
郡山市消防団サポート事業所一覧 令和２年10月１日現在

認定
№

エリア 店舗所在地 事業所等名称 業　種 所　在　地 営業時間 定休日 電話番号 優遇措置の内容 備　考

1 00.全域 全店舗 郡山信用金庫 金融業ー信用金庫 清水台二丁目13番26号 営業店舗ごとに異なる
土曜日、日曜
日、祝日 932-2228

「ふくしま消防団応援ローン」のお申し込みができま
す。
※詳細は各営業店までお問い合わせください。

2 00.全域 全店舗 アルファクラブ株式会社 サービス業ー冠婚
葬祭業 鶴見旦二丁目4番5号 ２４時間営業 年中無休 923-1055

冠婚葬祭にお得な特典をご用意しています。（詳細は
アルファクラブへお問い合わせください。）

3 00.全域 全店舗 アルファクラブ東北株式会社 サービス業ー冠婚
葬祭業 開成三丁目6番16号 ２４時間営業 年中無休 923-1055

冠婚葬祭にお得な特典をご用意しています。（詳細は
アルファクラブへお問い合わせください。）

4
01.旧市内
（郡山中央）

中町 BOUTIQUE　ＳＨＩＭＡＫＯ 小売業ー婦人服小
売業

中町12-2
プリシードホテル1F

11：00～19：00 年中無休 921-7588 １０％ＯＦＦ

5
01.旧市内
（郡山中央）

中町 ＲＯＣＡ　ｈａｉｒ サービス業ー美容
業 中町5-19 9：30～19：00

月曜日、第2・3
火曜日 922-7991

カット ３００円ＯＦＦ
パーマ ５００円ＯＦＦ

【指定駐車場】
 中町中央パーキング

6
01.旧市内
（郡山中央）

清水台
池ノ台 安積野・菓子処　平田屋 小売業ー菓子小売

業（製造小売）

(清水台本店)清水台二丁目
6-6
(荒池公園前)池ノ台14-17

清水台本店：10：00～17：00
荒池公園前：9：00～18：00

火曜日 921-4194 購入時に粗品プレゼント

7
01.旧市内
（郡山中央）

麓山 味楽園茶舗 小売業ー茶類小売
業 麓山一丁目14-10 7：00～19：00 日曜日、祝日 932-3544 全商品１割引（タバコを除く）

8
01.旧市内
（郡山中央）

大町 いせや呉服店 小売業ー呉服・服
地小売業 大町1-6-15 9：00～18：00 日曜日 932-0413 購入金額の５％引き

9
01.旧市内
（郡山中央）

開成 魚亀（ウオカメ） 小売業ー鮮魚小売
業 開成三丁目9-10 9：30～19：00 日曜日 922-1700 １，５００円以上購入の方へ粗品プレゼント

10
01.旧市内
（郡山中央）

図景 援護化学　株式会社
小売業ーその他の
小売業（消防設備
施設業）

図景一丁目17番24号 8：30～17：00
第２・４土曜
日、日曜日、祝
日

932-0440 購入した方へ粗品サービス

11
01.旧市内
（郡山中央）

堂前町
オーダーメイド工房
Ｔａｉｌｏｒｓ（テーラーズ）

小売業ー男子服小
売り業（製造） 堂前町20番25号 9：00～18：00 日曜日、祝日 922-2247 購入料金の５％割引

12
01.旧市内
（郡山中央）

虎丸町 大場美術印刷所 製造業ー印刷関連
サービス業 虎丸町17-21 8：30～19：00 日曜日、祝日 922-5558 ５，０００円以上の注文で粗品プレゼント

13
01.旧市内
（郡山中央）

大町 株式会社　浅源精肉店 小売業ー食肉小売
業 大町1-12-3 8：00～18：30 日曜日、祝日 922-0629 サービスポイント２倍 （通常３００円で１個）

