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食べる アーバンコーヒー　アピア 富山市稲荷元町2-11-1　アピアSC内 076-471-5246 いつでも
いつでも全品５％引き（優待カードや携帯画像を提示
して下さい）

●

買う アーバンショップ 富山市牛島町18-7　アーバンプレイス1F 076-444-3848 その他
1,000円以上お買い上げされた方について、お菓子を
プレゼント(現金支払いに限る)。

入浴等 R＆H　プラ座ゆ 富山市堀川町355-7マイプラザ内 076-495-3506 毎月第３日曜日から１週間 0歳から小学生未満無料 ●

その他 RTA指定スクール　wonderful 富山市太田南町233 076-413-6820 いつでも

ベビーマッサージ教室利用時→初回に、おうちでもす
ぐできるミニサイズのオイルプレゼント及び、リフレ
クソロジ―サロン利用時→トリートメント10分延長
サービス

●

その他 RTA指定スクールSmile Touch 富山市片掛2305 076-460-0927 いつでも

ベビーマッサージ教室･･･初回参加者にプチオイルプ
レゼント
ファーストサイン教室･･･3回コース申込で写真付カレ
ンダープレゼント

●

教育 あいたに珠算教室 富山市下大久保330-13 080-4259-7747 いつでも
幼児～小学２年生までのソロバン初めての方には、お
月謝の割引あります。

買う AOKI富山北店 富山市豊田町2-7-32 076-431-8588 いつでも
お買い上げ総額（税込）より５％割引（他クーポン券
及びセットセールとの併用可。他の総額割引との併用
不可。補正代・宅配代は対象外。）

●

買う AOKI富山城南店 富山市太郎丸西町2-4-11 076-422-3868 いつでも
お買い上げ総額（税込）より５％割引（他クーポン券
及びセットセールとの併用可。他の総額割引との併用
不可。補正代・宅配代は対象外。）

●

買う AOKI富山天正寺店 富山市秋吉152-13 076-422-9088 いつでも
お買い上げ総額(税込)より５%割引(他クーポン券及び
セットセールとの併用可。他の総額割引との併用不
可。補正代・宅配代は対象外。)

●

自動車 あおば興産㈱ 大沢野燃料センター 富山市上大久保1346-5 076-467-2335 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、洗車及びオイル交換料
金を１割引

●

自動車 あおば興産㈱グリーンポート大山 富山市中番248 076-483-1849 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、洗車及びオイル交換料
金を１割引

● ●

自動車 あおば興産㈱ スマイルプラザ井田 富山市八尾町井田新1281-1 076-455-3737 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、洗車及びオイル交換料
金を１割引

●

自動車 あおば興産㈱ レインボーふるさと 富山市婦中町羽根919-1 076-469-5701 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、洗車及びオイル交換料
金を１割引

●

その他 朝日人材サービス 富山市大手町3-9アジェスビル1F 076-421-5515 いつでも
お子さまにジュース1本プレゼント。登録の際には、
図書カードプレゼント。

入浴等 朝日湯 富山市堀川小泉町232 076-421-5701 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

自動車 アジア交易 新庄給油所 富山市新庄町4-1-1 076-423-1035 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

美容 Up Lips W 富山市婦中町十五丁534 076-466-5353 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子・ドリンク等
サービス）

●

見る・遊ぶ アピタ富山店ナムコランド 富山市上袋100アピタ富山店2F 076-423-3251 いつでも
いつでも、小学生以下のお子様連れを対象に、カウン
ターにて応援団マークご提示で1日1回ガラポンが無
料。

●

見る・遊ぶ アピナ富山新庄店 富山市荒川3-2-12 076-491-7700 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日は、18歳未満のお子さま連れの方限定
で、お菓子プレゼント！

●

見る・遊ぶ アピナ富山豊田店 富山市豊田町2-12-66 076-433-3355 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日は、18歳未満のお子さま連れの方限定
で、ガラポン１回チャレンジ！

● ●

見る・遊ぶ アピナ富山南店 富山市堀川町355-3マイプラザ内 076-461-6644 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日は、18歳未満のお子さま連れの方限定
で、ガラポン１回チャレンジ！

●

見る・遊ぶ アプレシオ　掛尾店 富山市掛尾町605 076-432-0078 いつでも

新規入会金無料。大人（中学生以上）1名あたり、ご
利用料金から100円（税込）値引いたします。（1提示
につき大人4名まで）小学生無料(大人１名につき３名
まで)

●

見る・遊ぶ アプレシオ　天正寺店 富山市天正寺68 076-420-7322 いつでも

新規入会金無料。大人（中学生以上）1名あたり、ご
利用料金から100円（税込）値引いたします。（1提示
につき大人4名まで）小学生無料(大人１名につき３名
まで)

●

見る・遊ぶ アプレシオ　富山豊田店 富山市豊田町1-12-22 076-439-8660 いつでも

新規入会金無料。大人（中学生以上）1名あたり、ご
利用料金から100円（税込）値引いたします。（1提示
につき大人4名まで）小学生無料(大人１名につき３名
まで)

●

美容 Amano　CiC店 富山市新富町1-2-3 076-444-0405 いつでも
眉メイク通常５００円を２００円引（2020年3月末ま
で。4月以降も時期に適したサービスをご提供。）

教育
アミティー・イングリッシュスクール富
山校

富山市白銀町3-4　白銀ビル 076-424-4643 いつでも
オリジナル文具プレゼント、絵本の読み聞かせ会(無
料)、授業見学・学習カウンセリング(無料)、体験
レッスン(有料)への参加

買う アミング藤の木店 富山市町村2-73 076-493-7350 いつでも ポイント2倍進呈いたします。

買う アミング婦中店 富山市婦中町西ケ丘474-1 076-466-0700 いつでも ポイント2倍進呈いたします。

買う アルビス　婦中速星店 富山市婦中町速星1070-1 076-466-2042 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　宮野店 富山市婦中町新屋59 076-465-4821 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　八尾店 富山市八尾町井田580-1 076-455-2122 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　アピア店 富山市稲荷元町2-11-1 076-445-3100 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　アリス店 富山市五福1143-1　五福SCｱﾘｽ内 076-431-8620 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　エスタ店 富山市桜町1-1-1電鉄駅ビル内 076-442-8100 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　大久保店 富山市下大久保263-1 076-468-7600 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　奥田店 富山市下新本町字早稲田割一番138番地3 076-439-6363 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

富山市　―　協賛店
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買う アルビス　経堂店 富山市経堂1-251 076-493-7878 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　グリーンモール店 富山市山室226-2 076-493-7000 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　呉羽東店 富山市呉羽町7026 076-434-3611 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　呉羽本郷店 富山市本郷字東坪2459-7 076-427-1800 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　新庄店 富山市新庄銀座3丁目3番22号 076-452-5600 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　高原町店 富山市中川原 65-6 076-421-7060 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　布瀬店 富山市布瀬町南1-6-5 076-421-7557 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　羽根店 富山市羽根 1292-1 076-493-2323 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　ミューズ店 富山市水橋市江47 076-478-1185 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　ルミネス店 富山市中田1-5-20　SCﾙﾐﾈｽ内 076-438-6400 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

教育 アルファ進学スクール　大沢野校 富山市上大久保801-1 076-467-3727 その他

毎月地域の子どもたち対象に無料学習会を開催しま
す！第2木曜日16:30～18:30（小学生）、※日程、時
間が変更になる場合がありますので、予めお気軽にお
問合せ下さい。また、親子体験会、親子学習相談会に
無料ご招待。

● ●

教育 アルファ進学スクール　婦中校 富山市婦中町速星288-1 076-465-2102 その他

毎月第2土曜日に地域の子どもたち対象に無料学習会
を開催します！14:00～15:30小学生、16:00～18:00中
学生　※日程、時間が変更になる場合がありますの
で、予めお気軽にお問合せ下さい。また、親子体験
会、親子学習相談会に無料ご招待。

● ●

美容 Angaga 富山市下大久保3249-10 076-467-5208 いつでも
お父さま、お母さま、祖父母さまが当店を利用されて
いれば、小学生までのお子さまのカット1,080円。

●

住まい いい部屋ネット　富山中央店 富山市日之出町5-14 0800-100-4596 いつでも ご来店時に粗品プレゼント ●

教育 五十嵐空手道教室 富山市婦中町羽根新132-21 076-482-2950 いつでも いつでも、初回体験無料・入会金無料 ●

見る・遊ぶ いこいの村磯波風 富山市婦中町細谷1-2 076-469-5770 いつでも
小人（２歳以上から小学生まで）のリンリンカー利用
料金半額（ゴールデンウィークを除く）

●

理容 石金理容院 富山市水橋山王町2437-1 076-478-3718 いつでも いつでも、子供シャンプー無料

買う 石黒善蔵商店 富山市五番町4-4 076-421-6621 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から１週間、一般家庭用精白米10％割
引、特定業務用精白米5％割引

食べる 石焼ステーキ贅　富山下飯野店 富山市下飯野17　スーパー原信敷地内 076-471-5917 いつでも
いつでも、フライドポテト１皿プレゼント　※１グ
ループ1皿

●

食べる 石焼ステーキ贅富山西店 富山市栃谷412-2 076-434-2005 いつでも
いつでも、１テーブル　フライドポテト１皿　プレゼ
ント

●

食べる 石焼ステーキ贅富山山室店 富山市山室339-1 076-423-2266 いつでも
いつでも、１テーブル　フライドポテト１皿　プレゼ
ント

●

食べる 一力 富山市八尾町西町2314 076-454-2044 いつでも
いつでも、お子さまにジュース又はウーロン茶１本
サービス

食べる 一丁寿司 富山市東富山寿町3-19-27 076-437-6132 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、消費税分サービス

食べる 一平本店 富山市総曲輪2-3-17 076-421-1458 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、ジュース・ウーロン茶
等、ドリンク１杯プレゼント

理容 いとい(1to1) 富山市羽根1319 076-461-4142 いつでも いつでも、小学生までのお子さまにプレゼント ●

買う いとう呉服店 富山市山室121 076-423-4353 いつでも
小学生以下、いつでも学生衣料５％分のグッズプレゼ
ント

入浴等 いなり鉱泉 富山市稲荷元町3-11-36 076-432-0185 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

買う 印刷工芸つるぎ 富山市栄町1-7-11 076-461-6077 いつでも 初回1万円以上お買上げで合計金額から500円引き

自動車 碓井商店 石金給油所 富山市石金2-1-13 076-423-8366 その他 毎週水曜日は洗車とオイル交換1割引

入浴等 浦乃湯 富山市羽根2-86 076-421-2769 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

その他 H＆Bカイロスタジオ 富山市石坂新886-1 076-456-1117 いつでも
いつでも、とやま子育て応援団マークの提示で、初診
料1,000円割引!!

●

買う Ａコープウインズ店 富山市八尾町井田447 076-455-1141 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日、店内１，０００円買上げにつきお客
様に、５０円自店専用お買物券を進呈（ご使用期限、
毎月月末まで利用可）

● ●

買う auショップ窪新町 富山市窪新町6-50 076-444-1100 いつでも
いつでも、新規ご契約・機種変更の方にノベルティを
プレゼント

●

買う auショップ呉羽 富山市呉羽町7274-4 0800-700-2269 いつでも
いつでも、ご来店のお子さま（小学生以下）に、おも
ちゃプレゼント

● ●

買う auショップ新庄 富山市田中町5-4-18 0800-700-2272 いつでも
いつでも、新規ご契約・他社からの乗り換え・機種変
更の方にプレゼントのご進呈をしております。

買う auショップ新根塚 富山市新根塚町2-2-2 0800-700-2273 いつでも
いつでも、ご来店のお子さま（小学生以下）に、おも
ちゃプレゼント

● ●

買う auショップ山室 富山市中川原500 076-492-6272 いつでも いつでも、新規・機種変更の方に粗品プレゼント。 ●

自動車 江尻石油店　楡原給油所 富山市楡原722 076-485-2224 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引
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美容 エステサロンりいる 富山市鍋田23-29 076-452-1444 いつでも いつでも、デコルテマッサージをサービス ●

食べる 江戸屋 富山市八尾町下新町120-3 076-455-1022 いつでも いつでも、お子さまに季節の果物サービス

入浴等 荏原鉱泉 富山市荏原53-52 076-423-1126 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

金融 おうちコンシェル 富山市山室322-22 076-464-5066 いつでも
当店をご利用いただいたお客様で３人以上のお子さま
（妊娠中の子を含む）がいる方に、アクリルフォトフ
レームをプレゼント！

●

教育 おえかきキッズ 富山市上飯野37-17 090-9759-7188 いつでも 体験料（材料代）500円 ●

自動車 大内石油 大杉給油所 富山市八尾町大杉294-4 076-455-1128 いつでも いつでも、会員価格（-2円引き）

食べる
オークスカナルパークホテル富山
レストランユーロカフェエヴー

富山市牛島町11-1 076-432-2000 いつでも いつでも、お子さまにドリンク１杯サービス ●

買う 大阪屋ショップ赤田店 富山市赤田745 076-420-0222 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ秋吉店 富山市秋吉151-1 076-482-6670 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ粟島店 富山市粟島町3-21-37 076-432-1000 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ大沢野店 富山市高内401 076-467-0992 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ上飯野店 富山市上飯野31-1 076-451-2566 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ北新町店 富山市北新町1-3-1 076-442-3777 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップキャロット1店 富山市下大久保2513-1 076-467-5500 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ呉羽店 富山市北二ツ屋字万田割143 076-427-0908 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ下堀店 富山市下堀56 076-464-3990 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ城川原店 富山市城川原3-5-75 076-438-4331 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ新庄店 富山市新庄町3-6-50 076-405-0808 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ太郎丸店 富山市太郎丸本町3-6-14 076-494-2525 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ月岡店 富山市月岡町6-708 076-429-3377 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ豊田店 富山市豊田町1丁目4-40 076-482-4664 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ五福店 富山市五福3-5160 076-433-2211 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ藤木店 富山市開592 076-420-7373 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ婦中店 富山市婦中町板倉455-1 076-466-0088 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ本郷南店 富山市本郷町75-1 076-420-0200 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

食べる 太田口通りカレー 富山市太田口通り1-1-1 076-400-8216 いつでも いつでもおもちゃプレゼント ●

食べる 大町　月見 富山市大町1区西部228-8 076-424-3200 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、飲食代金（税込み）１
割引

教育 オカヘルスアップクラブ 富山市根塚町1-8-16 076-492-1342 いつでも 初回500円引き ●

入浴等 奥井鉱泉 富山市奥田本町6-13 076-441-8846 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

食べる お手古寿し 富山市布目2291-5 076-435-0760 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまのウーロン茶
サービスします

住まい お庭お助け隊　河畠造園 富山市上大久保148-1 076-456-4143 いつでも いつでも料金５％OFF

買う お花屋さんNATURE 富山市稲荷町2-2-9CASAINARI101 076-431-8787 いつでも
3,240円以上お買い上げの方は5%引き（イベント時期
除く）

買う
オプティックパリミキ　ファボーレ婦中
店

富山市婦中町下轡田165-1フューチャー
シティー・ファボーレ2F

076-466-1738 いつでも
いつでも、メガネ一組・フレーム・レンズ
10%OFF(セール商品・他の割引との併用は不可)

食べる おりーぶ 富山市新総曲輪2-21 076-445-2355 いつでも
いつでも、ごはんおかわり自由　お子さまドリンク１
杯無料サービス

自動車 カーランド富山掛尾店 富山市掛尾町629 076-461-4601 いつでも
車購入時に優待カード提示で、Keepreノンワックス
コーティング施行プレゼント！

●

自動車 カーロッツとやま大町 富山市大町11-1 076-424-3355 その他
平日（火～金曜日）の自動車洗車機（含むＷＡＸ）を
５００円

●

教育 開進堂楽器　富山音楽センター 富山市豊川町5-6 076-422-5333 いつでも いつでもおたのしみグッズプレゼント！

教育 開進堂楽器MPC富山 富山市豊川町5-6開進堂楽器内 076-422-5333 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ１本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

食べる 懐石　松や 富山市新富町1-5-3 076-441-2626 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート無
料サービス

その他 買取専門店e-shops富山店 富山市経堂3-12-20 Victory経堂A-1-T 076-492-0040 いつでも

貴金属・宝石・ブランド品買取20%UP、さらに店頭に
てご成約いただいた方には粗品プレゼント。（他券併
用不可）※対象商品…貴金属・宝石・ジュエリー・ブ
ランド品

●
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その他 買取専門店大吉　富山店 富山市花園町3-7-17レジデンスムライ1F 076-461-5299 いつでも
お子さまにおもちゃプレゼント。お買取りご成約1万
円以上でティッシュ5箱プレゼント。

●

入浴等 開発鉱泉 富山市月見町4-66 076-429-2338 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

理容 かい理容店 富山市水橋町815 076-478-4623 いつでも いつでも、子供シャンプー無料

その他 カイロ＆エステルーム　polepole 富山市綾田町1-3-5 076-431-8755 いつでも
初回5千円→千円引き、次回から産後1年以内200円引
き、角質ケアパックサービスのどちらかをサービス

●

その他 カイロプラクティック　オカザキ 富山市長附139 076-482-2118 いつでも いつでも施術料500円引き、小学生以下無料 ●

その他 カイロプラクティックSun flower 富山市婦中町砂子田81-30 080-8857-7609 いつでも
初回料金6,000円→4,000円保護者が施術を受けた場
合、小学生以下の施術は無料

●

その他
カイロプラクティック整体＆エステ・ダ
イエットサロン　ふらっと

富山市長江新町1-4-13 090-2033-7205 いつでも
一緒にご来院の大人全員に初回施術1,000円引き、親
子ペアで施術（小・中学生のお子さま対象）の場合い
つでも500円引き

●

食べる 加賀家 富山市東町2-1-26 076-421-4278 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート無
料サービス

教育
学研　新庄荒川教室

富山市荒川五丁目6-5 090-9766-2290 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育
学研　文京ゆうゆう教室

富山市文京1丁目7-8文京町公民館 090-8704-6359 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育
学研　まどか教室

富山市北代藤が丘4139まどか幼稚園内 090-1638-0279 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育
学研　柳町教室

富山市稲荷町2-2-18 090-4689-8722 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育
学研　山室中部教室 富山市山室荒屋新町10-1サロンド・yoko

内
ー いつでも

いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研赤田教室
富山市赤田829-24（大阪屋ショップ赤田
店近く）

090-1396-4357 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研あわじま教室 富山市粟島町3-14-40 076-442-3072 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研うさか教室 富山市婦中町田島1138-1上田島公民館 090-6273-0444 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研大広田教室 富山市住友町4-10 076-438-5825 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研大町教室 富山市大町1区南部133-2　大町記念会館 090-8096-3774 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研奥田教室 富山市奥井町22-3むろたかビル3F 090-4689-2659 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研開進堂楽器　呉羽センター教室 富山市呉羽町6927-23開進堂楽器内 076-422-5333 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ１本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研上冨居教室 富山市上冨居2-16-52 076-456-9177 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研上二杉教室 富山市上二杉251-17 090-7744-8194 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研かんすいこうえん教室 富山市下新町16-13 076-441-5356 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研光陽二口教室 富山市二口町2-6-9　二口町会館 090-1396-4357 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研五福教室 富山市五福末広町834-35 076-433-8272 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研桜谷教室 富山市田刈屋137 090-6273-0444 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研芝園教室 富山市神通町2-11-17 076-441-5356 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研清水町教室 富山市旭町3-3　旭町ビル2F 090-9448-8040 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研しもあかえ教室 富山市粟島町3-14-10 090-7749-1127 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研下飯野寺子屋教室 富山市下飯野14 076-437-8751 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研しもおくい教室 富山市下奥井1-15-24 076-432-7923 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研新庄教室 富山市新庄町2-1-35 076-441-1266 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研神明うらら教室 富山市羽根990-38 076-422-1670 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ１本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研住吉教室 富山市住吉729-2 076-436-2263 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研清風教室 富山市清風町185 090-6275-7850 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研珠泉教室 富山市珠泉東町100-14 076-429-8480 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研月岡教室 富山市月見町2-2 090-1638-0279 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研とうぶ教室 富山市石金1-11-20 090-3767-4726 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研豊田教室 富山市豊若町2-7-53 076-437-5641 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研長沢ひまわり台教室 富山市婦中町長沢ひまわり台4029-22 076-469-3942 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●
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教育 学研なかじま教室 富山市中島1-8-46 076-433-0290 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研FUJINOKI KIDS教室 富山市藤木1291　藤ノ木こども園内 076-437-8751 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研藤の木緑台教室 富山市藤木898 090-2370-5268 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研文京ゆうゆう教室 富山市文京町1-17-8 090-8704-6359 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研蛍川教室 富山市婦中町蛍川100-35 076-466-4322 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研堀川教室
富山市堀川小泉町1-6-17　堀川小泉町１
丁目公民館内

076-422-0439 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研水橋SUNSUN畠等教室 富山市水橋畠等296-168 090-8703-5905 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

理容 カットパーマエアポートナカノ 富山市新保1110 076-429-7866 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 カットハウスぐりんぴぃす 富山市蓮町1-6-17
076-438-4431
（電話予約可）

その他
毎月第３火曜から６日間は、来店時のお楽しみサービ
スあり

●

理容 カットハウスコンノ 富山市岩瀬天神町39-1 076-437-8486 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、来店時のお楽しみサービ
スあり

●

食べる 割烹　扇 富山市桜木町7-4 076-432-3998 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート無
料サービス

●

自動車 角川石油店 水橋給油所 富山市水橋中村町51-2 076-478-0669 その他 土曜日は洗車とオイル交換１割引

食べる カフェテラス万里摩理 富山市北代8-1 076-433-3744 いつでも
ご予約いただいた方のお子さま（15歳以下）にドリン
ク（当店人気の薬膳リンゴジュース）を無料サービス

●

自動車 株式会社　トーア アミューズ給油所 富山市本郷町3-20-6 076-493-9501 いつでも いつでも、洗車とオイル交換１割引

自動車 株式会社　トーア 岩瀬給油所 富山市上野新町2-54 076-437-7127 いつでも いつでも、洗車とオイル交換１割引

自動車 株式会社　トーア 富山給油所 富山市館出1-4 076-432-5088 いつでも いつでも、洗車とオイル交換１割引

自動車 株式会社トーア フェスタ41給油所 富山市五本榎5-2 076-451-5441 いつでも いつでも、洗車とオイル交換１割引

自動車 株式会社トーア 和合給油所 富山市四方北窪字盆作2558 076-435-0187 いつでも いつでも、洗車とオイル交換１割引

美容 髪結 Jesse 富山市八尾町福島6-2-2 076-454-7880 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子・ドリンク等
サービス）

その他
ガムラン整体・BodymakeStudio meguri
巡

富山市田中町5-4-1 076-413-7078 いつでも 初回整体施術、初回グループレッスン500円引き ●

食べる カレーのチャンピオン富山店 富山市太郎丸西町1-2-4 076-493-7111 いつでも いつでも、お子さまにアイスクリームをサービス

食べる カレーハウスCoCo壱番屋　富山上飯野店 富山市飯野字八幡割14-2 076-452-1839 いつでも
いつでも、105円セットドリンクorフライドポテトど
ちらか１つをお子さまの人数分サービス※小学生以下
に限る

●

食べる カレーハウスCoCo壱番屋　富山黒瀬店 富山市黒瀬北町1-4-3 076-421-1175 いつでも
いつでも、105円セットドリンクorフライドポテトど
ちらか１つをお子さまの人数分サービス※小学生以下
に限る

●

食べる カレーハウスCoCo壱番屋　富山西呉羽店 富山市本郷東部12 076-434-0587 いつでも
いつでも、103円セットドリンクorフライドポテトど
ちらか１つをお子さまの人数分サービス※小学生以下
に限る

●

食べる カレーハウスCoCo壱番屋　富山山室店 富山市山室226-2 076-420-1102 いつでも
いつでも、105円セットドリンクorフライドポテトど
ちらか１つをお子さまの人数分サービス※小学生以下
に限る

●

買う 甘泉堂㈱ 富山市安養坊484 076-441-5583 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から始まる１週間、お菓子自店販売価
格より２０％割引します。（お菓子袋詰め等一部商品
除く）

食べる 元祖中華つけ麺大王　富山総曲輪店 富山市総曲輪2-3-2 076-467-3344 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から１週間、飲食代金１割引、お子さ
まにソフトクリームサービス

食べる 喜久寿司 富山市上千俵町89 076-429-4144 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日は、ウーロン茶かジュースをサービス
します

食べる 北一食堂 富山市八尾町西町2232 076-455-1005 いつでも いつでも、お子さまにジュース1本サービス

クリーニング 北川クリーニング店 富山市堀川町203-7 076-422-2700 いつでも
いつでも優待券お持ちのお子さま連れの方ドライク
リーニング２０％引き

自動車 北日本石油 天正寺給油所 富山市天正寺1078 076-493-9827 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 北日本石油 不二越給油所 富山市西長江4-8-22 076-423-6621 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 北日本物産 岩瀬給油所 富山市千原崎1-6-33 076-437-8873 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 北日本物産 神通大橋給油所 富山市五福大曲沼5370-2 076-442-8833 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

その他 きゅうみず接骨院　Q-balance 富山市磯部町2-8-11 076-420-7878 いつでも
いつでもコアコンディショニング体験料1080円→500
円

食べる 餃子の王将　中川原店 富山市中川原374-3 076-422-3188 いつでも
いつでもお子様プレート１００円引き又は、ソフトド
リンクお１人様１杯無料

●

買う 業務スーパー富山堀川店 富山市堀川町273-3 076-423-2153 いつでも
いつでも、すこやかプレーンヨーグルト１点まで半
額!!
※特典商品は季節により変更する場合がございます

●

泊まる 喜代多旅館 富山市総曲輪1-8-3 076-432-9131 いつでも １泊宿泊料金５%引

住まい キレイサービス　富山オフィス 富山市根塚町2-3-1 0120-325-925 いつでも
小学生以下の児童を扶養のご家族、母子・父子家庭に
「子育て応援サービス」。家事代行1万円以上をいつ
でも5％割引！！

●
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食べる 金富 富山市総曲輪1-3-14 076-432-8272 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート無
料サービス

食べる 銀八鮨 富山市太田口通り3-1-3 076-425-2600 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日を含む１週間は、お子さまのドリンク
１杯無料サービス

入浴等 草津鉱泉 富山市田刈屋137 076-431-9037 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

食べる 楠亭 富山市八尾町上新町2932-6 076-455-1272 いつでも
いつでも、お子さまにドリンク1杯サービス及び中華
そば１割引

買う グラニフ　ファボーレ富山
富山市婦中町下轡田165-1ファボーレ富
山２F

076-464-5016 いつでも 2点以上お買い上げで10％OFF ●

美容 KURARA nail＆detox 富山市岩木新270 080-8690-5768 いつでも お子様連れでメニュー、サロン店頭商品、５％OFF ●

クリーニング クリーニング洗 富山市桜谷みどり町1-34 076-442-3770 その他 毎月第３月曜～土曜日１０％ＯＦＦ

クリーニング ㈲クリーニング常盤本店 富山市高屋敷1-857 076-421-1414 その他 毎月第３土曜日は、１0％引きです ●

クリーニング クリーニングの布目 富山市宮尾3323 076-442-1005 その他 毎月第３月曜～土曜日１０％ＯＦＦ

クリーニング クリーニングフクサワ 富山市八尾町井田974-1 076-455-1211 その他

いつでも、制服・子ども服のおさがりをクリーニング
料金にて提供します。ご不要の制服の引き取りも可能
です。ご来店できない場合はクリーニングの宅配サー
ビス（集配エリア内に限る）。ご来店のお子さまには
お菓子をプレゼント。とやま家族ふれあいウィークに
は2,000円以上10％引き（特殊品除く）

クリーニング クリーニングワタナベ 富山市下熊野66-6 076-429-2375 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間　１０％引き（特殊品は除
く）

食べる くるみの森 富山市山室180－6 076-464-3441 いつでも
ランチ+ドリンクセットをご注文の方にミニデザート
サービス

●

美容 crane crane 富山市五福1199津林ビル 076－407-6073 いつでも
子連れの方のみいつでも、脱毛、手（甲・指）又は足
（甲・指）どちらか１カ所サービス

泊まる 呉羽ハイツ 富山市吉作4103-1 076-436-0191 その他

毎月第３日曜～木曜の宿泊者（お子さま含む場合の
み）　大人・・・酒１本（銚子１合）又はソフトドリ
ンク１本（ウーロン茶ｏｒジュース無料　子供・・・
ソフトドリンク１本（ウーロン茶ｏｒジュース）無料

教育 グンゼスポーツ㈱　富山コムズ 富山市大手町6-14　市民プラザ1F 076-424-8801 いつでも
お子さま各種スクール、嬉しい入会特典あり！（特典
内容は時期によって異なります）

●

住まい K-DIC 富山市西田地方町2-12-3 076-425-8650 いつでも お子さま・付添いの方にジュース・コーヒー飲み放題

食べる
ケンタッキーフライドチキンアピタ富山
東店

富山市上冨居310-1 076-452-3390 いつでも 応援団マークの提示でＢＯＸポテトを半額でご提供 ●

食べる
ケンタッキーフライドチキン富山イン
ター店

富山市太郎丸本町3-7-6 076-491-5306 いつでも 応援団マークの提示でＢＯＸポテトを半額でご提供 ●

食べる
ケンタッキーフライドチキンファボーレ
富山店

富山市婦中町下轡田165-1　ファボーレ1
階

076-465-1470 いつでも 応援団マークの提示でＢＯＸポテトを半額でご提供 ●

理容 県立高志リハビリ病院内　長谷理容室 富山市下飯野36　病院内
076-438-2233
（内465）

いつでも 障害者の子のために応じたサービス

理容 コアフュール・まつお 富山市婦中町中名462 076-466-2526 いつでも いつでも、お子さまにプチプレゼントあり ●

その他 交通公園交通安全博物館 富山市高島62-1 076-451-9300 いつでも 入館料無料

見る・遊ぶ コート・ダジュール富山駅前店 富山市桜町2-1-1AMUSE新桜ビルB1F 076-431-6288 いつでも 前日室料20%off　ランチ・フリータイムは総額5%off

食べる コーヒーショップ　アイリス 富山市八木山58 076-467-3344 いつでも いつでも、飲食代金１割引 ●

買う CO･OPとやま　みなみ店 富山市堀川町206-5 076-425-7982 その他
毎週月曜日、応援団マーク表示の方でお買物された方
にお菓子などプレゼント

食べる COCO'S飯野店 富山市飯野六反田割14-5 076-452-9088 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

食べる COCO'S黒瀬店 富山市黒瀬北町1-2-7 076-494-1692 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

食べる COCO's千代田店 富山市千代田町1-10 076-445-5065 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

食べる COCO'S婦中ファボーレ店 富山市婦中町速星123-1 076-466-0446 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

食べる COCO'S本郷店 富山市本郷新43-1 076-494-1690 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

買う コジマ×ビックカメラ富山店 富山市中川原八幡割402-1 076-493-7070 いつでも
当社指定商品3％ポイントアップいたします。※他の
割引サービスとの併用はできません。※詳しくは店頭
販売員までお問い合わせください。

●

買う コジマ×ビックカメラファボーレ富山店 富山市婦中町速星123 076-466-0555 いつでも
当社指定商品3％ポイントアップいたします。※他の
割引サービスとの併用はできません。※詳しくは店頭
販売員までお問い合わせください。

●

写真 コニシ写真場 富山市総曲輪3-4-19 076-421-3477 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

理容 こばやし理容院 富山市住吉町1-7-25 076-424-6886 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

食べる コメダ珈琲店　富山掛尾店 富山市掛尾町26-1 076-464-5021 いつでも

いつでも、中学生以下のお子様と一緒にご来店された
お客様が、各自ドリンクを注文していただくことを条
件として、１グループに1個ミニソフトクリームをプ
レゼント。
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食べる コメダ珈琲店　富山呉羽店 富山市呉羽町草田2425-3 076-482-3133 いつでも

いつでも、中学生以下のお子様と一緒にご来店された
お客様が、各自ドリンクを注文していただくことを条
件として、１グループに1個ミニソフトクリームをプ
レゼント。

買う コンタクトレンズショップコムコム 富山市婦中町板倉268-1 076-466-0780 いつでも
いつでも、コンタクトレンズ、コンタクトレンズケア
用品、メガネを販売価格より５％ｏｆｆ

● ●

食べる 佐阿美 富山市一番町3-8 076-421-5177 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート又
はドリンク無料サービス※テイクアウトのみ営業のた
め、サービス内容休止中

●

写真 サイトフォトスタジオ 富山市下大久保3165 076-467-0349 毎月第３日曜日 証明写真30%OFF(18歳未満) ●

食べる 栄寿司 富山市新庄町30-6 076-424-4513 いつでも いつでもお子さまに、すしキャンディをプレゼント ●

理容 サロンキャッツアイ 富山市水橋大町4 076-478-0670 いつでも いつでも、子供シャンプー無料

理容 サロン華 富山市高屋敷824-1 076-422-3531 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

自動車 サンリン　婦中給油所 富山市婦中町萩島字向島2623-1 076-465-4212 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

教育 J.REACH English
富山市新根塚町2-16-14　グリーンタウ
ン布瀬102

090-2037-0966 いつでも
新規ご入会の方、入会金半額！
及び兄弟、お友達紹介で１レッスン無料!!

