
いきいき友の会
平成29年度

カード割引協力店
一覧 平成29年3月作成

社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
富山県いきいき長寿センター
いきいき友の会事務局
〒930-0094 富山市安住町5番21号
富山県総合福祉会館（サンシップとやま）3階
TEL（076）432－6010
FAX（076）432－6009

●　カード割引サービス（以下、「割引サービス」という）を利用される場合は、必ず精算前に係りの人にいきいき友の会会員証
　（VITAカード）をご提示ください。（内容によっては、注文及び予約時にご確認ください。）

●　店舗によっては、割引サービスを利用できない期間・商品等がありますので、その都度、ご確認ください。
●　割引サービスは、現金でのお支払いの場合に限り適用され、クレジットカード等との重複利用はできません。

●　今後新たに加入される店舗については、情報誌VITA（ビタ）誌上で順次お知らせします。

●　不明な点等がありましたら、当該店舗　または　いきいき友の会事務局までお問い合わせください。

◇【利用範囲】…「本人」：会員のみ、「家族」：会員と同伴する同居の家族まで、「同伴者」：会員と同伴者すべて

旅　行
対象となるのは、記載の店舗でパッケージ商品をご利用になる場合のみです。

店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲

㈱日本旅行
TiS富山支店

富山市明輪町1-230
クラルテ1階（JR富山駅構内）
TEL（076）444-7500

海外旅行（マッハ・ベスト）3％割引
国内商品（赤い風船）3％割引 家族

文化・教養・娯楽
店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲

富山県 立山カルデラ
砂防博物館

立山町芦峅寺字ブナ坂68
TEL（076）481-1160

入館料を割引　一般　400円→320円
　　　　　　　大学生320円→200円
　　　　　　　※高校生以下、70歳以上は無料

家族

東武トップツアーズ㈱
富山支店

富山市本町9-10
大同生命富山ビル7階
TEL（076）431-7638

海外「ジャルパック」5％割引
国内「CUTE」3％割引 家族

名鉄観光サービス㈱
富山支店

富山市桜橋通り1-18
TEL（076）431-8056

海外商品「パノラマ」5％割引
海外商品「ジャルパック」「ハローツアー」5％割引
国内商品「マーチ」3％割引

家族

㈱農協観光富山支店 富山市新総曲輪2-21
TEL（076）445-2330

国内「Take Off（テークオフ）」基本旅行代金を3％割引
海外「Ntour World」基本旅行代金を5％割引
　　「ジャルパック」基本旅行代金を5％割引

本人

あるぺん村
ツーリスト

立山町東中野新143-1
TEL（076）483-1551 5月～10月　室堂までの直通バス料金250円割引 同伴者

新富観光サービス㈱

トミーズツアー（国内・海外）5％割引
その他取扱パッケージツアー（国内・海外）3％割引

本　社 富山市上野322 TEL（076）428-5544
魚津店 魚津市上村木1-1-10 オセルビル2階 TEL（0765）24-7110
アピア店 富山市稲荷元町2-11-1 TEL（076）445-3223

本人

日本海ツーリスト㈱

当社取扱パッケージ商品
　　国内商品　「エース、赤い風船、ANAスカイホリデー」を3％割引（お一人様＠20,000円
　　以上の場合に限る）
　　海外商品　「ルック、ANAハローツアー、ジャルパック」を3％割引
営業時間：年中無休10：00～19：00

砺波本店 砺波市太郎丸1-9-24 フリーダイヤル 0120-356577
射水イータウン店 射水市本開発字代官免11 フリーダイヤル 0120-256657
富山本社グリーンモール店 富山市山室226-2 フリーダイヤル 0120-257759

家族
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文化・教養・娯楽
店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲

富山本町クラブ 富山市本町7-8 TEL（076）431-5113
富山掛尾クラブ 富山市掛尾栄町3-5 TEL（076）493-1166

－２－

シニア向けパソコン＆
カルチャー教室
カルチャーレストラン
高岡西教室

高岡市西町4-25
トーエープラザ1階
TEL（0766）50-9345

同伴者入会金を50％割引
（10,000円→5,000円）

カズオ写真
ギター・写真教室

高岡伏木／米島店
　高岡市米島283-11
　TEL（0766）23-6173
　TEL（0766）28-4116

家族
お店でレッスン：週1回（20分余り）、月4回
いずれの教室も、会員証の提示で入会金（5,000円）
及び月謝（4,000円）を10％割引

カラオケ・シダックス 同伴者

◎初回来店時、いきいき友の会会員証をご提示のうえ、お手続きをいただくと、
　法人・団体カードが発行され、下記のサービスがご利用いただけます。
　・ドリンク人数分サービスまたはルーム料金30%割引