14
01.旧市内
（郡山中央）

久留米 株式会社　清水屋
小売業ー料理品小
売業（仕出し弁
当）

久留米二丁目26番5
ご予約受付（平日）
　8：30～17：00

年中無休 945-4508
ご予約弁当３０食以上ご注文の方に飲み物サービス
（紙パックのお茶）

注文時に消防団員の○○○として注
文し、納品時にカードを提示するこ
と。

15
01.旧市内
（郡山中央）

中町 株式会社　髙松靴店【中町店】 小売業ー靴小売業 中町3-1 10：00～19：00 火曜日 924-1230 正札より１０％ＯＦＦ 対象店舗：中町店

※優遇措置を受ける場合には、消防団員・家族カードを事業所へ提示ください。 1/5
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16
01.旧市内
（郡山中央）

開成 株式会社　トーマスホーム
不動産業，物品賃
貸業ー不動産代理
業・仲介業

開成六丁目213番地1 9：00～18：00
日曜日、第2土曜
日、祝日 931-5705

①賃貸物件成約の場合：３，０００円の商品券及び
トーマスグッズ進呈。
②売買物件成約の場合：３０，０００円の商品券及び
トーマスグッズ進呈。

17
01.旧市内
（郡山中央）

麓山 株式会社　みよし堂 小売業ー菓子小売
業（製造小売） 麓山二丁目12-23 9：00～18：00 日曜日、祝日 995-3440 購入者へスタッフが厳選したお菓子を１品プレゼント

18
01.旧市内
（郡山中央）

中町 郡山眼鏡院
小売業ー時計・眼
鏡・光学機械小売
業（メガネ・補聴
器小売）

中町2番5号 9：00～18：30 火曜日 932-1773 特別価格で提供

19
01.旧市内
（郡山中央）

駅前 鈴木文弘税理士事務所 サービス業ー税理
士事務所

駅前一丁目4番9号野田屋ビ
ル2階

10:00～16：00 不定休 983-6662
相続・贈与・土地建物・株式の売買や会社・個人事業
主への経営管理・経営支援等の無料相談。

20
01.旧市内
（郡山中央）

中町 生活雑貨の店　ポンヌフ 小売業ー洋品雑
貨・小間物小売業 中町5-7 9：30～18：00 火曜日 973-7869 お買い上げの方に粗品プレゼント

21
01.旧市内
（郡山中央）

桑野 東海ホーム株式会社
不動産業，物品賃
貸業ー不動産代理
業・仲介業

桑野一丁目21番12号 9：00～18：00
年末年始、Ｇ
Ｗ、お盆 939-4788

①建物新築・リホーム工事３％引き。
②不動産売買、賃貸仲介料１０％引き。

22
01.旧市内
（郡山中央）

中町 中郷園 小売業ー茶類小売
業 中町15-32 9：00～18：30 第2・4日曜日 922-0511 １，０００円以上購入で粗品プレゼント

23
01.旧市内
（郡山中央）

堂前町 松津商店 小売業ー各種商品
小売業 堂前町20-8 8：30～20：00 日曜日、祝日 923-0664 たばこ１カートン購入につきライター１個サービス

24
01.旧市内
（郡山中央）

駅前 ヘアファクトリー ヨシノ サービス業ー理容
業 駅前二丁目8番16号 9：30～18：00 月曜日、火曜日 932-3189 ３，０００円以上（税別）のご利用で２００円引き

25
01.旧市内
（郡山中央）

堂前町 有限会社　ミナト理容室 サービス業ー理容
業 堂前町20番13号

平日：9：00～19：00
土・日曜日、祝日：8：00～
18：00

月曜日、第１・
３火曜日 922-1804 店販売品１０％ＯＦＦ

26
01.旧市内
（郡山中央）

開成 ヤナギ屋菓子店 小売業ー菓子小売
業（製造小売） 開成4-1-21 8：30～19：00 火曜日 932-1291

１，０００円以上お買い上げの方へ厳選商品プレゼン
ト

27
01.旧市内
（郡山中央）

麓山 有限会社　ツチヤクリーニング サービス業ー普通
洗濯業 麓山二丁目6番17号 7：00～19：00 日曜日、祝日 922-4101 １，０００円以上でポイント１個サービス