●

その他 姿勢矯正　Veijyu 富山市婦中町速星942－9 076－461－5103 いつでも 初回特典1,000円割引、親子ペア割(12歳まで) ●

見る・遊ぶ シダックス富山本町クラブ 富山市本町7-8 076-431-5113 いつでも
いつでもルーム料金３０％OFF。または、フリータイ
ム料金２５％OFF。

自動車 ㈱品川グループ本社　牛島SS 富山市牛島新町4-5 076-432-2626 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 ㈱品川グループ本社　根塚SS 富山市根塚町4-3-2 076-493-3111 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 ㈱品川グループ本社　本町SS 富山市本町6-17 076-432-2602 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 ㈱SHIMARS上赤江SS 富山市上赤江町2-1169 076-411-6090 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

自動車 ㈱SHIMARS天正寺SS 富山市天正寺1010 076-420-5955 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

自動車 ㈱SHIMARS富山石坂SS 富山市石坂新760-3 076-444-0085 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

自動車 ㈱SHIMARS富山下飯野SS
富山市下飯野土地区画整理事業地内12街
区4

076-471-7123 いつでも

①ライン会員お友達記念で5円引き（1回のみ）。その
後は3円引き。
②車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用
可）。

●

自動車 ㈱SHIMARS富山下堀SS 富山市堀28-2 076-492-0330 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

自動車 島宇石油販売㈱ 五艘SS 富山市畑中5441 076-441-2833 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から始まる１週間は、洗車とオイル交
換１割引

●

美容 清水美容室 富山市中滝84-1 076-483-1039 いつでも いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス）

自動車 車検のコバック富山掛尾店 富山市掛尾栄町5-2 076-423-2227 いつでも
お子さま連れでの来店、スーパーセーフティー車検を
予約で、車検入庫時にBOXティッシュ５箱プレゼント

●

自動車 車検のコバック富山西店 富山市婦中町広田5250 076-466-2228 いつでも
お子さま連れでの来店、スーパーセーフティー車検を
予約で、車検入庫時にBOXティッシュ５箱プレゼント

●

写真 写真の瀬戸 富山市高内4-120-1 076-467-0457 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

写真 写真の森 富山市婦中町速星576 076-465-5508 毎月第３日曜日 Ｌ判プリント１０％ＯＦＦ ●

食べる 蛇の目寿し 富山市奥田本町2-10 076-431-7722 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、お子さまにジュースをサービス

住まい 秀光ビルド　富山支店 富山市婦中町分田172-1 076-482-6000 いつでも いつでも粗品プレゼント ●

買う シュープラザ　富山上飯野店 富山市上飯野字道ノ下2-1 076-452-5096 いつでも
小学生以下のお子様靴、本体価格1,100円(税込)以上
の商品レジにて10％オフ
※セール品・値下げ品除く

●

食べる 松楽 富山市西長江3-2-12 076-422-4757 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日、飲食代金２千円毎に、次回使える１
００円割引券を差し上げます。

買う ジョーシン富山本店 富山市田中町4-14-83 076-442-2131 毎月第３日曜日から１週間

毎月第3日曜日から１週間、キッズランド商品（おも
ちゃ・プラモデル・模型）が表示価格より５％引き
（TVゲーム関連商品など一部対象外商品もございま
す）
※ジョーシンポイントカード会員様に限ります。

買う ジョーシン富山南店 富山市大町137-8 076-495-9101 毎月第３日曜日から１週間

毎月第3日曜日から１週間、キッズランド商品（おも
ちゃ・プラモデル・模型）が表示価格より５％引き
（TVゲーム関連商品など一部対象外商品もございま
す）
※ジョーシンポイントカード会員様に限ります。

入浴等 白岩の湯 富山市水橋畠等297 076-478-0148 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

食べる 城寿し 富山市南田町1-2-15 076-421-1817 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日飲料代金１割引

食べる 末弘軒　大和店 富山市総曲輪3-8-6 076-407-6897 いつでも いつでも、バニラアイスをサービス ●

食べる 末弘軒　本店 富山市総曲輪4-6-9 076-421-7019 いつでも
いつでも、午後５時以降は、飲食代金を１割引＜健康
づくり協力店（栄養表示）＞

●

買う スクールショップみやざき藤ノ木店 富山市大島2-333 076-425-0654 その他 毎月第３月曜日から２週間、景品をサービス

買う スクールショップみやざき元町店 富山市元町2-5-25 076-421-8175 その他 毎月第３月曜日から２週間、景品をサービス
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食べる 寿し金 富山市西公文名町1-11　丸越ビル 076-422-0548 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまのドリンク１
杯無料サービス

食べる 鮨金龍 富山市北代藤ヶ丘4139-16 076-434-1718 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにアイスク
リームを無料サービス

食べる すし蔵 富山市若竹町3-74-3 076-429-2123 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、飲食代（税込み）を１割引

食べる すし健 富山市桜木町8-15 076-432-4493 その他
毎月第３月曜日から１週間、親子ともデザートサービ
ス

食べる 寿し処　佐々木 富山市総曲輪1-6-11 ケリービル1F 076-431-6788 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間は、飲食代金を１割引 ●

食べる 寿司正 富山市一番町4-29 076-421-3860 その他 毎週月曜日～木曜　飲食代１割引 ●

理容 鈴木理容店 富山市若竹町2-123 076-429-0964 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

写真 スタジオアリス　富山店 富山市二口町4-6-6 0120-176-753 いつでも
家族写真を撮影・購入のお客様へ待受画像プレゼン
ト！

●

写真 スタジオbe ファボーレ店
富山市婦中町下轡田165-1　ファボーレ
2F

076-465-1402 いつでも
いつでも初宮参り・百日参りなど参拝のご予定があ
り、当店にて撮影される方は「宮参り用初着」のレン
タルが無料。

●

食べる ステーキ宮　富山黒瀬店 富山市黒瀬北町1-2-2 076-493-4333 いつでも
いつでもお会計より３％割引＆小学生以下のお子さま
はドリンクバー無料

●

住まい すまいるほーむ 富山市中川原334 0120-81-4016 いつでも
いつでも、サービスで断熱性能をグレードアップいた
します。

●

買う スリング＆アロマスクール　リセッツ 富山市中川原312 076-464-5542 いつでも
いつでも、リセッツスリングご購入の際に、正しいス
リングの使い方レッスンを受講された方には、粗品を
進呈

教育
セイハ英語学院アピタ富山教室

富山市上袋100-1アピタ富山２F 080-4646-4947 いつでも
いつでも、教室にお立ち寄りの際ささやかなプレゼン
トあり

● ●

教育 センティア・インドア・テニススクール 富山市西荒屋264 0120-399-341 いつでも
現在中止中
ご入会の方に託児チケット又はドリンクバーチケット
をプレゼント

教育
そろばんと算数さかた学習教室　月岡開
発教室

富山市開発122 070-5630-2910 いつでも 無料体験学習、入会金免除

教育
そろばんピアノさかた学習教室　奥田明
輪町教室

富山市明輪町1-127-403 070-5630-2910 いつでも 無料体験学習、入会金免除

食べる 大庵　本店 富山市元町1-4-3 076-423-0325 いつでも
いつでも、飲食代金1,000円につき５0円割引＜健康づ
くり協力店（栄養表示）＞

●

金融 第一生命　桜橋営業オフィス 富山市安住町7-14　4F 050-3782-3534 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

金融 第一生命　富山支社 富山市安住町7-14 050-3781-6700 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

金融 第一生命　富山職域営業オフィス 富山市元町2-1　2F 050-3782-3516 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

金融 第一生命　富山中央営業オフィス 富山市安住町7-14　7F 050-3782-3536 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

金融 第一生命　婦中営業オフィス 富山市婦中町分田155 050-3782-3520 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

金融 第一生命　元町営業オフィス 富山市元町2-1　3F 050-3782-3524 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

金融 第一生命　富山北営業オフィス 富山市安住町7-14　5F 050-3782-3532 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

その他 だいちカイロプラクティック院 富山市根塚町1-2-5BNK3ビル裏 076-461-6996 いつでも
小学生+保護者ペアでの来院で通常10,000円のところ
を7,000円、中高生+保護者ペアで通常11,000円のとこ
ろを8,000円

●

見る・遊ぶ
タイトーステーション　ファボーレ婦中
店

富山市婦中町下轡田165-1ファボーレ2F 076-466-1672 その他
平日（祝日除く）クレーンゲーム1回無料かメダル
1,000円分で+50枚プレゼント

写真 高野写真館 富山市堀川小泉町3 076-421-6326 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

クリーニング 高橋クリーニング店 富山市赤田800-5 076-423-5596 その他
第３木・金・土曜日は、全品５％引　但し特殊品を除
く
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入浴等 高原鉱泉 富山市高屋敷419 076-423-5471 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

入浴等 たから湯 富山市北新町1-2-12 076-432-9705 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

入浴等 竹の湯 富山市下新町28-17 ビルA 076-432-3060 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

理容 タケヘアーサロン 富山市大泉東町2-5-4 076-422-2180 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり ●

入浴等 辰尾鉱泉 富山市安養寺387 076-429-0750 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

食べる DUCK  ミューズ店 富山市水橋市江47 SCミューズ内 076-479-1709 毎月第３日曜日を含む土日
毎月第3日曜日を含む土・日曜日は、飲食代金（税
込）を1割引

買う DUCK&drop 富山市堀川町294-4 076-492-6600 いつでも ノベルティグッズプレゼント ●

自動車 タツミ石油 エアポート38給油所 富山市黒瀬133-2 076-422-8838 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

自動車 タツミ石油 大沢野給油所 富山市長附239-1 076-468-2816 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

見る・遊ぶ 立山グランドボウル 富山市今泉359-2 076-425-2831 毎週日曜日

毎週日曜、ご家族でプレーすると総ゲーム数から２
ゲーム無料招待（おとな・こども各１ゲームサービス
となります）
※予約コンペ・特別料金日は除く

入浴等 立山鉱泉 富山市中島3-8-31 076-433-3636 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

美容 田村美容室 富山市中滝250-11 076-483-1919 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（ドリンク、キャンディ
等サービス）

住まい 中央ケアーサポート 富山市二口町5-4-1テフィスD棟1F B号室 076-442-3828 いつでも
小学生以下のお子さまをお持ちの初回利用者の方に
「サービスご利用券（1時間分）」を進呈します。

写真 中央写真館 富山市八尾町福島214 076-454-2809 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

食べる 中華料理　新三陽 富山市内幸町3-19 076-431-3123 その他
毎月第３日曜日を含む土・日・月・火・水・木曜日、
家族でご飲食の方に、１０％割引＜健康づくり協力店
（栄養表示）＞

● ●

食べる 中国菜館　梨花 富山市今泉西部町9-3 076-493-7144 毎月第３日曜日を含む土日
毎月第３日曜日とその前日の土曜日は、飲食代金２千
円毎に、次回使える１００円割引券を差し上げます。

食べる 中国料理リトル上海 富山市千歳町1-3-1 076-441-2255 毎月第３日曜日を含む土日
毎月第３日曜日を含む土・日曜日は、生ビール又はソ
フトドリンク（オレンジジュース、ウーロン茶）１人
１杯無料

●

食べる 月見本店 富山市桜木町7-24 076-432-7768 いつでも いつでも、お子さまにジュース１杯サービス ●

その他 手づくり工房　風の薫り 富山市藤の木台2-19 076-492-7831 いつでも
参加費を初回500円引（「風の薫りLABO」のイベント
は対象外）

●

理容 てらしまヘアーサロン 富山市石倉町2-22 076-424-0655 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービスあり ●

自動車 テラミナミ パークロード中老田給油所 富山市中老田1082-1 076-434-6466 その他 毎週、第３土曜日は洗車とオイル交換1割引

自動車 東夥油漕 越前町給油所 富山市越前町1-1 076-424-7731 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

クリーニング 東京クリーニング 富山市赤江町2-19 076-441-2747 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、全品通常価格の２割引
（但し、特殊品は除きます）

●

食べる 東京亭　城川原店 富山市城川原2-8-27 076-438-3585 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日は、飲食代金を５％引＜健康づくり協
力店（栄養表示）＞

食べる 東京亭総曲輪店 富山市総曲輪3-2-5 076-421-7762 いつでも
毎日、お食事代金1,000円につき100円引き。但し、割
引券・割引チケットとの併用はできません。

写真 東洋カメラ　アピア店 富山市稲荷元町2-11-1 076-445-3132 その他
第3月曜の週は、デジカメプリントLサイズ10枚無料
（50枚以上ご注文時）

美容 美容室　メアリスト 富山市婦中町砂子田67 076-465-5085 いつでも
お子様連れ大歓迎。ヘッドマッサージ(約10分)サービ
ス

●

買う ドコモショップアピア店 富山市稲荷元町2-11-43 0120-52-2570 毎月第３日曜日 いつでもガラスコーティング500円引き

買う ドコモショップ豊田店 富山市豊田町1-4-41 076-441-6841 その他 いつでもガラスコーティング500円引き

美容 トチタニ美容室 富山市小泉町54-7エムハイツ101 076-491-2245 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（キャンディ等サービ
ス）

食べる 十々八 富山市桜木町8-25 076-433-3668 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート無
料サービス

買う ととやま 富山市新富町1-2-3　CIC1F 076-444-7137 いつでも いつでも１,０００円以上お買い上げの方に粗品進呈 ●

食べる とべーぐる山室店 富山市山室340-2 076-464-3061 いつでも
いつでも、とべーぐる山室店でお買い物でアプリポイ
ント５倍！

自動車 トミセキ エスポワール笹津給油所 富山市西大沢257-2 076-467-5100 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 トミセキ　呉羽給油所 富山市呉羽町小竹6471 076-436-5578 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、洗車・オイル交換１割引

自動車 ㈱トミセキ　三郷給油所 富山市水橋沖120-1 076-479-9077 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 トミセキ 豊田給油所 富山市豊田本町2-15-25 076-438-6204 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車
トミセキエスポワール 呉羽茶屋町給油
所

富山市茶屋町字新長割25 076-436-2660 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

住まい とやまアイホーム 富山市下冨居2-5-6 076-433-4225 その他
観葉植物（２～３万円相当）のプレゼント（他キャン
ペーン併用不可）

住まい 富山工務店 富山市婦中町砂子田23-1 076-461-5827 いつでも
子育て世帯にお得なキャンペーン！
全商品（エアコン・テレビ）1%割引、及び、ご購入、
ご成約で粗品プレゼント
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食べる 富山酒場　情熱ホルモン 富山市中川原198-1 076-464-5429 いつでも 乾杯ドリンクサービス

住まい とやまサンホーム 富山市太郎丸西町1-7-9 076-492-1350 いつでも
ご成約いただいたお客様に「全国のＴＯＨＯシネマズ
映画観賞券」×２枚進呈

● ●

その他 富山市猪谷関所館 富山市猪谷978-4 076-484-1007 いつでも いつでも、手作りのしおりプレゼント ●

食べる
とやま自遊館　「レストラン　シャ
トー」

富山市湊入船町9-1 076-444-2101 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、レストランにてお子さ
ま１人につきジュース1杯無料（オレンジジュースま
たはアップルジュース）

自動車 富山石油 四ッ葉町給油所 富山市四ッ葉町字四番割10 076-431-1058 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山石油 久郷給油所 富山市久郷6-2 076-422-3883 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山石油 清水町給油所 富山市清水町3-2-1 076-421-8188 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山石油 神通町給油所 富山市宝町2-1-20 076-431-7236 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山石油 富山インター給油所 富山市掛尾町402 076-421-9662 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山石油 富山南インター給油所 富山市赤田944-3 076-424-0379 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山石油 問屋町給油所 富山市問屋町1-4-5 076-451-3600 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山石油 ニュー富山給油所 富山市東町1-2-20 076-433-7857 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山石油 婦中町給油所 富山市婦中町下轡田768-1 076-465-3772 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山石油 本郷町給油所 富山市本郷町51 076-492-2441 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う 富山大和 富山市総曲輪3-8-6 076-424-1111 毎月第３日曜日から１週間
毎週第３日曜日から１週間、４Fボーネルンド商品１
割引

●

見る・遊ぶ 富山地鉄ゴールデンボウル 富山市千歳町1-1 076-431-2131 毎週日曜日

毎週日曜、ご家族でプレーすると総ゲーム数から２
ゲーム無料招待（おとな・こども各１ゲームサービス
となります）
※予約コンペ・特別料金日は除く

クリーニング ドライクリーニンクﾞこがみ 富山市西笹津290 076-485-2401 毎月第３日曜日から１週間 毎月第3日曜日から1週間は、毛布は半額

食べる ドライブイン茸山 富山市婦中町下瀬782 076-469-2802 毎週日曜日

毎週日曜日、2,200円以上利用でお子様にオレンジ
ジュース１杯、またはソフトクリーム1個(通常310円
を150円にて提供)どちらか選べます。　対象は中学生
まで

●

買う ドラッグセイムス　アピア店 富山市稲荷元町2-11　富山SCアピア内 076-445-3188 いつでも いつでも、お買い物の際ギフトポイント2Ｐ付与

買う ドラッグセイムス　西田地方店 富山市西田地方町2-11-1 076-464-5371 いつでも いつでも、お買い物の際ギフトポイント2Ｐ付与

買う ドラッグセイムス富山駅店 富山市明輪町1-227 076-471-8031 いつでも いつでも、お買い物の際ギフトポイント2Ｐ付与

買う ドラッグセイムス富山黒瀬店 富山市黒瀬454-1 076-421-1033 いつでも いつでも、お買い物の際ギフトポイント2Ｐ付与

買う ドラッグセイムス羽根店 富山市羽根1399-1 076-493-8831 いつでも いつでも、お買い物の際ギフトポイント2Ｐ付与

食べる とりあえず吾平　飯野店 富山市新屋字八枚通割4-5 076-451-9898 いつでも 飲食代金１０％ＯＦＦ！！

食べる とりあえず吾平　黒瀬店 富山市黒瀬北町1-4-4 076-420-2280 いつでも 飲食代金１０％ＯＦＦ！！

食べる とりあえず吾平　富山駅前本店
富山市新富町1-3-3　ホテルルートイン
富山1F

076-441-1683 いつでも 飲食代金１０％ＯＦＦ！！

食べる とりでん上飯野店【現在休業中】 富山市飯野10-1 076-452-9494 いつでも
いつでも、4,200円以上のご飲食に限り、１組につき
500円割引（フェア期間中や他の割引特典との併用不
可）

食べる とりでん二口店【現在休業中】 富山市根塚町3-9-8 076-494-8994 いつでも
いつでも、4,200円以上のご飲食に限り、１組につき
500円割引（フェア期間中や他の割引特典との併用不
可）

食べる なかしま 富山市中島2-4-30 076-432-4519 いつでも
いつでも、お子さまはライスおかわり自由と、ジュー
ス・ウーロン茶１杯サービス

写真 ナカダ写真館 富山市堤町通り2-7-12 076-492-1616 いつでも
いつでも、証明写真（修正有）20％ＯＦＦ（18歳未
満）

●

その他 なかだのやわら整体 富山市八尾町黒田564-1 076-455-0215 いつでも
同伴大人ともに初回500円引（要予約）。頭、首、
肩、背中、腕、腰、下肢など部分施術あり

●

理容 中村理容院
富山市新富町1-3-3　ホテルルートイン
富山1F

076-431-4981 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

食べる 和み蕎たつ 富山市上大久保995-24 076-468-1433 いつでも
小学生以下お子さまにデザートサービス（お盆・年末
除く）

食べる なにわ飯店 富山市太田口通り1-4-10 076-421-7286 毎月第３日曜日を含む土日
毎月第３日曜日とその前日の土曜日は、飲食代金２千
円毎に、次回使える割引券を100円分差し上げます

入浴等 鯰温泉 富山市今市3339 076-435-0016 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

泊まる 鯰第一温泉ふじのや 富山市四方荒屋3233 076-435-0054 いつでも いつでも、家族の１泊２食代金を５％割引 ●

自動車 南砺石油 黒瀬給油所 富山市二口町5-9-10 076-491-4223 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 南砺石油 新庄銀座給油所 富山市新庄本町1-5-11 076-451-0211 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車１割引
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自動車 南砺石油 四方荒屋給油所 富山市四方荒屋2600 076-435-9110 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う ニシザワ電化 富山市押上353 076-429-6606 いつでも いつでも、お買い上げ金額に応じたプレゼント進呈 ●

自動車
西日本宇佐美北陸支店　富山バイパス豊
田給油所

富山市豊田町1丁目字前田割275 076-432-6118 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 西日本宇佐美北陸支店　41号富山給油所 富山市下大久保七番割3610-1 076-467-2313 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

理容 西村理容院 富山市下飯野39-1 076-437-6452 いつでも いつでも来店時のお楽しみサービスあり

住まい 日本海リビング㈱ 富山市赤田709-5 076-423-8223 いつでも
いつでもご来店されたお子様におもちゃ・文房具・日
用雑貨のいずれか、お１つプレゼント。

教育 日本３Ｂ体操協会　富山東支部 富山市長江3-3-64 080-9653-9593 いつでも
公益社団法人日本３Ｂ体操協会富山東支部の主催事業
及び個人教室に1回無料体験・受講できます。担当者
までご連絡お願いいたします。

●

住まい 庭づくりのお手伝い　庭音 富山市新保271 070-6453-9131 いつでも
いつでも、庭工事のご成約で苗木１本をプレゼントし
ます。

教育 novel.English School 事務所・富山市四ツ葉町9-6 080-4252-5350 いつでも
体験レッスン無料
体験レッスン当月にご入会いただいた場合はその月の
レッスン料が無料になります。

教育 ハート・ビートライフ・オカ 富山市根塚町3-7-1 101 076-422-2915 いつでも となみイオン親子教室にて200～500円の割引 ●

買う Herb＆Aromaローズ・ド・メイ 富山市大泉本町2-5-22 076-492-3335 いつでも
いつでも、アロマレッスン、アロマトリートメント
5%OFF

●

クリーニング パールクリーニング 富山市大泉本町2-1-25 076-425-1159 いつでも いつでも、5％引き(特殊品は除く) ●

入浴等 萩の湯 富山市東岩瀬町722 076-438-3952 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

教育 パソコンスクール　ＳＣＲＯＯＭ 富山市婦中町希望ケ丘764 076-461-7362 いつでも
18歳未満のお子さまおよび養育中の方、入会時、入会
金を無料にいたします。

●

食べる 8番らーめん富山駅店
富山市明倫町1-70　とやマルシェEATS
de Meets

076-443-2782 いつでも

いつでも18歳未満のお子さま連れのご家族には、
ギョーザ１枚サービスします。※１ギョーザ１枚サー
ビスはらーめん又は炒飯を注文された方のみとなりま
す。
テイクアウトでも１枚サービス致します！！※２餃子
の１人前金額のみ値引きになり箱代金は有料となりま
す。

●

食べる ８番らーめん安養寺店 富山市安養寺648-1 076-428-1877 いつでも
１５歳以下のお子さま連れご家族には、ギョーザ１人
前をサービスします。

食べる ８番らーめん飯野あらや店 富山市新屋大豆焼割1-3 076-451-6668 いつでも

いつでも18歳未満のお子さま連れのご家族には、
ギョーザ１枚サービスします。米１ギョーザ１枚サー
ビスはらーめん又は炒飯を注文された方のみとなりま
す。
テイクアウトでも１枚サービス致します！！※２餃子
の１人前金額のみ値引きになり箱代金は有料となりま
す。

●

食べる ８番らーめん大泉店 富山市大泉本町1-4-2 076-422-1032 いつでも

いつでも18歳未満のお子さま連れのご家族には、
ギョーザ１枚サービスします。米１ギョーザ１枚サー
ビスはらーめん又は炒飯を注文された方のみとなりま
す。
テイクアウトでも１枚サービス致します！！※２餃子
の１人前金額のみ値引きになり箱代金は有料となりま
す。

●

食べる ８番らーめん大沢野店 富山市長附252-1 076-467-0788 いつでも いつでも食事代を8%引き ●

食べる ８番らーめん奥田店 富山市千代田町7-50 076-433-0552 いつでも

いつでも18歳未満のお子さま連れのご家族には、
ギョーザ１枚サービスします。米１ギョーザ１枚サー
ビスはらーめん又は炒飯を注文された方のみとなりま
す。
テイクアウトでも１枚サービス致します！！※２餃子
の１人前金額のみ値引きになり箱代金は有料となりま
す。

●

食べる ８番らーめん太郎丸店 富山市太郎丸西町2-5-1 076-464-3868 いつでも

いつでも18歳未満のお子さま連れのご家族には、
ギョーザ１枚サービスします。※１ギョーザ１枚サー
ビスはらーめん又は炒飯を注文された方のみとなりま
す。
テイクアウトでも１枚サービス致します！！※２餃子
の１人前金額のみ値引きになり箱代金は有料となりま
す。

●

食べる ８番らーめん富山呉羽店 富山市呉羽町7179-25 076-436-3688 いつでも

いつでも18歳未満のお子さま連れのご家族には、
ギョーザ１枚サービスします。米１ギョーザ１枚サー
ビスはらーめん又は炒飯を注文された方のみとなりま
す。
テイクアウトでも１枚サービス致します！！※２餃子
の１人前金額のみ値引きになり箱代金は有料となりま
す。

●

食べる 8番らーめん中川原店 富山市中川原397-1 076-423-6088 いつでも

いつでも18歳未満のお子さま連れのご家族には、
ギョーザ１枚サービスします。※１ギョーザ１枚サー
ビスはらーめん又は炒飯を注文された方のみとなりま
す。
テイクアウトでも１枚サービス致します！！※２餃子
の１人前金額のみ値引きになり箱代金は有料となりま
す。

●

買う 花金商店 富山市荒町3-4 076-424-1868 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまに小さな花束
プレゼント

理容 花島理容室 富山市桜町1-1-36 076-432-0162 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

買う 原信　下飯野店 富山市下飯野8 076-438-3422 その他

毎週土曜日・日曜日・祝日にお買い上げ合計金額から
５％割引を致します。(割引対象外商品：たばこ・商
品券・雑誌・自動販売機商品・お酒・宅急便料金・専
門店のお買い物他)

買う Parade今泉本店 富山市今泉73 076-495-5210 いつでも いつでも現金でお支払の場合、税込価格より5%引き

買う Parade下飯野店 富山市下飯野9-1 076-438-9055 いつでも いつでも現金でお支払の場合、税込価格より5%引き

買う Parade総曲輪店 富山市総曲輪3-5-5 076-407-1030 いつでも いつでも現金でお支払の場合、税込価格より5%引き
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買う Parade天正寺店 富山市天正寺1107 076-494-1573 いつでも いつでも現金でお支払の場合、税込価格より5%引き

買う Parade富山羽根店 富山市羽根977 076-461-7825 いつでも いつでも現金でお支払の場合、税込価格より5%引き

写真 パレットプラザ　ファボーレ店 富山市婦中町下轡田165-1ファボーレ1F 076-466-1718 いつでも
お写真40枚ごとに、ミニアルバム1冊プレゼント(3冊
まで)

食べる 萬寿 富山市奥田寿町6-3-132 076-432-4573 その他
毎月第３土曜日とその前日の金曜日は、飲食代金２千
円毎に、次回使える１００円の割引券を差し上げま
す。

●

理容 伴理容店 富山市岩瀬白山町93 076-426-1011 いつでも
いつでも、中学生以下お菓子プレゼント、来店時のお
楽しみサービスあり

美容 美庵 富山市八尾町黒田3446-1 076-455-1750 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子・ドリンク等
サービス）

●

食べる 飛越ふれあい物産センター林林 富山市片掛3-5 076-484-1815 いつでも
ソフトクリームの定価より５０円引で販売（とち蜜ソ
フトは除く）※冬期間ソフトクリームは販売していま
せん

●

入浴等 久乃家 富山市水橋山王町1605 076-478-0249 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

見る・遊ぶ ビッグエコー富山駅前店 富山市桜町1-4-20パティオさくら2F 076-433-1372 いつでも

室料10％OFF
※ビッグエコー会員料金との併用可能
※飲み放題・ドリンクバー付コース、パック、フリー
タイムはご利用代金の総額5％OFF

見る・遊ぶ ビッグエコー富山店 富山市下赤江1-12-63 076-444-2117 いつでも
室料10%OFF　※ビッグエコー会員料金との併用可能
※飲み放題・ドリンクバー付コース、パック、フリー
タイムはご利用代金の総額5%OFF

食べる びっくりドンキー本郷店 富山市本郷町53-1 076-424-5211 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日、お子さま連れのお客さまは、優待券
の提示で、お食事代合計より１０％割引

クリーニング 日の出屋クリーニング 富山市天正寺547-1 076-421-6171 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間　１０％引き（特殊品は除
く）

買う ヒマラヤゴルフ　富山店 富山市黒瀬北町1-5-6 076-425-6765 いつでも

いつでも店内商品自店販売税込価格よりレジにて３％
ＯＦＦ
※一部使用除外品がございます。（店頭にてお問い合
わせ下さい。）

買う 100満ボルト富山中川原店 富山市中川原402－1 076-482-5822 いつでも

いつでも、電池・電球管球・インクカートリッジ・用
紙・紙パック・配線タップ・記録用ディスク等、家電
関連の消耗品が５％引き。（一部対象外商品がござい
ます。）

●

買う 100満ボルト　富山布瀬店 富山市布瀬町南1-7-4 076-492-8800 いつでも

いつでも、電池・電球管球・インクカートリッジ・用
紙・紙パック・配線タップ・記録用ディスク等、家電
関連の消耗品が５％引き。（一部対象外商品がござい
ます。）

●

美容 ビューティーサロン　水草 富山市水橋駅前通り676 076-478-2289 いつでも いつでも、お子さまのお世話、お菓子・飲み物提供 ●

美容 美容室 Alice 富山市八尾町井田214-2 076-455-0888 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子・ドリンク等
サービス）

美容 美容室P-UP 富山市水橋中村町121-1 076-479-6877 いつでも いつでも、お子さまのお世話、お菓子・飲み物提供

美容 美容室ブルブ 富山市大町2-1-4もえぎ薬局2F 076-493-6635 いつでも いつでもシャンプー後のトリートメントサービス ●

美容 美容室やすこ 富山市西大沢254 076-468-1339 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 美容整体Re-gala
富山市二口町5-8-12　beauty mall acty
内

076-461-4068 いつでも
全メニュー、初回おためし料金30%OFF
お子様へお菓子提供

●

自動車 ㈱ヒラエ 古里給油所 富山市婦中町下邑80 076-469-3556 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

自動車 平永石油 八尾井田給油所 富山市八尾町井田5606-1 076-455-0114 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う HIROCON　富山　CiC店 富山市新富町1-2-3　CiCビル2F 076-444-0111 いつでも
いつでも、すべてのコンタクトレンズが店頭価格より
「５％OFF」
※他の割引券との併用はできません。

食べる 備長扇屋　富山赤江店 富山市上赤江町1-3-57 076-433-6551 いつでも
会計から15%割引　※割引はお会計の税込合計金額よ
り割り引かせていただきます。※他券・他サービスと
の併用はできません。

食べる 備長扇屋　富山空港通り店 富山市新根塚町2-9-11 076-422-8115 いつでも
会計から15%割引　※割引はお会計の税込合計金額よ
り割り引かせていただきます。※他券・他サービスと
の併用はできません。

