高齢者運転免許証自主返納サポート活動
協 賛 店 一 覧

富山県警察本部
交通部交通企画課
富山市新総曲輪1番7号
電話(076)441-2211

● この活動は、運転免許証を自主返納された高齢者の方の生活を、様々な場面でサポートすることを目的としています。
● なお、この一覧は記載してあります特典内容を保障するものではありませんので、詳細につきましては、各事業所に直接お問い合わせください。

●交通機関
所在地・連絡先

富山地方鉄道(株)

特典内容

利用範囲

○鉄道線、市内軌道線、路線バスの普通運賃 年齢制限なし
半額 (現金精算に限る)
本人のみ

富山市桜町1-1-36
(076)432-3456

○新定期券「いきいきパス」を販売

本人(63歳以上)のみ

加越能バス(株)

高岡市下関6-1(クルン高岡１階)
(0766)21-0950

○路線バスの普通運賃半額
○「ゴールドパス」購入料金の３割引
(６ヶ月、12ヶ月定期に限る)

本人(65歳以上)のみ

富山ライトレール(株)

富山市城川原3-3-45
(076)426-1770

運賃半額(現金精算に限る)

年齢制限なし
本人のみ

富山県タクシー協会

富山市新庄町馬場24-2
(076)423-0622

運賃１割引

年齢制限なし
本人のみ

(株)日本旅行TiS
富山支店

富山市明輪町1-230 クラルテ１階(富山駅構内)
(076)441-8353(年中無休)

○海外商品「マッハ、ベスト」３％割引
○国内商品「赤い風船」３％割引
※宿泊のみは対象外

年齢制限なし
本人と同伴の家族のみ

(株)農協観光富山支店

富山市新総曲輪2-21
(076)445-2330

○国内商品「旅絵巻」３％、「旅だち」５％割引
○海外商品「Ｎ Tour world」５％割引

年齢制限なし
本人と家族まで

●旅行

○「トミーズツアー」５％割引
○その他国内・海外パッケージツアー３％割引
新富観光サービス(株)

※運転経歴証明書発行から３年以内

(現金精算に限る)

本社

富山市上野322

(076)428-5544

アピア店

富山市稲荷元町2-11-1

(076)445-3223

魚津店

魚津市上村木1-1-10
オセルビル２階

(0765)24-7110

本人(65歳以上)のみ

「ちてつベストツアー」３％割引(重複割引なし)
富山地鉄サービス(株)

名鉄観光サービス(株)
富山支店

旅行部

富山市牛島町24-35

(076)442-8181

上市支店

中新川郡上市町法音寺5-6

(076)472-6700

黒部支店

黒部市三日市815

(0765)54-4533

富山市桜橋通り1-18(北日本桜橋ビル５階)
(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」
３％割引
○国内商品「マーチ」３％割引

年齢制限なし
本人のみ

年齢制限なし
本人と家族まで適用

○国内商品「エース」、「赤い風船」、「ANAスカイホリデー」３％割引
(お一人様２万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」３％割引
日本海ツーリスト(株)
砺波本店

砺波市太郎丸1-9-24

(0763)33-5577

射水イータウン店

射水市開発字代官免11

(0766)55-0555

グリーンモール店

富山市山室226-2

(076)422-5777

年齢制限なし
本人と家族まで適用

●宿泊施設
富山市牛島町1-1
オークス
カナルパークホテル富山 (076)432-2000

宿泊基本料金10％割引
年齢制限なし
(宿泊基本料金がすでに特別割引料金の場合
本人と同伴者まで適用
を除く)

お宿 いけがみ

魚津市北山684
(0765)33-9321

宿泊基本料金５％割引

本人(65歳以上)のみ

北山鉱泉
元祖仁右衛門家

魚津市北山702
(0765)33-9221

宿泊基本料金10％割引(平日のみ)

本人(65歳以上)のみ

パレブラン高志会館

富山市千歳町1-3-1
(076)441-2255

部屋の基本料金(サービス料込・税別)
16％割引(食事除く)

