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事業所名称 郵便番号(印刷用） 事業所住所 事業所電話番号 サービス内容 対象 注意事項等
㈲アサノ写真機店 489-0802 瀬戸市今池町１番地３ ０５６１-８２-４０２９ プリント合計金額から１０％引 団員に限る(家族は団員同行時は可) 消防団員証提示、他のサービス券との併用不可

八光タイヤ㈱ 489-0809 瀬戸市共栄通１丁目２４番地 ０５６１-８３-３０７６ 購入金額の１０％割引 団員及びその家族 一部特価商品を除く
幡山ランドリー 489-0938 瀬戸市幡西町９１ ０５６１-２１-４６２２ ポスター・チラシ掲出

㈱イトー自動車整備 489-0031 瀬戸市五位塚町11番１４４ ０５６１-８２-５９８２

車検追加工賃20％割引(基本除
く)
一般整備20％割引(工賃のみ)
配送車両に表示証掲出

団員のみ
部分値引なし、キャンペーンとの併用不
可
車検時は基本料金以外が対象

名古屋ﾄﾖﾍﾟｯﾄ㈱瀬戸店 489-0808 瀬戸市見付町３７番地 ０５６１-８３-３１６１ ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ交換１０％割引 団員のみ 予約要

アンデス洋菓子店 489-0065 瀬戸市西追分町１６１－９ ０５６１-８４-７１１１
誕生日のﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｹｰｷを
10％割引

団員及びその家族
ｸﾘｽﾏｽ期間中(12/15～25)を除く、サービ
ス券との併用不可

日本郵便㈱　瀬戸追分郵便局 489-0065 瀬戸市西追分町３３ ０５６１-８２-６９９０ 粗品進呈 団員のみ 消防団員証提示
みうら書店 489-0065 瀬戸市西追分町３５ ０５６１-８２-５４３５ お店にお問い合わせください。 団員及びその家族 お店にお問い合わせください。
呉服のみづのや 489-0814 瀬戸市末広町２丁目１８番地 ０５６１-８２-２５３２ 購入金額の１０％割引 団員及びその家族 加工代は除く
鐘忠陶器 489-0044 瀬戸市栄町３６－１ ０５６１-８２-５３５９ 購入金額の１０％割引 団員を含む団体全員 特価品は除く
定光寺つり池 480-1201 瀬戸市定光寺町４０９番地 ０５６１-４８-５３７３ ドリンク1本サービス 団員を含む団体全員 1日１回／１名に限る。
釣りをされる方に限る。

(有)春広堂書店 489-0814 瀬戸市末広町２丁目１４番地 ０５６１-８２-３５９２ お店にお問い合わせください。 団員のみ お店にお問い合わせください。
hair&beauty 路美容室 489-0918 瀬戸市北脇町２５１番地カサミヤビル１Ｆ ０５６１-８２-３７３８ シャンプーイング（洗髪）無料 団員証提示者（団員のみ）

(有)塚本産業 480-1207 瀬戸市品野町１丁目２０５番地 ０５６１-４１-０８８５
オイル交換手数料無料
ポスター等の掲出

団員のみ
オイル持込・オイル割引キャンペーン
時は除く。他の特典との併用不可

(有)アイパック 489-0981 瀬戸市ひまわり台３丁目７１番地 ０５６１-４８-３５１５ プリントＴシャツ１枚につき１００円引き 団員１名につき１グループまで

同一デザインで１０枚以上プリントＴシャ
ツ作成の場合その他サービス券等は併
用不可
持込み商品は対象外

東名ボール 489-0972 瀬戸市西原町２－１１４ ０５６１-２１-６１３１
一般料金より５０円引（ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｰ
除く）・掲示板にて消防団をＰＲ 団員のみ

