）

（県内の消防団員）団員とその家族

33 氷見市本町１７－１７ 割烹　かみしま
神島　敬
(0766)72-3399

飲食業
５名様以上での飲食時、生
ビールかソフトドリンク１杯サー
ビス

(氷見市の消防団員)団員に限る

34
氷見市丸の内１３－５
アミューズヤマトビル１F

お呑み処　一
越　和子
(0766)74-5684

飲食業
５名以上　焼酎１本サービス
少数の方は１品サービス
平日来店される方はカラオケサービス

(氷見市の消防団員)団員に限る

35
氷見市丸の内１３－５
アミューズヤマトビル１F

歌い処　　夢
加納　真紀
(0766)73-2718

飲食業 お会計の１割引 （県内の消防団員）団員を含む団体全員

36 氷見市加納４４３－５
ホテル　ルートイン
グランティア氷見
和蔵の宿

清水　智
(0766)73-1771

旅館業
朝食無料サービス(通常1080円)夕
食レストランご利用時一杯のグラ
スビール又は飲料サービス

（県内の消防団員）団員を含む団体全員
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