チケット割引
店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲

プロバスケ
富山グラウジーズ

富山市金泉寺44-1
TEL（076）451-5586
※試合情報はホームページまで
http://grouses.jp/

同伴者
富山県内開催各試合会場
　自由席に限り、当日価格より500円引
　※最終節を除く

㈱富山
サンダーバーズ
ベースボールクラブ

高岡市早川383-10
立山エーエル会館内
TEL（0766）50-8980

同伴者

当日券を　　大人1,500円→1,200円に割引
　　　　　　小人　500円→　300円に割引
・BCリーグ公式戦富山GRNサンダーバーズBC主催試合
　のみ対象

カズオ写真

高岡伏木／米島店
　高岡市米島283-11
　TEL（0766）23-6173
　TEL（0766）28-4116

同伴者

カズオTOYAMAエレキーフェスティバルでのエレキー
キング
ノーキーエドワード、ライブチケット　5％割引
※毎年10月ライブ予定

スポーツ
店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲

富山地鉄
ゴールデンボウル

富山市千歳町1-1
TEL（076）431-2131 本人ボウリング1ゲームにつき一般料金から50円割引

立山グランドボウル 富山市今泉359-1
TEL（076）425-2831 家族ボウリング1ゲームにつき一般料金から50円割引

ノースランドボウル
呉羽

富山市茶屋町522-8
TEL（076）434-0027 家族ボウリング1ゲームにつき一般料金から50円割引

アピアスポーツ
クラブ

富山市稲荷元町2-11-1
TEL（076）431-3321 本人クラブ入会金を50％割引

成人スイミングスクールの入会金を50％割引

スポーツドーム
エアーズ

高岡市向野町3-43-19
TEL（0766）26-0123 本人入会金を50％割引

（ゴールドマスター会員・法人会員を除く）

東爪
ダンス・スクール

高岡市下関1-6 ムロヤビル2Ｆ
TEL（0766）25-4711 家族入会金3,000円を免除

タラソピア 滑川市中川原410
TEL（076）476-9303 家族

ダイナミックゾーン
利用料金850円→750円に割引
※タラソピアの利用年齢は16歳以上です。

とやま健康パーク 富山市友杉151
TEL（076）428-0809 家族

一般利用料を割引　※小・中学生は半額
施設利用料を10％割引
利用時間　平　日　10：00～22：00
　　　　　休祝日　10：00～19：00
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宿泊・温泉

店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲
小川温泉元湯
ホテルおがわ

朝日町山崎字湯ノ瀬1
TEL（0765）84-8111

宿泊基本料金を5％割引（スタンダードプランに限る）
※12/31～1/3、4/29～5/6、8/12～8/16を除く 本人

紋左 朝日町沼保1184
TEL（0765）82-0011 基本料金を10％割引 家族

あけぼの 朝日町泊1192
TEL（0765）82-0303 基本料金を10％割引 家族

ホテル桃源 黒部市宇奈月温泉22-1
TEL（0765）62-1131

基本料金を10％割引
※12/29～1/9、4/22～5/14、8/5～8/27、9/16～11/19を除く 本人

宇奈月国際ホテル 黒部市宇奈月温泉7-26
TEL（0765）62-1236

基本料金を10％割引
※12/31～1/3、5/2～5/5、8/13～8/15を除く 本人

延対寺荘 黒部市宇奈月温泉53
TEL（0765）62-1234

基本料金を10％割引
※12/29～1/9、4/22～5/14、8/5～8/27、9/16～11/19を除く 本人

宇奈月
グランドホテル

黒部市宇奈月温泉267
TEL（0765）62-1111

基本料金を10％割引
※12/30～1/4、5/1～5/5、8/10～8/20を除く 本人

延楽 黒部市宇奈月温泉347-1
TEL（0765）62-1211

基本料金を10％割引
※12/31～1/3、4/29～5/5、8/10～8/19を除く 本人

立山国際ホテル 富山市原45
TEL（076）481-1111

基本料金を1,000円割引
ただし、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始などホテルの
定める特殊期間を除く

