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いつでも

AOKl砺波店      鍋島114        346888店 内全品50。弓K他割3との併用不可

auショップ砺波     幸町5 5YMDビ ルlF  33 7070新 規 機種変更で粗品進呈

眼鏡市場 l15波 インター店 太郎丸2‐60      34‐ 68085%引

メガネの三城 アピタ砺波店 太郎丸369アビタ砺波lF 32 7870メガネー式フレームレンガ 0%OFF

めがねプロ       太良「丸14‐ 26NTCと なみビル5F5566205%引

ⅢⅢⅢ塚棒ヽ ■0明 ■71■ |‐

ジョーシン砺波店    太郎丸25

新鮮市場ヴァローレ砺波店 栄町 3‐ 4

新鮮市場ヴァローレ庄川店 庄川町示野121

1黎韓 ●1継t=薇|=■  _
大阪屋シヨツプ砺波店  三郎丸303

ローソン (全店 )

…

1‐ ●I(サービス提供期間等は

v―drug砺 波店    宮丸2

五島書店        本町613

トナミブックセンター   中村 296‐ 3

Ψl食べる

‐鷲輔 濠筆事事藤難難撫=_____、 _
お食事処 うえの 徳万 3‐ 1 370055飲 食代金 10%引

|"爆11111111===|● (,「■不♂ 等■■●甲!Fつ閂い合っせくだoい。)

麺喰処 お多福 一番町222夕カノスビルlF 33-4190 ジユース1杯馴

■■彗彗菱妻難彗導警議妻姜彗≡妻■
=■

■■■||||11111■ |■|
いつでも

アルベンクイックフィットネス砺波 太郎丸3113ティビレッジ2F32‐ 0024ゲルマニウム涅浴割3券進呈 馨

学研教室 (全教室)                    学]菱奎重1ムこ致言愕重
=,1)ヽ

8見 る・遊ぶ

いつでも

庄川ウッドプラザ    程‖l陪
「

1習内)

となみ散居村ミュージアム 太郎丸80

82‐ 6841 こ家き こ名電つすレラ 5ヽ0■弓

347180伝 続家屋 屋敷林クラフト配布

34-5811 キッズランド商品5%弓 Kゲーム機本体除)

333001 ブルーチップポイント2倍

820516ブ ルーチップポイント2倍

32-1600 2干円以上レシート10枚 で6百円割引券進呈

ローソンセレクトカット野郊 0円引

各店舗にお問い合わせください。)

34-0007ベ ビー用品5%引

32-2052 文具10%引 又はスタンプ2倍 (一部除)

33-2688文 具10%引 (特 価品 紙製品除 )

いつでも

COCO'S砺 波店    宮丸1301       328250
とりでん砺波店     太郎丸242      32‐ 8794

備長扇屋 l15波 太郎丸店  太郎丸2‐9       345000
マクドナルド156砺波店  となみ町118     3o4156
マクドナルド砺波アピタ店 太郎丸3‐69アビタ砺波lF 32‐ 7819

めん食堂 り||なべ    三郎丸3311‐ 1    33‐ 5632

と¨ ウイ
ー
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ー
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覚右衛門        中央町7‐7       32‐ 2064

チャイニーズレスト八ウスみんみん 幸町3-10           32‐ 5175

ふかまつ        中村196        322201

都寿し         表町5‐32       32‐ 5122

毎適1確●|1111111111111‐    _     ‐

お食事処 志げ乃    新富町1‐7       322241

いつでも

越中 庄川荘 庄川町庄48984

庄サ1掘泉風流味道座敷ゆめつづり 庄川町金屋3531

鳥越の宿 三楽園    庄川町金屋839

騰電理容

82-5111 ソフト` リンク・五,―ビスモモ現こ|

821253羹 垂 ン
'ヽ

t),=一二 |=ざモ:

82 1260 ソフトトしンク・=,―
ビス[モ理モ|

飲食代金5%弓 K他割引券併用不可)

4,200円以上飲食で1家族5百円引

会計から15%割 引

人ッピーセット(チ
ーズ′(‐ガー)特別価格

八ッピーセツト(チ
ーズバーガー海別価格

飲物1杯サービス

デザート無料

お子様1人に付き百円割引券を1枚進呈

デザート無料

飲食2千円でl pt(20ptで 2千円分寿し券進呈)