28
01.旧市内
（郡山中央）

小原田 有限会社　七海工務店 建設業ー木造建築
工事業 小原田三丁目2番7号 8：30～17：00 日曜日 944-2126 来店者へ手造り木製コースタープレゼント

29
01.旧市内
（郡山中央）

虎丸町 有限会社　肉のニッタ 小売業ー食肉小売
業 虎丸町9-10 9：00～19：00 日曜日、祝日 922-7689 ５，０００円以上の焼肉セット１０％割引

30
03.旧市内
（郡山西）

大槻町 あすなろ文具店 小売業ー文房具小
売業 大槻町字北寺27

9：00～19：00
（土曜日は9：00～18：00）

日曜日、祝日 951-2611 定価の１０％～３０％の値割引（特価商品を除く）

※優遇措置を受ける場合には、消防団員・家族カードを事業所へ提示ください。 2/5
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31
03.旧市内
（郡山西）

土瓜 アティコヘアデザイン サービス業ー美容
業 土瓜一丁目89-2 10：00～19：00 月曜日 954-7846

カット ５００円ＯＦＦ
パーマ、カラーカット　１，０００円ＯＦＦ

32
03.旧市内
（郡山西）

富田東 とみたタクシー　株式会社 運輸業ー一般乗用
旅客自動車運送業 富田東二丁目273番地 ２４時間営業 年中無休 991-7833 粗品プレゼント

33
03.旧市内
（郡山西）

富田東 みどりや商店 飲食サービス業ー
飲食店 富田東三丁目213番地

昼：11：00～15：00
夜：17：30～22：00

木曜日 933-1999 注文時ワンドリンクサービス

34 08.喜久田町 喜久田町 四季の里　緑水苑 サービス業ー公園
喜久田町堀之内字赤津前71
番地

8：30～17：00 不定休 959-6764
団員と同伴者１名まで５００円の協力費の時期に１０
０円割引
（５月１日～７月２０日までの期間）

５月１日～７月２０日までの期間は
入園料５００円

35 09.日和田町 日和田町
株式会社　日和田ショッピング
モール

小売業ー百貨店，
総合スーパー 日和田町字小原１番地

フェスタ専門店街
10：00～21：00

年中無休 968-0301 フェスタ専門店街お買物券２００円分プレゼント

・「郡山市消防団員・家族カード」
を１階インフォメーションに提示で
１枚プレゼント。
・有効期限：発行日の当日限り有効

36 09.日和田町 日和田町 からかねや
小売業ー料理品小
売業（惣菜、仕出
し弁当）

日和田町字日和田265-3 9：00～18：00 不定休 958-2524
①惣菜（コロッケ・メンチ等）とこんにゃく小売値の
１０％割引
②待ち時間にドリンクサービス