年齢制限なし
本人と同伴者まで適用

ホテルおがわ

下新川郡朝日町湯ノ瀬１
(0765)84-8111

宿泊の方にドリンク１杯サービス

年齢制限なし
本人のみ

山田温泉 玄猿楼

富山市山田湯1017
(076)457-2121

○宿泊基本料金10％割引
○次回利用できる入浴券プレゼント

65歳以上のみ
本人と同伴者(４名まで)
適用

明日山荘さか栄

黒部市宇奈月町土山31
(0765)65-2121

入浴料金
○大人(中学生以上)200円引き
年齢制限なし
○小学生100円引き
本人と同伴者まで適用
※完全貸切制、電話予約必要、他のサービス
と併用不可

朝日町環境ふれあい
施設らくち～の

下新川郡朝日町舟川新35
(0765)82-0990

入館料金20％割引
(平日のみ、１日全館コース、お風呂コース、
プール・フィットネスコース対象)

本人(65歳以上)のみ

越中 庄川荘

砺波市庄川町庄4984-1
(0763)82-5111

交通安全運動週間中に限り入浴料金半額

年齢制限なし
本人のみ

北山鉱泉
元祖仁右衛門家

魚津市北山702
(0765)33-9221

入浴料金100円引き

本人(65歳以上)のみ

金太郎温泉

魚津市天神野新6000
(0765)24-1221

「カルナの館」１日コース通常料金300円引き

本人(65歳以上)のみ

天然温泉 海王

射水市鏡宮361
(0766)82-7777

イベント日に限り入館金料無料
(イベント日については海王にお問い合わせく
ださい)

本人(65歳以上)のみ

砺波ロイヤルホテル

砺波市安川字天皇330
(0763)37-2000

日帰り入浴料金1000円を半額

年齢制限なし
本人と同伴者(４名まで)
適用

とやま天然温泉
ファボーレの湯

富山市婦中町速星123-1
(076)466-1126

入浴料金100円引き

年齢制限なし
本人のみ

バーデン明日

下新川郡入善町舟見1677-1
(0765)78-2525

1回利用につき天然水500mlボトル1本サービス 本人(65歳以上)のみ
※運転経歴証明書発行から５年以内

氷見温泉郷総湯

氷見市北大町26-78
(0766)74-2611

総湯入場料金100円引き

年齢制限なし
本人と同伴者(1名のみ)
適用

ふれあい温泉

下新川郡入善町舟見1664
(0765)78-2080

入浴料金半額

本人(65歳以上)のみ

北陸健康センター
アラピア

高岡市上佐野1655
(0766)26-3000

大人通常入館料金250円引き

本人(65歳以上)のみ

ホテルおがわ

下新川郡朝日町湯ノ瀬１
(0765)84-8111

入浴料金半額
(ホテル利用500円、露天風呂250円)

年齢制限なし
本人のみ

南砺市井口字持掛谷35
(0763)64-2288

入浴料金100円引き

本人(75歳以上)のみ

●入浴施設

ゆ-ゆうランド花椿

※運転経歴証明書発行から５年以内

※運転経歴証明書発行から１年以内

※運転経歴証明書発行から５年以内

※運転経歴証明書発行から５年以内

※運転経歴証明書発行から１年以内

●飲食
富山市牛島町1-1
オークス
カナルパークホテル富山 (076)432-2000

ホテル内レストランでの飲食料金５％割引
(ランチメニュー及び一部企画商品は適用外)

年齢制限なし
本人と同伴者まで適用

中華料理 新三陽

富山市内幸町3-19
(076)431-3123

飲食料金５％割引
(ランチメニューは適用外)

65歳以上のみ
本人と同伴者まで適用

パレブラン高志会館

富山市千歳町1-3-1
(076)441-2255

館内レストラン利用時ドリンク料金10％割引

年齢制限なし
本人と同伴者まで適用

レストラン登汐

射水市松木719
(0766)84-8595

ワンドリンク無料

年齢制限なし
本人と同伴者まで適用

レストランビアンモール

氷見市鞍川1130(氷見市民病院内)
(0766)74-6608

コーヒー１杯無料サービス

年齢制限なし
本人と同伴者まで適用

年齢制限なし
本人と家族まで適用

●ショッピング
店内商品を特別価格にて販売
(株)小川商会

本店

富山市北新町1-1-8

(076)432-0408

高岡店

高岡市城東2-1-10

(0766)25-0800

メガネ、光学器、補聴器10％割引(オーダーメイドメガネ、特別商品を除く)