食べる 備長扇屋　富山天正寺南店 富山市秋吉亀田割59-1 076-407-1337 いつでも
会計から15%割引　※割引はお会計の税込合計金額よ
り割り引かせていただきます。※他券・他サービスと
の併用はできません。

その他 ファーストサイン教室kotori（ことり） 富山市経堂新町1-112 076-481-6146 いつでも 全6回レッスンをお申込の方500円引 ●

入浴等 ファミリー温泉ひらき 富山市開278 076-492-2115 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

入浴等 ファミリー銭湯くさじま 富山市草島236-4 076-435-1019 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

買う V･drug　大沢野店
富山市上大久保1210-1　グリーンバレー
内

076-467-4300 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　掛尾店 富山市掛尾町67 076-422-5150 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　窪新店 富山市窪新町字小橋詰割1-1 076-439-8143 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　五福店 富山市五福3640-5 076-471-7646 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　清水町店 富山市清水町8-1-8 076-425-2132 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　下新店 富山市下新町27-17 076-432-2885 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　富山呉羽店 富山市北二ツ屋万田割163-1 076-427-0677 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　富山太郎丸店 富山市太郎丸本町4-2-5 076-420-3955 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●
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買う V･drug　富山つばめ野店 富山市つばめ野1-41 076-464-6561 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　富山中島店 富山市中島2-3-26 076-431-7020 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　富山婦中店 富山市西ケ丘1925 076-466-0801 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　藤の木店 富山市開585 076-420-5430 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　町村店 富山市町村244 076-422-7601 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　向新庄店 富山市向新庄1-2-6 076-464-6652 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　山室店
富山市山室226-2　グリーンモール山室
内

076-493-7777 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V・drug　婦中西店 富山市婦中町長沢4590番 076-405-9266 その他
毎週月曜日レジにてカード、優待券、携帯画面ご提示
の方、ベビー用品５%OFF

食べる ふうふう亭 富山市赤田736-1 076-424-2152 いつでも いつでも、飲食代金5％引き

自動車 深川石油 窪給油所 富山市窪本町17-29 076-441-6061 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 深川石油 常願寺給油所 富山市町袋424-2 076-451-5530 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

入浴等 福島の湯 富山市八尾町福島52 076-454-2052 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

食べる ふくろ亭 富山市八尾町今町1925-1 076-455-1007 いつでも
いつでも、小学生以下のお子さまにジュース又はお菓
子サービス

自動車 フジイ商事 藤ノ木給油所 富山市金代3-1 076-424-1188 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 伏木燃商 梅沢給油所 富山市梅沢町3-18 076-421-5723 その他 毎月第３土曜日は洗車とオイル交換１割引

自動車 伏木燃商 富山給油所 富山市東町1-4-21 076-441-3905 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、オイル交換１割引

自動車 伏木燃商 富山南給油所 富山市太郎丸西町2-5-6 076-424-0313 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

入浴等 藤の湯 富山市蛯町1-9 076-422-2552 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

その他 ファッションリフォーム　DEKO 富山市山室235-1 076-492-6040 毎月第３日曜日から１週間
・毎月第3日曜日から1週間は、18歳未満の子供服の直
しに対して１０％ＯＦＦにします。・キャンディー
サービス・ヤクルトサービス

クリーニング 舟崎クリーニング 富山市東田地方町1-3-20 076-432-8433 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、クリーニング料金の１
割引（特殊品は除く）

その他 プライムビジネススタッフ株式会社 富山市千歳町1-6-18河口ビル1F 076-442-0306 いつでも
派遣スタッフ登録後、お仕事に就かれた場合、お子さ
ん1人につき500円分の図書カードをプレゼント！

●

理容 BLOOD　barber & shop 富山市大町246-6 076-423-6296 いつでも いつでも、ご来店の際には、お楽しみサービス ●

買う フルーツたかぎ 富山市中央通り3-1-20 076-423-0398 その他 毎月第３土曜日果物１品１０％割引

買う フルーツよしおか 富山市砂町3-3 076-421-4532 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日は、応援団マークご提示で本店にて
ジュース８％引

入浴等 古宮鉱泉 富山市西中野町1-4-20 076-422-2038 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

買う 文苑堂書店　藤の木店 富山市開1325 076-422-0155 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、文具を店頭価格から１
割引（特価品除く）

買う 文苑堂書店　本郷店 富山市本郷新20-8 076-422-0522 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、文具を店頭価格から１
割引（特価品除く）

買う 文苑堂書店富山豊田店 富山市豊田町2-8-14 076-433-8150 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、文具を店頭価格から1割
引(特価品除く)

食べる 文化亭 富山市東富山寿町3-14-50 076-437-9182 その他
平日（月曜から金曜日）は、お子さまにジュース１杯
無料サービス

美容 HAIR　COCO 富山市秋吉138-10 076-424-4878 いつでも コドモカット\1,000、初回のママパーマ\2,000オフ ●

美容 hair　MIU（ミュウ） 富山市水橋伊勢屋131 076-479-0252 いつでも いつでも、お子さまのお世話、お菓子・飲み物提供

美容 HAIR ART Sha～N 富山市水橋開発町20-8 076-478-4045 いつでも いつでも料金3～5％OFF

理容 ヘアーアトリエ　はやかわ 富山市新園町159-7 076-424-7240 いつでも いつでも、お楽しみサービスあり

理容 ヘアーサロン　アカイシ 富山市常盤台6-2 076-424-8543 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 ヘアーサロン　IKEDA 富山市藤木3240 076-424-4433 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、中学生以下洗髪及びお楽
しみサービスあり

●

理容 ヘアーサロン　イワキ 富山市鍋田7-7 076-451-0899 いつでも
小学生以下のお子さまには、毎日お楽しみサービスあ
ります。

理容 ヘアーサロン　どい 富山市水橋新町179 076-478-0097 いつでも いつでも、子供シャンプー無料

理容 ヘアーサロン　まつしま 富山市田中町4-16-1 076-441-0425 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 ヘアーサロンうお川 富山市水橋中出町964 076-478-0960 いつでも いつでも、子供シャンプー無料 ●

理容 ヘアーサロンウメザワ 富山市岩瀬赤田町2-131-10 076-437-7635 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、来店時のお楽しみサービ
スあり

理容 ヘアーサロンかわた 富山市奥田寿町11-20 076-441-8665 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり
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理容 ヘアーサロンクロサキ 富山市蓮町4-5-37 076-437-8402 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、来店時のお楽しみサービ
スあり

理容 ヘアーサロンくろだ 富山市米田すずかけ台2-8-3 076-438-0503 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、来店時のお楽しみサービ
スあり

●

理容 ヘアーサロン大地 富山市米田町2-4-5 076-437-8980 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、来店時のお楽しみサービ
スあり

理容 ヘアーサロンとだ 富山市布瀬町2-10-45 076-423-1852 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜から１週間は、技術料金の3％～5％ＯＦ
Ｆ

理容 ヘアーサロンナカネ 富山市金泉寺249 076-451-9648 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、来店時のお楽しみサービ
スあり

理容 ヘアーサロン中村 富山市向新庄町1-5-13 076-451-2177 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 ヘアーサロンFUKUTA 富山市水橋舘町372 076-478-0297 いつでも いつでも、子供シャンプー無料 ●

理容 ヘアーサロンミズハラ 富山市上本町5-18 076-424-5148 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 ヘアーサロン水原 富山市桜町1-4-20 076-431-3454 いつでも いつでも、お楽しみサービスあり

理容 ヘアーサロンムライ 富山市婦中町羽根1775 076-469-2906 いつでも いつでも、小・中・高生シャンプー無料

理容 ヘアーサロンヤマザキ 富山市豊田本町2-1-35 076-437-8237 いつでも お菓子プレゼント

理容 hair shop 440 富山市永楽町34-1 076-442-0440 いつでも

いつでも、カット以外の特殊メニューのセット割引き
有り　例）カット＋ヘッドスパカット料金プラス
￥１，０００、カット＋ヘアートリートメントプラス
￥１，０００

●

理容 HAIR SHOP Taromaru 富山市太郎丸98-7 076-424-8533 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり ●

理容 ヘアースポット１０５８ 富山市森若町5-25 076-438-3626 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、来店時のお楽しみサービ
スあり

理容 HAIR de HAIR 富山市大泉町1-7-13 076-422-3864 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

美容 ヘアーパーク　かれん 富山市東大久保435 076-468-8313 いつでも いつでも、お子さまのお世話

理容 ヘアーハウス　マエダ 富山市上飯野14-1 076-451-5538 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

美容 ヘアーファッション　美髪館 富山市八尾町黒田5-6 076-455-0050 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（キャンディ、子供向ビ
デオ等有）

理容 Hair Room YASUMOTO 富山市豊若町3-11-7 076-438-6953 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、来店時のお楽しみサービ
スあり

美容 hair ＆ make TIA 富山市婦中町増田18-3 076-466-5253 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子・ドリンク等
サービス）

教育 ベビーパーク　ファボーレ富山教室 富山市婦中町下轡田165－1ファボーレ2F 0120-415-181 いつでも

入室金無料(通常15,400円税込)育児勉強会＋体験レッ
スン全2回コース無料(通常4,557円税込)※お申し込み
の際に「優待サービスを利用します」とお申出いただ
き、教室へ来られた際にマークをご提示ください。

●

その他 ベビーマッサージ教室　mino'aka 富山市町村125-3 076-456-7962 いつでも
いつでも、初回の方プチオイルプレゼント!!１レッス
ンにつき100円OFF!!

●

その他
ベビーマッサージ教室・資格取得スクー
ルなちゅらるーむ

富山市新庄銀座1-6-65 076-413-5117 いつでも 「カフェ付きレッスン」でカフェ代無料 ●

美容 ベルジュバンスきらり 富山市高内388 076-467-5157 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 POLA　心巴ショップ 富山市中川原78-109 076-424-7500 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

美容 POLA　THE　BEAUTY　ファボーレ富山店 富山市婦中町下轡田165-1 076-461-3908 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

自動車 北日商会 速星給油所 富山市婦中町速星535-1 076-466-2059 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

金融 ほけんの窓口　富山下飯野店 富山市下飯野17 076-438-7330 いつでも オリジナルキャラクターグッズを進呈致します ●

金融 ほけんの窓口　富山山室店 富山市山室391-1南台ビル1F 076－491-5866 いつでも
いつでもお子さまにジュースをプレゼント。３人以上
のお子さま（妊娠中の子を含む）がいる方で、初めて
当店をご利用された方にプレゼント進呈。

●

入浴等 星の湯 富山市中野新町1-2-17 076-423-7015 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

泊まる ホテルグランテラス富山 富山市桜橋通り2-28 076-431-2211 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から１週間は、店内レストランで1,000
円以上の飲食で１０％割引（宴会プラン、企画商品除
く）

泊まる ホテル雪見荘 富山市石倉町1-4 076-425-3782 いつでも いつでも、家族の１泊２食代金を５％割引

泊まる ホテルよし原 富山市内幸町4-12 076-432-0147 いつでも いつでも、宿泊料金の５％割引 ●

理容 堀理容店 富山市水橋開発471 076-478-2032 いつでも いつでも、子供シャンプー無料

クリーニング ホワイト急便　アルビス呉羽店 富山市本郷2459-7 076-427-1878 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

クリーニング ホワイト急便　犬島工場前店 富山市犬島4-2-26 076-438-8185 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

クリーニング ホワイト急便　大阪屋呉羽店 富山市北二ツ屋字万田割143 076-436-3610 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

クリーニング ホワイト急便　大沢野工場前店 富山市下大久保1-44 076-467-5130 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。



ジャンル 店舗名 住所 電話番号 期間 サービス内容
全国
共通

PR
ｽﾃｰｼｮﾝ

クリーニング ホワイト急便　北新町店 富山市北新町1-3-14 076-433-0363 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

クリーニング ホワイト急便　根塚店 富山市根塚町2-1-1 076-492-9928 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

クリーニング ホワイト急便　羽根店 富山市婦中町鵜坂157 076-492-6145 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

クリーニング ホワイト急便　本社野町店 富山市野町653-1 076-434-3930 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）

自動車 HondaCars富山 赤江店 富山市下赤江町1-11-1 076-441-5300 いつでも
ホンダ純正アクセサリー・オプションが10％OFF
（チャイルドシートやジュニアシートも対象です）

●

自動車 HondaCars富山 婦中店 富山市婦中町下轡田724-1 076-466-6115 いつでも

・ホンダ純正アクセサリー・オプションが10％OFF
（チャイルドシートやジュニアシートも対象です）
・小学生以下のお子様にキャラクターお菓子セットを
プレゼント

●

食べる まいどコルカタレストラン 富山市古寺475-2 076−456−8542 いつでも
いつでもランチ、ディナーのセットメニューを50円引
き及び小学生以下のお子様にはお菓子のサービス

●

自動車 前田石油 大塚給油所 富山市高木東183 076-434-4005 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

食べる マクドナルド呉羽店 富山市茶屋町字向開570-1 076-436-1220 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

●

食べる マクドナルド五福アリス店 富山市五福字善尋1143-1 076-439-3310 いつでも
ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供

食べる マクドナルド下赤江店 富山市下赤江町1丁目窪田29-1 076-444-0581 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

食べる マクドナルド富山インター店 富山市掛尾町543 076-491-2443 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

食べる マクドナルド富山空港通り店 富山市布瀬町南2-10-2 076-420-6343 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

食べる マクドナルド富山中川原店 富山市中川原字川原田割372-1 076-495-7567 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

食べる マクドナルド富山東アピタ店 富山市上冨居3-8-38アピタ富山東1F 076-452-3350 いつでも
ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供

食べる マクドナルド８号線田尻店 富山市田尻南100 076-435-2912 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

食べる
マクドナルドフューチャーシティファ
ボーレ店

富山市婦中町下轡田165-1ファボーレ1F 076-466-1721 いつでも
ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供

食べる マクドナルド４１号荒川店 富山市荒川2-15-35 076-445-1565 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

食べる マクドナルド４１号大沢野店 富山市上大久保1359-1 076-468-2910 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

買う マックスバリュ上飯野店 富山市上飯野41-5 076-452-1000 いつでも
いつでも、1日のお買い上げ2,000円以上のご精算でス
タンプ1個押印。スタンプ10個で「500円お買物割引
券」進呈

●

理容 松田理容院 富山市上袋629-2 076-425-4186 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

写真 マナベ写真館 富山市中央通り1-2-6 076-421-3883 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

食べる まるぜん 富山市千石町1-5-5 076-421-6932 いつでも いつでも、お子さまにキャンディープレゼント

入浴等 マルトミ鉱泉 富山市呉羽町6068-21 076-436-6245 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

美容 マロミ美容院 富山市笹津1-741 076-467-0297 いつでも いつでも、お子さまのお世話

買う みかみストアー 富山市安養寺390 076-429-5562 その他
営業日全てとやま子育て応援団マーク提示で、特製
シール２倍付。特製シールはお買い上げ1,000円ごと
に(税抜き)

食べる 美喜鮨本店 富山市桜町1-7-5 076-432-7201 毎週日曜日 日曜日は、お子さまのドリンク１杯無料サービス等

食べる 美喜多寿し 富山市四方二番町30-1 076-435-2223 その他
毎月第３日曜日から１週間は、飲食代金から消費税分
割引、いつでもお子さまに食後のデザートｏｒ菓子
サービス

理容 三井理容院 富山市池多647-3 076-436-6789 いつでも いつでも、お子さまにお菓子等
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食べる みやだ花月 富山市八尾町東町2216 076-454-2047 いつでも いつでも、お子さまにジュース1杯サービス

理容 ミヤワキ理容店 富山市蓮町2-4-34 076-437-7906 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、来店時のお楽しみサービ
スあり

買う 眼鏡市場　富山上袋店 富山市上袋726-2 076-494-1478 いつでも
いつでもメガネ・コンタクトレンズ・サングラス　販
売価格より5%割引。
※補聴器・クリーナー等の販売備品は除きます。

●

買う 眼鏡市場　富山金泉寺店 富山市金泉寺43-1 076-452-6288 いつでも
いつでもメガネ・コンタクトレンズ・サングラス　販
売価格より5%割引。
※補聴器・クリーナー等の販売備品は除きます。

●

買う 眼鏡市場　富山婦中店 富山市婦中町上轡田137-1 076-466-0558 いつでも
いつでもメガネ・コンタクトレンズ・サングラス　販
売価格より5%割引。
※補聴器・クリーナー等の販売備品は除きます。

●

買う メガネの三城　アピタ富山東店 富山市上冨居3-8-38　アピタ富山東1F 076-452-3321 いつでも
いつでも、メガネ一組・フレーム・レンズ10％ＯＦＦ
（セール商品・他の割引との併用は不可）

買う メガネハウス　富山大泉店 富山市西大泉16-12 076-413-8338 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　富山奥田店 富山市千代田町10-28 076-432-8083 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15%OFF※セー
ル特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　富山掛尾店 富山市掛尾町8-1 076-422-8083 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　富山上飯野店 富山市上飯野38-1 076-482-3688 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　富山北店 富山市千原崎2-5 076-438-8083 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　富山下堀店 富山市下堀60-2 076-492-8083 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　富山本店 富山市天正寺1141 076-422-8707 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15%OFF※セー
ル特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　富山山室店 富山市山室118 076-495-8707 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　婦中店 富山市婦中町宮ヶ島330-4 076-466-1303 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　水橋ミューズ店 富山市水橋市江47　SCミューズ内 076-479-1713 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

入浴等 森の湯 富山市西四十物町5-24 076-423-1085 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

教育 森本珠算教室 富山市鶴ケ丘町142 076-451-8885 いつでも
いつでも、無料体験できます。入学時特典あり。（23
桁ワンタッチそろばんプレゼント）

買う モリワンワールド　富山本店 富山市今泉西部町2-8 076-420-9111 いつでも

お買い上げ総額（税込）より５％割引
※他クーポン券及びセットセールとの併用可
※他の総額割引との併用不可
※数量限定品・タイムサービス品など一部商品のほ
か、商品券・補正代・配送費・包装費等の備消品費は
除きます。

買う モルトピウ　アピタ富山東店 富山市上冨居3-8-38アピタ富山東1F 076-452-3407 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間、ランドセル・通学バッグな
どを店頭価格の5％割引

●

買う モルトピウ　ファボーレ店 富山市婦中町下轡田165-1ファボーレ1F 076-466-1644 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間、ランドセル・通学バッグな
どを店頭価格の5％割引

●

食べる 焼肉きんぐ　富山豊田店 富山市豊田町2-12-53 076-471-7452 いつでも いつでも、お子様連れの方、1名に対し100円の割引 ● ●

食べる やけるやんか千房上飯野店 富山市上飯野8-3 076-464-6631 いつでも いつでも、お会計から10％OFF ●

理容 山本理容所 富山市今泉85 076-421-0786 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

教育 YAYOIそろばんスクール 富山市清水町1-3-23 0120-5050-88 いつでも
いつでも１８歳未満のお子さまは、"やよいプレゼン
ト券"をプレゼントいたします。

●

写真 有限会社ネギシ写真館 富山市総曲輪2-4-18 076-421-4649 いつでも
・ハーフバースデイ(生後６カ月)記念写真料無料・1/
２成人式(１０歳)記念撮影料\3,000 OFF
※通常撮影料\8,300/商品代別途

●

自動車 ユタカ産業 中野新町給油所 富山市中野新町2-3-5 076-423-4053 毎月第３日曜日 毎月第水曜日、洗車とオイル交換１割引

自動車 ユタカ産業 南富山給油所 富山市今泉349-1 076-425-7787 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 ユタカ産業 吉岡給油所 富山市吉岡664 076-429-2729 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

理容 ゆとり空間　理容にしの 富山市赤田961-2 076-424-8363 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、子供シャンプーサービス

食べる 夢八 富山市新富町2-5-18 076-433-2016 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、小学生以下ドリンク１
杯サービス

買う 洋服の青山　富山掛尾店 富山市掛尾町609 076-493-6107 いつでも

お買い上げ総額より５％ＯＦＦ（他のクーポン券及び
セットセールとの併用可。他の総額割引との併用不可
あり。詳しくは係員まで。補正費・郵送費は実費を頂
戴致します。）

●

買う 洋服の青山　富山天正寺店 富山市天正寺1095 076-491-2148 いつでも

お買い上げ総額より５％ＯＦＦ（他のクーポン券及び
セットセールとの併用可。他の総額割引との併用不可
あり。詳しくは係員まで。補正費・郵送費は実費を頂
戴致します。）

●

写真 横江写真館 富山市堤町通り2-6-1 076-422-2243 いつでも
いつでも証明写真２０％ＯＦＦ(学割：０才～大学生
まで)

●

写真 吉見写真館 富山市桜木町7-23 076-432-3885 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

自動車 米原商事 空港前給油所 富山市蜷川253-2 076-429-7811 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

食べる らーめん岩本屋富山新庄店 富山市荒川2-21-34 076-431-3939 いつでも
いつでも、煮玉子おひとり様1個サービス、又はラー
メン普通盛価格で大盛サービス

●
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食べる らーめん岩本屋富山二口店 富山市二口町5-8-7 076-481-6660 いつでも
いつでも、煮玉子おひとり様1個サービス、又はラー
メン普通盛価格で大盛サービス

●

食べる らぁめん めん丸 新庄銀座店 富山市新庄銀座3-1-5 076-451-0141 いつでも
いつでも、１８歳未満のお子様同伴のご家族には、
ギョウザ一皿（５ヶ）サービス致します。

●

住まい ライフサポート　マルコウ 富山市笹津1-139-1 076-482-5575 いつでも
いつでも、定期利用(月2回以上)のお客様は、6ヶ月
間、サービス料金を10％割引致します。

食べる 楽園 富山市東町2-1-20 076-421-4270 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート無
料サービス

教育 ラボ・パーティ　金山新東教室 富山市金山新東587 076-435-4359 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

教育 ラボ・パーティ　晴雲幼稚園教室 富山市草島331　晴雲幼稚園 076-435-4359 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

教育 ラボ・パーティ　富山市太田北区教室 富山市太田159　めぐみ幼稚園 076-425-6448 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

教育 ラボ・パーティ　富山市高原本町教室 富山市中川原78-16　高原本町公民館 076-425-6448 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

教育 ラボ・パーティ　富山市太郎丸本町教室
富山市太郎丸本町3-2-6　城南もなみ幼
稚園

076-435-4359 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

教育 ラボ・パーティ　富山市月岡町教室
富山市月岡町6-1339-2　きものブティッ
クあおき2F

076-467-3814 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

教育 ラボ・パーティ　富山市藤木教室 富山市藤木1291　藤ノ木こども園 076-425-6448 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

教育 ラボ・パーティ　五福アリス教室 富山市五福1143-1　アリスSC2F 076-435-4359 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

理容 理容アライ 富山市東中野町2-10-16 076-421-9790 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 理容いながき 富山市東富山寿町3-19-2 076-437-7457 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、来店時のお楽しみサービ
スあり

理容 理容うめざわ 富山市水橋立山町104 076-478-3304 いつでも いつでも、子供シャンプー無料 ●

理容 理容オクノ 富山市犬島7-7-11 076-437-8147 いつでも いつでも来店時のお楽しみサービスあり

理容 理容こすぎ 富山市桜町2-2-7 076-441-0280 いつでも いつでもお楽しみサービスあり ●

理容 理容サロン　ツジタニ 富山市水橋明治町93 076-478-0488 いつでも いつでも、子供シャンプー無料

理容 理容室ツジ 富山市東富山寿町3-19-20 076-438-2924 いつでも いつでも来店時のお楽しみサービスあり

理容 理容室ビー 富山市吉岡297 076-429-8462 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 理容しんむら 富山市大町2-297 076-424-9246 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 理容はたけ山 富山市岩瀬天神町1-71 076-437-7509 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービスあり

理容 理容まえだ 富山市奥井町19-11 076-432-3855 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

食べる 料理　高島 富山市八尾町天満町6772-6 076-455-2034 いつでも いつでも、お子さまにジュース1本サービス

泊まる 料理旅館　五楽 富山市五福2126 076-432-3549 いつでも いつでも、家族の１泊２食料金を５％割引

買う ローソン大沢野下大久保店 富山市下大久保字五番割1078-1 076-468-2685 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引 ●

買う ローソン富山石金店 富山市石金1-12-35 076-491-0477 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山インター西店 富山市黒瀬308 076-492-2986 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山駅北口店 富山市牛島町24-13 076-431-3968 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山駅前店 富山市桜町2-1-1-3桜ビル1F 076-433-7890 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山大泉店 富山市大泉町2-1-3 076-421-3951 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山掛尾北店 富山市堀川町330-1 076-420-2728 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山上冨居西店 富山市上冨居1-3-1 076-445-1333 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山草島中央店 富山市草島字砂田235-111 076-435-2667 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山桜橋通り店 富山市桜橋通り4-32 076-431-8861 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山桜町二丁目店 富山市桜町2-2-21 076-444-1041 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山芝園町店 富山市舟橋南町1-1 076-444-1539 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山清水町店 富山市清水町6-5-2 076-422-0801 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜30円引

買う ローソン富山下赤江店 富山市下赤江2-2-34 076-441-2005 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山下大久保店 富山市下大久保3630-3 076-468-3456 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山下堀店 富山市下堀7-1 076-491-0252 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引 ●
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買う ローソン富山新庄町南店 富山市新庄町30-2 076-423-0570 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山新富町店
富山市新富町1-1-12明治生命富山駅前ビ
ル1F

076-442-5290 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山諏訪川原店 富山市諏訪川原2-2-3 076-421-0045 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山ひらき店 富山市開570-1 076-491-3943 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山藤木店 富山市藤木1994 076-492-9559 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山若竹店 富山市吉岡419番 076-428-2285 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引 ●

買う ローソンマリエとやま店 富山市桜町1-1-61 076-444-5488 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

教育 ロコモーション 富山市上大久保1062
076-467-2305(本
社）、090-9444-
9268（グランド

その他
平日（祝日除く）9時～15時は2時間以上ご利用につ
き、1時間半額

●

美容 ロマン美容室 富山市上大久保2105-1 076-467-1153 いつでも いつでも、お子さまのお世話

入浴等 和倉の湯 富山市清水町4-2-17 076-423-5923 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

食べる 和食亭　こもり 富山市八尾町井田5781 076-454-2875 いつでも いつでも、お子さまにドリンク1杯サービス
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買う アイシティ　イオンモール高岡店 高岡市下伏間江383イオンモール高岡2F 0766-27-8067 いつでも
いつでも店頭価格から１０％ＯＦＦ（一部商品を除
く・他の割引券との併用不可）

●

買う AOKI高岡駅南店 高岡市赤祖父743 0766-21-1488 いつでも
お買い上げ総額（税込）より５％割引（他クーポン券
及びセットセールとの併用可。他の総額割引との併用
不可。補正代・宅配代は対象外。）

●

買う AOKI高岡横田店 高岡市宮田町1-2 0766-24-6888 いつでも
お買い上げ総額（税込）より５％割引（他クーポン券
及びセットセールとの併用可。他の総額割引との併用
不可。補正代・宅配代は対象外。）

●

自動車 青山石油 野村給油所 高岡市野村606 0766-23-1919 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

入浴等 赤坂光泉 高岡市伏木東一宮2-1 0766-44-0538 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

入浴等 赤湯 高岡市守山1-219 0766-23-4731 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

食べる 味処真琴 高岡市戸出町3-23-5 0766-63-6654 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日は、５％ＯＦＦとお子さまのドリンク
１杯無料サービス（来店のみ、出前不可）

教育 あすなろ 高岡市蓮花寺134-1 0766-25-2866 その他
男女平等推進センター交流スペースＢ　毎月第３土曜
日10:00～12:00実施

美容 アトリエ恵夢 高岡市佐野本町1038 0766-22-6800 いつでも いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス）

見る・遊ぶ アプレシオ高岡横田店 富山県高岡市宮田町45-1 0766-21-7761 いつでも

新規入会金無料。大人(中学生以上)１名あたり、ご利
用料金から100円(税込)値引いたします。(１提示につ
き大人４名まで)小学生無料(大人１名あたり小学生３
名まで無料)

教育
アミティー・イングリッシュスクール高
岡校

高岡市芳野178　FISTA芳野1F 0766-23-4409 いつでも
オリジナル文具プレゼント、絵本の読み聞かせ会(無
料)、授業見学・学習カウンセリング(無料)、体験
レッスン(有料)への参加

買う アミング高岡店 高岡市京田445 0766-54-0700 いつでも ポイント2倍進呈いたします。

食べる あらき家 高岡市定塚町2-9 0766-23-3527 いつでも いつでも、お子さまにキャンディーサービス

クリーニング 有藤クリーニング 高岡市南幸町7-20 0766-24-9433 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は１割～２割引

買う アルビス　タピス店 高岡市福岡町下蓑385 0766-64-5810 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　戸出店 高岡市戸出町4丁目2番8号 0766-62-1300 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　中田店 高岡市常国327 0766-36-1863 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　野村店 高岡市野村1671番1 0766-26-2122 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　姫野店 高岡市放生津79番 0766-84-5173 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　丸の内店 高岡市丸の内3番6号 0766-23-2050 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　美幸町店 高岡市美幸町一丁目255-1 0766-28-1212 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　米島店 高岡市米島字表向460-1 0766-27-5300 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う イオン高岡店 高岡市江尻331-1 0766-25-6800 その他

毎月11日の「イオンデー」に、子供服、ベビー服、育
児用品、子供肌着・靴下、おもちゃ、テレビゲームソ
フト、紙おむつ、おしりふきなど、レジにて5％割引
いたします。

●

買う イオン高岡南店 高岡市下伏間江383 0766-32-1111 その他

毎月11日の「イオンデー」に、子供服、ベビー服、育
児用品、子供肌着・靴下、おもちゃ、テレビゲームソ
フト、紙おむつ、おしりふきなど、レジにて5％割引
いたします。

●

高岡市　―　協賛店
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入浴等 憩の湯 高岡市永楽町2-10 0766-22-2768 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

食べる 石焼ステーキ贅　富山高岡店 高岡市二塚304-1 0766-50-9011 いつでも
いつでも、１テーブル　フライドポテト１皿　プレゼ
ント

●

理容 一杉理容院 高岡市二塚816 0766-23-4329 いつでも いつでも、お楽しみサービスあり

食べる 一文銭 高岡市北島1551 0766-25-6536 いつでも
いつでも、お子さまにミニアイスクリームサービスい
たします。

住まい インテリア・ダック 高岡市能町722-1 0120-928-898 いつでも いつでも、工事金額の５％OFF

食べる インド料理デリー 高岡市あわら町13-49 0766-25-0796 いつでも
いつでも、１５歳以下のお子さま飲食代分を、デリー
ポイント３倍に、お子さまカレーを食べられた方全員
にもれなくくじ引きで素敵な品が当たります。

●

食べる インド料理デリー　駅南店 高岡市京田125 0766-25-3132 いつでも いつでも15歳以下のお子様飲食分ポイント５倍に ●

自動車 ウエダ 福岡給油所 高岡市福岡町下蓑新327 0766-64-3190 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車１割引

写真 上野写真館 高岡市片原町49 0766-22-0311 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

買う auショップ高岡清水町 高岡市清水町1-1-12 0800-700-2276 いつでも
いつでも、新規ご契約・他社からの乗り換え・機種変
更の方にプレゼントのご進呈をしております。

理容 S.hiroz 高岡市内免3-1-12 0766-23-4523 いつでも いつでも、中学生以下のシャンプーは無料サービス

教育 NPO社会教育団体　空手道　千山道場 高岡市御旅屋町101御旅屋セリオ6F 050-3631-1003 いつでも 体験一回無料

写真 大浦写真館 高岡市立野2796 0766-31-0401 いつでも いつでも、証明写真５％ＯＦＦ（18歳未満） ●

買う 大阪屋ショップ　高岡駅南店 高岡市駅南2－1－1 0766-54-0082 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ上北島店 高岡市上北島78 0766-73-5500 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ佐野店 高岡市佐野1296-1 0766-30-5500 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ出来田店 高岡市出来田308番1 0766-54-5550 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ戸出店 高岡市戸出町4丁目3番28号 0766-54-5570 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ万葉店 高岡市米島字東向348番地1 0766-30-3737 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 総合ギフト・寝具・結納品　オータニ 高岡市戸出町3-23-1 0766-63-4321 いつでも いつでも商品に応じて、５％～２０％割引き