・他券との併用不可、イベント・団体予約
には使用不可、特別期間を除く

（有）利広開発 489-0874 瀬戸市幡野町２０番地 ０５６１-８５-３３１３ ポスター・チラシ掲出
CAFÉ＆REST　ユーミン 489-0909 瀬戸市みずの坂２丁目１１４番地 ０５６１-４８-２２３８ ランチ１００円引、ドリンク５０円引 団員及びその家族
珈琲屋ユーミン 489-0828 瀬戸市前田町１４番地 ０５６１-２１-６０２９ ドリンク５０円引 団員及びその家族
祥文堂 489-0043 瀬戸市朝日町４３ ０５６１-８２-４９５３ 額縁２５～３０％引 表彰者 表彰額以外も可
デイリーヤマザキ瀬戸山口店 489-0862 瀬戸市矢形町１４８－３ ０５６１-８４-３２８７ ポスター・チラシ掲出
（資）天王屋商店 489-0918 瀬戸市北脇町８７ ０５６１-８４-４０１１ ポスター・チラシ掲出
井上燃料店 489-0918 瀬戸市北脇町５９－３ ０５６１-８２-４３１７ ポスター・チラシ掲出
㈲富士クリーニング商会 489-0921 瀬戸市田端町２－３４ ０５６１-８２-３５２１ ポスター・チラシ掲出
㈲清月 489-0916 瀬戸市平町３丁目１０６番地１ ０５６１-８５-８７００ ソフトドリンク　サービス 団員１名につき同伴者５名まで

丸茂商事㈱ 489-0918 瀬戸市北脇町３１番地 ０５６１-８２-２５０６ ポスター・チラシ掲出
日本郵便㈱　瀬戸效範郵便局 489-0918 瀬戸市北脇町３１番地 ０５６１-８２-６９９７ ポスター・チラシ掲出

㈱瀬戸自動車学校 489-0035 瀬戸市紺屋田町６５番地の１８ ０５６１-８４-００５０

図書カード500円進呈
ポスター等掲示
赤ﾊﾞｲ研修会の開催

団員のみ 普通車、自二車入校（限定解除を除く）

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　瀬戸神川
店　㈲ライト　 489-0933 瀬戸市神川町３１－１リバーサイド神川１Ｆ ０５６１-８３-２６７６ 消防団募集ＰＲ
藤一番　瀬戸店 489-0927 瀬戸市川北町１－１８－２ ０５６１-８５-４７７８ 消防団募集ＰＲ
ＨＡＬＬ０　ＥＧＧ　瀬戸口店 489-0941 瀬戸市瀬戸口町１１１－１１３ ０５６１-８３-６２８６ ポスター・チラシ掲出
田中組 489-0047 瀬戸市西谷町６５の１２ ０５６１-８３-０８８７ ポスター・チラシ掲出
髙嶋製陶所 489-0048 瀬戸市窯神町１０３－６ ０５６１-８３-６１５３ ポスター・チラシ掲出
森本陶苑 489-0044 瀬戸市栄町４１ ０５６１-２１-６４６１ ポスター・チラシ掲出
山惣陶器㈱ 489-0044 瀬戸市栄町３９－８ ０５６１-８２-５７７８ 購入金額の10％割引 団員を含む団体全員 一部特価品を除く
ツチヤスポーツ 489-0044 瀬戸市栄町３８ ０５６１-８２-４３０６ ポスター・チラシ掲出
和洋食器　さかえ 489-0044 瀬戸市栄町３０ ０５６１-８２-２３７６ 粗品進呈 団員を含む同行者

Ａパンクラブ３６３ 489-0972 瀬戸市西原町２－１０９－１１０ ０５６１-８４-１３１１
ポスター・チラシ掲出
電光掲示板でＰＲ

きものサロン　東京堂 489-0066 瀬戸市東横山町４６－２ ０５６１-８４-３７７３ １０％割引 団員を含む団体全員 全商品
㈱サがミチェーン　サがミ瀬戸店 489-0916 瀬戸市平町１－１９－１ ０５６１-８３-９２４８ ソフトドリンク無料(一人１杯のみ） 団員及びその家族４名まで 注文がドリンクのみの場合は不可
ドラッグスギヤマ赤重店 489-0874 瀬戸市幡野町２９５番１ ０５６１-８５-１１５１ ポスター・チラシ掲出 店内掲示版または入口近くの壁に掲示
台湾料理　味鮮館 489-0865 瀬戸市山口町１６ ０５６１-８５-２５５４ 料理サービス 団員を含む団体全員
台湾料理　味鮮館　尾張瀬戸店 489-0044 瀬戸市栄町４５　パルティせと１Ｆ ０５６１-８８-１３１８ 料理サービス 団員を含む団体全員
みのや　アピタ瀬戸店 489-0818 瀬戸市幸町３３ ０５６１-８７-２２４３ ポスター・チラシ掲出
小料理　勠 489-0985 瀬戸市深川町１４－３７ ０５６１-８２-９８３２ ポスター・プレート掲出 電話連絡は１６時以降
ローソン　瀬戸田端町店 489-0921 瀬戸市田端町１－８ ０５６１-８５-１９１９ ポスター・チラシ掲出
セブンイレブン　瀬戸山口町店 489-0865 瀬戸市山口町２１８－１ ０５６１-８２-７２５５ ポスター・チラシ掲出
ファミリーマート　カレッジハイツ瀬戸店 480-1218 瀬戸市中品野町５ ０５６１-４１-３１１１ ポスター・チラシ掲出
カトー建材工業㈱ 489-0954 瀬戸市台六町５３２－４ ０５６１-８４-８９４７ ポスター・チラシ掲出
メガネの愛眼　瀬戸店 489-0928 瀬戸市東寺山町１８８－１ ０５６１-２１-０８１２ 店内商品１０％引 団員及びその家族 他の優待券との併用不可。一部除外品あり。