(株)ソシエハシヅメ

総本店

富山市総曲輪3-5-10

(076)424-3838

新根塚店

富山市新根塚町2-10-16

(076)421-3838

豊田店

富山市豊田本町2-16-23

(076)438-3838

新庄経堂店

富山市経堂4-13-16

(076)491-8686

呉羽店

富山市呉羽町7223

(076)434-3838

年齢制限なし
本人と同伴者まで適用

メガネ10％、補聴器５％割引

(株)メガネのハラダ

本店

富山市総曲輪3-2-29

(076)423-1506

掛尾店

富山市掛尾町460-5

(076)423-5200

下赤江店

富山市下赤江町2-10

(076)432-1506

中川原店

富山市中川原10-10

(076)493-1211

呉羽店

富山市呉羽町7162

(076)434-5522

新庄店

富山市荒川3-3-5

(076)423-0311

大町店

富山市大町180-5

(076)423-6161

高岡野村店

高岡市野村1566

(0766)29-2800

北の森店

富山市森4-720-1

(076)438-0733

中教院前店

富山市堤町通り2-6-10

(076)495-4588

滑川店

滑川市上小泉505-1

(076)476-4788

氷見店

氷見市幸町32-45

(0766)72-8355

砺波店

砺波市三島町12-12

(0763)34-0233

婦中店

富山市婦中町速星84-1

(076)466-0988

魚津店

魚津市北鬼江1-5-7

(0765)22-5200

高岡横田店

高岡市瑞穂町4-7

(0766)22-3200

小杉店

射水市三ケ2752-2

(0766)56-9090

黒部店

黒部市三日市1886-1

(0765)54-9600

高岡広小路店

高岡市広小路107

(0766)25-5001

年齢制限なし
本人と家族まで適用

お買い物をされた方に「ちょっぴりせんべい」プレゼント

ささら屋

福光本店

南砺市吉江中1213

(0763)52-6785

立山本店

中新川郡立山町沢端21

(076)463-6011

富山金泉寺店

富山市金泉寺41-1

(076)451-4771

福光新町店

南砺市福光新町50

(0763)52-0011

とやマルシェ店

富山市明輪町1-220(富山駅構内)