理容 大道理容院 高岡市福岡町江尻90 0766-64-3777 いつでも いつでも、来店時のおたのしみ

買う 大矢服装　OH!YA! 高岡市福岡町大滝165 0766-64-5229 いつでも

新入生特典。小学生通学服お買上げで、ポロシャツか
ブラウスと防犯ベルプレゼント。学生服お買上げで、
夏用スラックスとカッターシャツを、セーラー服お買
上げの方に夏用スカートとネクタイプレゼント。

● ●

理容 オカモト理容院 高岡市戸出町3-7-6 0766-63-0200 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、待ち時間でも大画面テレ
ビでマンガを楽しむことが出来ます。シャンプーサー
ビス。

買う
オプティックパリミキ　イオンモール高
岡店

高岡市下伏間江383イオンモール高岡2F
西館2027

0766-30-3818 いつでも
いつでも、メガネ一組・フレーム・レンズ
10%OFF(セール商品・他の割引との併用は不可)

写真 尾山フォート 高岡市伏木中央町3-1 0766-44-1000 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

教育
開進堂楽器
学研　MPC高岡南教室

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡
2F

ー いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

自動車 梶澤石油店 西高岡給油所 高岡市上渡40-1 0766-31-0062 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

美容 和美容院 高岡市姫野870ｰ3 0766-84-3154 いつでも いつでも、お子さまのお世話

食べる かたかご 高岡市野村725-3 0766-21-3824 その他
毎月第３日曜日を含む金・土・日曜日は、お子さまの
ドリンク１杯無料サービス

理容 片山理容院 高岡市福岡町三日市552-5 0766-64-3903 いつでも いつでも、来店時のおたのしみ

教育
学研　トヤマモビリティ富山高岡教室 高岡市美幸町11-72　トヨタモビリティ

富山高岡内
090-2032-1907 いつでも

いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研あわら町教室 高岡市あわら町5-45 0766-23-8446 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研佐野教室 高岡市佐野276-20 0766-21-9004 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研ちどり教室 高岡市宝来町776-2 090-4322-2020 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ１本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研戸出東部教室 高岡市戸出西部金屋302 090-2032-1907 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研戸出6丁目教室 高岡市戸出町6-5-44　戸出6丁目公民館 090-2032-1907 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研なかだスマイル教室
高岡市下麻生1108中田コミュニティセン
ター

090-7080-1681 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ１本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研野村教室 高岡市野村462　（野村小前） 090-2833-4325 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研福岡教室 高岡市荒屋敷122　（福岡町） 0766-64-3512 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●
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教育 学研福岡中央教室
高岡市下蓑385（福岡町）　〔森家具
店・読売センター横〕

0766-64-3512 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研ふしき教室 高岡市東一宮11-38 090-3885-5613 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研万葉教室 高岡市二上町481-3 090-9768-2898 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研みらい教室 高岡市立野すずかけ台124-9 0766-31-2030 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

理容 カットハウスEmi 高岡市福岡町上蓑475 0766-64-3967 いつでも いつでも、来店時のおたのしみ

理容 カットハウスおおの 高岡市中島町3-8 0766-22-5018 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

住まい
カネソリフォーム＆エクステリア高岡展
示場

高岡市六家44 0766-31-3347 毎月第３日曜日から１週間 第3日曜日から１週間、価格を5％引き

その他 株式会社ASITAS 高岡市御旅屋町1222-3エルパセオ1F 0120-531-999 いつでも
お子さま連れでご登録の際ジュース1本プレゼント♪
就職が決まった方には時給プラス10円！！（規定あ
り）

食べる
カレーハウスCoCo壱番屋　高岡横田本町
店

高岡市瑞穂町2-2 0766-25-0682 いつでも
いつでも、103円セットドリンクorフライドポテトど
ちらか１つをお子さまの人数分サービス※小学生以下
に限る

●

理容 かんざか理容院 高岡市福岡町土屋120-2 0766-64-3504 いつでも いつでも、来店時のおたのしみ ●

自動車 北一 横田給油所 高岡市美幸町1-272-1 0766-23-2525 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、洗車とオイル交換１割
引

写真 木村白陽堂 高岡市片原横町2 0766-25-2287 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

理容 木村理容院 高岡市福岡町下蓑2291 0766-64-2160 いつでも いつでも、来店時のおたのしみ

その他 きもの総合病院 高岡市川原町11-16 0766-22-3946 いつでも
いつでも、とやま子育て応援団優待券又はカードを御
提示で、当店独自発行の『KOHAS MEMBERS STAMP
CARD』のポイントを２倍に致します。

●

美容 きょうたに美容院 高岡市伏木錦町12-7 0766-44-0265 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子、ドリンク等
サービス）

●

買う 業務スーパー高岡店 高岡市佐野1395 0766-88-2155 いつでも
いつでも、すこやかプレーンヨーグルト１点まで半
額!!
※特典商品は季節により変更する場合がございます

●

住まい キレイサービス　高岡オフィス 高岡市東上関174 0120-325-925 いつでも
小学生以下の児童を扶養のご家族、母子・父子家庭に
「子育て応援サービス」。家事代行1万円以上をいつ
でも5％割引！！

●

食べる 串道楽　潤 高岡市下関町1-24 0766-22-4271 いつでも
いつでもお子さまのドリンク1杯無料サービス。未就
学児は何杯でもドリンク無料。

●

写真 熊谷写真館 高岡市伏木錦町4-1 0766-45-1240 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

食べる ケンタッキーフライドチキン高岡西町店 高岡市西町5-8 0766-24-9813 いつでも 応援団マークの提示でＢＯＸポテトを半額でご提供 ●

写真 光芸社スタジオ 高岡市戸出町2-12-11 0766-63-1056 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

入浴等 酵素風呂かぐら. 高岡市野村138-1 0766-92-4155 いつでも
通常料金の10%引き（お子様の料金についてはスタッ
フにお尋ねください）
※他の割引との併用不可

●

食べる 五九郎 高岡市桐木町46-15 0766-22-4477 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート又
はドリンク無料サービス

食べる COCO'S城東店 高岡市中川園町11-15 0766-27-3654 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

食べる COCO'S新湊店 高岡市姫野280-1 0766-82-1323 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

食べる COCO'S高岡駅南店 高岡市駅南3-2-1 0766-27-8082 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

美容 cocon 高岡市常国2290-1 0766-36-1116 いつでも
いつでも、中学生までのお子様シャンプーカット500
円ＯＦＦ　他の割引と併用出来ません

●

食べる 古城亭 高岡市古城1-11 0766-28-6685 いつでも
未就学児のお子さま連れのお客さまにドリンクサービ
ス

●

食べる コメダ珈琲店　新高岡店 高岡市二塚414-1 0766-54-0572 いつでも

いつでも、中学生以下のお子様と一緒にご来店された
お客様が、各自ドリンクを注文していただくことを条
件として、１グループに1個ミニソフトクリームをプ
レゼント。

理容 さいとう理容院 高岡市末広町12-7 0766-21-5941 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

自動車 酒井石油 中田給油所 高岡市下麻生1293-1 0766-36-1145 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

食べる 桜寿し 高岡市野村1255 0766-28-1076 その他
毎月第３日曜日を含む金・土・日曜日は、お子さまの
ドリンク１杯無料サービス

理容 笹島理容院 高岡市本町3-6 0766-23-2296 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、すてきな景品サービス

美容 サロン・ド・ゼロ 高岡市中田1243 0766-36-0873 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子、ドリンク等
サービス、子供向の本、おもちゃ有）

理容 サンライズ　ムラナカ 高岡市野村233-4 0766-25-4625 いつでも いつでも、お楽しみサービスあり

入浴等 潮騒の湯 高岡市太田伊勢領1511-13 0766-45-0117 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

写真 柴田写真館 高岡市南幸町1-37 0766-25-3900 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●
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自動車 ㈱SHIMARS高岡笹川SS 高岡市宝来町947 0766-31-1701 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

自動車 ㈱SHIMARS高岡下田SS 高岡市野村1377-1 0766-53-5557 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

自動車 ㈱SHIMARS戸出中央SS 高岡市戸出4-1675 0766-63-4550 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

自動車 ㈱SHIMARSDD高岡海老坂店 高岡市東海老坂字大坪774 0766-26-3335 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

食べる 清水亭 高岡市常国592 0766-36-1188 いつでも いつでも、お子さまの飲食料金を１割引

買う シュープラザ　高岡店 高岡市赤祖父763 0766-27-6366 いつでも
小学生以下のお子様靴、本体価格1,100円(税込)以上
の商品レジにて10％オフ
※セール品・値下げ品除く

●

自動車 昭和運輸 ガルロードのうまち 高岡市能町字飛田976 0766-24-2393 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日を「家族の日」として、洗車・オイル
交換を１割引にてサービス

買う ジョーシン高岡店 高岡市新成町1-12 0766-25-6003 毎月第３日曜日から１週間

毎月第3日曜日から１週間、キッズランド商品（おも
ちゃ・プラモデル・模型）が表示価格より５％引き
（TVゲーム関連商品など一部対象外商品もございま
す）
※ジョーシンポイントカード会員様に限ります。

買う ジョーシン高岡蓮花寺店 高岡市蓮花寺210-1 0766-22-8611 毎月第３日曜日から１週間

毎月第3日曜日から１週間、キッズランド商品（おも
ちゃ・プラモデル・模型）が表示価格より５％引き
（TVゲーム関連商品など一部対象外商品もございま
す）
※ジョーシンポイントカード会員様に限ります。

教育
女性空手家　堀田千宴子まなぶん空手道
教室

高岡市御旅屋町101御旅屋セリオ6F 050-3631-1003 いつでも 体験一回無料

入浴等 城山鉱泉 高岡市守護町1-4-3 0766-21-1845 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

食べる 鮨金 高岡市末広町50-13 0766-23-5781 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまのドリンク１
杯無料サービス

食べる
寿司しゃぶしゃぶ食べ放題　ゆず庵高岡
店

高岡市赤祖父748 0766-73-2736 いつでも
いつでも飲食代より５％割引
※他のクーポンとの併用不可

写真 スタジオアリス　高岡店 高岡市西町5-5 0120-728-753 いつでも
家族写真を撮影・購入のお客様へ待受画像プレゼン
ト！

●

写真 スタジオbe イオンモール高岡店
高岡市下伏間江383イオンモール高岡店
内

0766-27-2481 いつでも
いつでも初宮参り・百日参りなど参拝のご予定があ
り、当店にて撮影される方は「宮参り用初着」のレン
タルが無料。

●

その他 ３Ｓ株式会社 高岡市あわら町6-32吉田ビルA号 0766-24-5017 いつでも
新規ご来社登録の際、お子さま連れで就業が決まった
場合「時給プラス20円」！！または、お子さまの保険
証、母子手帳で確認させていただきます。

●

食べる そば処　東京亭 高岡市金屋町2-33 0766-22-4539 いつでも
いつでも、合計料金の５％割引サービス＜健康づくり
協力店（栄養表示、元気メニュー）＞

● ●

金融 第一生命　新高岡営業オフィス 高岡市広小路5-13　4F 050-3782-3522 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

金融 第一生命　高岡広小路営業オフィス 高岡市広小路5-13　2F 050-3782-3506 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

美容 大門美容院 中田支店 高岡市中田5108 0766-36-0203 いつでも いつでも、お子さまのお世話 ●

自動車 高交商事 駅南給油所 高岡市蓮美町4-51 0766-24-3366 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

美容 タカラ美容室 高岡市太田4439-1 0766-44-6660 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（子供向の本、おもちゃ
有）

写真 滝写真館 高岡市福岡町福岡1172 0766-64-2178 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

住まい ダスキンクリーンエールメリーメイド 高岡市荻布177-1 0766-21-1888 いつでも
いつでも、キッチン、バスルーム、トイレなど水回り
のお掃除の見積価格の１０％ＯＦＦ

食べる 橘楼 高岡市中島4-5 0766-22-0241 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート又
はドリンク無料サービス

理容 タナカ理容院 高岡市末広町8-4 0766-22-3496 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、親子共シャンプー無料
サービス

食べる CheerUp　高岡店 高岡市赤祖父381 0766-54-0301 いつでも
いつでも小学生以下のお子様にチョコアイスプレゼン
ト

食べる 中国料理の店　ビックチャイナ 高岡市駅南4-2-30 0766-25-5128 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さま１人につき１
００円割引券を１枚差し上げます。

美容 ちょっきん 高岡市下麻生397-8 0766-36-2444 いつでも
親子で共に10％OFF(とやま家族ふれあいウィーク期間
中)いつでもバルーンアートプレゼント

●

美容 つりたに美容室 高岡市下牧野78ｰ5 0766-84-2430 いつでも いつでも、お子さまのお世話

理容 ティーズヘア・イナガキ 高岡市野村777-1 0766-24-0095 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３月曜から１週間は、お楽しみプレゼントあり

理容 鉄山理容院 高岡市佐野緑町1518-1 0766-63-1261 いつでも いつでも、ポイントサービスあり

美容 天間美容院 高岡市戸出3-11-3 0766-63-0956 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（キャンディ、ドリンク
等サービス）

買う
ドゥエ・ラ・ポンテ　イオンモール高岡
店

高岡市下伏間江383イオンモール高岡店
内

0766-32-1136 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間、ランドセル・通学バッグな
どを店頭価格の5％割引

●

理容 東京軒理容室 高岡市川原町3-5 0766-23-3895 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり
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買う ドコモショップ上北島店 高岡市福田52-1 0120-280-709 いつでも
いつでも携帯電話購入時最大2,160円割引（iphone、
ipad除く）

買う ドコモショップ高岡店 高岡市京田634-1 076-451-2399 いつでも 洗剤セットプレゼント ●

買う ドコモショップ戸出店 高岡市戸出町4-10-12 0120-63-7228 毎月第３日曜日 いつでもガラスコーティング500円引き

住まい とやまサンホーム　高岡店 高岡市京田49 0766-24-7455 いつでも
ご成約いただいたお客様に「全国のＴＯＨＯシネマズ
映画観賞券」×２枚進呈

● ●

自動車 富山石油 赤祖父給油所 高岡市赤祖父544-1 0766-24-3395 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山石油 戸出給油所 高岡市戸出町3-1-25 0766-63-0079 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山石油 ニュー高岡給油所 高岡市美幸町1-1-2 0766-22-5200 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う ドラッグセイムス高岡店 高岡市あわら町226 0766-29-2280 いつでも いつでも、お買い物の際ギフトポイント2Ｐ付与

買う ドラッグセイムス伏木古府店 高岡市伏木古府2-184-3 0766-54-0546 いつでも いつでも、お買い物の際ギフトポイント2Ｐ付与

食べる とりでん高岡駅南店 高岡市下伏間江576 0766-28-8494 いつでも
いつでも、4,400円（税込）以上のご飲食に限り、1組
につき500円割引（その他割引との併用不可）

入浴等 内免湯 高岡市内免5-2-13 0766-23-0118 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

入浴等 中島湯 高岡市中島町4-12 0766-22-4443 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

自動車 日本海産商 横田給油所 高岡市昭和町3-1-1 0766-22-8282 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

その他
日本ベビーサイン協会認定　親子英語
withベビーサイン教室

高岡市早川49-2 080-1101-8264 いつでも
教材費500円ＯＦＦ（他クーポン併用不可）プレゼン
トあり

●

その他
日本ベビーサイン協会認定　親子ベビー
サイン教室

高岡市早川49-2 080-1101-8264 いつでも
教材費500円ＯＦＦ（他クーポン併用不可）プレゼン
トあり

●

美容 のだ美容室 高岡市下牧野1557ｰ1 0766-82-2721 いつでも いつでも、お子さまのお世話

理容 BARBER SAITO 高岡市三番町48 0766-21-3110 いつでも ジュース、小学生以下オモチャプレゼント ●

美容 パーマやえみ 高岡市下麻生伸町859-279 0766-36-1497 いつでも
いつでも、キャンディー、ドリンク等のサービス（お
もちゃ有）

理容 橋本理容院 高岡市金屋町1-17 0766-23-2089 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

食べる ８番らーめん中川店 高岡市中川園町7-21 0766-25-3083 いつでも
いつでも18歳未満のお子さま連れご家族には、フライ
ドポテト（150g）１人前をサービス

●

買う 八丁茶屋　右近亭 高岡市駅南4-408-2 0766-29-2996 毎週日曜日
毎週日曜日、６歳以下のお子さま連れのお客さまで
2,000円以上お買上げの方割引

買う Parade高岡店 高岡市扇町1-5-5 0766-27-3466 いつでも
いつでも現金でお支払の場合、税込価格より5%引き
子供連れ家族であること。他のクーポンとの併用不可

理容 ビーハウス・バイヘアー・カメオカ 高岡市立野高池町213-3 0766-31-1776 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、お子さまのシャンプー無
料サービス

●

入浴等 ひかりランド南星の湯 高岡市木津728-3 0766-25-6755 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

食べる 寿文 高岡市末広町1010-15 0766-21-9555 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート又
はドリンク無料サービス

食べる 美酒・創菜ダイニング寧々家　高岡店 高岡市大坪町2-1-1 0766-23-3815 いつでも 飲食代金５％ＯＦＦ（最大値引き5,000円まで） ●

自動車 ヒダ石油店 上四屋給油所 高岡市上四屋1-35 0766-23-4586 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

住まい ピタットハウス富山高岡店 高岡市能町910-9 0766-54-6073 いつでも いつでも、仲介手数料割引・ご成約プレゼント等 ●

見る・遊ぶ ビッグエコー高岡店 高岡市江尻1193-6 0766-25-0300 いつでも
室料10%OFF　※ビッグエコー会員料金との併用可能
※飲み放題・ドリンクバー付コース、パック、フリー
タイムはご利用代金の総額5%OFF

食べる びっくりドンキー高岡四屋店 高岡市四屋659-1 0766-26-9991 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日、お子さま連れのお客さまは、優待券
の提示で、お食事代合計より１０％割引

入浴等 日の出湯 高岡市大坪町1-7-18 0766-24-3931 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

食べる 一二三亭 高岡市伏木中央6-2 0766-44-0312 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート又
はドリンク無料サービス

買う 100満ボルト高岡店 高岡市赤祖父671 0766-50-9740 いつでも

いつでも、電池・電球管球・インクカートリッジ・用
紙・紙パック・配線タップ・記録用ディスク等、家電
関連の消耗品が５％引き。（一部対象外商品がござい
ます。）

●

美容 美恵　ビューティーハウス 高岡市大手町12-15 0766-21-3733 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 ビューティサロン鈴 高岡市戸出町4-7-31 0766-63-3626 いつでも ８歳までのお子さまにお菓子を配布

美容 美容室　a．p．t 高岡市中川栄町8-11 0766-26-5454 いつでも いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス）

美容 美容室かりん 高岡市清水町2-10-8 0766-22-3776 いつでも いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス）

美容 美容室たきだ 高岡市柴野内島795-1 0766-31-1045 いつでも いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス）

美容 美容室Nagao 高岡市西藤平蔵630 0766-63-3293 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子、ドリンク等
サービス）

美容 美容室ながもり 高岡市新成町3-11-113 0766-21-6843 いつでも いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス）
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美容 美容室３６９ミロク 高岡市野村486　シマビル1F 0766-24-0369 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子、ドリンク等
サービス、子供向の本、おもちゃ有）

●

買う ひらせいホームセンター高岡内島店 高岡市内島3550-3 0766-31-2831 いつでも
税抜き500円以上のお買い物で、ひらせいポイント
カード通常ポイントに加えて２ポイント進呈

●

自動車 平野石油 中曾根給油所 高岡市中曽根505-1

0766-82-6821
（中曽根給油
所）
0766-84-5866
（本社）

その他 毎月第３土曜日は洗車とオイル交換１割引

自動車 平野石油 姫野給油所 高岡市姫野字若宮39-1 0766-82-7775 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

理容 広羽理容院 高岡市千石町6-8 0766-23-1291 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

食べる ファミリー酒場　てば壱　高岡内免店 高岡市内免2-6-25 0766-50-9444 いつでも いつでも、小学生未満のお子さまはドリンク無料

理容 ファミリーヘアーサロンなかしま 高岡市昭和町3-2-6 0766-23-0777 いつでも いつでも、お楽しみサービスあり

見る・遊ぶ FUN VILLAGE with トミカ
高岡市下伏間江383　イオンモール高岡
西館2F

0766-27-2482 その他
お子様2名以上をお連れで入場すると、お子様1名30分
料金無料

●

買う V･drug　高岡木津店 高岡市木津458-14 0766-29-3725 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　高岡京田店 高岡市京田431 0766-27-8090 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　高岡羽広店 高岡市羽広2-1-6 0766-21-6231 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　戸出店 高岡市戸出町5-6-39 0766-54-6166 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　中曽根店 高岡市中曽根2814 0766-82-2730 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　伏木店 高岡市伏木国分1-8-8 0766-53-5712 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　美幸店 高岡市美幸町2-1-5 0766-27-8780 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

食べる 福島 高岡市東下関3-4 0766-22-2365 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート又
はドリンク無料サービス

クリーニング 藤井クリーニング店 高岡市大手町9-1 0766-23-1598 その他
毎月第３月曜日から土曜日は、セーター類を１０％ｏ
ｆｆ（１割引）（特殊品を除く）

入浴等 伏木温泉 高岡市伏木湊町2-23 0766-44-0790 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

自動車 伏木燃商 伏木一宮給油所 高岡市伏木一宮2-9-5 0766-44-1637 その他 毎月第３土曜日は、洗車とオイル交換１割引

写真 ブライダルハウス　ひまわり 高岡市坂下町1201-1 0766-22-3660 いつでも
お子様（小学生以下）対象のフォトプランをされた方
に限り写真入りキーホルダー1個プレゼント！

買う フレッシュ佐武 高岡市昭和町2-1-10 0766-21-2652 毎週日曜日
小学生以下のお子様ご来店時にサービスカウンターに
て風船を１つ贈呈

買う 文苑堂書店　清水町店 高岡市泉町685-7 0766-26-2245 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、文具を店頭価格から１
割引（特価品除く）

買う 文苑堂書店　戸出店 高岡市戸出伊勢領4003 0766-63-0118 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、文具を店頭価格から１
割引（特価品除く）

買う 文苑堂書店　野村店 高岡市野村1717 0766-25-1500 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、文具を店頭価格から１
割引（特価品除く）

買う 文苑堂書店　福田本店 高岡市福田43 0766-27-7800 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、文具を店頭価格から１
割引（特価品除く）

理容 ヘアーサロン　シマダ 高岡市立野2988 0766-31-0029 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、親子共ドリンク無料サー
ビス

理容 ヘアーサロン　ＯＮＯ 高岡市白金町5-8 0766-22-3888 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、来店時のお楽しみサービ
ス（お子さま用駄菓子）あり

理容 ヘアーサロンサワダ 高岡市泉が丘875 0766-22-6468 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、子供さんに、洗髪、粗
品、親御さんには、季節に応じたローション、マス
ク、スカルプクレンジング等サービス

理容 ヘアーサロン守護 高岡市立野高池町402 0766-31-0109 いつでも
いつでも、お子さまのシャンプー及びドリンクサービ
ス

美容 ヘアーサロンつきやす 高岡市関町59 0766-22-6690 いつでも いつでも、お子さまのお世話 ●

美容 ヘアーサロンパレット 高岡市戸出町2-3-14 0766-63-7577 その他 第３週目の火～土、お子さまにお菓子をサービス

理容 ヘアーサロンほんごう 高岡市蓮花寺82-3 0766-25-1910 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 ヘアーサロンまえだ 高岡市波岡228-3 0766-22-5482 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間は、親子でご来店の場合、ポ
イントカード２倍

美容 ヘアーディメンション Aria 高岡市金屋627-5 0766-84-9278 いつでも いつでも、お子さまのお世話（お菓子等サービス）

理容
Hair room VANIRA(ヘアールーム　ヴァ
ニラ)

高岡市木津1629-1 0766-73-2677 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間お子さまのシャンプー無料
サービス

食べる 北京飯店 高岡市福岡町上蓑406-1 0766-64-4417 いつでも
いつでも、杏仁豆腐を差し上げます。＜健康づくり協
力店（栄養表示、元気メニュー）＞

●

買う BABYPLAZA　サカヰヤ 高岡市坂下町1216 0766-22-3137 いつでも
いつでも、割引価格から、さらに５％割引（一部の商
品と駄菓子は除く）

●

その他 ベビーマッサージ教室　にじいろ 高岡市能町南2-108-2 0766-75-8641 いつでも いつでもお子さんの手型・足型プレゼント！ ●

その他
ベビキッズ＆ママサロン・フォトスタジ
オ色彩

高岡市野村550野村中央ビル201
0766-24-2306、
090-7743-4131

いつでも いつでも８%OFF ●

美容 POLA　ENATOWAショップ 高岡市戸出1551-1 0766-54-6833 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント
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美容 POLA　Aile‐blancショップ 高岡市福岡町荒屋敷631 0766-64-1058 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

美容
POLA　THE　BEAUTY　グリーンモール中
曽根店

高岡市中曽根2343 0766-82-4546 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

食べる 北海道らーめんピリカ 高岡市四屋668-3 0766-25-4380 いつでも
いつでも、家族の飲食代金（全員の合計）の１割引＜
健康づくり協力店（栄養表示、元気メニュー、禁煙）
＞

●

クリーニング ホワイト急便　アルビス戸出店 高岡市戸出町4-2-12 0766-63-2182 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

クリーニング ホワイト急便　大阪屋佐野店 高岡市佐野1296 0766-21-4747 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

クリーニング ホワイト急便　木津南星店 高岡市木津780-4 0766-21-5800 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

クリーニング ホワイト急便　城東店 高岡市東中川町871-1 0766-28-2082 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

クリーニング ホワイト急便　新湊店 高岡市姫野294 0766-84-4862 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

クリーニング ホワイト急便　高岡工場前店 高岡市長慶寺516-4 0766-26-5370 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

食べる 本舗とんかつ　柿エ門 高岡市赤祖父713 0766-21-7773 いつでも いつでも柿エ門ポイントカードのスタンプ２倍

食べる マクドナルドイオンモール高岡店
高岡市下伏間江383イオンモール高岡店
内

0766-32-1260 いつでも
ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供

食べる マクドナルド高岡駅南店 高岡市駅南2-203-1 0766-24-1872 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

食べる マクドナルド高岡店 高岡市木町5-24 0766-21-3047 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

食べる マクドナルド高岡中曽根店 高岡市中曾根2232 0766-82-8747 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

食べる マクドナルド８号線六家店 高岡市六家字弥三郎島1701-1 0766-31-3302 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

●

食べる マクドナルド１５６戸出店 高岡市戸出伊勢領2489-6 0766-63-7020 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

●

自動車 マコト石油 二上給油所 高岡市二上町1194-1 0766-24-0145 その他 毎月第３土曜日は、洗車とオイル交換１割引

交通 マックス代行 高岡市戸出市野瀬614-3 0766-63-8000 その他
日曜日、祝日にお子さま同伴で、自動車、運転代行を
ご利用された時に、正規料金より１０％割引いたしま
す。

入浴等 松乃湯 高岡市末広町12-22 0766-23-3691 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

自動車 丸二石油 高岡志貴野給油所 高岡市内免2-8-25 0766-23-3256 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 丸福石油産業 高岡市場前給油所 高岡市佐野1202 0766-25-2860 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 丸福石油産業 高岡立野給油所 高岡市柴野内島1027-1 0766-31-0867 その他 毎月第２、第４土曜日は洗車・オイル交換1割引

自動車 丸福石油産業 宝町給油所 高岡市宝町1-11 0766-22-8045 その他
毎月第３土曜日は洗車(水洗い洗車は除く)とオイル交
換１割引　車検整備料1割引

自動車 丸福石油産業 美幸町給油所 高岡市美幸町2-1-28 0766-22-2860 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 丸福石油産業 米島給油所 高岡市米島表向446-1 0766-26-2860 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

クリーニング 万葉ドライクリーニング 高岡市伏木矢田4-28 0766-44-6454 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、ドライ物に限り１０％引
（特殊品除く）

食べる 味喜寿司 高岡市城東1-9-32 0766-25-1051 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにソフトドリ
ンク１杯サービスします

理容 宮池理容院 高岡市博労本町6-18 0766-23-2929 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

食べる 美幸飯店　佐野店 高岡市佐野1123-1 0766-24-0778 毎月第３日曜日を含む土日
毎月第３日曜日とその前日の土曜日は、飲食代金２千
円毎に、次回使える１００円割引券を差し上げます。

食べる 美幸飯店　波岡店 高岡市波岡196-4 0766-24-0098 毎月第３日曜日を含む土日
毎月第３日曜日とその前日の土曜日は、飲食代金２千
円毎に、次回使える１００円割引券を差し上げます。

買う 眼鏡市場　高岡昭和町店 高岡市美幸町2-1-20 0766-28-8208 いつでも
いつでもメガネ・コンタクトレンズ・サングラス　販
売価格より5%割引。
※補聴器・クリーナー等の販売備品は除きます。

●

買う 眼鏡市場　高岡店 高岡市本丸町8-4 0766-28-9948 いつでも
いつでもメガネ・コンタクトレンズ・サングラス　販
売価格より5%割引。
※補聴器・クリーナー等の販売備品は除きます。

●

買う メガネの三城　高岡本店 高岡市千石町2-3 0766-25-6063 いつでも
いつでも、メガネ一組・フレーム・レンズ10％ＯＦＦ
（セール商品・他の割引との併用は不可）
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買う メガネの三城　高岡戸出店 高岡市戸出町3-24-68 0766-63-5439 いつでも
いつでも、メガネ一組・フレーム・レンズ10％ＯＦＦ
（セール商品・他の割引との併用は不可）

買う メガネハウス　高岡駅南店 高岡市赤祖父473 0766-25-8083 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　高岡野村店 高岡市野村1206-1 0766-21-8083 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　高岡姫野店 高岡市姫野567 0766-82-1303 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　高岡横田店 高岡市千石町259-8 0766-26-8083 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

理容 メンズ＆レディスヘアーサロンふらっと 高岡市清水町2-2-1 0766-28-1500 その他
毎週金～日曜、お楽しみ抽選（小学生以下）、スタイ
リング剤プレゼント（中・高校生）

買う モリワンワールド　高岡店 高岡市京田614 0766-54-0081 いつでも

お買い上げ総額（税込）より５％割引
※他クーポン券及びセットセールとの併用可
※他の総額割引との併用不可
※数量限定品・タイムサービス品など一部商品のほ
か、商品券・補正代・配送費・包装費等の備消品費は
除きます。

食べる 焼肉きんぐ　高岡店 高岡市赤祖父372-1 076-628-1887 いつでも いつでも、お子様連れの方、1名に対し100円の割引 ● ●

理容 山下理容院 高岡市内免4-2-6 0766-22-9537 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

写真 山本写真館 高岡市清水町2-1-17 0766-26-2468 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

見る・遊ぶ Yu kids　イオンモール高岡店
高岡市下伏間江383　イオンモール高岡
2F

0766-50-8222 いつでも
いつでも、当園を利用されたお子様（小学4年生ま
で）にふうせん１つプレゼント致します。

美容 ゆみ美容室 高岡市木津南星町747-1 0766-21-0894 いつでも いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス）

買う 洋服の青山　高岡駅南店 高岡市下伏間江364-2 0766-26-2377 いつでも

お買い上げ総額より５％ＯＦＦ（他のクーポン券及び
セットセールとの併用可。他の総額割引との併用不可
あり。詳しくは係員まで。補正費・郵送費は実費を頂
戴致します。）

●

買う 洋服の青山　高岡本郷店 高岡市本郷2-1-10 0766-26-6278 いつでも

お買い上げ総額より５％ＯＦＦ（他のクーポン券及び
セットセールとの併用可。他の総額割引との併用不可
あり。詳しくは係員まで。補正費・郵送費は実費を頂
戴致します。）