家族

ゆのみこ
（湯神子温泉）

上市町湯神子25
TEL（076）472-3111

基本料金を10％割引
※ゴールデンウィーク、お盆、連休、年末年始を除く 本人

氷見温泉郷くつろぎの宿
うみあかり

氷見市宇波10-1
TEL（0766）74-2211

宿泊基本料金を10％割引
※12/31～1/3、4/29～5/5、8/11～8/19を除く 本人

人肌の宿　川金 砺波市上中野70
TEL（0763）82-0257

宿泊料金を10％割引
※金・土曜日、ゴールデンウィーク、お盆、お正月を除く 同伴者

鳥越の宿　三楽園 砺波市庄川町金屋839
TEL（0763）82-1260 宿泊基本料金を10％割引（平日のみ） 本人

赤尾館 南砺市西赤尾396-1
TEL（0763）67-3321

基本料金を10％割引
※12/31～1/3、5/2～5/5、8/12～8/17を除く 家族

グリーンビュー立山 立山町千寿ケ原
TEL（076）482-1716

宿泊料金　大人1,000円引き、小学生500円引き
※パック商品、お盆、年末年始期間を除く 家族

永芳閣 氷見市阿尾3257
TEL（0766）74-0700

宿泊基本料金を10％割引、日帰り基本料金を5％割引
※ゴールデンウィーク、お盆、年末年始期間を除く

同伴者
（本人含め
　5名まで）

北陸健康センター
アラピア

高岡市上佐野1655
TEL（0766）26-3000

入館料割引
大人1,300円→1,150円

同伴者
（本人含め
　5名まで）

高山市奥飛騨温泉郷平湯
229
TEL（0578）89-2799

匠の宿　深山桜庵
宿泊基本料金を10％割引
※パック商品、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始の期間を
　除く

同伴者

南砺市利賀村上百瀬482
TEL（0763）68-8400

天竺温泉の郷
「天竺の館」「天竺の湯」

「天竺の館」宿泊料金（1泊2食、税・サ・入湯込）基本料金
　　　　　　を10％割引
「天竺の湯」日帰り入浴　基本料金を10％割引
※ゴールデンウィーク、お盆、年末年始、2月のそば祭り期間
　を除く

同伴者

南砺市立野原東1514
TEL（0763）62-8181桜ヶ池クアガーデン

宿泊基本料金　10％割引
（ゴールデンウィーク、お盆、年末年始などを含む当社指定の
　期間は除く）
入浴料金　　　　100円引き
プール入場料金　20％割引（利用対象者：4歳以上）

同伴者

金太郎温泉 魚津市天神野新6000
TEL（0765）24-1221

宿　　　泊/1泊2日基本料金10％割引
　　　　　（除外期間12/31～1/3、5/1～5/5、8/11～8/15）
カルナの館/1日コース　：300円引き
　　　　　/3時間コース：200円引き
※大人入館料金のみ対象　その他の割引との併用不可

同伴者
（本人含め
　5名まで）

　宿泊割引については、予約時に割引サービスを利用される旨を、当該宿泊施設にお知らせください。（事前のお申出がない
場合、割引が適用されないこともあります。）また、利用される際には、必ず精算前に係りの人に会員証をご提示ください。
　なお、特別優待プラン、他の優待プラン等との併用はできません。
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宿泊・温泉

飲食・宿泊

店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲

ホテルグランテラス
富山

富山市桜橋通り2-28
TEL（076）431-2211

［飲食］　飲食料金を10％割引
○中華菜館「福寿林」
○和食「こし路」

同伴者
（本人含め
 10名まで）

［宿泊］　基本料金から10％割引 家族

　宿泊割引については、予約時に会員であることをお申し出ください。
　事前のお申出が無い場合、割引が適用されない場合があります。利用される際には、会員証を必ずご持参ください。
　また、特別優待プラン、他の優待プラン等との併用はできません。

店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲

㈱民宿與市郎 氷見市窪2557-2
TEL（0766）91-1888

㈲魚恵 氷見市北大町7-38
TEL（0766）72-3744

㈲城山 氷見市阿尾527
TEL（0766）72-1431

㈲粋な民宿　美岬 氷見市阿尾3373
TEL（0766）74-1155

マリンタッチ 氷見市泊1634
TEL（0766）72-1780

はしもと屋 氷見市中田733
TEL（0766）79-1025

宿泊料金（サ込税別）から1人当り10％割引
日帰り料金（サ込税別）から1人当り5％割引
（昼食のサービスランチは除く）
※土・日曜日、休日の前日、お盆・年末年始を除く
※割引サービスご利用の際は予約時にお伝えください