(076)443-2331

高岡店

高岡市赤祖父480-2

(0766)54-0014

年齢制限なし
本人のみ

協同組合
入善町キラキラカード会

下新川郡入善町入膳5232-5 入善町商工会内
(0765)72-0163
※加盟店は下記のとおり

キラキラカードのポイントを２倍
（イベント日除く）

リール ミチイチ

入善町入膳5221

(0765)72-0345

文具・化粧 みちはら

入善町入膳4450-6

(0765)72-0050

細田ファニチァー

入善町入膳5230-30

(0765)72-0516

扇原清月堂

入善町入膳5490

(0765)72-0267

(有)入善タクシー

入善町入膳7051

(0765)72-1141

フレンドリーショップいかしま 入善町東狐1364

(0765)72-1037

板谷酒店

入善町入膳5363

(0765)72-0172

ミチイチ商店

入善町入膳5220

(0765)72-0126

Beautycare 下飯野

入善町入膳5437

(0765)74-2130

カットハウスミッキー

入善町入膳3770-10

(0765)74-0654

居酒屋 八丁堀

入善町入膳5423

(0765)74-2323

ひまわり写真館

入善町入膳3584

(0765)72-0239

喫茶＆スナック紙ふうせん

入善町入膳7117-3

(0765)72-2556

(有)わしお生花店

入善町入膳7713-5

(0765)72-0766

赤川呉服店

入善町入膳5291

(0765)72-0063

洋装タワラ

入善町入膳5319

(0765)72-0354

ゆかり美容室

入善町入膳5242

(0765)72-5151

想送会館いずみ

入善町入膳5541

(0765)72-0326

フードシステム魚八

入善町新屋2352-1

(0765)78-0108

田中豆富店

入善町入膳5436-7

(0765)72-0527

ララガーデン

入善町椚山1445

(0765)72-0515

田原酒店

入善町入膳7051-3

(0765)72-0006

菓子処 竹内

入善町入膳5581

(0765)72-0630

谷口ミシン電気商会・手芸部 入善町入膳5432-2

(0765)72-1013

七澤仏壇店

入善町入膳5230-21

(0765)72-0256

メガネのなかしま

入善町入膳5242

(0765)72-2311

サロンド高島

入善町入膳4817-2

(0765)72-0772

ビューティスペース葉月 入善町入膳5446

(0765)72-2392

美容室 結

入善町入膳6252-3

(0765)72-1874

ヘエアーサロンＮａｎｂｏ 入善町入膳3799-6

(0765)72-2586

古谷薬局

入善町入膳5216

(0765)72-0021

山崎全快堂薬局

入善町入膳5232

(0765)72-0121

米沢薬店

入善町入膳5433

(0765)72-0005

にいかわ信用金庫入善支店 入善町入膳5444-3

(0765)72-0143

居酒屋 こきりこ

入善町入膳5432-1

(0765)74-1088

入善 五叉路

入善町入膳7062-2

(0765)72-4800

手作り餃子 いちぜん

入善町入膳5437

(0765)32-3910

京之輔

入善町入膳5226-6

(0765)74-2114

味の匠味

入善町入膳5244

(0765)74-0606

バーデン明日

入善町舟見1677-1

(0765)78-2525

お買上げポイントを２倍
ヴァローレ
ヴァローレ砺波店

砺波市栄町3-4

(0763)33-3000

ヴァローレ庄川店

砺波市示野121

(0763)82-0516

本人(65歳以上)のみ

年齢制限なし
本人と家族まで適用
※運転経歴証明書発行から５年以内

●娯楽施設
富山市中央通り2-1-20
(076)423-7220

入館料無料

年齢制限なし
本人のみ

(株)アピアスポーツクラブ

富山市稲荷元町2-11-1
(076)431-3321

○入会金免除
○事務手数料半額(通常2,160円を1,080円)

65歳以上
本人と家族まで適用

スポーツアカデミー
小矢部

小矢部市埴生2-1
(0766)68-0558

入会金全額サービス

本人(75歳以上)のみ

(株)スズキ自販富山

富山市掛尾町416-1
(076)425-3950

新車セニアカー購入者に「ステッキホルダー」と
本人(65歳以上)のみ
「車体カバー」をプレゼント

(株)カーチス富山店

富山市問屋町1-6-10
(076)451-1501

車の購入又は売却時に現金２万円還元
(価格に条件あり)

(株)東部 営業本部

愛知県春日井市中野町2-2-3
(0568)32-1725
※県内取扱い店舗は上記までお問い合わせください

四輪自転車「エアロクークルM2」購入者に
年齢制限なし
○自転車カバー又は専用のカゴカバーを進呈
本人と家族まで適用
○商品の送料無料

富山市牛島新町5-5 インテックビル５階
(0120)855-756

ＧＰＳによる位置探索サービス
「ココセコム」の加入料金1,000円割引

本人(65歳以上)のみ

あっぷる今泉店
富山市今泉北部町1-5 ふれあいハウスシティ内
(076)493-4199

福祉用具・介護用具５～20％割引
(一部商品を除く)

年齢制限なし
本人と同伴者まで適用

美術館ギャルリ・ミレー
●スポーツ

●自動車・自転車

年齢制限なし
売却時は本人のみ
購入時は本人及び本人
の紹介者まで適用

●セキュリティ
セコム北陸(株)
●介護

オークスライフケア

●自動車学校

富山市高島62-１ 運転免許センター内
(076)451-1153
※ 協会加入校は下記のとおり

自主返納者(70歳以上)の生活を支える家族等
の親族が特定の運転免許取得のために入所
された場合、教習料金１万円引き
※対象となる方の詳細や手続き方法については各
自動車学校までお問合せください

