割引等サービス
サービスの内容
ジャンル

所在地

サービス提供者

対象

問い合わせ
返納者

同伴家族

県内

（一社）
鍼灸マッサージ師会

75歳以上

施術所にて施術料金の10％割引
（ただし保険外診療）

0776-37-4189

県内

（一社）
福井県鍼灸師会

75歳以上

施術所にて施術料金の10％割引
（ただし保険外診療）

0776-21-1035

福井市

坂井市

マクドナルド福井新田塚店

0776-22-2615

マクドナルド福井若杉店

0776-36-0663

マクドナルド福井アピタ店

0776-33-7533

マクドナルド花堂店

0776-34-8820

マクドナルド福井大和田アピタ店

0776-57-2108

マクドナルド福井南ワイプラザ店

0776-33-1521

マクドナルド8号線福井店

0776-53-8823

マクドナルド福井ワイプラザ店

0776-52-7167

マクドナルド春江店

0776-51-5731

マクドナルド三国店
マクドナルド8号線丸岡店

プレミアムローストコーヒーＳサイ
年齢不問 ズ（ホット・アイス）を５０円（税
込み）で提供

返納者と同じ
（同伴者5人まで）

0776-81-2065
0776-67-7729

マクドナルド武生シピィ店

0778-23-2831

マクドナルド武生楽市店

0778-24-3321

マクドナルド西鯖江店

0778-52-8615

マクドナルド鯖江アルプラザ店

0778-54-7235

マクドナルド鯖江神明店

0778-52-5026

マクドナルド敦賀店

0770-22-1580

マクドナルド敦賀アクロスプラザ店

0770-21-9237

小浜市

マクドナルド27号小浜店

0770-56-3637

大野市

マクドナルド大野ヴィオ店

0779-66-6661

ａｕショップ 大宮店
(小山商事（株））

0776-28-2007

ａｕショップ エルパ店
(小山商事（株））

0776-57-2552

越前市

鯖江市

敦賀市

福井市
利用代金
割引

ａｕショップ 鯖江店
(小山商事（株））
鯖江市
ａｕショップ 東鯖江店
(小山商事（株））

携帯電話、スマートフォン、タブレット
をご購入の方、充電器、液晶フィルム、
65歳以上
返納者と同じ
ケース等の付属品の代金を現金で購入時
10％割引

0778-52-1933
0778-52-0717

大野市

ａｕショップ 大野店
(小山商事（株））

0779-65-8080

福井市

ＵＱスポットエルパ
（小山商事（株））

0776-53-0118

福井市
ほか

スーパー銭湯
店・敦賀店）

福井市

エースイン福井

越のゆ（福井店・鯖江

入浴受付時に飲食コーナーで利用可能
75歳以上 な100円割引券を発行
（200円以上のメニューに利用可能）
65歳以上

宿泊料金を電話予約料金から200円引
き

0778-52-7191

返納者と同じ

0776-26-0011

0776-96-4141

0776-67-3104

福井市

福井市美山森林温泉
みらくる亭

65歳以上 入浴料（510円）を50円引き

入浴料50円引き
大人
510円⇒460円
小学生 250円⇒200円
3才～未就学児 200円⇒150
円
（返納者を含む5人まで）

福井市

サンテ美容室

65歳以上 施術料金10％割引

返納者と同じ

福井市

クリーニング白洋舎
（本店・木田店・
渕店・種池店）

65歳以上 クリーニング全サービス10％割引

福井市

お住いの家具・家電の移動やお片付け・
ヤマトホームコンビニエンス㈱福井支
65歳以上 清掃等のお手伝い 基本料金より20％
店
割引

福井市

ベルカルチャーサロン

入会金（3,240円）無料
65歳以上 会員施設費初回（515円）無料
（一部除外講座あり）

0776-35-5424

0776-25-1930

0776-34-7855

サービスの内容
ジャンル

所在地

サービス提供者

対象

問い合わせ
返納者

利用代金
割引

あっ宝んど

入浴またはプール利用料（600円）を
300円に割引

大野市

大野市健康保養施設

越前市

しきぶ温泉

越前市

ヘアーアトリエ
リムリム

65歳以上 技術料5％割引

0120-55-8626

福井市

福井県立歴史博物館

65歳以上 常設展観覧料（100円）無料

0776-22-4675

福井市

福井県立美術館

65歳以上 常設展観覧料（100円）無料

0776-25-0452

福井市

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館

65歳以上 常設展観覧料（100円）無料

0776-41-2301

小浜市

福井県立若狭歴史博物館

65歳以上 常設展観覧料（300円）無料

0770-56-0525

勝山市

福井県立恐竜博物館

65歳以上

越前町

福井県陶芸館

65歳以上 常設展観覧料（200円）無料

福井市

ドコモショップ大和田中央市場前店