同伴者

パレブラン高志会館 富山市千歳町1-3-1
TEL（076）441-2255

・館内レストラン利用時、ドリンク料金を10％割引
・宿泊料金16％割引
・他、婚礼特典有り
・会議、宴会、法事、お祝い会室料を33％割引
　（1人4,000円以上の料理の場合室料無料）
・宴会、法事利用の場合、マイクロバスで無料送迎有り
　（10～28名　台数に限り有）

家族

介護用品・福祉機器
店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲

福祉用具ショップ
あっぷる

富山市今泉北部町1-5
今泉ふれあいハウスシティ内
TEL（076）493-4199

取扱商品のメーカー希望小売価格から5％～20％割引
※特別割引期間中を除く。他の割引サービスとの併用
　不可。

家族

健康・ 美容
店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲

なかだのやわら整体 富山市八尾町黒田564-1
TEL（076）455-0215

初回施術料 4,000円→500円引き
２回目以降 3,500円→100円引き 本人

飲食
店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲

家族十々八 富山市桜木町8-25 TEL（076）433-3668 飲食料金を5％割引

家族懐石　松や 富山市新富町1-5-3 TEL（076）441-2626 飲食料金を5％割引

家族五万石本店 富山市桜町1-6-4 TEL（076）441-4649 飲食料金を5％割引

家族中国料理　新三陽 富山市内幸町3-19 TEL（076）431-3123 飲食料金を5％割引
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住宅リフォーム・インテリア
店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲

㈱オリバー

四季彩の店 高岡市戸出狼261
TEL（0766）73-2090 出張オーダーカーテン

リフォーム、増改築、住宅修繕を見積り金額より5％割引　※割引期間中の商品、特別商品を除く

家族

本人
家族

富山本店 富山市二口町3-2-14 TEL（076）492-6628
富山北店 富山市上赤江1-1-45 TEL（076）482-3128
高岡店 高岡市昭和町1-1-1 TEL（0766）25-2873

ショッピング
店舗名 所在地・電話番号特典内容 利用範囲

ハシヅメ眼鏡院

メガネ・光学器・補聴器を10％割引　※オーダーメイドメガネ、特別商品を除く

家族

総本店 富山市総曲輪3-5-10 TEL（076）424-3838
新根塚店 富山市新根塚町2-10-16 TEL（076）421-3838
豊田店 富山市豊田本町2-16-23 TEL（076）438-3838
新庄経堂店 富山市経堂4-13-16 TEL（076）491-8686
呉羽店 富山市呉羽町7223 TEL（076）434-3838
魚津店 魚津市吉島153 TEL（0765）22-3434

ワシントン靴店
パレード

店内取扱商品を5％割引

釣具、店内価格の10％割引、釣えさ20％割引

家族

今泉本店 富山市今泉73 TEL（076）495-5210
総曲輪店 富山市総曲輪3-5-5 TEL（076）422-2531
天正寺店 富山市天正寺1107 TEL（076）494-1573
北の森店 富山市森734-2 TEL（076）438-9055
高岡店 高岡市扇町1-15-5 TEL（0766）27-3466
魚津店 魚津市上村木2-908 TEL（0765）23-9110
富山羽根店 富山市羽根977 TEL（076）461-7825
黒部店 黒部市荻生7686 TEL（0765）32-4192
砺波店 砺波市三島町11-18 TEL（0763）55-6580

嶋村つり具店 本人
家族 高岡市伏木古国府6-33 TEL（0766）44-1742

メガネのハラダ

メガネを10％割引、補聴器を5％割引　※時計・サングラスは対象外

家族

本店 富山市総曲輪3-2-29 TEL（076）423-1506
掛尾店 富山市掛尾460-5 TEL（076）423-5200
下赤江店 富山市下赤江町2-10 TEL（076）432-1506
中川原店 富山市中川原10-10 TEL（076）493-1211
呉羽店 富山市呉羽町7162 TEL（076）434-5522
新庄店 富山市荒川3-3-5 TEL（076）423-0311
大町店 富山市大町180-5 TEL（076）423-6161
高岡野村店 高岡市野村1566 TEL（0766）29-2800
北の森店 富山市森4-720-1 TEL（076）438-0733
中教院前店 富山市堤町通り2-6-10 TEL（076）495-4588
滑川店 滑川市上小泉505-1 TEL（076）476-4788
氷見店 氷見市幸町32-45 TEL（0766）72-8355
砺波店 砺波市三島町12-12 TEL（0763）34-0233
婦中店 富山市婦中町速星84-1 TEL（076）466-0988
魚津店 魚津市北鬼江1-5-7 TEL（0765）22-5200
高岡横田店 高岡市瑞穂町4-7 TEL（0766）22-3200
小杉店 射水市三ケ2752-2 TEL（0766）56-9090
黒部店 黒部市三日市1886-1 TEL（0765）54-9600
高岡広小路店 高岡市広小路107 TEL（0766）25-5001