ラの壱　瀬戸店 489-0931 瀬戸市高根町３－９９ ０５６１-８９-５６６１
半熟煮玉子または替玉
サービス

団員のみ
団員証１枚につきサービス１回。一人
一回限り。他のサービス券との併用
不可

㈲山村建材 489-0918 瀬戸市北脇町１７８－７ ０５６１-８２-２６８４ ２０００円以上買上の場合５％引 団員のみ 一人一日一回
協和電業㈱ 489-0809 瀬戸市共栄通６－４３ ０５６１-８４-４１１１ ポスター・チラシ掲出
和処　國 489-0046 瀬戸市元町１－１０ ０５６１-８２-３３４１ 飲食代１０％割引 団員を含む団体全員 ランチ時は除外
ファミリーマート瀬戸大坪町店 489-0964 瀬戸市上之山町２－２－３ ０５６１-８６-００４１ ポスター・チラシ掲出
㈲山田生花店 489-0046 瀬戸市元町１－１０－４ ０５６１-２１-４１８７ ポスター・チラシ掲出
ファミリーマート瀬戸南山町店 489-0986 瀬戸市南山町２－６４ ０５６１-８６-０６２１ ポスター・チラシ掲出
旭建商㈱ 489-0931 瀬戸市高根町２－８９ ０５６１-８４-６３１１ ポスター・チラシ掲出
ナニワ電気工業㈱ 489-0896 瀬戸市宝ヶ丘町１２３番地１ ０５６１-８２-３０８４ 電気工事、販売を特別割引 団員を含む団体全員

富士特殊紙業㈱ 489-0071 瀬戸市暁町３－１４３ ０５６１-８６-８５１１
ポスター・チラシ掲出
団員の雇用確保

丸美瀬戸燃料㈱ 489-0927 瀬戸市川北町１－１ ０５６１-８２-５２８３ ポスター・チラシ掲出
愛知県赤十字血液センター 489-0965 瀬戸市南山口町５３９－３ ０５６１-８４-１１３１ ポスター・チラシ掲出
愛知環状鉄道　瀬戸市駅 489-0066 瀬戸市東横山町１１４－３ ０５６１-２１-５５５３ ポスター・チラシ掲出
愛知環状鉄道　中水野駅 489-0006 瀬戸市三沢町２丁目 ポスター・チラシ掲出
愛知環状鉄道　瀬戸口駅 489-0877 瀬戸市東赤重町２丁目 ０５６１-２１-５８５５ ポスター・チラシ掲出
愛知環状鉄道　山口駅 489-0961 瀬戸市田中町 ポスター・チラシ掲出