（MXモバイリング（株））

0776-52-8666

福井市

ドコモショップエルパ店
（MXモバイリング（株））

0776-57-2665

福井市

ドコモショップ新田塚店
（（株）富士通パーソナルズ）

0776-25-1900

福井市

ドコモショップ二の宮店
（（株）マルツ電波）

0776-25-5544

福井市

ドコモショップ花堂店
（（株）セイノー商事）

0776-36-8836

福井市

ドコモショップ福井店
（江守企画（株））

0776-33-3555

福井市

ドコモショップ福井東店
（（株）ドコモCS北陸）

0776-28-1222

福井市

ドコモショップ学園店
（兼松コミュニケーションズ（株））

0776-23-0064

福井市

ドコモショップ社南店
（福井通信建設（株））

0776-32-5533

福井市

ドコモショップ若杉店
（コネクシオ（株））

湯楽里

65歳以上

同伴家族

65歳以上 入浴料を50円引き

返納者と同じ

0779-66-7900

返納者と同じ
（返納者を含む大人5人まで）

0778-25-7800

常設展観覧料（720円）を
団体料金（620円）に割引

0779-88-0001

0778-32-2174

0776-33-8880
携帯電話購入時、携帯電話もしくは付属
65歳以上
返納者と同じ
品を1,000円割引

坂井市

ドコモショップ春江店
（（株）ソニック）

坂井市

ドコモショップ丸岡店
（（株）ティーガイア）

0776-68-1010

坂井市

ドコモショップ三国店
（（株）ソニック）

0776-82-5566

あわら市

ドコモショップ金津店
（（株）ソニック）

0776-73-5585

勝山市

ドコモショップ勝山店
（（株）マルツ電波）

0779-87-0555

大野市

ドコモショップ大野店
（（株）マルツ電波）

0779-66-2000

鯖江市

ドコモショップさばえ店
（（有）コアマックス）

0778-54-0022

越前市

ドコモショップえちぜん店
（（株）モバイルパーク）

0778-24-0006

越前市

ドコモショップ越前府中店
（カワイ（株））

0778-22-0233

越前市

ドコモショップ武生店
（カワイ（株））

0778-24-2055

0776-51-8006

利用代金
割引

敦賀市

ドコモショップ敦賀店
（敦賀電機工業（株））

小浜市

ドコモショップ小浜店
（敦賀電機工業（株））

高浜町

ドコモショップ高浜店
（コネクシオ（株））

0770-24-1718
65歳以上

携帯電話購入時、携帯電話もしくは付属
返納者と同じ
品を1,000円割引

0770-56-9080
0770-72-5440

割引等サービス
サービスの内容
ジャンル

所在地

サービス提供者

対象

問い合わせ
返納者

ホームセンターみつわ

県内全店舗において、杖、老眼鏡、シャ
ワーチェアー、車いす、老人車、ポータ
75歳以上
ブルトイレの10％割引（特売品を除
く）

0776-55-1302

福井市

安田蒲鉾（株）

お買い上げ商品の10％割引（当社製造
75歳以上 製品に限る。当日限定サービス品・毎日 返納者と同じ
割引済のサービス商品を除く）

0776-53-2251

福井市

ペーパーグラスふくい
（株）西村プレシジョン

65歳以上 お買い上げ商品５％割引

返納者と同じ

0776-25-1378

敦賀市

おむすびや穂んのり

お買い上げ商品の5％割引
65歳以上 （第3日曜日は10％割引）
※個人使用に限る

返納者と同じ

0770-25-8998

小浜市

(有)髙鳥紙業

65歳以上 お買い上げ代金10％割引

大野市

山本時計店

65歳以上 時計、メガネ、補聴器の10％割引

返納者と同じ

0779-66-0606

鯖江市

グラスガーデン

65歳以上 キャンペーン割引よりさらに5％割引

返納者と同じ

0778-52-7117

越前市

aljanna

お買い上げ代金20％割引
65歳以上 購入商品の配送サービス
（10：00～18：00、越前市内）

永平寺團助ごまどうふ
直営店

65歳以上 お買い上げ商品の10％割引

（株）セリオ
北陸営業所

65歳以上

福井市

マルツ補聴器センター本店

65歳以上

0776-22-0213

大野市

マルツ補聴器センター大野店

65歳以上

0779-66-1733

越前市

マルツ補聴器センター武生店

65歳以上 補聴器お買い上げ代金10％割引

敦賀市

マルツ補聴器センター敦賀店

65歳以上

0770-24-0203

小浜市

小浜補聴器センター

65歳以上

0770-64-5933

県内

購入
代金
割引

同伴家族

永平寺町
県外
（金沢市）

0770-53-0111

0778-21-0356

返納者と同じ

0776-63-3020

電動カートお買い上げ時に15,000円相
返納者と同じ
当の付属品をサービス

0120-105238

返納者と同じ

0778-22-8262