入善自動車学校

下新川郡入善町田中111

(0765)72-0636

黒部自動車学校

黒部市犬山54

(0765)52-1352

滑川自動車学校

滑川市菰原168

(076)475-1100

富山自動車学校

富山市新庄町85

(076)492-5533

富山中部自動車学校

富山市町村59

(076)423-3214

富山市五福4186

(076)441-1741

富山市婦中町田島1122

(076)466-3333

(一社)富山県指定自動車 北日本自動車学校
教習所協会
富山県中央自動車学校
呉羽自動車学校

富山市本郷2444

(076)434-1222

富山県第一自動車学校

射水市小島715

(0766)52-0722

高岡自動車学校

高岡市蓮花寺735

(0766)22-3950

高新自動車学校

高岡市能町1789

(0766)23-3377

氷見自動車学校

氷見市窪1850

(0766)91-2255

北陸自動車学校

高岡市中保75

(0766)31-0130

砺波自動車学校

砺波市鷹栖出860

(0763)32-2707

南砺自動車学校

南砺市高宮6480

(0763)52-3000

小矢部自動車学校

小矢部市野端303

(0766)67-0180

本人(70歳以上)の紹介
を受けた親族のみ

●金融
定期預金(期間１年)の店頭表示金利に0.05％上乗せ(10万円以上300万円以下)

にいかわ信用金庫

本店

魚津市双葉町6-5

(0765)24-1155

桜井支店

黒部市三日市3146-1

(0765)52-0227

生地支店

黒部市生地548

(0765)56-8122

入善支店

下新川郡入善町入膳5444-3

(0765)72-0143

泊支店

下新川郡朝日町泊370

(0765)82-0246

魚津駅前支店

魚津市釈迦堂1-13-11

(0765)23-1211

水橋支店

富山市水橋町12

(076)478-1151

新庄支店

富山市向新庄町1-1-2

(076)451-5158

富山支店

富山市西町7-6

(076)421-2455

滑川営業部

滑川市四間町693-1

(076)475-3121

年齢制限なし
本人のみ

○とやま年金ゆめ倶楽部会員特典「とやま見守りサービス」加入料の提供(月額料金は別途必要)
○とやま年金ゆめ倶楽部会員の方は粗品進呈(お一人様１回限り)

(株)富山銀行

本店

高岡市守山町22

(0766)21-3535

鴨島支店

高岡市南幸町1-1

(0766)22-4645

横田支店

高岡市宮田町2-6

(0766)21-1234

駅南支店

高岡市駅南1-10-16

(0766)24-2244

野村支店

高岡市野村370-2

(0766)24-1233

成美支店

高岡市五福町1-10

(0766)22-7676

旭ケ丘支店

高岡市江尻408-5

(0766)25-7875

新湊支店

射水市中央町12-17

(0766)82-6161

氷見支店

氷見市比美町9-5

(0766)74-1122

石動支店

小矢部市本町3-48

(0766)67-1770

砺波支店・砺波
チューリップ支店

砺波市幸町1-1

(0763)33-2577

井波支店

南砺市井波3618

(0763)82-1351

庄川支店

砺波市庄川町金屋20

(0763)82-1217

城端支店

南砺市野田1127-1

(0763)62-1300

小杉支店

射水市三ケ3977-4

(0766)55-1771

福岡支店

高岡市福岡町大滝149-4

(0766)64-5770

富山支店・柳町支店

富山市堤町通り1-1-19

(076)425-1331

富山駅前支店

富山市桜町2-2-13

(076)432-7518

諏訪川原支店

富山市諏訪川原2-3-3

(076)424-3796

奥田支店・中島支店

富山市中島2-4-48

(076)433-5380

堀川支店

富山市堀川小泉町843-3

(076)421-1125

新庄支店

富山市新庄町4-5-2

(076)425-9350

五福支店

富山市五福新町5471-3

(076)433-4151

黒部支店

黒部市三日市3097

(0765)52-1100

魚津支店

魚津市中央通り2-7-6

(0765)24-1212

滑川支店

滑川市寺家町2

(076)475-0633

上市支店

中新川郡上市町法音寺17

(076)472-0506

婦中支店

富山市婦中町速星373

(076)466-3300

入善支店

下新川郡入善町入膳2972-1

(0765)74-0303

立山支店

中新川郡立山町前沢2322-7

(076)463-3324

大沢野支店

富山市上大久保1258-2

(076)467-5611

八尾支店

富山市八尾町井田448-13

(076)455-3700

不二越町支店

富山市長江本町20-8

(076)423-3450

福光支店

南砺市荒木5462

(0763)52-1818

福光中央支店

南砺市福光6766

(0763)52-1313

年齢制限なし
本人のみ

定期預金10万円以上(期間１年以上)預入の方に「今治ハンドタオルと入浴料セット」をプレゼント
(年１回)