●

美容 横江美容室 高岡市戸出町6-6-4 0766-63-4088 その他 毎週木曜日、御来店のお客様に料金の１割引サービス

美容 吉田美容院 高岡市御馬出町33 0766-22-2959 いつでも いつでも、お子さまのお世話

食べる らーめん岩本屋高岡横田店 高岡市千石町3-7 0766-26-3339 いつでも
麺類一杯につき、120円までのトッピングを１つサー
ビス

●

教育 ラボ・パーティ　高岡市駅南教室 高岡市駅南3-1-30　高岡市下関公民館 0766-64-0017 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

教育 ラボ・パーティ　高岡市大坪町教室 高岡市大坪町3-7-56　高岡市成美公民館 0766-64-0017 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

教育 ラボ・パーティ　高岡市伏木古国府教室
高岡市伏木古国府16-15　かたかご幼稚
園

0766-64-0017 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

教育 ラボ・パーティ　高岡市美幸町教室 高岡市美幸町2-1　高岡市美幸町公民館 0766-64-0017 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

理容 理容さいとう 高岡市井口本江445-5 0766-24-1442 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 理容シメノ 高岡市三女子146-8 0766-22-5213 いつでも 高校生までシャンプーサービス

理容 理容ジャイアンツ 高岡市利屋町64 0766-23-5507 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 理容タワラ 高岡市定塚町4-5 0766-22-6467 いつでも いつでも、お子さまのシャンプーサービス

理容 理容なかすぎ 高岡市横田町3-5-9 0766-23-0915 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 理容なかむら 高岡市羽広2-2-15 0766-21-0581 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 理容のむら 高岡市羽広2-7-9 0766-23-7994 いつでも いつでも、割引き、お楽しみサービスあり

理容 理容まつもと 高岡市南幸町4-15 0766-23-2718 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜から１週間は、お楽しみサービスあり

理容 理容三喜 高岡市大野202 0766-22-7426 いつでも いつでも洗髪を無料サービス

理容 理容ヤマザキ 高岡市野村東町413-2 0766-21-2214 いつでも いつでも、お楽しみサービスあり

理容 理容やまもと 高岡市蓮美町3-33 0766-21-2901 いつでも 新ジャンケンポンガム、お菓子アラカルトプレゼント ● ●

買う ロペピクニック
高岡市下伏間江383　イオンモール高岡
1F

0766-30-2656 いつでも いつでも、店内商品５％OFF※割引品除外 ●

入浴等 和倉湯 高岡市東下関7-10 0766-23-7396 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

自動車 和光商事 高岡インター給油所 高岡市六家1230 0766-31-1172 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 和田商会 野村給油所 高岡市野村774 0766-22-1423 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引
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買う AOKI小杉店 射水市三ヶ2473-1 0766-57-1888 いつでも
お買い上げ総額（税込）より５％割引（他クーポン券
及びセットセールとの併用可。他の総額割引との併用
不可。補正代・宅配代は対象外。）

●

美容 あけぼの美容室 射水市本町1-12-8 0766-82-4077 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 A・Z (アズ） 射水市小泉205-6 0766-52-5251 いつでも いつでも、お子さまのお世話

食べる 東亭 射水市中老田新536 0766-56-0265 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ソフトドリンク１杯サービス ●

美容 A・Presto 射水市八塚294-3 0766-52-4891 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（キャンディ、ドリンク
等サービス）

写真 アミヤ写真館 射水市立町2-14 0766-82-2337 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

写真 アラキ写真館 射水市本町3-6-9 0766-84-3050 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

買う アルビス　いみずの小杉店 射水市一条6番5 0766-57-3500 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　歌の森店 射水市戸破1569 0766-57-1166 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　大島店 射水市本開発11 0766-50-2300 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アルビス　パスコ店 射水市中太閤山1-1 0766-56-5551 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

教育 アルファ進学スクール　射水校 射水市小島3943山田ビル2F 0766-51-7191 その他

毎月第２金曜日15:00～18:00小学生(60分)
毎月第２土曜日18:00～22:00中学生(120分)
毎月第２土曜日20:00～22:00高校生(120分)　地域の
子ども達を対象に無料学習会を開催します。※日程、
時間が変更になる場合がありますので、お気軽にお問
い合わせください。
わからないところの教科指導はもちろん、粘り強さも
養える“パズル道場”も受講可能です。
勉強の仕方や学習計画などの立て方のアドバイスな
ど、相談会も実施しております。

● ●

その他 射水市新湊博物館 射水市鏡宮299 0766-83-0800 いつでも いつでも、中学生以下入場料無料 ●

クリーニング いわつぼクリーニング 射水市朴木200 0766-82-6638 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間　ドライクリーニング品、
布団類10％OFF

買う ヴィンチトーレ　シミズ 射水市小島971 0766-52-3719 いつでも
アプリ登録で５００円クーポンさらにお買い上に応じ
たポイントならびにポイントアップクーポンプレゼン
ト。初回のみ粗品プレゼント

● ●

買う auショップ小杉 射水市三ヶ2750-1 0800-700-2271 いつでも
いつでも、ご来店のお子さま（小学生以下）に、おも
ちゃプレゼント

● ●

自動車 エネクスフリート 富山バイパス給油所 射水市稲積313-1 0766-55-8080 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う 大阪屋ショップアプリオ店 射水市小島3724 0766-52-8866 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ太閤山店 射水市南太閤山12-1-1 0766-57-1600 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

美容 おおみ美容室 射水市中央町19-2 0766-84-2120 いつでも 幼児用の絵本があります。

食べる お食事処　八十船 射水市鷲塚255-4 0766-55-2870 その他 毎月第３土・日曜日は、飲食料金を１割引

その他
カイロプラクティック施術院サンサンカ
イロ

射水市南太閤山4-68 0766-57-1343 毎週日曜日
第１、第３日曜日に親子で施術されると施術料金の総
額から10%割り引きます。他の割引との併用はできま
せん。

●

自動車 加治石油 新港の森給油所 射水市作道中不湖701 0766-84-3456 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

理容 片岡理容院 射水市堀岡新明神144 0766-86-1371 いつでも いつでも、来店時のお楽しみ

教育 学研射水小杉教室 射水市戸破1552富山新聞社射水支局内 0766-26-7000 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研射水東教室 射水市戸破若宮町3223-5 0766-55-1903 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研えびえ教室 射水市海老江練合169-14 0766-86-3887 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研大島アプリオ教室
射水市小島3724アプリオ内スタジオエル
パティオ

090-3765-2736 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研たいこうやま教室
射水市太閤山1-7-3 ジーズヒル千成商店
内

090-5170-9478 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研だいもん教室 射水市八塚282-6 0766-52-5142 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研作道教室 射水市作道737-10 0766-82-7087 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研はぐみ教室 射水市鏡宮弥生1-74 090-5276-4530 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研ひろかみ教室
射水市広上1125-1　（大門町）〔広田様
方〕

0766-23-8446 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研ほりおか教室 射水市海老江浜開192-42 090-8266-4003 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研みどり町教室 射水市緑町14-1マツノピアノ教室内 090-8095-3594 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

射水市　―　協賛店
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理容 カットショップ　きよし 射水市土合1506-7 0766-52-1521 いつでも いつでもお菓子・ドリンクのサービス

理容 カットハウス　あいらんど 射水市片口100 0766-86-3126 いつでも いつでも、来店時のお楽しみ

入浴等 金崎湯 射水市中新湊2-8 0766-82-2261 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

教育 金山そろばんスクール 射水市中太閤山9-27 0766-56-4181 いつでも

いつでも小学生以下のお子さまは、入学月の授業料無
料。ペア入学（小学生の兄弟、お友達と一緒に入学）
の場合は、お二人とも入学月の授業料無料かつ入学金
が半額になります。

自動車 金田石油店 作道給油所 射水市作道575-1 0766-84-3653 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日を含む週は、洗車とオイル交換１割引 ●

自動車 ㈱SHIMARS SHIMARSメカニックセンター 射水市戸破字神明625-2 0766-54-6630 いつでも
いつでも、オイル。タイヤ・バッテリーなど無料安全
点検実施。お子様にもおもちゃプレゼント。
車検は1,000円引き（他の割引き兼用可）

●

住まい 株式会社　やの園 射水市西新湊20-20 0120-920-729 いつでも
いつでも、施工金額から５％割引（他の特典との併用
不可）

食べる カレーのチャンピオンｅタウン店 射水市本開発代官免223-3ｅタウン内 0766-55-3939 いつでも いつでも、お子さまにプチデザートをサービス

食べる カレーハウスCoCo壱番屋　富山小杉店 射水市三ケ2460 0766-56-8288 いつでも
いつでも、105円セットドリンクorフライドポテトど
ちらか１つをお子さまの人数分サービス※小学生以下
に限る

●

食べる 割烹かわぐち 射水市中央町19-31 0766-84-1331 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにソフトドリ
ンク１杯無料サービス

●

自動車
北川石油産業 グリーンパーク黒河給油
所

射水市黒河2027 0766-56-4390 その他 毎週水土曜日はポイント2倍、火曜日は洗車半額 ●

美容 北本美容室 射水市大門167 0766-52-0519 いつでも いつでも、お子さまのお世話（おやつサービス）

住まい 有限会社　協伸電機 射水市戸破元町1545 0766-56-2386 いつでも
いつでも、家電修理費の作業費５％ＯＦＦ！各種電気
工事も特別割引します。

●

見る・遊ぶ クァトロブーム小杉 射水市三ヶ2602 0766-57-8200 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、『優待カード』で18歳未
満のお子様に「ドリンク1本」サービス！！
※ボウリング大会ご参加の方は対象外となります。

理容 倉町理容院 射水市本町3-11-3 0766-82-5365 いつでも いつでも、来店時のお楽しみ ●

買う 呉羽ＰＡ（下り） 射水市池多860 0766-56-0583 毎月第３日曜日
〔ショッピング〕毎月第３日曜日に、商品1,000円以
上お買上げのご家族になめらかシュークリーム進呈
（１家族に1個）

買う 呉羽ＰＡ（上り） 射水市山本字二枚田3735 0766-56-0581 毎月第３日曜日
〔ショッピング〕毎月第３日曜日に、商品1,000円以
上お買上げのご家族に粗品進呈（１家族に1個）＜健
康づくり協力店（禁煙分煙）＞

その他 県民公園太閤山ランド 射水市黒河字高山4774-6 0766-56-6116 毎月第３日曜日
ボート営業期間中の毎月第３日曜日、ボート利用料が
１００円割引

● ●

食べる COCO'S小杉店 射水市三ケ2602 0766-56-8160 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

入浴等 越の湯 射水市八幡町3-10-1 0766-82-2488 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

理容 小玉理容院 射水市堀岡185-1 0766-86-1323 いつでも いつでも、来店時のお楽しみ

その他 骨格調整　笑処 射水市中村303-1 0766-52-7568 いつでも お子さまのお世話

食べる 琥珀物語 射水市西新湊13-1 0766-83-0016 いつでも
いつでも、ご注文(ドリンクも可)いただき、応援団
マークご提示でアイスクリームをお子様に１つプレゼ
ントします。

●

美容 comodo 射水市太閤山1-7-9 0766-56-9872 いつでも いつでも、お子さまのお世話

食べる 菜香 射水市戸破4122-1 0766-55-1438 いつでも
ソフトドリンク（ジュース）1杯サービス（先に優待
カードを提示下さい）

美容 サイトウ美容室 射水市戸破1761-6 0766-56-1580 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 salon・de・olive 射水市新開発247-25 0766-52-8200 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（キャンディ、ドリンク
等サービス）

美容 サロン・ド村道 射水市太閤山4-22 0766-56-5060 いつでも いつでも、お子さまのお世話

入浴等 さんがの湯 射水市立町13-22 0766-82-4339 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

自動車 ㈱SHIMARSDD大門小泉店 射水市小泉200-1 0766-52-6366 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

教育 島田純子フラメンコ教室ALEGRIA
射水市小島3724アプリオ内　Estudio EL
PATIO

090-5459-0767 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様連れの方・18歳未満の方
が入会された場合入会金20%off

●

美容 しみず美容室 射水市手崎1232-12 0766-55-3613 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 下村美容院 射水市加茂中部1066 0766-59-2424 いつでも
いつでも、お子さまのお世話、ドリンク＆お菓子サー
ビス、お電話いただければ送迎いたします（平日の
み）

買う ジョーシン射水店 射水市本開発701 0766-55-3011 毎月第３日曜日から１週間

毎月第3日曜日から１週間、キッズランド商品（おも
ちゃ・プラモデル・模型）が表示価格より５％引き
（TVゲーム関連商品など一部対象外商品もございま
す）
※ジョーシンポイントカード会員様に限ります。

美容 スズ美容室 射水市戸破元町5431 0766-56-2733 いつでも
お子さまのお世話（お菓子サービス）、子供のおも
ちゃあり

金融 第一生命　小杉営業オフィス 射水市三ケ1471 050-3782-3518 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●
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美容 だいもん美容室 射水市三ケ3648 0766-55-0604 いつでも いつでも、お子さまのお世話（飲物サービス）

その他 大楽寺（国登録有形文化財） 射水市立町2-9 0766-82-3016 いつでも
いつでも、小学生以下200円→100円、大人(中学生以
上）300円→200円

● ●

写真 タカミチ 射水市三ケ3711 0766-55-0111 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

美容 たにみち美容室 射水市赤井29-7 0766-52-2189 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（キャンディーサービ
ス）

美容 たや美容室 射水市港町24-21 0766-82-4371 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 ちえ美容室 射水市本町3-7-3 0766-84-3367 いつでも 中学生までジュースのプレゼント

美容 トゥインクル 射水市戸破3149-7 0766-55-3116 いつでも いつでも、新規お子さま連れの方10％ｏｆｆ

買う 東京靴流通センター　小杉店 射水市小杉町戸破元町1576 0766-56-6427 いつでも
小学生以下のお子様靴、本体価格1,100円(税込)以上
の商品レジにて10％オフ
※セール品・値下げ品除く

●

買う ドコモショップイータウン射水店 射水市本開発代官免100 0120-420-330 いつでも
いつでも、スマートフォン、タブレットご購入で粗品
プレゼント

●

買う TOPモリオカ 射水市八塚23-36 0766-52-4137 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、文房具・合鍵複製（家
具・車・玄関等）２割引、鍵封じ込み開錠、家具・家
電・錠前等修理２．５割引以上

自動車 トミセキ　エスポワール大門給油所 射水市広上902-1 0766-52-6789 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山カークリーンサービス 射水市松木314 0766-82-5138 いつでも

いつでも、施工代金から10%引きいたします。ご予約
時に「とやま子育て応援団」割引の利用をお伝え下さ
い。また、割引サービスのご利用にあたり、『SNSの
フォロー』と『施工後の評価(レビュー)』または『施
工事例モデル』をお願いしております。詳細は当社
ホームページ内にある「とやま子育て応援団」のバ
ナーからご確認ください。

●

理容 ナカオキ理容 射水市射水町2-6-6 0766-86-1485 いつでも いつでも、来店時のお楽しみ

食べる 中村楼 射水市三ヶ常盤町3304 0766-55-0063 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート無
料サービス

●

自動車
㈱西日本宇佐美北陸支店 小杉インター
給油所

射水市橋下条28 0766-57-0154 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

自動車 西元自動車有限会社 射水市小島350 0766-52-3939 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、日本製オイル交換を半
額（交換工賃は無料サービス）にいたします。

●

自動車 日本海産商 くろかわ給油所 射水市塚越1853 0766-57-0345 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

美容 ひばり美容室 射水市戸破3647-2 0766-55-1643 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 ビューティサロンアサイ 射水市中新湊11-12 0766-82-4604 いつでも いつでも、お子さまのお世話 ●

美容 ビューティサロン大島 射水市布目沢379-1 0766-53-1618 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス、
おもちゃ有）

美容 ビューティサロンカワジリ 射水市中新湊3-4 0766-84-7641 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 ビューティプラザ　とみた 射水市三ケ4042 0766-55-0779 いつでも いつでも、お子さまのお世話 ●

美容 美容室　髪優 射水市三ケ1191 0766-55-4271 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 美容室 Like you 射水市中太閤山17-1-3 0766-56-2003 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 美容室ココ 射水市海老江832 0766-86-1719 いつでも いつでもお子さまのお世話

美容 美容室ジュリアン 射水市戸破3538-1 0766-55-3435 いつでも いつでも、ジュース、コーヒー等サービス

美容 美容室ソレイユ 射水市鷲塚79-14 0766-55-1612 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 美容室ルビジュ 射水市小島1120 0766-52-2276 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（キャンディーサービ
ス）

●

写真 ㈱ヒロシフォト 射水市戸破2220 0766-55-0483 毎月第３日曜日
毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満）、
プリントL判(127㎜×89㎜)39円から20円

●

食べる 備長扇屋　小杉店 射水市三ヶ2746-1 076-656-8851 いつでも
会計から15%割引　※割引はお会計の税込合計金額よ
り割り引かせていただきます。※他券・他サービスと
の併用はできません。

買う V･drug　射水大島店 射水市小島3707 0766-52-8520 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

美容 プラッツヘアメイク 射水市三ケ2580 0766-56-8366 いつでも いつでも、お子さまのお世話

食べる ブルースカイ＆漁鮮亭うらの 射水市戸破3599 0766-55-0611 その他
毎月第3日曜日を含む金・土・日曜日は、ソフトドリ
ンクサービス（1杯）、食事後カラオケ半額（18時～
21時）

●

買う 文苑堂書店　小杉店 射水市下条赤田6-17 0766-56-8400 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、文具を店頭価格から１
割引（特価品除く）

買う 文苑堂書店　新湊店 射水市善光寺13-10 0766-82-1770 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、文具を店頭価格から１
割引（特価品除く）

美容 ヘアーアイランドシーオー 射水市串田新1285-2 0766-53-1911 いつでも
いつでも、パーマヘアカラーの方に、同伴のお子さま
（小学生以下）の割引（3,000円→2,000円（税抜
き））。

美容 hair＆relaxSERUNO 射水市一条8-1 0766-57-0368 いつでも いつでも、新規のみ１０％off

理容 ヘアーサロン　タケバヤシ 射水市三ケ4068-1 0766-55-0770 いつでも いつでも小学生以下は、ガムや他、洗髪サービス
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理容 ヘアーサロン石黒 射水市中新湊18-15 0766-82-2393 いつでも いつでも、来店時のおたのしみ

美容 ヘアーサロン苑道 射水市三ケ866-6 0766-55-1017 いつでも いつでも、お子さまのお世話

理容 ヘアーサロンてまる 射水市本町3-7-30 0766-82-2972 いつでも いつでも、来店時のおたのしみ

美容 ヘアー・MIND 射水市南太閤山2-53 0766-56-0124 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（子供向本やトランプ
有）

美容 Hair Room TANAKA 射水市三ケ254-1 0766-55-1226 いつでも いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス）

理容 朴木理容院 射水市海老江738-1 0766-86-0619 いつでも いつでも、来店時のお楽しみ

美容 POLA　Fine－mamショップ 射水市二口3054 0766-52-7280 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

その他 ぽっぽ屋整体 射水市庄川本町17-1 0766-54-5151 いつでも いつでもお子さま一人につき１００円引

クリーニング ホワイト急便　小杉駅南店 射水市三ヶ2685-1 0766-57-8403 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、ドライ品2割引（一部特殊
品・外注品・礼服を除きます）。

自動車 前田石油 白石給油所 射水市小杉白石828 0766-55-0200 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

食べる マクドナルド大島イータウン前店 射水市本開発712-3 0766-55-5512 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

食べる マクドナルド小杉アルプラザ店 射水市三ケ2602 0766-56-8230 いつでも
ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供

買う マックスバリュ射水鷲塚店 射水市鷲塚72-1 0766-55-3375 いつでも
いつでも、1日のお買い上げ2,000円以上のご精算でス
タンプ1個押印。スタンプ10個で「500円お買物割引
券」進呈

泊まる 松原屋 射水市三ケ3971-1 0766-55-0034 いつでも
毎日18歳未満の方にワンドリンク無料サービス（飲食
の方のみ）

●

自動車 丸福石油産業 太閤山北給油所 射水市三ケ2773-1 0766-56-9900 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

美容 丸善美容室 射水市戸破2336 0766-55-0486 いつでも いつでも、お子さまのお世話

食べる 三浦や 射水市戸破若杉3235-5 0766-55-3355 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日、飲食代金２千円毎に、次回使える１
００円割引券を差し上げます。

食べる 道の駅　新湊 射水市鏡宮296 0766-83-0111 いつでも 〔レストラン〕いつでも、飲食代金から５％引き ● ●

美容 みなみ美容室 射水市上野384 0766-56-1145 いつでも
いつでも、お子さまのお世話　お電話頂ければ、車に
て送迎

理容 宮腰理容所 射水市堀岡新明神8-1 0766-86-1063 いつでも いつでも、来店時のお楽しみ

クリーニング むろやクリーニング 射水市戸破新栄町1121-3 0766-56-3522 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間　１０％引き（特殊品は除
く）

買う メガネハウス　射水イータウン店 射水市本開発429-2 0766-55-8733 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

買う メガネハウス　小杉店 射水市戸破元町1730 0766-56-8707 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

食べる 麺処　煮込亭 射水市黒河3068 0766-56-0432 いつでも いつでも、飲食料金を５％引 ●

食べる 麺房　みなみ 射水市大門101 0766-52-0322 いつでも いつでも、お子さまにキャンディープレゼント

食べる もんじゃとお好み焼きの店　たま家 射水市本開発字代官免434 0766-55-5708 いつでも いつでも、飲食代金５％割引き ●

美容 矢後美容室 射水市中央町5-13 0766-82-2274 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 やしま美容室 射水市庄川本町7-11 0766-82-3874 いつでも いつでも、お子さまのお世話

教育 ラボ・パーティ　射水市戸破教室 射水市戸破4200-11　小杉社会福祉会館 076-467-3814 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

教育 ラボ・パーティ　射水市三日曽根教室 射水市本町3-9-12　三日曽根公民館 076-435-4359 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

理容 理容アオヤマ 射水市草岡町2-8-2 0766-86-1417 いつでも いつでも、来店時のおたのしみ ●

理容 理容かじたに 射水市庄西町1-18-24 0766-84-4455 いつでも いつでも、来店時のおたのしみ

理容 理容川南 射水市戸破新町3872-1 0766-55-0769 いつでも いつでも、中学生以下洗髪無料

理容 理容とっとり 射水市立町17-22 0766-84-3699 いつでも
いつでも、18歳未満のシャンプー無料。お子さまのド
リンク一本サービス

●

理容 理容はしもと 射水市戸破4141 0766-55-1193 いつでも 来店時のお楽しみ

その他 りんぱけあ紫葉 射水市太閤山１丁目２０ー１ー２０２ 080－8690－0480 いつでも
全身のリンパケア
（７０分　フェイシャル、フェイスパック、ヘッド
マッサージ含む）

教育 わかば珠算教室 射水市二口811-1 0766-52-1462 いつでも いつでも１８歳未満のお子さまは入学金免除します。

食べる わはく 射水市橋下条1345-2 0766-56-3737 いつでも 毎日お子さまのドリンク１杯無料サービス ●
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買う AOKI魚津店 魚津市本江字中ﾉ坪1082 0765-24-7888 いつでも
お買い上げ総額（税込）より５％割引（他クーポン券
及びセットセールとの併用可。他の総額割引との併用
不可。補正代・宅配代は対象外。）

●

クリーニング 秋山クリーニング魚津店 魚津市上村木1-10-15 0765-22-8018 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、特殊品を除く２，００
０円以上１０％割引

●

自動車 朝日石油 魚津給油所 魚津市友道891-1 0765-22-3785 その他 毎週土曜日は、ガソリン５円引 ●

美容 アトリエ　ヒロコ 魚津市駅前新町7-4 0765-24-3160 いつでも いつでも、お子さまのお世話

見る・遊ぶ アプレシオ　魚津店 魚津市江口1855 0765-24-0511 いつでも

新規入会金無料。大人（中学生以上）1名あたり、ご
利用料金から100円（税込）値引いたします。（1提示
につき大人4名まで）小学生無料(大人１名につき３名
まで)

●

美容 ambition 魚津市友道1949-30 0765-24-3610 いつでも いつでも、お子さまのお世話

理容 石倉理容院 魚津市大光寺1478-4 0765-22-2703 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス

美容 いしばし美容室 魚津市友道1535 0765-22-4747 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 イチエ美容室 魚津市東尾崎5497-51 0765-22-8679 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 魚津美容院 魚津市文化町5-37 0765-22-1083 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子、ドリンク等
サービス）

その他 魚津もくもくホール 魚津市下椿8 0765-22-0909 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間(平日のみ)施設利用料半額
※要予約

● ●

買う auショップ魚津アップルヒル 魚津市上村木413
フリーコール
0800-700-2262

いつでも
いつでも、新規契約・機種変更された方に、粗品プレ
ゼント。

買う 大阪屋ショップ魚津釈迦堂店 魚津市釈迦堂1-801 0765-23-5252 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ魚津本江店 魚津市本江1-1 0765-25-1800 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップサンプラザ店 魚津市駅前新町5-30　魚津サンプラザ1F 0765-24-2323 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

自動車 小川建設工業 魚津東給油所 魚津市吉島1106 0765-22-7780 いつでも
いつでも満タン（20リットル以上）給油時に洗車サー
ビス券

美容 おしゃれ・ロンド 魚津市新宿4-13 0765-22-2213 いつでも いつでも、お子さまのお世話

その他 カイロプラクティック　アカデミーＸ 魚津市経田西町2-40 090-2031-6660 いつでも
高校生まで初回無料、大人初回6,000円→5,000円、2
回目以降保護者の方と同時施術で千円引き

●

教育 学研魚津中央教室 魚津市緑町2-10 090-7087-0793 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研清流教室
魚津市吉島2402-1 ラフィーネ吉島A103
号

090-9767-0864 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

理容 カットボーイ 魚津市立石85-11 0765-22-3983 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス

食べる カレーハウスCoCo壱番屋　魚津吉島店 魚津市吉島字清水田2128-2 0765-23-6127 いつでも
いつでも、105円セットドリンクorフライドポテトど
ちらか１つをお子さまの人数分サービス※小学生以下
に限る

●

入浴等 川城鉱泉 魚津市上口2-18-25 0765-22-2625 いつでも いつでも親と同伴の小学生以下は入浴料無料 ●

入浴等 観音湯 魚津市経田中町4-14 0765-22-3982 いつでも いつでも親と同伴の小学生以下は入浴料無料 ●

理容 北村理容院 魚津市新角川1-7-5 0765-22-3233 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス

買う 業務スーパー魚津店 魚津市吉島2-10-17 0765-22-1966 いつでも
いつでも、すこやかプレーンヨーグルト１点まで半
額!!
※特典商品は季節により変更する場合がございます

●

食べる 喜楽 魚津市火の宮町15-2 0765-22-0715 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート無
料サービス

美容 くぼた美容室 魚津市並木町7-7 0765-22-3657 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 クレイジー　ダイアモンド 魚津市東尾崎5497-60 0765-24-8703 いつでも いつでも、お子さまのお世話、１０％割引

美容 くろかみ美容室 魚津市真成寺町1-18 0765-22-2104 いつでも いつでも、お子さまのお世話

食べる
ケンタッキーフライドチキンＭＥＧＡド
ン・キホーテＵＮＹ魚津店

魚津市住吉556 0765-25-0332 いつでも 応援団マークの提示でＢＯＸポテトを半額でご提供 ●

食べる COCO'S魚津アップルヒル店 魚津市上村木413 0765-23-9276 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

食べる コメダ珈琲店　魚津店 魚津市吉島259-1 0765-32-4511 いつでも

いつでも、中学生以下のお子様と一緒にご来店された
お客様が、各自ドリンクを注文していただくことを条
件として、１グループに1個ミニソフトクリームをプ
レゼント。

食べる 三華久 魚津市経田中町1-30 0765-22-1304 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート無
料サービス

自動車 ㈱品川グループ本社　魚津SS 魚津市本江中の坪1118-1 0765-22-1572 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 ㈱SHIMARSDD魚津店 魚津市吉島1-6-16 0765-24-9438 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

自動車 シミズ 魚津給油所 魚津市友道1008 0765-24-7000 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

魚津市　―　協賛店
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入浴等 下田温泉 魚津市本町2-12-4 0765-22-1010 いつでも いつでも親と同伴の小学生以下は入浴料無料 ●

その他
じゅうべいカイロプラクティック院魚津
店

魚津市本江1215-9 0765-22-2413 いつでも 親子ペア料金(小学生まで)(親子で安心)7,000円 ●

美容 ジュン美容室 魚津市末広町10-11 0765-22-3749 いつでも いつでも、お子さまのお世話

買う ジョーシン魚津店 魚津市吉島928 0765-22-1411 毎月第３日曜日から１週間

毎月第3日曜日から１週間、キッズランド商品（おも
ちゃ・プラモデル・模型）が表示価格より５％引き
（TVゲーム関連商品など一部対象外商品もございま
す）
※ジョーシンポイントカード会員様に限ります。

食べる 食道園 魚津市釈迦堂1-15-13 0765-24-4002 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、お食事券を差し上げます

美容 鈴木美容院 魚津市駅前新町10-20 0765-22-5969 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 すゞらん美容室 魚津市六郎丸1206 0765-22-4580 いつでも
いつでも、お子さまのお世話、おばあちゃんカット割
引有

写真 スタジオbe 魚津インター店 魚津市本江981-1 0765-24-7785 いつでも
いつでも初宮参り・百日参りなど参拝のご予定があ
り、当店にて撮影される方は「宮参り用初着」のレン
タルが無料。

●

理容 スティル　ヘアー　ササキ 魚津市本江1556 0765-22-3059 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス ●

美容 Snip　Snip 魚津市中央通り1-6-4 0765-22-5790 いつでも
いつでも、お子さまのお世話、お菓子のサービス、子
ども向けDVD・ビデオ有

教育 スポーツアカデミー魚津 魚津市北鬼江2-21-15 0765-23-0541 その他
毎月第３土曜日は、施設利用料を無料
※入水時、６歳以下は保護者同伴

教育
セイハ英語学院MEGAドン・キホーテUNY
魚津教室

魚津市住吉600　MEGAドン・キホーテUNY
魚津2F

080-4646-4947 いつでも
いつでも、教室にお立ち寄りの際ささやかなプレゼン
トあり

●

美容 セブン美容室 魚津市諏訪町7-13 0765-22-4200 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子、ドリンク等
サービス）　ティッシュペーパー１箱プレゼント

理容 先名理容所 魚津市末広町2-22 0765-22-5337 いつでも いつでも、高校生以下シャンプー無料

理容 タカギ理容室 魚津市友道2226 0765-22-5881 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス

食べる 宅配ピザテン.フォー魚津店 魚津市上村木1-13-25 0765-22-1597 いつでも

お会計総額から5％引き。・キャンペーンと一緒に使
えます。・ご注文の際に「とやま子育て応援団」利用
の旨をお伝えください。・インターネット注文はサー
ビス適用対象外です。・宅配でもお持ち帰りでもどち
らでもご利用いただけます。

●

自動車 富山石油 魚津給油所 魚津市双葉町3-12 0765-22-0342 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 富山石油 魚津東給油所 魚津市吉島595 0765-24-0002 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

理容 西田理容院 魚津市双葉町1-14 0765-22-1530 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス

食べる 日本料理　かづみ野
魚津市駅前新町4-2　スカイホテル魚津
２Ｆ

0765-24-8801 いつでも
小学生以下はオレンジジュース1杯もしくはアイスク
リーム1個無料。授乳室準備可能

●

美容 ヌキナ美容室 魚津市新宿6-9 0765-22-1467 いつでも いつでも、お子さまのお世話 ●

写真 ネギシスタジオ 魚津市江口566-2 0765-22-0689 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

自動車 浜岡商店 ニュー魚津給油所 魚津市末広町2-20 0765-24-1452 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、オイル交換１割引 ●

買う 原信　魚津店 魚津市江口39 0765-25-1515 その他

毎週土曜日・日曜日・祝日にお買い上げ合計金額から
５％割引を致します。(割引対象外商品：たばこ・商
品券・雑誌・自動販売機商品・お酒・宅急便料金・専
門店のお買い物他)

買う Parade魚津店 魚津市上村木2-908 0765-23-9110 いつでも いつでも現金でお支払の場合、税込価格より5%引き

美容 B-BOX 魚津市本江3371-2 0765-22-7476 いつでも
いつでも、ドリンク、お菓子等のサービス有。シャン
プーなしの小さなお子さまは、料金割引