宝樹令翠 489-0887 瀬戸市菱野台２－５４ ０５６１-２１-０７３３
ポスター・チラシ掲出
料金の１０％割引

団員及び同伴家族 生年月日による運命鑑定（要予約）

カーマホームセンター瀬戸店 489-0972 瀬戸市西原町２－６８ ０５６１-８４-７４１１ ポスター・チラシ掲出
㈲あぽろ保険 480-1207 瀬戸市品野町６丁目１１１番地の１０ ０５６１-４１-３２７３ ポスター・チラシ掲出
中華料理　宝楽 489-0065 瀬戸市西追分町１６１－１ ０５６１-８３-８２４７ 合計金額の５％割引 団員のみ
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㈱浅井建設 489-0805 瀬戸市陶原町３－５５ ０５６１-８２-７８１７ 工事全般　５％割引 団員及びその家族
美乃寿し 489-0874 瀬戸市幡野町２７８－４ ０５６１-８２-８２７０ ポスター・チラシ掲出
赤津焼工業協同組合 489-0022 瀬戸市赤津町９４番地の４ ０５６１-２１-６５０８ ポスター・チラシ掲出
カギン電子磁器工業㈱ 489-0885 瀬戸市萩殿町３丁目６７番地 ０５６１-８２-５６５５ ポスター・チラシ掲出
㈾野田モータース 489-0926 瀬戸市川西町２丁目８番地 ０５６１-８２-８１７１ ポスター・チラシ掲出
日本郵便㈱　瀬戸郵便局 489-0809 瀬戸市共栄通４－１４ ０５６１-８２-２３９０ ポスター・チラシ掲出
トモベ電工 489-0008 瀬戸市曽野町１７４１ ０５６１-４８-２０３３ ポスター・チラシ掲出
深沢左官 489-0902 瀬戸市内田町１－７７０ ０５６１-４８-３０５５ ポスター・チラシ掲出
㈾松田モータース商会 489-0075 瀬戸市新道町４２ ０５６１-８４-５０００ ポスター・チラシ掲出
㈱尾張屋 489-0043 瀬戸市朝日町２９ ０５６１-８２-２４６６ 購入金額の５％割引 団員のみ 他のサービス券等は併用不可
㈲エスケー 489-0965 瀬戸市南山口町６５番地 ０５６１-８５-５２５５ ポスター・チラシ掲出
㈱波多野精密 489-0885 瀬戸市萩殿町３－７７ ０５６１-８２-９３８９ ポスター・チラシ掲出
㈲山一建材 489-0035 瀬戸市紺屋田町３８ ０５６１-８２-２９０２ ポスター・チラシ掲出
戸松製作所 489-0885 瀬戸市萩殿町２－１０６ ０５６１-８２-０８３６ ポスター・チラシ掲出
㈲明立 489-0885 瀬戸市萩殿町２－１１７ ０５６１-８９-６６２５ ポスター・チラシ掲出
瀬戸・旭青色申告会 489-0046 瀬戸市元町３－１ ０５６１-８４-００４８ ポスター・チラシ掲出

瀬戸自動車運送株式会社マルセタクシー 489-0811 瀬戸市山脇町１８ ０５６１-８２-２１９１
ポスター掲出
車両内表示証掲出

アローフィールド㈲ 489-0004 瀬戸市日の出町２２番 ０５６１-４８-３１３１ ポスター・チラシ掲出
HAIR STUDIO　ｆú 489-0918 瀬戸市北脇町３２ﾅﾋﾞﾊｲﾂ水野 ０５６１-２１-３８３９ ポスター・チラシ掲出

有限会社　坂石材 489-0864 瀬戸市若宮町３丁目１１０番地の２ ０５６１-８４-３５７８
粗品進呈
ポスター・チラシ掲出

団員又はその知人 知人の場合、団員の名前をお伝えください。

バロー品野店 480-1207 瀬戸市品野町４－６６－２ ０５６１-８６-７７７０ ポスター・チラシ掲出
寿司の美舟 489-0031 瀬戸市五位塚町１１－３５２ ０５６１-８４-９９１１ １００円値引 団員のみ 食事の方に限る
リンナイ㈱　瀬戸工場 489-0003 瀬戸市穴田町９８６ ０５６１-４８-４６１１ ポスター・チラシ掲出

㈱イトー急行 489-0809 瀬戸市共栄通７－１１ ０５６１-８４-１１１６
ポスター・チラシ掲出
配送車両に表示証掲出

大橋タクシー㈱ 489-0923 瀬戸市城屋敷町１ ０５６１-８２-２１８４
ポスター・チラシ掲出
ﾀｸｼｰでの表示証掲出

（株）栄交通 489-0861 瀬戸市八幡台１－４ ０５６１-８４-４０００
ポスター・チラシ掲出
ﾀｸｼｰでの表示証掲出

名鉄西部交通㈱ 489-0978 瀬戸市小坂町２４３番地 ０５６１-８２-２１７５
ポスター・チラシ掲出
ﾀｸｼｰでの表示証掲出

㈱尾張東部放送RADIO SANQ FM84.5 489-0042 瀬戸市仲切町２２ ０５６１-８５-３５５５
ポスター・チラシ掲出
消防団関係のｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ、PR