飲物1杯無料、他

いつても

家城理容院

えなみ理容院 ‐

カットインしげの

亀ケ谷理容院

佐々木理容

清水理容院 | ■ |■

寺本理容院

とこやネォ.| ‐■|‐

ヘアーサロン大橋
ヘア■サEllンながえ‐

ヘアーサロンやまもと

潮]瀬586

矢木32■ 3‐
‐

東中460

三合974 ‐

荒高屋5961

1安サ|1751■

鷹栖371

林10536‐

三郎丸94

木EB16131

千保256

323582毎 月のお楽しみサービス

32-4612毎 月のお楽しみサービス

329125毎 月のお楽しみサービス

37‐ 2338毎 月のお楽しみサービス

32‐ 0120毎 月のお楽しみサービス

370107毎 月のお楽しみサービス

32‐ 2904 毎月のお楽しみサービス、年6口抽選会有 機

321377毎 月のお楽しみサービス

322280毎 月のお楽しみサービス

32‐ 3295毎 月のお楽しみサービス

336063毎 月のお楽しみサービス
対象のお子様 華 重要 18歳未満 曇肺露 中学生以下 輻  小学生以下 攣 選 6歳以下 饉 子育て PRステーシヨン
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理美容館オオタ

理容おだけ

理容ムラタ

と,ま家議ヽ れおい●||タ
カット&パーマこやま

力

'卜

八ウスしまむら

かとう理容院

河合理容室   |  |
中居理容室

藤井理容院  ‐ |

ふじもり理容所

肱坂理容店

ヘア プロデュースレーヴ N

ヘアニサロングンツウ

ヘアーサロンサカタ

ベアーサロン Seo  ‐

ヘアスボットてらい

みぞくち髪SALON‐ |

米田理容院

理容小幡

孤 ||■●:||||||■

よしだのとこやヘアーファクトリー

高波765‐ 5

太田1722

小島240

1111‐ |‐

春日町436

中央 B1413

高波 1185

本町 2‐26

中央町625
庄川町庄1522

庄川町青島3403

庄川町金屋 1809

鍋島121

表町710

広上町119

表町 12‐6

庄川町青島935

春日町33  ‐

三島町946

本町1020  ‐

徊 写真
32-5189徳 月のお楽しみサ=ビス

324895毎 月のお楽しみサービス

3219616毎 月のお楽しみサ=ビス

333828ポ イント2倍

32‐ 2288ポイント2倍

329711 毎月のお楽しみサービス

3211568ポイント2倍

32‐ 2435ポイント2倍

32-2411 ポイント2倍

823232毎 月のお楽しみサービス

82-1817毎月のお楽しみサービス

337166ポ イント2倍     ・

32・ 2576ポイント2倍

324307ポ イント2倍

32‐ 2806ポイント2倍

822218ポ イント2倍

33‐ 1333ポイント2倍 |   |
33‐ 3811 ポイント2倍

323889ポ イント2倍‐‐

1儀

"礫

韓日罐い
=:|1111111:11,|___ _フォト八ウス クリレール  豊町2175

森川写真館       表町 4・7   
′

ワタナベ写真館 庄川町青副 50

渡辺フオト企画写友光房  山王 B110‐ 12

C)クリーニング

332277証 明写真10%引

32‐ 2472証 明写真10%引

822847証 明写真10%引

32‐ 2170証 明写真10%引
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納藤クリーニング    宮森 153

ノヽ田ランドリー     高道611

森瀬クリーニング    安川 167

6入 浴等

37‐ 0331 10%引 (特殊品除)

32273710%弓 K特殊品除)

37‐ 031610%引 (特殊品除)

庄川町庄2

(サ ービス提供期間等は、各店舗にお問い合わせください。)

82‐ 4426番肇琶平日5百円引

いつでも

天然温泉湯来楽 砺波店  五郎丸6221

毒羅 |=繭:=■ 111111111:驚 ,____
柳湯          庄川BI示野450

綺覺瘍褥

33-2188 3才 ～12才 のお子様1名に付百円引

8228740歳 ～6歳入浴料無料躊夕美容
いつでも

安地美容室

辻美容室

har chum

表町牛5        324769
安り|1864-4           37-0351

豊B11‐ 8‐ 10ファミール壱番館lF 32-9992

お子様のお世話

お子様のお世話(お菓子等サービス)

装置曇[カツト千円番ら姜受スタイリング剤進呈

いつても

まちゃ先生のベビーサイン砺波教室 出町中央5‐4

と,■家議ヽ |れあい.ウイ|夕|■■
|

かいろぶらくてぃつくバンビ 千保2531

09077448772教材費500円引+プチブレセント

09066869051 -般 4百円]k ttIIE及び70歳 以上3百円引

1溝簿 鰤 鶴議警rl海雛難‐____
成不□興産 高波給油所   高波 15121

セーカ 油砺波インター給油所 太郎丸2871

富山石油 ニュー砺波給油所 十年明77

林石油店 千代給油所   千代14512

ヤギヤエンタープライズ高自舗所 高道331

米原商事 砺波北給油所  栄町627
ワキモト石)由店庄川給油所 庄り町金屋2971

336285洗 車とオイル交換 10%引

337311 洗車とオイル交換 10%引

321321 洗車とオイル交換 10%引

331320洗 車とオイル交換 10%引

321941 洗車とオイル交換 10%引

335311 洗車とオイル交換 10%引

821690洗 車とオイル交換 10%引 対象のお子様 霞護1 18歳 未満 鑑  中学生以下 璽重曇 小学生以下 髪  6歳以下 , 子言て 'コ
ステー

'こ

)