美容 美粧倶楽部 魚津市鴨川町2-25 0765-22-8789 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 ビューティサロンたきかわ 魚津市島尻1055 0765-32-8967 いつでも
いつでも、お茶・コーヒー・ジュース等サービス。車
での送迎有

美容 ビューティサロン　アカネ 魚津市友道本町1940 0765-24-8701 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 ビューティサロン　バンビ 魚津市緑町3-25 0765-24-2253 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 ビューティーサロン　ゆみ 魚津市本江新町5-12 0765-22-2203 いつでも
いつでも、お子さまのお世話。コーヒー、お茶、お菓
子等のサービス有

美容 ビューティサロンおおえ 魚津市住吉458-5 0765-22-6396 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子、ドリンク等
サービス）

美容 ビューティサロンたくみ 魚津市吉島2509-2 0765-23-1438 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 ビューティサロンチャーム 魚津市本江1430-17 0765-22-5294 いつでも いつでも、お子さまのお世話 ●

美容 ビューティサロンミヤジマ 魚津市友道704 0765-22-1636 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 ビューティパーラ　年美 魚津市上村木1-3-6 0765-22-8227 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 美容室　髪遊ひろ 魚津市経田中町1-45 0765-22-1292 いつでも
いつでも、お子さまのお世話。飲物、お菓子等のサー
ビス

美容 美容室クリアーテイスト 魚津市文化町9-16 0765-22-1735 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 美容室サンロード 魚津市釈迦堂1-2-18 0765-24-5388 いつでも いつでも、お子さまのお世話
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美容 はしもと美容室 魚津市新角川1-10-5 0765-22-3450 いつでも いつでも、お菓子プレゼント

美容 美容はまたに 魚津市大海寺野4891-3 0765-22-6047 いつでも いつでも、ジュース等その他のサービス有

買う V･drug　魚津店 魚津市上村木413　アップルヒル内 0765-23-1111 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　魚津南店 魚津市大光寺380 0765-32-3224 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

美容 フジ美容室 魚津市蛇田4658 0765-31-7800 いつでも いつでも、お子さまのお世話

買う 文苑堂書店　魚津サンプラザ店 魚津市駅前新町5-30　魚津サンプラザ3F 0765-23-0910 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、文具を店頭価格から１
割引（特価品除く）

理容 Hair REALM（レアム） 魚津市本新町20-14 0765-22-7464 いつでも 来店時のお楽しみ

理容 ヘアーカミクラ 魚津市新角川2-8-2 0765-22-5451 いつでも
いつでも、0～18才までのお子さま、割引アリ　学生
もOK　(^-^)
ポイントカードもおつけします。

理容 ヘアーサロン　サナダ 魚津市大海寺野740-2 0765-22-3795 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス

理容 ヘアーサロン　ヤング 魚津市真成寺町3-17 0765-22-3058 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス

理容 ヘアーサロンたむら 魚津市新宿9-7 0765-22-4723 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス ●

理容 ヘアーサロンひらの 魚津市横枕855-2 0765-32-8158 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス

理容 ヘアーテラサキ 魚津市六郎丸1122-5 0765-22-4752 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス

美容 hair make Full 魚津市本江3408-15 0765-24-7030 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 ヘアールームKYO 魚津市港町7-22 0765-22-4528 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（ジュース、あめ等の
サービス有）

美容 ヘアールームよねざわ 魚津市上口1-3-22 0765-22-2606 いつでも いつでも、お子さまのお世話

理容 ヘアサロンまえだ 魚津市双葉町1-21 0765-22-5402 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、シャンプー無料サービス
（火曜日から日曜日の６日間）

●

美容 hair design MIX 魚津市佐伯116-15 0765-22-1918 いつでも
いつでも、お子さまのお世話。新たなお客さまにいろ
いろ特典有

入浴等 平成松の湯 魚津市新金屋1-4-2 0765-22-1286 いつでも いつでも親と同伴の小学生以下は入浴料無料 ●

美容 POLA　Sleepy　boxショップ 魚津市吉島1-5-15 0765-32-3028 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

金融 ほけんの窓口　魚津店 魚津市本江2533 0765-32-5067 いつでも
いつでもお子さまにジュースをプレゼント。３人以上
のお子さま（妊娠中の子を含む）がいる方で、初めて
当店をご利用された方にプレゼント進呈。

●

美容 ほそだ美容室 魚津市北鬼江2-2-15 0765-22-4444 いつでも いつでも、お子さまのお世話

食べる マクドナルド魚津店 魚津市相木字池田1011 0765-24-6001 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

美容 マサ美容室 魚津市東町10-7 0765-22-3974 いつでも いつでも、お子さまのお世話。

美容 みちこ美容室 魚津市経田中町7-19 0765-22-4475 いつでも いつでも、お子さまのお世話

入浴等 みなと湯 魚津市諏訪町13-17 0765-22-1038 その他 毎週土、日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

見る・遊ぶ
MEGAドン・キホーテＵＮＹ魚津店ゲーム
コーナー

魚津市住吉600MEGAドン・キホーテUNY魚
津店２Ｆ

0765-23-4214 いつでも ガラポンの無料サービス ●

買う 眼鏡市場　アップルヒル魚津店 魚津市上村木413 0765-24-0258 いつでも
いつでもメガネ・コンタクトレンズ・サングラス　販
売価格より5%割引。
※補聴器・クリーナー等の販売備品は除きます。

●

買う メガネの三城　魚津店 魚津市吉島1-7-1 0765-24-1721 いつでも
いつでも、メガネ一組・フレーム・レンズ10％ＯＦＦ
（セール商品・他の割引との併用は不可）

買う メガネハウス　魚津店 魚津市住吉548-1 0765-22-8707 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

美容 もりおか美容室 魚津市本町1-9-15 0765-22-1343 いつでも いつでも、お菓子、お茶、コーヒーのサービス有

自動車 山崎石油 魚津給油所 魚津市住吉1057-1 0765-24-6116 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う 洋服の青山　魚津店 魚津市吉島145-2 0765-22-8556 いつでも

お買い上げ総額より５％ＯＦＦ（他のクーポン券及び
セットセールとの併用可。他の総額割引との併用不可
あり。詳しくは係員まで。補正費・郵送費は実費を頂
戴致します。）

●

理容 理容オオタ 魚津市真成寺町3-10 0765-22-2095 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス

理容 理容オダニ 魚津市上村木1-18-11 0765-22-2282 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス

理容 理容ハマダ 魚津市駅前新町6-11 0765-22-3301 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス ●

理容 理容ムラタ 魚津市東尾崎3599 0765-31-7065 いつでも いつでも、シャンプー無料

理容 理容やまざき 魚津市北鬼江1-5-2 0765-22-4629 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス



ジャンル 店舗名 住所 電話番号 期間 サービス内容
全国
共通

PR
ｽﾃｰｼｮﾝ

美容 Recre 魚津市大海寺野809 0765-55-4742 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（子どもの遊び場有、お
菓子等サービス）、6歳までのお子さまに子供服店の
商品券プレゼント

美容 ローズ＆エルデー 魚津市新宿8-22 0765-22-2402 いつでも いつでも、お子さまのお世話

買う ローソン新川文化ホール前店 魚津市慶野245-1 0765-22-8661 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

ジャンル 店舗名 住所 電話番号 期間 サービス内容
全国
共通

PR
ｽﾃｰｼｮﾝ

写真 ANNIVERSAIRE　ハスヌマ写真館 氷見市幸町5-7 0766-72-0738 いつでも いつでも、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

買う アルビス　氷見店 氷見市窪295-1 0766-91-7676 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

写真 イーオーシャン　東海写真館 氷見市窪634-1 0766-91-8388 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

写真 岩間写真館 氷見市本町1-4 0766-72-1925 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

買う 大阪屋ショップ　プラファ店 氷見市加納484－1 0766-72-8885 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップハッピータウン店 氷見市幸町9－78 0766-72-8000 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ氷見店 氷見市柳田1166 0766-91-8700 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

教育 学研窪教室 氷見市窪2153-7 0766-91-1910 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研窪南会館教室 氷見市窪2280窪南会館内 0766-91-1910 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研十二町教室 氷見市万尾35-2 090-2838-3620 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研氷見いきいき元気館教室 氷見市中央町12-21 0766-26-7000 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ１本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研氷見・薮田教室 氷見市薮田193光福寺内 090-2127-2500 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研丸の内教室 氷見市丸の内6-22 0766-74-5411 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

食べる COCO'S氷見店 氷見市窪688 0766-91-8038 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

自動車 ㈱SHIMARS氷見SS 氷見市加納179-5 0766-72-1160 いつでも 洗車プリペイドカード100円引き ●

自動車 ㈱SHIMARS氷見中央SS 氷見市窪686-1 0766-92-6222 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

写真 写真スタジオ　フジ 氷見市窪780-2 0766-91-2325 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

食べる 菅隆 氷見市丸の内7-19 0766-72-0394 その他
毎月第３日曜日を含む金・土・日曜日は、お子さまの
ドリンク１杯無料サービス

食べる 鮨よし 氷見市下田子185-1 0766-91-4080 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ドリンク１杯サービス

見る・遊ぶ 高岡スカイボウル 氷見市上田子124 0766-24-5050 毎週日曜日

毎週日曜、ご家族でプレーすると総ゲーム数から２
ゲーム無料招待（おとな・こども各１ゲームサービス
となります）
※予約コンペ・特別料金日は除く

食べる 橘寿し 氷見市本町11-11 0766-74-4688 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日にウーロン茶をサービス

買う ドコモショップ氷見店 氷見市柳田1182 0120-81-7077 毎月第３日曜日 いつでもガラスコーティング500円引き

自動車 富山石油 氷見給油所 氷見市窪848-1 0766-91-2460 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

写真 はぎわら写真館 氷見市朝日本町4-3 0766-72-0128 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

食べる 一二三亭 氷見市丸の内2-18 0766-72-2626 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート無
料サービス

泊まる 氷見温泉郷　くつろぎの宿　うみあかり 氷見市宇波10-1 0766-74-2211 いつでも
いつでも、家族の１泊２食料金を５％割引、ソフトド
リンク１人１本サービス

その他 氷見市立博物館 氷見市本町4-9 0766-74-8231 毎月第３日曜日
入館料割引（毎月第3日曜日）　大人（高校生以上）
100円→60円　小・中学生50円→30円

●

買う V･drug　氷見南店 氷見市柳田1164 0766-91-8877 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

自動車 伏木燃商 氷見バイパス給油所 氷見市窪647 0766-91-5665 毎週日曜日 毎週日曜日は、オイル交換工賃無料

自動車 伏木燃商 氷見バイパス南給油所 氷見市窪473 0766-91-3185 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、オイル交換１割引 ●

自動車 布施石油店 氷見幸町給油所 氷見市幸町3829-7 0766-72-1810 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

理容 ヘアーサロンおけもと 氷見市窪1079-1 0766-91-6032 いつでも いつでも、来店時のお楽しみサービス

美容 ヘアスタジオ superいちご 氷見市神代151 0766-91-7551 いつでも いつでも、お子さまのお世話 ●

氷見市　―　協賛店
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食べる マクドナルド１６０氷見店 氷見市窪726-1 0766-91-3033 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

買う マックスバリュ氷見店 氷見市窪140-1 0766-91-8811 いつでも
いつでも、1日のお買い上げ2,000円以上のご精算でス
タンプ1個押印。スタンプ10個で「500円お買物割引
券」進呈

●

美容 みなと美容院 氷見市中央町4-7 0766-72-3423 いつでも いつでも、お子さまのお世話

買う メガネハウス　氷見店 氷見市窪728-1 0766-91-8181 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ、補聴器15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

食べる 麺屋　いく蔵　番屋店 氷見市北大町25-5　ひみ番屋街内
0766-91-3773
（三興土木㈱本
社）

いつでも
いつでも、１家族につき１杯、普通盛価格で大盛サー
ビス

教育 ラボ・パーティ　氷見市朝日本町教室 氷見市朝日本町4-13　光照寺 076-435-4359 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

教育 ラボ・パーティ　氷見市鞍川教室 氷見市鞍川1296　アソカ幼稚園 076-435-4359 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

買う リトルボックス 氷見市中央町9-47 0766-74-3126 その他
毎月第３土・日曜日に10,000円以上お買上げでソック
スをプレゼント

ジャンル 店舗名 住所 電話番号 期間 サービス内容
全国
共通

PR
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買う 足と靴のサイズ 滑川市常盤町181-17 SCエール内 076-475-8521 いつでも
子供靴のお買上金額に応じてポイント贈呈。ポイント
数による金券をプレゼント。足の計測、親子の足と靴
のお悩み相談（随時）

●

自動車 石倉石油 滑川西給油所 滑川市魚躬字膏薬1250 076-475-9051 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

食べる 石倉家 滑川市上小泉2837-8 076-475-8221 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにキャン
ディープレゼント

写真 伊東写真館 滑川市吾妻町384-1 076-475-0312 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

買う auショップ滑川 滑川市上小泉473 0800-700-2281 いつでも
いつでも、新規ご契約・他社からの乗り換え・機種変
更の方にプレゼントのご進呈をしております。

買う 大阪屋ショップエール店 滑川市常磐町181-17 076-475-8511 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ滑川店 滑川市魚躬200-1 076-411-5800 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップパスタ店 滑川市上小泉1263 076-475-8835 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

教育 学研なめりかわ教室
滑川市吾妻町426　滑川市民交流プラザ
内

090-9449-8654 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研みやのくぼ教室 滑川市宮窪1221-1 076-482-3327 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

美容 カットスタジオキャロット 滑川市魚躬91-3 076-475-9607 その他
いつでも、お子さまのお世話（ドリンク、キャンディ
等サービス）、毎月第３日曜の週の火～土曜日は、５
００円割引

住まい
カネソリフォーム＆エクステリア滑川展
示場

滑川市北野1052 076-475-1145 毎月第３日曜日から１週間 第3日曜日から１週間、価格を5％引き

住まい KanonStylehome! 野末建築 滑川市七口1730 076-475-6361 いつでも
新築の方には、お子さまの部屋にエアコン（1台の
み）、リフォームの方には、各種レジャー施設・温泉
利用券をプレゼント

● ●

その他 株式会社金山産業 滑川市笠木74-1 076-476-7530 いつでも
①瓦チップ(0～3ｍｍ)税込み1,100円/ｔを1割引き、
②瓦チップ(3～13ｍｍ)税込み2,200円/ｔを1割引き

入浴等 塩湯 滑川市常盤町1-31 076-475-0181 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

自動車 ㈱SHIMARSDD滑川店 滑川市上島21-1 076-476-0581 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

金融 第一生命　滑川営業オフィス 滑川市下小泉8 050-3782-3502 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

自動車 大丸 滑川中央給油所 滑川市上島267-1 076-475-9100 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 大丸 本店滑川給油所 滑川市神家町209 076-475-1109 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

食べる 宅配ピザテン.フォー滑川店 滑川市常磐町181-52 076-475-5844 いつでも

お会計総額から5％引き。・キャンペーンと一緒に使
えます。・ご注文の際に「とやま子育て応援団」利用
の旨をお伝えください。・インターネット注文はサー
ビス適用対象外です。・宅配でもお持ち帰りでもどち
らでもご利用いただけます。

●

買う ドコモショップ滑川店 滑川市沖田新27 0120-69-4360 毎月第３日曜日 いつでもガラスコーティング500円引き ●

食べる とりでん滑川店 滑川市沖田新2-1 076-475-9494 いつでも
いつでも、4,200円以上のご飲食に限り、１組につき
500円割引（フェア期間中や他の割引特典との併用不
可）

自動車 ㈱日鉱産業 リバーサイド早月SS 滑川市中村327-1 076-477-1208 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車半額

買う V･drug　滑川店 滑川市沖田新22 076-464-6247 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　滑川西店 滑川市魚躬210-1 076-411-9136 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

滑川市　―　協賛店
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美容 POLA　パームショップ 滑川市北野9-36 076-471-2255 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

その他 ほたるいかミュージアム 滑川市中川原410 076-476-9300 毎月第３日曜日から１週間

毎月第３日曜日から一週間。入館料５０円引　3/20～
5/31：高校生以上８２０円→７７０円　３歳から中学
生４１０円→３６０円　6/1～3/19：高校生以上６２
０円→５７０円　３歳から中学生３１０円→２６０円

●

食べる マクドナルド滑川パスタ店 滑川市上小泉1263 076-476-4335 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

写真 松坂写真館 滑川市田中町79-1 076-475-0251 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

その他
夢眠〜むーみん女性専門カイロプラク
ティック(整体)

滑川市上小泉1683 080-6357-0476 いつでも
・お子様(生後半年以降)の姿勢チェック無料
・初めての方は初診料1,000円割引
・アームケア半額(通常2,000円・1回のみ)

●

買う メガネ・時計技術者の店アウ ナガハラ 滑川市中町1431 090-2375-3949 いつでも いつでも、メガネ一式定価の半額、時計定価の半額

買う メガネハウス　滑川店 滑川市上小泉1048 076-475-8083 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

食べる 麺家なると　滑川店 滑川市中川原266 076-411-8967 いつでも

お子様らーめんを1杯無料サービス(ジュース・おも
ちゃ付）
・他のサービス券との併用不可
・未就学児まで

●

自動車 米原商事 滑川バイパス給油所 滑川市上梅沢451-4 076-475-9511 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、セルフ洗車とオイル交換１割引

買う ローソン滑川インター店 滑川市栃山1572 076-475-2144 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン滑川インター東店 滑川市改養寺193 076-434-3633 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜30円引

買う ローソン滑川上梅沢店 滑川市上梅沢451-1 076-476-0078 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜30円引
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その他
RTA指定スクール　ベビーマッサージ教
室　TOPOP

黒部市宇奈月町土山31 0765-65-1767 いつでも いつでも、１レッスン100円引き

その他
RTA指定スクール　ベビーマッサージ教
室　ふわふわり

黒部市荻生1498 0765-32-5634 いつでも
いつでも、初回に限り、ベビーマッサージオイルをプ
レゼント♪

買う AOKI黒部店 黒部市前沢1512-1 0765-57-3488 いつでも
お買い上げ総額（税込）より５％割引（他クーポン券
及びセットセールとの併用可。他の総額割引との併用
不可。補正代・宅配代は対象外。）

●

教育
アルファ進学スクール　石田校キッズ
ルーム

黒部市立野26-1 0765-54-4150 その他

小さなお子さんがいても自分の特技を活かしてみた
い！という親御さんたちにレッスンスペースを平日昼
間に限り、無料でお貸しします。親御さんの特技を活
かしたレッスンやサークル活動にご利用ください！ほ
かにも「小学生のための宿題スペースの開放」や「本
の貸し出し」サービスもあります。

● ●

泊まる 生地温泉たなかや 黒部市生地吉田新230 0765-56-8003 いつでも
いつでも、家族の１泊２食料金を500円引、日帰り
（昼食）5,000円以上の方500円引（要ＴＥＬ予約）

理容 市六理容院 黒部市生地571 0765-56-9379 いつでも いつでも、お子さまのドリンク１杯サービス

泊まる 宇奈月国際ホテル 黒部市宇奈月温泉7-26 0765-62-1236 いつでも
いつでも、店内売店にて1,000円以上の商品１点につ
き100円引き

理容 e・t・f　MATSUNO 黒部市三日市3512-2 0765-52-1191 いつでも いつでも、コーヒー・お茶・アメ類・ガム等無料 ●

泊まる 延対寺荘 黒部市宇奈月温泉桃原53 0765-62-1234 いつでも
いつでも、店内売店にて1,000円以上の商品１点につ
き100円引き

泊まる 延楽 黒部市宇奈月温泉347-1 0765-62-1211 いつでも
いつでも、店内売店にて1,000円以上の商品１点につ
き100円引き

買う 大阪屋ショップ宇奈月店 黒部市宇奈月町浦山954 0765-65-0333 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップ黒部店 黒部市植木125-1 0765-56-5880 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

買う 大阪屋ショップメルシー店 黒部市新牧野311 0765-54-1516 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

泊まる お酒のお宿　喜泉 黒部市宇奈月町音澤1387 0765-62-1321 いつでも
いつでも、店内売店にて1,000円以上の商品１点につ
き100円引き

●

食べる 親子喫茶SAKAEI 黒部市宇奈月町土山31 0765-65-1767 いつでも
いつでも、6歳以下（就学前）のお子さま同伴で、飲
食代金100円引き

自動車 潟田石油 生地給油所 黒部市吉田1160 0765-57-1234 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

教育
学研　ほりたか教室

黒部市堀高105-3堀高公民館1F 090-2092-2304 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研三日市教室 黒部市中野200-2 090-9765-1576 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

理容 cutman＋ 黒部市北野40-4 0765-52-1024 いつでも いつでもお子さまにお菓子サービス

理容 髪工房　はしもと 黒部市三日市1109 0765-52-1536 いつでも いつでも、お子さまのドリンク１杯サービス

自動車 共和土木㈱黒部北給油所 黒部市荒俣1561-1 0765-57-0168 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

黒部市　―　協賛店
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食べる
具だくさん生パスタのお店Molto Buono
（モルト・ボーノ）マハロ黒部店

黒部市石田6781-3 0765-57-3900 いつでも
いつでも、お食事されたご家族にハーフピザ1枚サー
ビス（他の割引券との併用不可）

泊まる 黒部・宇奈月温泉　桃源 黒部市宇奈月温泉22-1 0765-62-1131 いつでも
いつでも、店内売店にて1,000円以上の商品１点につ
き100円引き

●

買う cozy. 黒部市荻生860 0765-52-5050 いつでも
お子さま連れのお客さまに端材で作った「カード立
て」をプレゼント

●

食べる COCO'S黒部店 黒部市荻生金屋5263-2 0765-54-9033 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

食べる 狐狸庵 黒部市植木24-18 0765-52-1022 その他
毎週、水・木曜日の２日間は、お子さま（小学生以
下）１人に付き、100円割引券１枚を差し上げます

理容 サガ理容室 黒部市生地95 0765-56-9507 いつでも いつでも、お子さまのドリンク１杯サービス

自動車 櫻井建設 石田マリーンサービス給油所 黒部市石田字大島4331-5 0765-54-4646 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 櫻井建設 桜井給油所 黒部市沓掛1792 0765-52-0044 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

泊まる サン柳亭 黒部市宇奈月温泉243-2 0765-62-1336 いつでも
いつでも、店内売店にて1,000円以上の商品１点につ
き100円引き

食べる 朱孔蘭ハレとケ 黒部市飛騨 0765-32-5084 いつでも 小学生以下キッズドリンク1杯サービス

美容 スガタ美容室 黒部市三日市3268 0765-52-2165 いつでも いつでも、お子さまのお世話

その他 セレネ美術館 黒部市宇奈月温泉6-3 0765-62-2000 いつでも
いつでも、中学生以下は無料、一般は通常620円→310
円、高・大学生は通常510円→250円

● ●

金融 第一生命　黒部営業オフィス 黒部市前沢2334-1 050-3782-3526 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

住まい 大丸インテリア 黒部市田家新683-1 0765-52-2487 いつでも いつでも、表示価格から10％OFF ●

買う 東京靴流通センター　黒部店 黒部市萩生7180-3 0765-54-0988 いつでも
小学生以下のお子様靴、本体価格1,100円(税込)以上
の商品レジにて10％オフ
※セール品・値下げ品除く

●

理容 とこやさんムロセ 黒部市生地神区425-3 0765-57-0196 いつでも いつでも、子供さんのシャンプー、おかし等サービス

理容 中田理容店 黒部市阿弥陀堂12 0765-58-1373 いつでも いつでも、お子さまのドリンク１杯サービス

理容 中村理容室 黒部市三日市4064 0765-52-3278 いつでも いつでも、お子さまのドリンク１杯サービス

自動車 西日本宇佐美北陸支店 8号黒部給油所 黒部市三日市金屋2117-3 0765-54-2210 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

見る・遊ぶ ノースランドボウル黒部 黒部市田家新町577 0765-54-3222 毎週日曜日

毎週日曜、ご家族でプレーすると総ゲーム数から２
ゲーム無料招待（おとな・こども各１ゲームサービス
となります）
※予約コンペ・特別料金日は除く

理容 Hana-bishi BarBer-shop Basic Esthe 黒部市新牧野178-7 0765-52-1119 いつでも いつでも、お子さまのドリンク１杯、その他サービス

買う 原信　黒部店 黒部市萩生7686 0765-54-5111 その他

毎週土曜日・日曜日・祝日にお買い上げ合計金額から
５％割引を致します。(割引対象外商品：たばこ・商
品券・雑誌・自動販売機商品・お酒・宅急便料金・専
門店のお買い物他)

買う Parade黒部店 黒部市荻生7686 0765-32-4192 いつでも いつでも現金でお支払の場合、税込価格より5%引き

買う 100満ボルト 黒部店 黒部市植木775-1 0765-32-5511 いつでも

いつでも、電池・電球管球・インクカートリッジ・用
紙・紙パック・配線タップ・記録用ディスク等、家電
関連の消耗品が５％引き。（一部対象外商品がござい
ます。）

●

美容 ビューティサロンミチヨ 黒部市三日市3136 0765-54-0796 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（ドリンク、お菓子等
サービス）

美容 美容室セキ 黒部市新町48-2 0765-54-2372 いつでも いつでも、お子さまのお世話

美容 美容室マリジュアン 黒部市前沢2252-1 0765-52-4681 いつでも いつでも、お子さまのお世話

その他 フィールドミュージアム水博物館
黒部市吉田574-1（黒部市吉田科学館
内）

0765-57-0610 いつでも
フィールドツアー参加費：500円（資料代保険代
等）、小学生以下は無料

買う V･drug　黒部店 黒部市植木135 0765-57-1101 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

理容 Hair Salon Tip 黒部市堀切1805-1 0765-52-3076 いつでも いつでも、お子さまのドリンク１杯サービス

理容 ヘアーサロン　ヨシダ 黒部市生地吉田新257 0765-56-8429 いつでも いつでもお子さまにドリンク１杯サービス

美容 ヘアサロンカルア 黒部市三日市3331 0765-52-0819 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（ドリンク、お菓子等
サービス）

理容 ヘア・スペース　マツノ 黒部市生地417 0765-56-8561 いつでも いつでも飲み物サービス、プレゼント

美容 POLA　くろべショップ 黒部市三日市1420-7 0765-52-1283 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

自動車 北辰自動車工業 桜井給油所 黒部市三日市946 0765-54-0166 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

自動車
北辰自動車工業オートオアシス北辰 く
ろべ中央給油所

黒部市前沢字北1581 0765-54-1166 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

泊まる ホテル黒部 黒部市宇奈月温泉7 0765-62-1331 いつでも
いつでも、店内売店にて1,000円以上の商品１点につ
き100円引き

●
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自動車 堀内商会 黒部給油所 黒部市前沢字黒瀬2830 0765-52-1853 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

食べる マクドナルド１５０黒部店 黒部市前沢字北930-1 0765-56-9050 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

買う マックスバリュ黒部コラーレ前店 黒部市植木771-1 0765-54-3522 いつでも
いつでも、1日のお買い上げ2,000円以上のご精算でス
タンプ1個押印。スタンプ10個で「500円お買物割引
券」進呈

●

買う ミユク 黒部市三日市3718-4 0765-54-3922 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、５００円以上お買い上げ
の方に、今月お薦めのお菓子１個プレゼント

●

買う メガネのシブタニ 黒部市前沢1918-5 0765-52-1176 いつでも
いつでも、店内在庫品お買い上げ価格から10%OFF(修
理品は除きます)

●

買う メガネハウス　黒部店 黒部市牧野866-1 0765-32-5885 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

自動車 八木商店 大町給油所 黒部市三日市3307 0765-54-0051 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 八木商店 田家給油所 黒部市田家新762 0765-52-0186 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 八木商店 若栗給油所 黒部市若栗4210 0765-52-3314 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

泊まる 湯快リゾート　宇奈月グランドホテル 黒部市宇奈月温泉267 0765-62-1111 いつでも
いつでも、店内売店にて1,000円以上の商品１点につ
き100円引き

●

自動車 米原商事株式会社　黒部給油所 黒部市荻生字大門8723-1 0765-52-4811 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日　洗車１割引

理容 理容イシダ 黒部市堀切新360-5 0765-52-2705 いつでも いつでも、お子さまのお菓子・ドリンク１杯サービス

理容 理容イマイ 黒部市天神新265-8 0765-52-1136 いつでも いつでも、お子さまのドリンク１杯サービス

理容 理容サワダ 黒部市山田761-4 0765-52-1615 いつでも いつでも、お子さまのドリンク１杯サービス

理容 理容ノジマ 黒部市飯沢6046 0765-56-8528 いつでも いつでも、お子さまのドリンク１杯サービス

美容 Room・SHY 黒部市植木217-3 0765-54-4864 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（キャンディ等サービ
ス）、親子カットで１０％割引き

買う ローソン黒部インター店 黒部市荻生4128 0765-54-4775 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン黒部インター東店 黒部市若栗3582 0765-57-3208 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引
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買う AOKI砺波店 砺波市鍋島114 0763-34-6888 いつでも
お買い上げ総額（税込）より５％割引（他クーポン券
及びセットセールとの併用可。他の総額割引との併用
不可。補正代・宅配代は対象外。）

●

その他 遊空カイロプラクティック 砺波市鷹栖574-2ホーク105 0763-58-5551 いつでも
初診料1,000円引き、産後初回来店時より１年間再診
料500円引

●

買う アルビス　となみ店 砺波市三島町11番27号 0763-33-0655 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

理容 家城理容院 砺波市柳瀬586 0763-32-3582 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス

買う イオンスタイル　となみ 砺波市中神1-174 0763-32-8800 その他

毎月11日の「イオンデー」に、子供服、ベビー服、育
児用品、子供肌着・靴下、おもちゃ、テレビゲームソ
フト、紙おむつ、おしりふきなど、レジにて5％割引
いたします。

●

食べる 石焼ステーキ贅　富山砺波店 砺波市太郎丸2-135 0763-23-4722 いつでも
いつでも、１テーブル　フライドポテト１皿　プレゼ
ント

●

その他 癒しカイロ　e-zia 砺波市春日町1-17 コーポタキ102 090-2123-2802 いつでも
●親子で姿勢チェック
●産後の方は出張料無料

買う auショップ砺波 砺波市幸町5-5YMDビル1F 0763-33-7070 いつでも
いつでも、新規ご契約・機種変更の方にプレゼントを
進呈。

理容 えなみ理容院 砺波市矢木32-3 0763-32-4612 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス

買う エルサカエ　砺波店
砺波市太郎丸3-69MEGAドン・キホーテ
UNY砺波店１F

0763-32-7888 いつでも
いつでも、時計の電池交換1,000円（※除外品あり※
お１人2点まで）及び、パールネックレスのワイヤー
交換、通常価格より1,000円引き。

買う 大阪屋ショップ砺波店 砺波市三郎丸303 0763-32-1600 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

食べる お食事処　志げ乃 砺波市新富町1-7 0763-32-2241 毎週日曜日

毎週日曜日はお子さまのドリンク１杯無料サービス
すき焼・しゃぶしゃぶご注文の方は、お子さまにアイ
スクリームを無料サービス＜健康づくり協力店（栄養
表示）＞

その他 かいろぷらくてぃっくバンビ 砺波市千保253-1 090-5685-9051 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、一般4,200円→3,800円、
中学生以下・70歳以上2,100円→1,900円

教育 学研 庄川教室 砺波市庄川青島33 090-2098-5313 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ１本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研太郎丸教室 砺波市太郎丸35 090-3299-5099 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研砺波東部教室 砺波市千保274-2　砺波東部小前 090-2032-1907 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

教育 学研豊町教室 砺波市豊町1-13-11 090-2031-9295 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

砺波市　―　協賛店
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理容 カット＆パーマ　こやま 砺波市春日町4-36 0763-33-3828 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間は、ポイントカード２倍

理容 カットインしげの 砺波市東中460 0763-32-9125 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス

理容 カットハウスしまむら 砺波市中央町4-13 0763-32-2288 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間は、ポイントカード２倍 ●

理容 かとう理容院 砺波市高波1185 0763-32-9711 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、毎月のお楽しみサービ
ス