喫茶ハーミン 489-0043 瀬戸市東拝戸町７０ ０５６１-８３-１１４７
全品５０円引き
ポスター・チラシ掲出

団員１名につき同伴者５名まで

雪の聖母幼稚園 489-0871 瀬戸市東長根町９１ ０５６１-８２-６４０９ ポスター・チラシ掲出
横山クリニック 489-0871 瀬戸市東長根町３５ ０５６１-８５-１２１２ ポスター・チラシ掲出
産科婦人科クリニックベル 489-0915 瀬戸市北浦町３－１６ ０５６１-８３-２８２８ ポスター・チラシ掲出

医療法人宏和会あさい病院 489-0866 瀬戸市矢形町１７８－１ ０５６１-８４-３１１１
ポスター・チラシ掲出
院内待合モニターで消防団ＰＲ

理容　ニムラ 489-0032 瀬戸市古瀬戸町3-2 ０５６１-２１-２７１６ 調髪料金1割引き 団員を含む同伴者 団員からの紹介者も可

放光福祉会ひかり保育園 489-0078 瀬戸市湯之根町１ ０５６１-８４-５３７３
ポスター・チラシ掲出
消防主催催事への協力

催事は平日参加

セブンイレブン　瀬戸西本地店 489-0971 瀬戸市西本地町1－142－2 ０５６１-２１-７８２２ ポスター・チラシ掲出
㈱　山磯 489-0027 瀬戸市東拝戸町73－１ ０５６１-８２-７１６６ ポスター・チラシ掲出
㈲　Y．トラスト 489-0894 瀬戸市川合町40－1 ０５６１-８３-１７１７ ポスター・チラシ掲出
㈱　愛龍社 489-0037 瀬戸市東古瀬戸町34 ０５６１-８２-３１８５ ポスター・チラシ掲出
中部建設㈱ 489-0929 瀬戸市西長根町26-2 ０５６１-８２-７１４５ ポスター・チラシ掲出
亜砂佳 489-0819 瀬戸市西本町2-23 ０５６１-８３-７５４３ ポスター・チラシ掲出
野田内科小児科医院 489-0887 瀬戸市菱野台2-29 ０５６１-２１-３８００ ポスター・チラシ掲出
加藤医院 480-1207 瀬戸市品野町5-333 ０５６１-４１-０１７２ ポスター・チラシ掲出
（医）松本眼科 489-0814 瀬戸市末広町2-30-1 ０５６１-８５-５５００ ポスター・チラシ掲出
青和会　中央病院 489-0805 瀬戸市陶原町３－12 ０５６１-８２-１２００ ポスター・チラシ掲出
打田内科クリニック 489-0005 瀬戸市中水野町2-736 ０５６１-４８-７７７１ ポスター・チラシ掲出

坂田内科 489-0819 瀬戸市西本町1-11 ０５６１-８７-０１６９

インフルエンザワクチン接
種料の500円引
ポスター・チラシ掲出

団員のみ
事前連絡要す
団員証の提示

トリミング専門店　ＣＡＲＯＬ（キャロル） 489-0819 瀬戸市高根町1-43-3 ０５６１-８７-２２１５

美容料金１０％ＯＦＦ
電光掲示板でＰＲ
ポスター・チラシ掲出

団員のみ 事前予約要す

（有）伊藤モータース 489-0027 瀬戸市東拝戸町９４－２７ ０５６１-８２-９６０１ ポスター・チラシ掲出
陶原小学校せとっ子モアスクール　放課後学級 489-0889 瀬戸市原山町１－３　陶原小学校内 ０５６１-８３-６０１３ ポスター・チラシ掲出

梶田畳商店 489-0802 瀬戸市今池町７ ０５６１-８２-５５１０
畳表替１帖8,000円以上で５％
OFF 団員の自宅、実家のみ

nail　salon　RALPH（ネイル　サロン　ラルフ） 489-0917 瀬戸市效範町２丁目７２　井上不動産ビル１階B棟 ０５６１-７８-１２９５

定額制ネイル5,000円→
4,000円
その他メニュー500円off

女性のみ

道の駅瀬戸しなの株式会社 480-1207 瀬戸市品野町4丁目１２６－１ ０５６１-４１-３９００ ソフトドリンク無料（お一人様1杯） 団員の方のみ 団員証の提示（食堂カウンターでご提示を願います。）