b踪哩該レはM驀沐 ニユーイングランドいしだ(家電)福野1445

野村プロバン      丼波1628

花島精肉本店      福野1310

春の屋 (化粧品)    福野1835

坂東寝具店       福野1671

平野衣料店       福野1700

平野薬局        福野 1779‐ 1

藤永時計店       福野1548

組川薫永写真場     福野1836‐ 1

三本酒店        福野1837

モードサロンうらの   福野1845‐ 1

よいとこ井波売店    井波31101

Yシ ョップ藤田 (バン)  福野1330

ワイン&フードかたやま  福野1592

・ ・
―

ふとんの大丼      丼波3088

華 毎鯛 雛:鷲:=摯なな|、__
□―ソン (全店 )

■癬 解奪華奪t:華篠篠奪簿

=___浅田燃料店       Jり 11778

アサノスポーツ

あづちや

丼波食販

22-2C5・  ■/)ヽニモ

82-C533 ■ノン、こモ

22‐ 77・ 2■ノン、1讐

カット八ウスしまむら   中央町413
庄|‖温泉風流味趣 敷ゆめつづり 庄川町金屋3531

西部体育センター    柳瀬241

寺本理容院       鷹栖371

天然温泉湯来楽 l15波 店  五郎丸6221

砺波総合庁舎

auシヨツノm砺 吉江中1214

32-2288     儘:

821253  ξ       畿

33‐ 3412鰺 轟 機 ■ 機

322904機 毒  ■ 轟 警 鰺

33‐ 2188  寺        鰺

掟辮:g潟お   き

33-7166       ●
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幸町17
ヘアプロデュースレーヴ・N 鍋島121

南砺市
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いなみ木彫りの里創遊館道の駅井波 Jヒリ|1730 『

手:[二「

ドコモショップアミュー南砺店 寺家新屋敷366ア ミューSC内

…
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あきら (婦人衣料)   福野 1534

朝山太陽堂 (菓子)   福野1840

朝山精華堂 (菓子)   福野1619

新山鮮魚店       福野1501

内山衣料品店      福野1795

亀田衣料店       畑方3008

河合金物店       福野1632

木澤薬局        福野1287

喜代東酒店       福野13127

小島梅光堂       丼波 1640

斉藤栄甘堂 (菓子)   松原新43012

坂上松華堂       荒木5546

沢崎茶舗        福野 1775

ジュネかたやま     本町4138
塚本食料品店      福野1740‐ 1

デジコム        本町3‐ 13

長田弘菓堂 (菓子)   松原本町1906

中田食品店       福野1865

中村手芸店       福野1358

ニューイングランドたかた 山下59

825757輸 赫 瀬 留
金で千円以上購入時

531020鮮輻 群 颯 呈
228882新規機種変更時粗品進呈

22‐ 2412ポイント2倍

222401 ポイント2倍

222035ポイント2倍

22‐ 2648ポイント2倍

222552ポイント2倍

82‐ 1049ポイント2倍

222241 ポイント2倍

222545ポイント2倍

22‐ 3006ポイント2倍

820424ポイント2倍

22‐ 2947ポイント2倍

520057ケーキ1個プレゼント

22‐ 2043ポイント2倍

82‐ 0405ポイント2倍

222740ポイント2倍

82‐ 0434ポイント3倍

224143ポイント2倍

22‐ 2541 ポイント2倍

22‐ 3060ポイント2倍

820217ポイント2倍         鰺

岩倉酒店        井波3110

大島呉服店

御菓子処 丼波屋

お菓子の小西

かじわ屋 (菓子)

片村書店

河合呉服店

カワイ書店

カワイストアー

城端大工町621‐ 1

本町3‐ 48

山見町並 568‐ 1

八日町3620

城端573

福光6790

福光67801

福光288‐ 1楽蔵内

城端西上421

城端4201

丼波3047

一ヽ
=一

嘔電
`=

岩倉八百屋 丼波1616

Aコ ープなんとセフレ店  野田52

大岡の家具       城端513

小倉食品店       JU 11758
菓子蔵処 田村萬盛堂   城端175

力0藤衣料店       末広町609

(有 )か にやアンヘルノヽ―卜 苗島4785 こ3,「 置
==:■

言

子
=三

票爾 ニデン)、こモ

対象のお子様 箋薯礫  18歳未満 鍵  中学生以｀ F■■

与 授学L室 幸  おむつ交換台 ベビーシート   ^1`― ニー

き キツズスペース 鸞  ベビーカートベビー方―C賃二 E