いきいき友の会　カード割引協力店　募集中
　いきいき友の会会員証（VITAカード）の提示による割引制度にご賛同いただける割引協力店を募集しています。
新規割引協力店は、随時情報誌VITA（ビタ）誌上にてご紹介いたします。詳しくは当事務局までお問合せください。

ショッピング
店舗名 所在地・電話番号 特典内容 利用範囲

ヨシエスポーツ

　　　　本店用具館

　　　ウェルネス館

店内取扱商品を10％割引

家族

家族及び
クーポン
所持者

（ホームページ
からコピー
できます。）

高岡市末広町1010 バスケット専門店 TEL（0766）21-3391

高岡市御旅屋町15  TEL（0766）21-3392

本　店 富山市北新町1-1-8 TEL（076）432-0408

高岡店 高岡市城東2-1-10 TEL（0766）25-0800

県庁店 富山市新総曲輪1-7 TEL（076）441-1038

カズオ写真

フィルム写真現像料を200円割引　当店商品を5％割引（テレホンカード除く）
デジカメ写真現像料、100枚から1枚10円
※お得なホームページまで（「カメラのカズオ」で検索できます。）

家族小川商会

店内取扱商品表示価格より5％～10％割引
※取扱商品：家電商品、健康商品、空調機器ほか（消耗商品、割引期間中、特別商品を除く）

本店 富山市月見町2-41 TEL（076）429-3443

あまのプティファミーユ　堀川店 富山市堀川町306-1 TEL（076）421-7281

Amano CiC店  TEL（076）444-0405

同伴者あまの

薬・化粧品・雑貨のメーカー希望小売価格を5～20％割引

家族㈱大井仙樹園
（お花の専門店）

富山市呉羽本町2447-6
TEL（076）436-0545 10％割引　※割引期間中の商品、特別商品を除く

高岡伏木／米島店 高岡市米島283-11 TEL（0766）23-6173
  TEL（0766）28-4116

－６－

水着、スポーツウエアー、
ウォーキングシューズ

富山市新富町1-2-3
CiCビル1F

家族フラワーショップ
えぐちや

スポーツショップ
ランナー

魚津市新金屋2-10-16
TEL（0765）24-0640 基本料金を10％割引

家族花メイト 富山市布瀬町南3-6-9
TEL（076）492-8550 10％割引　※割引期間中の商品、特別商品を除く

家族いせや（きもの） 高岡市末広町14-33
TEL（0766）23-0743 店内取扱商品を10％割引

家族ハルノヤ（貸衣裳） 富山市上本町2-15
TEL（076）421-2238 基本料金を20％割引

同伴者㈱千草屋商舗 富山市清水町3-2-4
TEL（076）425-7938

ギフトカタログにおけるメーカー希望小売価格から
10％割引

本人
家族
友人
同伴者

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2階
TEL（0766）27-8067

コンタクトレンズ・コンタクトレンズ洗浄液
10％割引

家族

本人

オギハラ

今泉店
富山市今泉北部町1-5 シティーii内
TEL（076）422-0065

宝飾品　メーカー価格より20％割引
　　　　（一部除外品あり）
時　計　メーカー価格より20％割引
　　　　（一部除外品あり）
　　　　時計バンド20％割引
メガネ　遠近両用（紫外線カット）メガネ一式
　　　　12,000円税別　30％割引

県庁店
富山市新総曲輪1-7 県庁売店内
TEL（076）432-0325

富山市大手町6-14
富山市民プラザ1階
TEL（076）491-2008

スポーツ用品10％割引
※税込み5,000円以上の品に限る、特価品と一部商品
除く

（74先　118店舗）

いきいき友の会　カード割引協力店　募集中
　いきいき友の会会員証（VITAカード）の提示による割引制度にご賛同いただける割引協力店を募集しています。
新規割引協力店は、随時情報誌VITA（ビタ）誌上にてご紹介いたします。詳しくは当事務局までお問合せください。