山田工芸 480-1207 瀬戸市品野町６－１２６３ ０５６１-４１-０３６６
食器割引 １０％OFF
ポスター・チラシ掲出

団員及び家族

株式会社　雄進建築 489-0926
瀬戸市共栄通４丁目２４番地
ＹＵＳＨＩＮビル　３Ｆ

0561-76-6871
ポスター・チラシ掲出
工事金額より５％割引き

団員及びその家族

フラワー美容室 489-0073 瀬戸市泉町１３－８ ０５６１－８２－４９６４ ポスター・チラシ掲出
麻雀せと 489-0809 瀬戸市共栄通３－２４ 0561-84-3744 3時間以上利用で１０％ＯＦＦ 団員を含む団体全員 1日1回に限る
日本郵便㈱　品野郵便局 480-1207 瀬戸市品野町６－８３ 0561-41-0961 ポスター・チラシ掲出
日本郵便㈱　瀬戸赤津郵便局 489-0028 瀬戸市西窯町１２６－４ 0561-82-6991 ポスター・チラシ掲出
日本郵便㈱　瀬戸記念橋郵便局 489-0815 瀬戸市南仲之切町２０－３ 0561-84-3432 ポスター・チラシ掲出
日本郵便㈱　瀬戸はぎの台郵便局 489-0905 瀬戸市はぎの台３－１－５ 0568-48-4828 ポスター・チラシ掲出
日本郵便㈱　瀬戸刎田郵便局 489-0034 瀬戸市刎田町１８ 0561-82-6992 ポスター・チラシ掲出
日本郵便㈱　瀬戸菱野郵便局 489-0887 瀬戸市菱野台１－２－２０２ 0561-82-6994 ポスター・チラシ掲出
日本郵便㈱　瀬戸水野郵便局 489-0062 瀬戸市上水野町８６６ 0561-48-0918 ポスター・チラシ掲出
日本郵便㈱　瀬戸元町郵便局 489-0045 瀬戸市陶本町６－１ 0561-82-6993 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫本店 489-0066 瀬戸市東横山町１１９番地１ 0561-82-5188 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫栄町支店 489-0044 瀬戸市栄町３６番地 0561-82-3150 ポスター・チラシ掲出
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瀬戸信用金庫山口支店 489-0866 瀬戸市矢形町８０番地 0561-84-3611 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫赤津支店 489-0028 瀬戸市西窯町１０３番地 0561-82-5345 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫瀬戸東支店 489-0828 瀬戸市前田町８番地 0561-82-7171 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫十三橋支店 489-0805 瀬戸市陶原町４丁目３０番地 0561-82-2131 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫效範出張所 489-0984 瀬戸市北山町１８３番地 0561-85-7711 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫共栄支店 489-0809 瀬戸市共栄通６丁目２番地 0561-82-5148 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫水野支店 489-0906 瀬戸市本郷町４７０番地 0561-48-1131 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫品野支店 480-1207 瀬戸市品野町５丁目１３８番地 0561-42-0011 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫菱野支店 489-0887 瀬戸市菱野台４丁目１番地 0561-84-6111 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫赤重支店 489-0934 瀬戸市菱野町３９番地 0561-84-6151 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫瀬戸西支店 489-0921 瀬戸市田端町１丁目１３６番地１ 0561-84-1511 ポスター・チラシ掲出
瀬戸信用金庫水野団地出張所 489-0905 瀬戸市はぎの台３丁目１－２ 0561-48-2220 ポスター・チラシ掲出
東海労働金庫瀬戸支店 489-0809 瀬戸市共栄通４丁目２２番地２ 0561-82-5021 ポスター・チラシ掲出
株式会社　愛知銀行瀬戸支店 489-0809 瀬戸市共栄通１丁目２６番地 0561-82-2165 ポスター・チラシ掲出
株式会社　十六銀行瀬戸支店 489-0817 瀬戸市銀杏木町９０番地 0561-83-1016 ポスター・チラシ掲出
特別養護老人ホーム　たんぽぽ菱野の里 489-0937 瀬戸市南菱野町１２８番１ 0561-21-1101 デイサービス１日無料体験（昼食付） 団員証提示者の家族
コインランドリーこうはん 489-0938 瀬戸市效範町１－４６－２ 0561-82-5376 併設コインパーキング1時間無料

事業所：１５４事業所
市役所関連施設：小中学校等２２校、保育園１４園、公民館１９館、他市役所関連施設３０カ所　計８５カ所
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