理容 亀ケ谷理容院 砺波市三合974 0763-37-2338 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス

食べる カレーハウスCoCo壱番屋　アピタ砺波店 砺波市太郎丸3-89 0763-34-5080 いつでも
いつでも、103円セットドリンクorフライドポテトど
ちらか１つをお子さまの人数分サービス※小学生以下
に限る

●

理容 河合理容室 砺波市本町2-26 0763-32-1568 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間は、ポイントカード２倍

買う 業務スーパー砺波店 砺波市太郎丸2-134 0763-23-4530 いつでも
いつでも、すこやかプレーンヨーグルト１点まで半
額!!
※特典商品は季節により変更する場合がございます

●

クリーニング クリーニングの白光舎アピタ砺波店 砺波市太郎丸3-69アピタ砺波店1F 0763-32-7851 いつでも
いつでも、中学生以下のお子様連れのお客様を対象に
5％引。（ただし、セール品・ワイシャツ・特殊品は
除きます）

●

見る・遊ぶ コート・ダジュール砺波店 砺波市中村295-4 0763-34-5988 いつでも 1.全日室料20%引2.フリータイム・ランチは総額５%引

食べる COCO'S砺波店 砺波市宮丸130-1 0763-32-8250 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

食べる COCO'S砺波中神店 砺波市中神2-58 0763-58-5262 いつでも

いつでも、18歳未満のお子さま同伴で、とやま子育て
応援団マークをご提示いただいたお客さまに対し、飲
食代金の５％を割引させていただきます。他の割引券
との併用はできません。

●

食べる コメダ珈琲店　イータウンとなみ店 砺波市三島町11-21 0763-55-6663 いつでも

いつでも、中学生以下のお子様と一緒にご来店された
お客様が、各自ドリンクを注文していただくことを条
件として、１グループに1個ミニソフトクリームをプ
レゼント。

理容 佐々木理容 砺波市荒高屋596-1 0763-32-0120 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス

食べる 塩天丼　川なべ 砺波市三郎丸331-1 0763-33-5632 いつでも いつでも、お子さまのドリンク１杯サービス

自動車 ㈱SHIMARSDDイオン砺波店 砺波市中神2-73 0763-55-6641 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

自動車 ㈱SHIMARSDD砺波インター店 砺波市豊町1-17-9 0763-32-5545 いつでも
車検合計金額より1,000円引き（他の割引兼用可）タ
イヤ空気圧点検・ウオッシャー液補充無料

●

理容 清水理容院 砺波市安川751 0763-37-0107 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス

買う シュープラザ　砺波店 砺波市鍋島115 0763-32-6020 いつでも
小学生以下のお子様靴、本体価格1,100円(税込)以上
の商品レジにて10％オフ
※セール品・値下げ品除く

●

その他 庄川ウッドプラザ
砺波市庄川町金屋1058（庄川水記念公園
内）

0763-82-6841 いつでも
いつでも１８歳未満のお子さま連れのご家族全員に名
物ゆずソフト380円を330円に！

泊まる 庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり 砺波市庄川町金屋3531 0763-82-1253 いつでも
夕食時、宿泊者の小学生までの方にジュース１本サー
ビス（子供の人数分）※日帰り対象外※ＨＰ・電話予
約者限定

●

買う ジョーシン砺波店 砺波市太郎丸2-5 0763-34-5811 毎月第３日曜日から１週間

毎月第3日曜日から1週間、キッズランド商品（おも
ちゃ・プラモデル・模型）が表示価格より５％引き
（TVゲーム関連商品など一部対象外商品もございま
す）※ジョーシンポイントカード会員様に限ります。

買う 新鮮市場ヴァローレ庄川店 砺波市庄川町示野121 0763-82-0516 毎月第３日曜日から１週間
第3日曜日から１週間、ブルーチップポイントを2倍進
呈

買う 新鮮市場ヴァローレ砺波店 砺波市栄町3-4 0763-33-3001 毎月第３日曜日から１週間
第3日曜日から１週間、ブルーチップポイントを2倍進
呈

自動車 セーブ石油 砺波インター給油所 砺波市太郎丸287-1 0763-33-7311 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

食べる 宅配ピザテン.フォー砺波店 砺波市平和町93 0763-33-7002 いつでも

お会計総額から5％引き。・キャンペーンと一緒に使
えます。・ご注文の際に「とやま子育て応援団」利用
の旨をお伝えください。・インターネット注文はサー
ビス適用対象外です。・宅配でもお持ち帰りでもどち
らでもご利用いただけます。

●

食べる チャイニーズレストハウス　みんみん 砺波市幸町3-10 0763-32-5175 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さま１人に付き１
００円割引券を１枚差し上げます。＜健康づくり協力
店（栄養表示、元気メニュー）＞

理容 寺本理容院 砺波市鷹栖371 0763-32-2904 いつでも
いつでも、毎月のお楽しみサービス＋年６回抽選で豪
華プレゼントが当たる。（Tokyo Disneyland.SEA.サ
ンリオピューロランド、西武ドーム等）

● ●

入浴等 天然温泉湯来楽　砺波店 砺波市五郎丸622-1 0763-33-2188 いつでも いつでも、3才～12才のお子さま1名に付100円引き

理容 とこやネオ 砺波市林1053-5 0763-32-1377 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス

その他 となみ散居村ミュージアム 砺波市太郎丸80 0763-34-7180 いつでも 民具館の入館無料 ●

食べる とべーぐる　砺波マチナカ店 砺波市豊町2-7-3　イネス砺波1F 0763-55-6780 いつでも お買い上げ金額より5%OFF

自動車 富山石油 ニュー砺波給油所 砺波市十年明77 0763-32-1321 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

食べる とりあえず吾平　富山砺波店 砺波市太郎丸2-61 0763-34-8068 いつでも
お会計から10％割引(中学生以下のお子様同伴の方限
定）

泊まる 鳥越の宿　三楽園 砺波市庄川町金屋839 0763-82-1260 いつでも
宿泊者の１８歳未満の方にソフトドリンク１本サービ
ス（子供の人数分）※日帰りは対象外

●

理容 中居理容室 砺波市中央町6-25 0763-32-2435 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間は、ポイントカード２倍
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クリーニング 八田ランドリー 砺波市高道61-1 0763-32-2737 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間　１０％引き（特殊品は除
く）

自動車 林石油店 千代給油所 砺波市千代145-1-2 0763-33-1320 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う Parade 砺波店 砺波市三島町11-18 0763-55-6580 いつでも いつでも現金でお支払の場合、税込価格より5%引き

買う 100満ボルト　ドン・キホーテ砺波店 砺波市太郎丸3-69 0763-33-1200 いつでも

いつでも、電池・電球管球・インクカートリッジ・用
紙・紙パック・配線タップ・記録用ディスク等、家電
関連の消耗品が５％引き。（一部対象外商品がござい
ます。）

●

買う ひらせいホームセンター庄川店 砺波市庄川町示野387 0763-82-0760 いつでも
税抜き500円以上のお買い物で、ひらせいポイント
カード通常ポイントに加えて２ポイント進呈

●

食べる 備長扇屋　砺波太郎丸店 砺波市太郎丸2-9 0763-34-5000 いつでも
会計から15%割引　※割引はお会計の税込合計金額よ
り割り引かせていただきます。※他券・他サービスと
の併用はできません。

買う V･drug　砺波店 砺波市宮丸2 0763-34-0007 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

買う V･drug　砺波中神店 砺波市中神4-98 0763-33-6301 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

写真 フォトハウス・クルール 砺波市豊町2-17-5 0763-33-2277 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

食べる ふかまつ 砺波市中村196 0763-32-2201 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート無
料サービス

理容 藤井理容院 砺波市庄川町庄1522 0763-82-2411 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間は、ポイント倍増

食べる 藤岡園 MEGAドン・キホーテUNY砺波店
砺波市太郎丸3-69MEGAドン・キホーテ
UNY砺波店

0763-32-7857 毎週日曜日 ソフトクリーム　トッピング無料 ●

理容 ふじもり理容所 砺波市庄川町青島3403 0763-82-3232 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、毎月のお楽しみプレゼ
ント

理容 舩坂理容店 砺波市庄川町金屋1809 0763-82-1817 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、毎月のお楽しみプレゼ
ント

理容 hair salon Gentsu 砺波市表町7-10 0763-32-2576 いつでも
いつでもシャンプー無料とお子さまのカットポイント
2倍

●

理容 ヘアーサロン大橋 砺波市三郎丸94 0763-32-2280 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス

理容 ヘアーサロンサカタ 砺波市広上町1-19 0763-32-4307 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間は、ポイントカード２倍 ●

理容 ヘアーサロンながえ 砺波市太田1613 0763-32-3295 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス ●

理容 ヘアーサロンやまもと 砺波市千保256 0763-33-6063 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス

理容 ヘアスポットてらい 砺波市庄川町青島93-5 0763-82-2218 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間は、ポイント倍増

理容 ヘア・プロデュース　レーヴ・N 砺波市鍋島121 0763-33-7166 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間は、ポイントカード２倍

美容 POLA　ESTEIN櫻ショップ
砺波市本町13-27　アラックスビル砺波
2F201A

0763-58-5593 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

美容 POLA　エスポワールショップ 砺波市千代代21-10 0763-33-3246 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

美容
POLA　THE　BEAUTY　イオンモールとな
み店

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ
2F

0763-34-8787 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

美容 POLA　THE　BEAUTY　砺波店 砺波市太郎丸1-3-8 0763-33-4508 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

金融 保険見直し本舗イオンモールとなみ店
砺波市中神1-174 　イオンモールとなみ
店2F

0763-32-7185 いつでも

初回、無料保険相談された方にノベルティプレゼン
ト！（後日郵送）※事前予約　※他券併用不可　現在
加入している保険があれば保険証券もご持参ください
（任意）
【応援団よりお知らせ】ガイドブック２０１７に記載
されているサービス内容「図書カード千円進呈」は誤
りです。正しくは上記のとおりです。

●

食べる マクドナルド１５６砺波店 砺波市となみ町1-18 0763-33-4156 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

理容 みぞぐち髪SALON 砺波市出町中央9-6 0763-33-1333 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間は、ポイントカード２倍 ●

食べる 都寿し 砺波市表町5-32 0763-32-5122 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、飲食料金２，０００円１
ポイントとし、２０ポイントで２，０００円分寿し券
サービス

見る・遊ぶ
MEGAドン・キホーテUNY砺波店ゲーム
コーナー

砺波市太郎丸3-69 0763-32-7860 いつでも
いつでも、小学生以下のお子さま連れを対象に、カウ
ンターにて応援団マークご提示で1日1回ガラポンが無
料。

●

買う 眼鏡市場　砺波店 砺波市太郎丸1-4-32 0763-34-6808 いつでも
いつでもメガネ・コンタクトレンズ・サングラス　販
売価格より5%割引。
※補聴器・クリーナー等の販売備品は除きます。

●

買う メガネハウス　砺波店 砺波市太郎丸2-50 0763-34-8707 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

買う めがねプロ 砺波市太郎丸1-4-26 NTCとなみビル5F 0763-55-6620 いつでも いつでも、お買上商品の５％引き ●

入浴等 柳湯 砺波市庄川町示野450 0763-82-2874 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

買う 洋服の青山　砺波店 砺波市中神4-163 0763-33-7381 いつでも

お買い上げ総額より５％ＯＦＦ（他のクーポン券及び
セットセールとの併用可。他の総額割引との併用不可
あり。詳しくは係員まで。補正費・郵送費は実費を頂
戴致します。）

●

理容 よしだのとこや　ヘアーファクトリー 砺波市庄川町庄2 0763-82-4426 その他 平日中学生までのお子さまカット￥500割引 ●
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理容 米田理容院 砺波市三島町9-46 0763-33-3811 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間は、ポイントカード２倍

自動車 米原商事 砺波北給油所 砺波市栄町6-27 0763-33-5311 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

教育 ラボ・パーティ　砺波市新富町教室 砺波市新富町2-35　砺波市新富町会館 0766-64-0017 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

理容 理美容館オオタ 砺波市高波765-5 0763-32-5189 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス

理容 理容おだけ 砺波市太田1722 0763-32-4895 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス

理容 理容ムラタ 砺波市小島240 0763-32-9616 いつでも いつでも、毎月のお楽しみサービス

その他 整体院ドルフィン砺波店 砺波市太郎丸3-98-1太郎丸スクエア1F 0763-32-1875 いつでも
整体、足つぼ、アロマ、リンパ、産後骨盤矯正を受け
られた方にヘッドリフレプレゼント！

●

泊まる Royal　Hotel　富山砺波 砺波市安川字天皇330 0763-37-2000 いつでも

日帰り入浴：通常小学生以上1,000円のところ、同伴
の大人の方と小学生以上のお子様各500円。
※未就学児は無料
宿泊：ご宿泊のお子様に、ホテルおまかせグッズプレ
ゼント。
※HP・電話予約者限定

●

写真 ワタナベ写真館 砺波市庄川町青島450 0763-82-2847 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

写真 渡辺フォト企画写友光房 砺波市山王町10-12 0763-32-2170 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

ジャンル 店舗名 住所 電話番号 期間 サービス内容
全国
共通

PR
ｽﾃｰｼｮﾝ

美容 荒川美容室 小矢部市芹川39-3 0766-67-6202 いつでも いつでも、お子さまのお世話（お菓子等サービス）

理容 ARUSU　HAIR 小矢部市岩武671-3 0766-61-1101 いつでも
いつでも、お菓子、キャンディーサービス。絵本、玩
具等有

買う アルビス　小矢部店 小矢部市桜町1816番地 0766-68-3366 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

理容 石山理容院 小矢部市八和町1-5 0766-67-3525 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

理容 いわむらファミリーヘアーサロン 小矢部市西中353 0766-68-0290 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

●

理容 上田理容院 小矢部市道明113 0766-68-2064 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

買う Ａコープおやべ店 小矢部市石動町10-28 0766-68-0277 毎月第３日曜日

現在休止
毎月第３日曜日、店内１，０００円買上げにつきお客
様に、５０円自店専用お買物券を進呈（ご使用期限、
毎月月末まで利用可）

● ●

理容 おしゃれサロン　いとう 小矢部市八和町4-30 0766-67-2194 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

食べる おでん居酒屋　東一 小矢部市本町3-45 0766-67-1233 毎週日曜日 毎週日曜日は、お子さまドリンク１杯無料 ●

食べる 小矢部川ＳＡ（下り） 小矢部市戸久字殿山4682 0766-54-0839 毎月第３日曜日を含む土日
〔フードコート、テイクアウト〕毎月第３日曜日を含
む土・日曜日、お子さまへアイスクリーム無料サービ
ス

その他 小矢部市大谷博物館 小矢部市水落35 0766-68-2717 いつでも 「桜町遺跡」絵はがきプレゼント

教育 学研Hanyu教室 小矢部市埴生429 090-3769-2514 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

食べる
Café Bush Warbler

小矢部市安楽寺1120 080‐4167‐2984 いつでも いつでも、お子様アイス無料でご提供します。 ●

買う グラニフ　アウトレット北陸小矢部
小矢部市西中野972-1三井アウトレット
パーク北陸小矢部２F

0766-67-7706 いつでも 2点以上お買い上げで10％OFF ●

美容 サンマリノ美容室 小矢部市本町4-38 0766-67-3376 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（キャンディ等サービ
ス）

自動車 JAいなばコープ東部給油所 小矢部市五社381 0766-67-3155 その他 毎月第３土曜日は、洗車及びオイル交換料金を１割引

美容 柴田美容院 小矢部市津沢387 0766-61-2215 いつでも いつでも、お子さまのお世話（乳幼児用の休憩室有）

理容 杉野理容店 小矢部市西福町10-21 0766-67-1345 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

理容 せがわのとこや 小矢部市中央町5-7 0766-67-6107 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

金融 第一生命　小矢部営業オフィス 小矢部市本町4-51 050-3782-3512 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

自動車 大王産業　小矢部給油所 小矢部市津沢1-1 0766-61-2193 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、洗車・オイル交換１割引

写真 チバ・ラボ 小矢部市中央町3-20 0766-67-0368 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

理容 東京理容 小矢部市綾子530-4 0766-67-2870 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

自動車 冨田石油 アメニティプラザ石動給油所 小矢部市芹川3956-1 0766-68-2838 その他 毎週水曜日　洗車、オイル交換10%割引

小矢部市　―　協賛店



ジャンル 店舗名 住所 電話番号 期間 サービス内容
全国
共通

PR
ｽﾃｰｼｮﾝ

理容 長岡理容院 小矢部市中央町1-45 0766-67-0958 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

美容 長田美容室 小矢部市浅地1-62 0766-61-3664 いつでも いつでも、お子さまのお世話（おやつ等サービス）

理容 長田理容店 小矢部市北一350 0766-69-8331 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

理容 中西理容店 小矢部市東福町1-12 0766-67-1294 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

美容 西田美容室 小矢部市岡708 0766-67-3052 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（ドリンクサービス、高
齢者の送迎あり）

教育 日本３Ｂ体操協会　富山西支部 小矢部市岩武671-3 080-4951-0453 いつでも
公益社団法人日本３Ｂ体操協会富山西支部の主催事業
及び個人教室に1回無料体験・受講できます。担当者
までご連絡お願いいたします。

●

自動車 長谷川石油 クロスハートおやべ給油所 小矢部市埴生358 0766-68-3555 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

食べる ８番らーめん小矢部店 小矢部市西中野898 0766-67-3399 いつでも
いつでも18歳未満のお子さま連れご家族には、フライ
ドポテト（150g）１人前をサービス

●

美容 Beauty　Salon　フランシーヌ 小矢部市綾子510-2 0766-67-6337 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子、ジュース等
サービス）

美容 ビューティサロンYOSHIURA 小矢部市末友452 0766-69-8885 いつでも お菓子等サービス

美容 ビューティムラタ 小矢部市石動町1-26 0766-67-1394 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（ジュース、子ども向け
ビデオ等サービス）

●

クリーニング
ビューティファッションクリーニング
六谷

小矢部市中央町5-8 0766-67-3380 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間　１０％引き（特殊品は除
く）

理容 ヘアーサロンかがや 小矢部市綾子470 0766-67-2853 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

理容 ヘアーサロンキング 小矢部市中央町8-12 0766-67-1342 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

理容 ヘアーサロンさかい 小矢部市島334 0766-67-2234 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

理容 ヘアーサロンしまだくん 小矢部市中央町7-12 0766-67-1175 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から、１週間、子供シャンプー無料

理容 ヘアーサロンナナサワ 小矢部市八和町4-5 0766-67-0398 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

美容 まき美容室 小矢部市畠中町2-18 0766-68-0253 いつでも いつでも、お子さまのお世話（子供のお昼寝場所有）

美容 マツオ美容室 小矢部市石動町10-16 0766-67-0726 いつでも
小学生までのお子さまカット1,000円、中・高校生
1,500円

理容 みやこ理容院 小矢部市島387-23 0766-67-2224 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

入浴等 名湯温泉ひかりランド 小矢部市野端52-3 0766-68-0993 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ● ●

理容 理容いしだ 小矢部市小矢部町3-1 0766-67-0086 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

理容 理容サワダ 小矢部市西中163 0766-67-3168 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

理容 理容テイネイ 小矢部市藤森5190-1 0766-69-8306 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間は、理容料金１割引

理容 理容ノーブル 小矢部市芹川3882-1 0766-67-4623 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

理容 理容ふじさき 小矢部市新西361-5 0766-61-2570 毎月第３日曜日から１週間 毎月第3日曜の週、シャンプー無料サービス ●

理容 理容みずかみ 小矢部市津沢525 0766-61-2514 いつでも いつでも、来店時のおたのしみ

理容 理容みずの 小矢部市石動町3-7 0766-67-6888 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、おたのしみ粗品、子供
シャンプー無料

食べる 和食　松坂家 小矢部市石動町13-17 0766-67-0319 その他
毎週土曜日は、お子さまのドリンク１杯無料サービス
致します

ジャンル 店舗名 住所 電話番号 期間 サービス内容
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買う iA LINK株式会社　auショップ南砺 南砺市吉江中1224 0800-700-2282 いつでも
いつでも、新規ご契約・他社からの乗り換え、機種変
更の方にプレゼントのご進呈をしております。

●

買う あきら（婦人衣料） 南砺市福野1534 0763-22-2412 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

買う 浅田燃料店 南砺市北川1778 0763-82-0472 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

買う アサノスポーツ 南砺市城端大工町621-1 0763-62-3540 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍 ●

買う 朝山精華堂(菓子) 南砺市福野1619 0763-22-2035 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

買う あづちや 南砺市本町3-48 0763-82-0366 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

自動車
アルカスコーポレーション 福野中央給
油所

南砺市やかた138 0763-22-4194 その他 毎週水曜日は、シャンプー洗車半額

買う アルビス　福光店 南砺市田中266 0763-52-6800 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う アンヘルハート 南砺市平和町80 0763-58-5595 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日は、アニバーサリーフォト土日料(＋
10,000円)無料

●

南砺市　―　協賛店
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自動車 石井石油 福野給油所 南砺市二日町2160 0763-22-4607 その他 毎月第３土曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

その他
いせや（アルビオン・資生堂ベネフィー
ク取扱店）

南砺市城端219 0763-62-0267 いつでも ポイント2倍 ●

買う いなみ木彫りの里　創遊館　道の駅井波 南砺市北川730 0763-82-5757 いつでも
いつでも、「なんと楽市」にて現金で1,000円以上お
買い上げの場合１０％ＯＦＦ（一部除外品あり）

●

買う 井波食販 南砺市山見町並568-1 0763-82-6962 毎週日曜日 毎月日曜日ポイント２倍サービス

買う 岩倉酒店 南砺市井波3110 0763-82-0425 その他 毎月１日　ポイント２倍サービス

写真 上田写真館 南砺市福光7442 0763-52-0340 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

自動車 ウヘノ石油 井波給油所 南砺市岩屋494-1 0763-82-1617 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う 内山衣料品店 南砺市福野1795 0763-22-2552 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

買う Ａコープなんとセフレ店 南砺市野田52 0763-62-8811 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日、店内１，０００円買上げにつきお客
様に、５０円自店専用お買物券を進呈（ご使用期限、
毎月月末まで利用可）

● ●

買う 大岡の家具 南砺市城端513 0763-62-0203 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍 ●

買う 大澤鮮魚店 南砺市本町1-8 0763-82-0029 その他 毎月第３土曜日、ポイント２倍サービス

買う 大島呉服店 南砺市八日町3620 0763-82-0537 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

買う 御菓子処　井波屋 南砺市城端573 0763-62-0201 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、お好きなお餅ひとつをプレゼント ●

買う お菓子の小西 南砺市福光6790 0763-52-0469 毎月第３日曜日
毎月第3日曜日、1,000円お買上げごとに50円お買い物
券（使用期限：毎月末）を進呈

写真 おくの写真館 南砺市福光1117-1 0763-52-0243 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

買う 小倉食品店 南砺市北川1758 0763-82-0779 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

買う お酒とギフト　かたやま 南砺市福野1592 0763-22-2233 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、ポイントカードのポイ
ント２倍発行、もしくはワイン10%引き

●

食べる お食事処　坂出 南砺市下梨2180-1 0763-66-2580 いつでも 大盛を普通盛価格で提供 ●

自動車 カートピアいのくち 南砺市宮後180 0763-64-2051 その他 毎月第3土曜日、洗車料金(税込み)を１割引 ●

自動車 カートピアかねと 南砺市金戸267 0763-62-2125 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、洗車料金(税込み)を１割引 ●

自動車 カートピアたいら 南砺市下梨2045 0763-66-2245 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、洗車料金1割引 ●

その他 カイロプラクティックWA 南砺市天神128 090-2034-9752 いつでも いつでも親子で施術料1,000円引き ●

買う 家具の経田 南砺市城端99-1 0763-62-0283 その他 毎週土曜日ポイント2倍 ●

美容 かさま美容室 南砺市山見1928 0763-82-0604 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、ポイント２倍サービス

買う 菓子蔵処　田村萬盛堂 南砺市城端175 0763-62-0124 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、フラワーポイント２倍 ●

買う かじわ屋(菓子) 南砺市福光6780-1 0763-52-0066 毎月第３日曜日 毎月第3日曜、（なんとｅカード）ポイント　3倍

買う 片村書店 南砺市福光288-1楽蔵内 0763-52-6017 毎月第３日曜日 毎月第3日曜、文具全品メーカー価格の２０％ＯＦＦ

教育 学研太郎丸教室
南砺市山見1365　いなみ交流会館ラ
フォーレ内

090-3299-5099 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

買う 加藤衣料店 南砺市末広町609 0763-82-0089 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

美容 髪結たけだ 南砺市福光7224-1 0763-52-3102 いつでも いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス） ●

買う 亀田衣料店 南砺市畑方3008 0763-82-1049 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、ポイント２倍サービス

買う 河合金物店 南砺市福野1632 0763-22-2241 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

買う 河合呉服店 南砺市城端西上421 0763-62-0072 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍 ●

買う カワイ書店 南砺市城端420-1 0763-62-0043 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍 ●

買う カワイストアー 南砺市井波3047 0763-82-0459 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

自動車 河合石油 河合福野給油所 南砺市高儀134 0763-22-5802 その他 毎週水曜日、洗車とオイル交換２割引 ●

買う 河内屋菓子舗 南砺市本町1-34 0763-82-0402 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

理容 神林理容院 南砺市御蔵町1324 0763-22-3095 いつでも
いつでもカットしていただいた高校生以下に、「シャ
ンプー無料サービス」

理容 木下理容院 南砺市やかた268-2 0763-22-3206 いつでも
いつでもカットしていただいた高校生以下に、「シャ
ンプー無料サービス」

買う 喜代東酒店 南砺市福野1312-7 0763-22-3006 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

買う 清都酒店 南砺市井波3602-2 0763-82-0022 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス



ジャンル 店舗名 住所 電話番号 期間 サービス内容
全国
共通

PR
ｽﾃｰｼｮﾝ

買う きよべ呉服店 南砺市城端499 0763-62-0227 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、子どものきものと小物１割引

買う 靴のタルミ 南砺市福光東町6769-1 0763-52-0383 毎月第３日曜日
毎月第3日曜、全品１０％ＯＦＦ（学校指定シューズ
のみ対象外となります）

買う 靴のタルミ　らくら店 南砺市福光288-1楽蔵内 0763-52-7708 毎月第３日曜日
毎月第3日曜、全品１０％ＯＦＦ（学校指定シューズ
のみ対象外となります）

買う 蔵布都　藍 南砺市城端499 0763-62-3118 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日は、手作り用品（手芸用品、生地、
パーツなど）10％OFF

食べる 幸ずし 南砺市城端205 0763-62-0127 毎週日曜日 毎週日曜日、飲食１万円につきすし券１枚進呈

買う 神戸屋 南砺市荒木5544 0763-52-3780 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、500円以上お買上げで粗品進呈

理容 ごとう・とこやさん 南砺市福野1261 0763-22-2050 いつでも
いつでもカットしていただいた高校生以下に、「シャ
ンプー無料サービス」

買う 呉服安谷 南砺市福光883-3 0763-52-5298 毎月第３日曜日 毎月第3日曜、全品２０％ＯＦＦ

買う 呉服洋装くすのき 南砺市本町1-45 0763-82-0229 その他 毎月第３土曜日、ポイント２倍サービス

理容 小森理容院 南砺市院林179 0763-22-6828 いつでも
いつでもカットしていただいた高校生以下に、「シャ
ンプー無料サービス」

買う 斉藤栄甘堂（菓子） 南砺市松原新430-1-2 0763-22-2947 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

買う 坂上松華堂 南砺市荒木5546 0763-52-0057 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間10%off(一部除外品あり)

買う 崎田酒店 南砺市井波2986 0763-82-0030 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

買う 櫻井薬店 南砺市山見1739-2アスモ内 0763-82-0235 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

泊まる 桜ケ池クアガーデン 南砺市立野原東1514 0763-62-8181 いつでも

プール、温泉(大人)1500円→1200円、(小学生)1000円
→800円
温泉(大人)650円→450円、(小学生)320円→200円
(幼児は無料です)

●

買う ささら屋　福光本店 南砺市吉江中1213 0763-52-6785 毎月第３日曜日 毎月第三日曜日、手焼体験料お子さま半額 ● ●

買う 沢崎茶舗 南砺市福野1775 0763-22-2043 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

写真 三味写真館 南砺市福光1374-3 0763-52-5192 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

自動車 シマサービス 井波給油所 南砺市井波80-5 0763-82-0869 その他 毎月第２日曜日は、洗車とオイル交換１割引

理容 嶋理容院 南砺市松原新1536 0763-22-2867 いつでも
いつでもカットしていただいた高校生以下に、「シャ
ンプー無料サービス」

買う シューズ＆バッグヨシエ 南砺市寺家新屋敷366ア・ミューSC内 0763-22-1411 毎月第３日曜日 第3日曜はお買上額の１割引 ●

買う ジュネかたやま 南砺市本町4-138 0763-82-0405 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、ポイント２倍サービス

買う ジョアンナ靴・カバン店 南砺市福光新町12 0763-52-6002 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、全品１０％ＯＦＦ ●

買う ショッピング　ア･ミュー　ナカニシ 南砺市寺家新屋敷366ア・ミューSC内 0763-22-1400 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日1割引 ●

食べる じんずし　井波店 南砺市本町4-15 0763-82-5580 毎週日曜日 日曜日、全商品１割引

食べる じんずし福野店 南砺市福野1316 0763-22-6668 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

食べる 寿司恵 南砺市城端190 0763-62-0330 毎月第３日曜日 お連れのお子さま（人数分）にプチアイスサービス ●

美容 スズラン美容院 南砺市福光7279 0763-52-1743 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス）
中学生以下は学割

美容 すみ美容室 南砺市城端1900-10 0763-62-1774 いつでも いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス）

理容 清沢理容院 南砺市藤橋46 0763-82-2914 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、毎月のお楽しみプレゼ
ント

買う 総合衣料　池田屋 南砺市城端西下212 0763-62-0237 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍 ●

金融 第一生命　南砺営業オフィス
南砺市吉江中661　アラックスビル福光
Ⅲ１F-A

050-3782-3514 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

自動車 タカサキ 井口給油所 南砺市久保181 0763-64-2716 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う 武田甘泉堂 南砺市井波2012 0763-82-0416 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、ショートケーキ１０％引等

理容 田尻理容院 南砺市新町1407 0763-22-4033 いつでも
いつでもカットしていただいた高校生以下に、「シャ
ンプー無料サービス」

買う たなか酒店 南砺市本町4-6 0763-82-0592 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

食べる ちゃんこ亭 南砺市福野1285-5 0763-22-6352 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

美容 中央美容室 南砺市荒木5418 0763-52-7333 その他
いつでも、お子さまのお世話、毎月第３日曜の週の火
～土曜日は、高校生以下カット２００円引

食べる 中華料理　青龍 南砺市福光168 0763-52-4513 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さま１人につき１
００円割引券を１枚差し上げます。
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自動車 チューモク 福光給油所 南砺市田中793 0763-52-2813 毎月第３日曜日 毎月第３月曜日は洗車３００円引き

自動車 チューモク 福光バイパス給油所 南砺市福光197-1 0763-52-2817 その他 第４日曜日洗車３００円引き

買う 塚本食料品店 南砺市福野1740-1 0763-22-2740 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

美容 ツジイ美容室 南砺市山下58-2 0763-82-0399 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、ポイント２倍サービス

食べる 手打ちうどん　どんたく 南砺市福光91-5 0763-52-7188 毎週日曜日 毎週日曜日、ソフトドリンクをサービス

買う デジコム 南砺市山見1739-28 0763-82-0434 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、ポイント３倍サービス

買う ドコモショップア・ミュー南砺店 南砺市寺家新屋敷366ア・ミューSC内 0763-22-8882 いつでも いつでも新規・機種変更で粗品進呈 ●

理容 TOP．ヘアーサロンうめしま 南砺市柴田屋114-1 0763-22-2764 いつでも
いつでもカットしていただいた高校生以下に、「シャ
ンプー無料サービス」

写真 トミイ写真館 南砺市城端203 0763-62-0144 毎月第３日曜日
証明写真・赤ちゃん（誕生・百日祝）・入学卒業記念
写真（18歳未満）10％OFF

●

クリーニング ドライクリーナーもとい 南砺市城端447 0763-62-0585 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間　１０％引き（特殊品は除
く）