37 10.富久山町 富久山町 お米のきくた屋 小売業ー米穀類小
売業 富久山町久保田字田池13-1 9：00～18：00 日曜日、祝日 934-8448

通常、土曜に適用される特売価格を、平日でも特売価
格で提供する。

【特売価格】
精米５kg　：１００円引き
精米１０kg：２００円引き
玄米３０kg：１，０００円引き

38 10.富久山町 富久山町
トータルフォロスタジオ・ポラ
リス

サービス業ー写真
業 八山田二丁目161番地2 10：00～19：00

水曜日、第１・
３火曜日

0120-410-
927

各種記念撮影をされた場合、通常１，０００円の写真
入りキーホルダープレゼント。

※キーホルダーの写真は、お買い上
げいただいた写真の中からお選びく
ださい。

39 10.富久山町 富久山町 富久山鈑金塗装工業 サービス業ー自動
車一般整備業 郡山市富久山町福原字東43 8:30～17:30

日曜日、第2第4
土曜日 923-0692 自費修理代金の５％引き

40 10.富久山町 富久山町 花どころ山川 小売業ー花・植木
小売業 富久山町久保田字久保田62

平日：9：00～19：30
日曜日、祝日：10：00～18：00

年中無休 934-2366 購入料金の１０％割引

41 10.富久山町 富久山町 花屋　花のしたく。 小売業ー花・植木
小売業

八山田西4丁目13番　ピュア
リー103

平日：10：00～19：00
日曜日、祝日：10：00～18：00

不定休 983-0625 ３，０００円以上購入の場合１０％割引

42 10.富久山町 富久山町 光寿し 飲食サービス業ー
飲食店 富久山町福原字福原5-3 11：00～22：00 月曜日 939-2256 一品サービス

43 10.富久山町 富久山町 やきとり　一久 飲食サービス業ー
飲食店 富久山町久保田字梅田132 17：30～26：00 水曜日 923-9461 １グループにトマトサラダサービス

44 10.富久山町 富久山町 有限会社　伊東パン 小売業ーパン小売
業（製造小売）

富久山町久保田字伊賀河原
37番地

8：30～17：00
日曜日、祝日、
第1土曜日 922-0520 ポイントカードのポイント２倍

45 10.富久山町 富久山町 有限会社　郡山中央レンタカー
不動産業，物品賃
貸業ー自動車賃貸
業（レンタカー）

富久山町福原字水尾沢19番
地3

8：00～20：00 年中無休 924-0844 １０％ＯＦＦ か プラス１時間のどちらか選択

※優遇措置を受ける場合には、消防団員・家族カードを事業所へ提示ください。 3/5



郡山市消防団サポート事業所一覧 令和２年10月１日現在

認定
№

エリア 店舗所在地 事業所等名称 業　種 所　在　地 営業時間 定休日 電話番号 優遇措置の内容 備　考

46 10.富久山町 富久山町 有限会社　浜翔
小売業ー料理品小
売業（仕出し弁
当）

八山田五丁目13 9：00～正午 年中無休 933-2234 ３，０００円以上のお弁当注文で５％引き 注文は要電話予約

47 10.富久山町 富久山町
大山食堂　ラーメン・洋食　大
山

飲食サービス業ー
飲食店 富久山町福原字泉崎12

11:00～15:00
17:00～19:00

毎月第1月曜日、
毎週火曜日 933-8104 麺、飯の大盛無料サービス

48 10.富久山町 富久山町 和風レストラン　玉藻 飲食サービス業ー
飲食店 富久山町八山田字経堂65-1 11：00～21：30 水曜日 925-5455 ソフトドリンクサービス

49 11.湖南町 湖南町 株式会社　二嘉組
小売業ー燃料小売
業（ガソリンスタ
ンドを除く）

郡山市湖南町福良字家老
9401番地

7：00～19：00
日曜日、祝日
（その他会社の
定める休日）

983-2152

①ガソリン、軽油、灯油の購入料金１リットル当たり
２円値引き
②クールシェアスポット、ウォームシェアスポットと
してエアコンの効いた快適な室内で飲み物等サービス

50 12.熱海町 熱海町 有限会社　柏屋肉店 小売業ー食肉小売
業 郡山市熱海町熱海一丁目102 9：00～18：30 日曜日 984-2195 購入金額の５％割引