(株)富山第一銀行

本店

富山市西町5-1

(076)424-1211

富山駅前店

富山市新富町1-4-7

(076)441-4466

堤町店

富山市堤町通り2-2-15

(076)423-7691

石金店

富山市石金3-1-1

(076)424-1786

五福店

富山市五福1916

(076)431-8086

小泉店

富山市西中野本町12-10

(076)423-8381

下新店

富山市千代田町9-14

(076)432-3651

東町店

富山市東町1-5-1

(076)421-2311

岩瀬店

富山市東岩瀬町295

(076)437-7124

水橋店

富山市水橋町25-4

(076)478-2141

堀店

富山市下堀54

(076)423-2230

問屋町店

富山市問屋町2-11-38

(076)451-1177

荏原店

富山市向新庄200-27

(076)423-8540

月岡店

富山市開発201

(076)429-5511

根塚町店

富山市新根塚町1-5-25

(076)491-2233

針原店

富山市金泉寺247

(076)451-2111

呉羽店

富山市呉羽町7162-5

(076)436-1122

山室店

富山市山室187-9

(076)492-1710

北の森店

富山市森3-2-11

(076)437-5000

富山南センター店

富山市掛尾町626

(076)424-1470

ニューセンター店

富山市牛島新町5-5

(076)444-8111

ビジネスプラザ店

富山市総曲輪2-2-8

(076)461-5166

鵜坂店

富山市婦中町分田88-4

(076)422-1170

婦中店

富山市婦中町速星818

(076)466-2121

八尾店

富山市八尾町東町2231

(076)454-3141

大沢野店

富山市上大久保1899

(076)467-2336

上滝店

富山市上滝523-1

(076)483-1311

立山店

中新川郡立山町五百石16-1

(076)463-1235

上市店

中新川郡上市町三日市47-15 (076)473-1230

滑川店

滑川市下小泉町75-4

(076)475-3101

魚津店

魚津市釈迦堂1-12-18

(0765)24-1234

魚津駅前店

魚津市上村木1-1-25

(0765)24-4433

黒部店

黒部市牧野83-1

(0765)52-1230

宇奈月店

黒部市宇奈月温泉243

(0765)62-1019

入善店

下新川郡入善町入膳5430

(0765)72-1188

泊店

下新川郡朝日町平柳688

(0765)82-1155

広小路店

高岡市丸の内1-12

(0766)21-2039

高岡店

高岡市京田621

(0766)21-3130

ローンプラザ店

高岡市京田621(高岡店内)

(0766)27-1231

昭和町店

高岡市昭和町3-3-20

(0766)23-7337

清水店

高岡市清水町2-3-24

(0766)24-2526

高岡中央店

高岡市木舟町80-1

(0766)22-5678

中川店

高岡市東中川町1-34

(0766)24-6363

大野店

高岡市東中川町1-34(中川店内) (0766)23-2353

福岡店

高岡市福岡町下蓑385

(0766)64-5800

太閤山店

射水市中太閤山1-1-6

(0766)56-3688

大門店

射水市大門104-3

(0766)52-5507

本人(65歳以上)のみ

(株)富山第一銀行

新湊店

射水市中新湊13-5

(0766)84-4124

砺波店

砺波市本町2-27

(0763)32-3363

氷見店

氷見市丸の内10-24

(0766)74-1600

氷見南店

氷見市柳田2081-4

(0766)91-1200

石動店

小矢部市本町2-4

(0766)67-0581

福野店

南砺市福野1320-1

(0763)22-2151

福光店

南砺市福光7367

(0763)52-1211

城端店

南砺市城端158-1

(0763)62-1204

井波店

南砺市山見1739-17

(0763)82-1525

本人(65歳以上)のみ

※ 平成30年１月１日現在