食べる とりひで 南砺市福野14-13 0763-22-6261 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

クリーニング 中川クリーニング 南砺市福野1657 0763-22-2565 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間　１０％引き（特殊品は除
く）

●

買う 長田弘菓堂(菓子) 南砺市松原本町1906 0763-22-4143 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

食べる 七越ラーメン 南砺市井波3411-8 0763-82-4798 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス＜健康づくり
協力店（栄養表示、元気メニュー）＞

自動車 南砺石油 福光給油所 南砺市荒木1421-2 0763-52-0006 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う ニューイングランド　たかた 南砺市山下59 0763-82-0217 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、ポイント２倍サービス ●

買う ニューイングランドいしだ(家電) 南砺市福野1445 0763-22-2051 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

買う ヌマグチ 南砺市城端423 0763-62-0143 その他 毎月第３土・日曜日、ポイント２倍 ●

買う ノハラ(家電) 南砺市福光6904 0763-52-2280 毎月第３日曜日 毎月第3日曜、（福福福スタンプ）3倍

買う 野村プロパン 南砺市井波1628 0763-82-0530 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、ポイント２倍サービス

買う のむら薬局 南砺市城端416 0763-62-0074 その他 毎月第３土曜日、ポイント３倍 ●

自動車 橋爪石油　福野東部給油所 南砺市野新411-1 0763-22-2276 その他 毎月第３土曜日、洗車・オイル交換１割引

買う ハスヌマ観光旅行社 南砺市本町1-49 0763-82-1170 毎月第３日曜日
毎月第3日曜日、ポイント2倍サービス、証明写真10％
ＯＦＦ（18歳未満）

食べる はな牛(焼肉) 南砺市福野772 0763-22-8790 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

買う 花島精肉本店 南砺市福野1310 0763-22-7712 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

クリーニング 林クリーニング 南砺市本町3-14 0763-82-0289 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、１０％引（特殊品除く）

買う はやし食品 南砺市城端124 0763-62-0263 その他 毎月第３土曜日、ポイント２倍 ●

理容 林理容院 南砺市川除新910-3 0763-22-5430 いつでも
いつでもカットしていただいた高校生以下に、「シャ
ンプー無料サービス」

買う 春田酒店 南砺市井波3120 0763-82-0008 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

買う 春の屋(化粧品) 南砺市福野1835 0763-22-2441 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

買う ㈱バンドウ 南砺市福野1671 0763-22-2363 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

美容 ビューティハウスナガモリ 南砺市山見406 0763-82-5088 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、ポイント２倍サービス

美容 美容室どりーむ 南砺市山見677-3 0763-82-6525 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、ポイント２倍サービス

買う 平野衣料店 南砺市福野1700 0763-22-2433 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

買う ファミリーブックス 南砺市福光373-1 0763-52-6777 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、文具１割引

買う V･drug　福光店 南砺市福光町288-1　楽蔵福光内 0763-52-7776 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

入浴等 福野温泉ひかりランド 南砺市松原7-2 0763-22-4270 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ● ●

泊まる 福野タウンホテルア・ミュー 南砺市寺家新屋敷384-2 0763-22-1414 いつでも いつでも、宿泊料金を１家族につき５００円引き

買う 福光屋食堂 南砺市本町1-18-2 0763-82-0005 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

写真 藤井写真館 南砺市福野1316-4 0763-22-2370 毎月第３日曜日 毎月第3日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

買う 藤永時計店 南砺市福野1548 0763-22-2504 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●
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買う ふとんの大井 南砺市井波3088 0763-82-0728 毎月第３日曜日を含む土日
毎月第３日曜日を含む土・日は、お子さまの布団お買
上げ、又は仕立直しを１割引

買う 舟岡(紳士服) 南砺市福光6776-6 0763-52-0430 毎月第３日曜日 福福福(ふくみつ)カードにてスタンプ進呈

理容 ヘアーサロン　スズキ 南砺市下吉江150-1 0763-22-5366 いつでも
いつでもカットしていただいた高校生以下に、「シャ
ンプー無料サービス」

理容 ヘアーサロンくるくる 南砺市二日町418-8 0763-22-3896 いつでも
いつでもカットしていただいた高校生以下に、「シャ
ンプー無料サービス」

理容 ヘアーショップアリマ 南砺市北川88-11 0763-82-4126 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、毎月のお楽しみプレゼ
ント

買う 細川薫永写真場 南砺市福野1836-1 0763-22-2366 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間は、ポイントカードのポイ
ント2倍発行

●

買う 増井食料品店 南砺市北川571 0763-82-0740 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

買う 松田電機店 南砺市本町1-38 0763-82-0418 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

買う 松村松声堂(菓子) 南砺市福光7396 0763-52-0103 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、福光カード　ポイント2倍

買う 松本酒店 南砺市北川1843 0763-82-5515 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

食べる 松屋 南砺市井波3599 0763-82-0047 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス＜健康づくり
協力店（栄養表示、元気メニュー）＞

入浴等 まるたかゆ 南砺市松原新1835 0763-22-2578 毎週日曜日 毎週日曜日、６歳未満は入浴料無料 ●

美容 みたに美容室 南砺市北川1852 0763-82-0423 いつでも
いつでも親子で来店時、小学生以下1,100円、中学生
1,650円

食べる 宮川旅館 南砺市福光1376 0763-52-1072 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、お子さまにデザート無
料サービス

買う 宮窪電気商会 南砺市本町4-51 0763-82-0440 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

自動車 安田モータース 安清給油所 南砺市安清3156 0763-22-3090 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、オイル交換１割引

理容 安田理容院 南砺市田屋186 0763-22-3586 いつでも
いつでもカットしていただいた高校生以下に、「シャ
ンプー無料サービス」

買う 山河菓子舗 南砺市本町4-136 0763-82-0729 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

買う 山下呉服店 南砺市城端487-7 0763-62-0066 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍 ●

自動車 山下石油店 城端給油所 南砺市野田343 0763-62-1677 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う 山田燃料店 南砺市井波3098 0763-82-0061 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ポイント２倍サービス

買う 山本紙茶店(文具・茶) 南砺市福光6765 0763-52-0106 毎月第３日曜日 毎月第3日曜、文房具メーカー価格の２０％ＯＦＦ ●

その他 やまもと整骨院 南砺市福光288-1 0763-52-3123 毎週日曜日

毎週日曜日は、小学生以下ワンコイン施術（５００
円）します。ただし、両親または家族同伴でお願いし
ます。清潔なタオル（手ぬぐいサイズ）と靴下を持参
下さい。必ずＴＥＬ予約して下さい。

買う よいとこ井波売店 南砺市井波3110-1 0763-82-5666 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、ポイント２倍サービス

理容 吉原理髪店 南砺市井波2088 0763-82-5056 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、毎月のお楽しみプレゼ
ント

買う 田舎まんじゅう本舗　よしむら　本店 南砺市北川1766 0763-82-0710 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、ふれ愛カードポイント２倍サービス

教育 ラボ・パーティ　南砺市教室 南砺市福野1273-3 0763-22-2732 いつでも 親子でたのしむ英語の歌「サンプルCD」プレゼント ●

理容 理容　シゲハラ 南砺市松原新1590-10 0763-22-4221 いつでも
いつでもカットしていただいた高校生以下に、「シャ
ンプー無料サービス」

理容 理容すがわ 南砺市井波777-4 0763-82-2422 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、毎月のお楽しみプレゼ
ント

理容 理容やまだ 南砺市北川1765 0763-82-2857 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、毎月のお楽しみプレゼ
ント

●

美容 若草美容室 南砺市井波602-3 0763-82-5142 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、ポイント２倍サービス
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教育 学研舟橋駅前教室 中新川郡舟橋村竹内441 090-8969-2784 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

買う ローソン富山舟橋店 中新川郡舟橋村舟橋170 076-462-8103 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引
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見る・遊ぶ あそあそ自然学校 中新川郡上市町浅生15 076-472-4410 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日は、参加費をひとり500円引（要予
約）

●

舟橋村　―　協賛店

上市町　―　協賛店
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買う 大阪屋ショップパル店 中新川郡上市町法音寺1 076-472-6668 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

教育 学研もとむら教室 中新川郡上市町西中野11カミール1F 076-473-0519 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

買う カッパ堂 中新川郡上市町西中町7 076-472-0155 その他
毎月第３日曜日を含む、金・土・日曜は、文房具を１
割引

●

買う 呉服・洋装こもり 中新川郡上市町西中町43 076-472-0216 毎月第３日曜日
学生関係商品　１０００円以上お買い上げの方に１０
０円引き

● ●

美容 酒井美容院 中新川郡上市町森元町57 076-472-0275 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（キャンディ等サービ
ス）

買う 三栄時計店 中新川郡上市町西中町42 076-472-0268 いつでも
いつでも、眼鏡をお買い上げの方に、メガネクリニッ
クセット進呈

●

食べる 四季料理　華生 中新川郡上市町南町71 076-472-6990 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、ジュース･コーラ等の
ドリンク1杯サービス

●

写真 写真ひろばホソカワ 中新川郡上市町法音寺3-17 076-472-1145 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

教育 ステップアップ　パソコンスクール 中新川郡上市町法音寺1-4 076-473-2824 いつでも
入会お申込みの際に18歳未満のお子様連れの場合、ど
なたでもパソコン定期コース入会金10%OFFまたは短期
コース受講料5%OFF

●

食べる すみれ 中新川郡上市町新町13 076-472-0799 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、粗品進呈 ●

金融 第一生命　上市営業オフィス 中新川郡上市町三日市上町47-12 050-3782-3528 いつでも

いつでもご来社され、所定のアンケートにご記入いた
だきました方に、
①「生涯設計シミュレーション」を無料で作成します
②「第一生命オリジナルグッズ」をプレゼントします
③子育て情報をご提供します

●

美容 チェリー美容室 中新川郡上市町法音寺19 076-472-0610 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（キャンディ等サービ
ス）

買う 土肥金物店 中新川郡上市町上中町19 076-472-0156 いつでも いつでも、3,000円以上お買上げで、１割引 ●

理容 土肥理容店 中新川郡上市町南町35-5 076-472-1861 その他 毎月第３週の火～日曜日、子どものシャンプー無料 ●

美容 とみ美容院 中新川郡上市町法音寺26 076-472-0611 いつでも いつでも、お子さまのお世話（キャンディサービス）

美容 中田美容院 中新川郡上市町西町38 076-472-0428 いつでも いつでも、お子さまのお世話（ドリンクサービス） ●

買う 能登酒店 中新川郡上市町南町31-3 076-472-0454 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間、1,000円以上お買上げに
つき、缶ジュースサービス

●

美容 ビューティサロン和 中新川郡上市町鍵町48-3 076-472-1628 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（キャンディ等サービ
ス）

美容 ビューティサロンみゆき 中新川郡上市町三日市30 076-472-6324 いつでも
お子さま連れ、ベビーカー持込み可、ドリンクサービ
ス

美容 ビューティサロンラボ 中新川郡上市町法音寺8 076-472-6661 いつでも いつでも、お子さまのお世話（ドリンク等サービス）

自動車 平井石油 上市給油所 中新川郡上市町法音寺9 076-472-0863 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 ㈱ファーストオート 中新川郡上市町正印288 076-473-1105 いつでも いつでも、小学生以下のお子さまに粗品進呈 ●

理容 藤本理容院 中新川郡上市町上法音寺1-3 076-472-3234 いつでも いつでも、子供シャンプーサービス

食べる 宝来 中新川郡上市町横法音寺25 076-473-1116 いつでも
高校生以下のお子さまにジュース一杯無料サービス、
その時々のプレゼントもサービス（文具、おもちゃな
ど）

買う ホリ薬局 中新川郡上市町新町13-1 076-472-0142 いつでも いつでも、粗品プレゼント ●

食べる マクドナルド上市ガイナシティ店 中新川郡上市町正印257 076-473-9600 いつでも
ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供

美容 町田美容院 中新川郡上市町横法音寺144-1 076-472-1863 いつでも
いつでも、高校生以下のカット料金は一般より30～
60％off

自動車
松井エネルギーモータース　上市東給油
所

中新川郡上市町稗田2-5 076-472-2751 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 松井エネルギーモータース　森尻給油所 中新川郡上市町森尻79-3 076-473-9130 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う マックスバリュ上市店 中新川郡上市町正印257 076-473-9888 いつでも
いつでも、1日のお買い上げ2,000円以上のご精算でス
タンプ1個押印。スタンプ10個で「500円お買物割引
券」進呈

●

買う 三ツ輪精肉店 中新川郡上市町上中町11 076-472-0265 毎月第３日曜日から１週間 毎月第3日曜日から１週間、自家製焼豚１０％引 ●

食べる 茂平爺 中新川郡上市町西中町61-1 076-472-1822 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から1週間、夏はアイスクリーム、冬
はジュースをサービス

●

買う ヤマソ商店 中新川郡上市町西中町8 076-472-0252 いつでも
いつでも、ご来店の幼児の方にポケットティッシュプ
レゼント

●

食べる 山本屋 中新川郡上市町上中町18 076-472-0305 毎月第３日曜日から１週間 毎月第３日曜日から１週間、ジュースサービス ●

その他 弓の里歴史文化館 中新川郡上市町館182 076-473-8100 いつでも 入館料無料 ●

美容 リップル 中新川郡上市町大坪55-3 076-473-2550 いつでも いつでも、高校生以下学割あり

買う ローソン上市横越店 中新川郡上市町神田字上川原329-1 076-472-4735 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

買う ローソン富山上市久金店 中新川郡上市町久金新177 076-473-2806 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引
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買う アルビス　立山インター店 中新川郡立山町辻 64 076-463-6770 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

自動車 岩田石油 岩峅寺給油所 中新川郡立山町宮路86 076-483-1133 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 碓井商店 利田給油所 中新川郡立山町下鉾ノ木165 076-463-0755 その他 毎週水曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う 大阪屋ショップ立山店 中新川郡立山町日俣16-1 076-463-1580 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

その他 カイロプラクティック　祈月（きげつ） 中新川郡立山町利田2195-5 076-462-0623 いつでも
いつでも、15歳以下のお子さま連れは初診料1,000円
引き。お子さまとペア施術500円引き。産後ケア　産
後半年まで再診料200円引き。（併用可）

●

教育
学研　利田教室

中新川郡立山町利田1980-8 090-2038-7264 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

写真 佐伯写真館 中新川郡立山町前沢1185 076-463-0246 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

自動車 坂井石油 立山給油所 中新川郡立山町坂井沢20 076-463-3150 その他 洗車１割引(日曜日以外)

買う ささら屋　立山本店 中新川郡立山町沢端21 076-463-6011 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日は、手焼体験料お子さま半額（8枚200
円→100円）

●

買う ジョーシン立山店 中新川郡立山町利田633 076-462-2711 毎月第３日曜日から１週間

毎月第3日曜日から１週間、キッズランド商品（おも
ちゃ・プラモデル・模型）が表示価格より５％引き
（TVゲーム関連商品など一部対象外商品もございま
す）
※ジョーシンポイントカード会員様に限ります。

その他 立山町歴史交流ステーション日なた 中新川郡立山町日中上野83 076-462-2387 いつでも 入館料無料

入浴等
立山吉峰温泉ゆ～ランド
（グリーンパーク吉峰）

中新川郡立山町吉峰野開12 076-483-2828 その他
毎月第３土・日曜日、お子さま（小学生以下)５名ま
での入浴無料

●

自動車 富山石油 立山給油所 中新川郡立山町米沢33 076-463-0020 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う ドラッグセイムス立山店 中新川郡立山町日俣16-1 076-462-9127 いつでも いつでも、お買い物の際ギフトポイント2Ｐ付与

自動車 平井石油 ニュー立山給油所 中新川郡立山町米沢8-1 076-463-1361 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 藤井石油 五百石給油所 中新川郡立山町前沢2302 076-463-1335 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 北信興産 有峰口給油所 中新川郡立山町芦峅寺馬寄割57 076-481-1511 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

買う 北海屋菓子舗 中新川郡立山町五百石71 076-463-0304 いつでも いつでもお菓子５％割引

美容 村上美容院 中新川郡立山町米沢17 076-463-0495 その他
いつでも、お子さまのお世話。毎月第２・４日曜日、
子供づれのお客さま１００円引
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クリーニング 秋山クリーニング入善店 下新川郡入善町青木1464 0765-74-1818 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、特殊品を除く２，００
０円以上１０％割引

●

自動車 朝日石油 入善給油所 下新川郡入善町入膳3505-7 0765-72-1155 その他 毎週土曜日はガソリン５円引 ●

買う アルビス　入善店 下新川郡入善町上野1296-1 0765-74-2111 毎月第３日曜日
毎月第３日曜日(とやま県民家庭の日)に全商品５％引
き(一部対象外商品あり)

買う 井田新松堂 下新川郡入善町芦崎64 0765-76-0755 いつでも いつでも粗品進呈 ●

買う 大阪屋ショップ入善店 下新川郡入善町上野7141 0765-74-0330 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

その他 カイロプラクティックはっち 下新川郡入善町浦山新592 0765-78-0750 いつでも
いつでも15歳以下のお子さま連れは初診料1,000円引
き。再診料、産後一年まで何度でも4,500円。

●

教育 学研入善教室 下新川郡入善町入膳3806-11 090-4325-8043 いつでも
学研教室文具セット(えんびつ＆けしごむ)をプレゼン
ト

●

理容 カットスタジオ　BIDAN 下新川郡入善町入膳5156-34 0765-74-2124 いつでも いつでも、お子さまのシャンプーサービス

理容 CLUB CUT HOUSE TAKAMI 下新川郡入善町入膳4709-4 0765-72-0796 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お楽しみプレゼント（優
待券不要）

自動車 高東商事 くろべフリート給油所 下新川郡入善町東狐1528 0765-72-0088 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

理容 佐藤理容所 下新川郡入善町入膳2939-2 0765-72-2198 毎月第３日曜日から１週間 毎月第3日曜日から1週間は、毎月のお楽しみサービス

理容 島先理容室 下新川郡入善町入膳3554-10 0765-72-0776 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お子さまのシャンプー
サービス

●

写真 シマセ写真館 下新川郡入善町入膳7105 0765-72-1012 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

自動車 島田石油 入善給油所 下新川郡入善町上飯野567 0765-72-5376 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

その他 せんカイロプラクティック 下新川郡入善町道古164-11 0765-32-5405 いつでも
初回料金1,000円引き。15歳以下のお子さまとペア施
術で再診料500円引き。産後1年まで再診料500円引
き。

●

立山町　―　協賛店

入善町　―　協賛店
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理容 高島理美容室 下新川郡入善町入膳4817-2 0765-72-0772 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お子さまにドリンクサー
ビス

理容 高島理容室 下新川郡入善町新屋2512 0765-78-2024 いつでも
いつでも、お子さまのお世話（お菓子・ドリンク等
サービス）

食べる 宅配ピザテン.フォー入善店 下新川郡入善町上野1542-1 0765-74-0041 いつでも

お会計総額から5％引き。・キャンペーンと一緒に使
えます。・ご注文の際に「とやま子育て応援団」利用
の旨をお伝えください。・インターネット注文はサー
ビス適用対象外です。・宅配でもお持ち帰りでもどち
らでもご利用いただけます。

●

クリーニング 竹内クリーニング店 下新川郡入善町入膳5329-2 0765-72-0702 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、特殊品を除く２，００
０円以上１０％割引

理容 タテオ理容 下新川郡入善町入膳5201 0765-72-0104 いつでも お子さまのシャンプーサービス

理容 田中理容院 下新川郡入善町下飯野新291 0765-72-0932 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、中学生以下シャンプー
サービス

クリーニング タニドライ 下新川郡入善町椚山4747 0765-72-4109 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、特殊品を除く２，００
０円以上１０％割引

買う ちゃけ 下新川郡入善町入膳3806-11 0765-74-1288 いつでも
いつでも、お買い上げ金額10,000円以上で靴下１足プ
レゼント♪

●

理容 寺田理容所 下新川郡入善町吉原4937 0765-72-3088 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お子さまのシャンプー
サービス

理容 中塚理容所 下新川郡入善町青木1222 0765-72-1275 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お子さまのシャンプー
サービス

自動車 野島石油 グリーンポート入善給油所 下新川郡入善町青木1326 0765-72-0025 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

自動車 野島石油 舟見給油所 下新川郡入善町舟見1672 0765-78-1341 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引

理容 はませ理容院 下新川郡入善町八幡702 0765-72-2028 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お子さまのシャンプー
サービス

写真 ひまわり写真館 下新川郡入善町入膳3584 0765-72-0239 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

買う V･drug　入善店 下新川郡入善町上野1285　きららの里 0765-74-2488 その他
毎週月曜日、レジにて応援団マークご提示の方、ベ
ビー用品５％ＯＦＦ

●

入浴等 ふれあい温泉 下新川郡入善町舟見1664 0765-78-2080 いつでも
いつでも、優待カードの提示で、小学生・中学生・高
校生の入浴料が半額

●

理容 hair　salon　IKARI 下新川郡入善町入膳5145-1 0765-72-2835 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お子さまのシャンプー
サービス

理容 ヘアーサロンうえだ 下新川郡入善町入膳5535 0765-72-1869 いつでも 毎月お楽しみサービス

理容 ヘアーサロンおおがみ 下新川郡入善町椚山65-2 0765-72-5061 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お子さまにジュースサー
ビス

理容 ヘアーサロンカナモノ 下新川郡入善町入膳3696 0765-72-1792 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お子さまのシャンプー又
はドリンクをサービス

理容 ヘアスタジオ　タニ 下新川郡入善町入膳4614-1 0765-74-1755 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、ポイント2倍、お子さま
のドリンクサービス

その他
ベビーマッサージ教室＆資格取得スクー
ル　Maple mummy

下新川郡入善町小杉327 0765-78-0413 いつでも
コース特典としてベビーマッサージプレートプレゼン
ト！

美容 POLA　入善ショップ 下新川郡入善町入膳5496 0765-74-0080 いつでも
お子さま連れのご家族には、スキンケアサンプルプレ
ゼント

自動車 真岩石油 入善給油所 下新川郡入善町荒又60 0765-72-0111 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日は、洗車とオイル交換１割引 ●

クリーニング 前田クリーニング店 下新川郡入善町椚山新35 0765-72-2826 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、特殊品を除く２，００
０円以上１０％割引

食べる マクドナルド８号線入善店 下新川郡入善町椚山1210 0765-74-9208 いつでも

ハッピーセットのチーズバーガーセット（チーズバー
ガーとポテトSとドリンクSとおもちゃ)を特別価格で
ご提供
※朝食時間帯（10：30まで）はハッピーセットのチキ
ンマックナゲットセットを特別価格でご提供

買う メガネハウス　入善店 入善町椚山1230-1 0765-74-8083 いつでも
いつでも、18歳未満のお子様、及びご家族のメガネ、
サングラス、コンタクトレンズ15％ＯＦＦ
※セール特価品は対象外

● ●

理容 吉沢理容院 下新川郡入善町新屋34 0765-78-1975 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お子さまのシャンプー
サービス

理容 理容蛯谷 下新川郡入善町下飯野新268 0765-72-1552 いつでも
いつでも、ポイントカード発行　子供のシャンプー
サービス

理容 理容スギモト 下新川郡入善町福島新363 0765-72-2910 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お子さまにジュース等
サービス

理容 理容スワン 下新川郡入善町上野1486-1 0765-72-4111 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お子さまのシャンプー
サービス又はお楽しみ袋プレゼント

理容 理容タキモト 下新川郡入善町東狐273 0765-72-1598 いつでも
いつでも、中学生以下のお子さまのシャンプーサービ
ス

理容 理容タケウチ 下新川郡入善町入膳6240-6 0765-74-0355 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、200円程度サービス（お
楽しみ袋、シャンプー、ドリンク等）

理容 理容細田 下新川郡入善町東狐418 0765-72-0514 いつでも いつでも、お子さまにお菓子サービス

買う ローソン入善町舟見店 下新川郡入善町舟見666-1 0765-78-2777 毎週日曜日 毎週日曜日、ローソンセレクトカット野菜３０円引

理容 ワープ・ヘアー 下新川郡入善町上野7221-1 0765-74-8088 いつでも
いつでも、小学生までのお子さまのシャンプーサービ
ス

理容 若島理容院 下新川郡入善町入膳1-34 0765-72-1094 毎月第３日曜日から１週間
毎月第3日曜日から1週間は、お子さまのシャンプー
サービス
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クリーニング 秋山クリーニングアスカ店 下新川郡朝日町平柳688 0765-83-3031 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、特殊品を除く２，００
０円以上１０％割引

●

自動車 朝日石油 朝日国道給油所 下新川郡朝日町道下915-1 0765-82-0661 その他 毎週土曜日は、ガソリン５円引 ●

その他 (一財)百河豚美術館 下新川郡朝日町不動堂6 0765-83-0100 いつでも
いつでも、児童は無料（中学・高校生は学生証を提
示）、保護者は半額

買う イワタ靴店（カサブロウ） 下新川郡朝日町平柳688 0765-83-1235 いつでも いつでも５％OFF（特価品は除く） ●

買う 大阪屋ショップアスカ店 下新川郡朝日町平柳688 0765-83-8810 毎週日曜日
毎週日曜日のお買い上げ2,000円以上のレシート10枚
で500円の商品引換券進呈

●

泊まる 小川温泉元湯　ホテルおがわ 下新川郡朝日町湯の瀬1 0765-84-8111 いつでも いつでも、日本酒又はソフトドリンク１本サービス

自動車 小川建設工業 朝日インター給油所 下新川郡朝日町月山1941 0765-83-3033 いつでも
いつでも満タン（20リットル以上）給油時に洗車サー
ビス券

教育 音育児教室　はぁと・りずみっくるーむ 下新川郡朝日町下山新580-1 090-1395-5616 いつでも いつでも１レッスン100円引き ●

買う 菓子処みずしま 下新川郡朝日町泊211 0765-82-0207 いつでも いつでもマドレーヌプレゼント ●

教育 学研とまり教室 下新川郡朝日町平柳161-4 090-2092-2304 いつでも
いつでも、「学研教室えんぴつ1本」と、「オリジナ
ル教育情報誌」をプレゼント致します。

●

写真 清原写真館 下新川郡朝日町沼保302 0765-82-0344 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

クリーニング クリーニング高桜商会 下新川郡朝日町東草野1607 0765-83-0013 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、特殊品を除く２，００
０円以上１０％割引

美容 寺田美容室 下新川郡朝日町平柳140 0765-82-1537 いつでも いつでも、小学生以下のカット料金1,100円（税込）

食べる なないろKAN 下新川郡朝日町横水300 0765-83-3700 いつでも ランチタイム　11:00～14:00　飲食料金５％引 ● ●

理容 なんも理容院 下新川郡朝日町桜町978 0765-82-0840 その他
毎月第３火曜日～第４日曜日まで、ガムサービス、飲
み物サービス

写真 野島写真館 下新川郡朝日町道下975 0765-82-0212 毎月第３日曜日 毎月第３日曜日、証明写真10％ＯＦＦ（18歳未満） ●

買う ひらせいホームセンター朝日店 下新川郡朝日町平柳字西島688-5 0765-82-2315 いつでも
税抜き500円以上のお買い物で、ひらせいポイント
カード通常ポイントに加えて２ポイント進呈

●

理容 平田理容院 下新川郡朝日町道下240 0765-82-0183 いつでも いつでも、お子さまのみもの、その他サービス

クリーニング プロスパー金井クリーニング 下新川郡朝日町泊新113 0765-82-2110 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜日から１週間は、特殊品を除く２，００
０円以上１０％割引

理容 理容ホリタ 下新川郡朝日町道下328-3 0765-83-0447 毎月第３日曜日から１週間
毎月第３日曜から１週間、お子さまの飲み物・シャン
プー等サービス

泊まる 料理旅館紋左 下新川郡朝日町沼保1184 0765-82-0011 いつでも いつでも、日本酒又はソフトドリンク1本サービス ●

ジャンル 店舗名 住所 電話番号 期間 サービス内容
全国
共通

PR
ｽﾃｰｼｮﾝ

買う CO・OPとやま　本部 富山市堀川町26-5 12-43-28 いつでも

未就学児を持つ家庭を対象に、子どもが小学校に入学す
る年の3月20日を含む週の配達まで、配達手数料（１回１１
０円）が無料。（妊婦さんも産前8週前から対象）また、「赤
ちゃん教室」では、離乳食の試食無料。

食べる 富山県生活協同組合本部 富山市金屋555 76-443-88 いつでも
未就学児を持つ家庭を対象に、「けんせいきょう」加入の日
から小学校入学されるまで、宅配料（１回１１０円）が無料

教育 ㈱ニチイ学館富山支店 富山市新富町1-1-12富山駅前ビル５F 76-441-9179 いつでも
医療事務講座・調剤薬局事務講座　受講料３％引、介護職
員初任者研修・介護福祉士実務者研修　受講料５％引

交通 東武トップツアーズ㈱富山支店 富山市本町9-1大同生命富山ビル7F 76-431-7638 いつでも
18歳未満のお子様(高校生含む)と親子で旅行される場合
に、海外企画商品を３～５％、国内企画商品を３％割引

金融 石動信用金庫 小矢部市石動町13-13 766-67-122 いつでも
子育て支援の取組として、小矢部市の出生先については、
お祝いとして「手紙」と「デジタル卓上電波時計」の品をプレ
ゼントしております。

金融 新湊信用金庫本店 射水市中新湊12-2 766-82-8611 いつでも
満１８歳以下のお子様をお持ちの親権者の定期積金(掛込
金額１万円以上１万円以下、期間３年・５年)の金利を優遇。
※優遇幅は店頭又はＨＰで確認※資格の確認書類要

金融 高岡市農業協同組合　本店 高岡市あわら町1-1 766-26-7417 いつでも 定期積金金利優遇(HPをご覧ください) ●

金融 高岡信用金庫本店 高岡市守山町68 766-23-12221 いつでも
満23歳未満の親族を扶養の方にローン金利を優遇。対象
商品や金利・条件等はHPをご覧ください。公的証明書等で
確認

金融 富山銀行本店 高岡市下関町3番1号 766-21-3535 いつでも
22歳未満の子供が３人以上いる家庭に対して、ローン金利
を優遇。教育プラン(カード型)・マイカーローンは.2%

●

金融 富山信用金庫本店 富山市室町通り1-1-32 76-492-73 いつでも
子供を２人以上持つ個人を対象にマイカーローンの利率を
0.3％優遇、契約限度は1,000万円で、公的証明書で確認

金融 氷見伏木信用金庫本店 氷見市比美町6-15 766-72-4141 いつでも
「子育て応援プラン」未就学児を養育する親権者が出産・子
育てに使える融資制度です。　・ご融資限度額100万円以内
・ご融資期間3か月以上10年以内　・利率3.0%

金融 北陸銀行本店 富山市堤町通り1-2-26 76-423-7111 いつでも
一部の住宅ローン商品借入時に、扶養控除対象のお子さ
まが1名の方0.1%、2名の方0.2%、3名以上の方0.3％金利を
優遇。住民票または健康保険証で確認

連携事業認定制度(本店のみ記載。他の店舗の情報はＨＰでご確認ください)

朝日町　―　協賛店
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金融 みな穂農協本店 下新川郡入善町入膳3489-1 765-72-1182 いつでも

すくすく定期預金：18歳以下のお子さまをお持ちの個人の
方(同居両親・同居祖父母等に限定)スーパー定期預金(3～
5年)店頭表示金利に0.05%上乗せ。お一人さま10万円～
300万円まで。健康保険証等で確認。子育て応援型定期積
金：18歳以下のお子さまをお持ちの個人の方(同居両親・同
居祖父母等に限定)積立額毎月10,000円以上(1,000円単
位)積立期間5年(60回)以上　年利0.05%

住まい アート引越センター 砺波市西中6-1 12-123-5 いつでも
18歳未満のお子様をお持ちの家庭に、引越基本料金より
３％割引

●

住まい 株式会社サカイ引越センター北陸法人課 富山市上冨居1-32-6 12-388-141 いつでも
18歳未満のお子様をお持ちの家庭に、引越基本料金より
２％割引。※必ず専用のフリーダイヤルからお申込下さい。