51 12.熱海町 熱海町 清稜山倶楽部 サービス業ー旅
館，ホテル 熱海町熱海5-18 ２４時間営業 不定休 984-2811

①日帰り個定プラン１０％割引
②ご宿泊プラン(通常プラン)１０％割引

※特別割引プランは対象外
※他の割引きサービスとの併用不可
※消防団員及び家族が利用可能

52 12.熱海町 熱海町 ホテル　華の湯 サービス業ー旅
館，ホテル 熱海町熱海五丁目8-60 ２４時間営業 年中無休 984-2222

団員・家族カード持参の方の宿泊代をお一人様１，０
００円割引（２名様まで）

53 14.中田町 中田町 東屋食品
小売業ー豆腐・か
まぼこ等加工食品
小売業

中田町中津川字町田前162 7：00～19：00 不定休 973-2551 ５００円以上購入の際に豆腐一丁又は別商品サービス

54 14.中田町 中田町 えびすや商店 小売業ー各種商品
小売業 中田町柳橋字前ノ内238 8：00～20：00 第1・3木曜日 973-2131

購入者へお茶又はジュースをプレゼント
（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙの280ml～500ml）

55 14.中田町 中田町 お菓子　かど屋 小売業ー菓子小売
業（製造小売） 中田町高倉字下ノ沢84 8：30～18：00 火曜日 943-1917 購入者へ粗品プレゼント

56 14.中田町 中田町 株式会社　栁橋家具センター 小売業ー家具・建
具卸売業 中田町柳橋字町560 8：30～19：00 日曜日、祝日 973-2310 購入金額の５％割引（上限５万円以内）

57 14.中田町 中田町 ショッピングストア　丸昇 小売業ー各種商品
小売業 中田町下枝字柏田60 7：00～19：00

水曜日
（水曜日が祝日
の場合は木曜
日）

973-2334 １，０００円以上購入の方へ粗品進呈

58 14.中田町 中田町
ヤマザキショップみんせい社
中田町店

小売業ー各種商品
小売業 中田町高倉字下ノ沢26番地1 7：00～20：00 年中無休 943-2366

１，０００円以上購入者へワンドリンクサービス
（税込100円のドリンク）

59 14.中田町 中田町 有限会社　五百目自動車工業 サービス業ー自動
車一般整備業

中田町下枝字五百目25番地
の2

9：00～18：00 日曜日、祝日 973-2316 整備料金の１０％割引（部品代は除く）

60 14.中田町 中田町 有限会社　宮城自動車整備工場 サービス業ー自動
車一般整備業 中田町高倉字三渡13-2 8：30～18：30 日曜日、祝日 943-4436 車検時のオイル交換代金を半額

※優遇措置を受ける場合には、消防団員・家族カードを事業所へ提示ください。 4/5
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61 13.田村 田村町
㈱ 源気堂指圧鍼灸接骨院＆源
気堂ホームケア介護センター

医療福祉ーあん摩
ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師・は
り師・きゅう師・
柔道整復師の施術
所

田村町徳定字高畑79-1
平日：9：00～12：00、15：00
～19：00
土曜日：9：00～13：00

日曜日、祝日、
年末年始 他 943-2882

医療保険及び介護保険 適用外の自費負担金より一部
キャッシュバックあり

62
03.旧市内
（郡山西）

備前舘 ㈲ 新川
飲食サービ
ス業ー飲食
店

備前舘二丁目22番地の2 11：00～15：00、17：30～19：30 水曜日 954-5757
そば大盛サービス
天ぷら野菜１品サービス
お子様ドリンクサービス

63 05.三穂田町 三穂田町 郡山三穂田温泉
宿泊業―旅
館，ホテル

三穂田町駒屋字四十坦原16 7：00～22：00 年中無休 954-2626
日帰入浴料（大人）５５０円→４００円へ割引き。
同伴の小学校６年生までの児童は入浴料無料。

64
01.旧市内
（郡山中央）

七ツ池町 スナック宗像
飲食サービ
ス業―飲食
店

郡山市七ツ池町一番十四号
グリーンコーポ一階店舗103

17：00～24：00 日曜日 973-5255 瓶ビール１本サービス

※優遇措置を受ける場合には、消防団員・家族カードを事業所へ提示ください。 5/5