サービスの内容
ジャンル

所在地

サービス提供者

対象

問い合わせ
返納者

飲食
代金等
割引

同伴家族

福井市

（株）ユアーズホテルフクイ
フレンチレストラン ボヌール
日本料理 橘
ザ・ラウンジ

65歳以上 飲食代金５％割引

0776-25-3200

福井市

Lounge a maioria

65歳以上 飲食代金30％割引

090-7743-6560

特典サービス
サービスの内容
所在地

サービス提供者

対象

問い合わせ
返納者

同伴家族

500円分のクオカード進呈
（公共交通機関を利用し来店のうえ、店
65歳以上
頭でパンフレット商品を成約した場合）
※来店困難な場合は電話で相談

0776-34-5555

ワンドリンクサービス
（ビール、ソフトドリンクのいずれか）

0776-27-8805

福井市

福井旅行（株）
ベルトラベルサロン

福井市

日本料理 銀座
（ホテルフジタ福井

福井市

ソフトバンク福井運動公園店
(株式会社ベルパーク）

福井市

ソフトバンク二の宮店
(株式会社ベルパーク)

鯖江市

ソフトバンク鯖江店
(株式会社ベルパーク)

越前市

ソフトバンク武生店
(株式会社ベルパーク)

越前市

ａｕショップシピィ前店
（株式会社シーネット）

0800-7002303

越前市

ａｕショップ越前8号店
（株式会社シーネット）

0800-7002306

敦賀市

ａｕショップ栗野店
（株式会社シーネット）

越前市

ソフトバンク越前ルート８店
（株式会社ファランクス）

福井市

ソフトバンク福井工大前店
（株式会社クラシード）

小浜市

ホテルアーバンポート
四季彩の宿 花椿

小浜市

若狭の宿
若狭ふぐとカニのホテルせくみ屋

65歳以上

有料宿泊者には夕食時にソフトドリン
ク１本サービス

0770-52-0020

大野市

そば処

65歳以上

飲食をされた対象者にソフトドリンク
1杯サービス

0779-66-3098

大野市

九頭竜国民休養地
国民宿舎パークホテル九頭竜

65歳以上

2名様以上で飲食をされた対象者に
ソフトドリンク1杯サービス

0779-78-2326

大野市

九頭竜保養の里
ホテルフレアール和泉

65歳以上

2名様以上で飲食をされた対象者に
ソフトドリンク1杯サービス

0779-78-2536

鯖江市

（株）富士屋 ハニー
（御幸店・住吉店・東陽店）

65歳以上 2,000円以上お買い上げの方に粗品進呈

0778-53-1030

鯖江市

大森建築

65歳以上 建築関連工事見積依頼で粗品進呈

0778-52-1368

越前町

越前焼の館（越前陶芸村内）

65歳以上

１７Ｆ）

梅林

65歳以上

0776-32-4030

端末購入の方にJCB商品券プレゼント
※スマートフォン購入者3,000円分
返納者が端末を購入した場合、
65歳以上
ガラパゴス携帯購入者1,000円分
同伴者本人の購入に関わらず
※新規購入者・他社からの乗り換え・機 ノベルティプレゼント
種変更者対象

0776-22-8833

0778-52-9800

0778-25-5858

端末購入の方に充電器無料進呈、または
65歳以上 2,000円以下のスマートフォンシート進 返納者と同じ
呈

0800-7002290
0778-25-6262

スマートフォン購入の方に、3,000円分
65歳以上 の商品券（ＵＣギフトカード）プレゼン 返納者と同じ
ト
夕食時にワンドリンクサービス
65歳以上 （ビール、日本酒、ソフトドリンクの
返納者と同じ
いずれか）

陶器類2,000円以上の購入者に対して
湯呑プレゼント

陶器のみ1割引き

0776-25-7559

0770-53-2001

0778-32-2199

送迎・配送サービス
サービスの内容
ジャンル

所在地

サービス提供者

対象

問い合わせ
返納者

敦賀市

つるが中央自動車学校

敦賀市内を定期運行しているスクールバ
65歳以上 スの無料利用券の発行（各停車場での乗
降が可能）

鯖江市

さんぱつやタケダ

65歳以上

送迎

自宅から店舗までの送迎サービス
（鯖江市内）

同伴家族

0770-22-0500

0778-52-5571

配送

福井市

クリーニング白洋舎（本店・木田店・
集荷・宅配無料
65歳以上
渕店・種池店）
衣替え時の衣類・寝具の保管無料

福井市

井ザワ画房

65歳以上

3,000円（税抜）以上お買い上げで
配送サービス

福井市

錦梅堂

75歳以上

本店（順化店）を中心に半径5km以内
の地域無料配送

0776-35-5424

0776-33-5380
返納者と同じ

0776-24-0383

その他の買い物配送サービス（経歴証明書の提示は不要です）
サービス提供者

西武福井店

福井県民生協
（組合員およびその家族が対象）

サービスの内容
・2,000円以上の注文で送料無料の買い物代行サー
ビス
・3,240円以上の商品を西武池袋本店からの取り寄
せサービス
返納者と同じ
・65歳以上の方等を対象に500円以上のお弁当を
送料無料で配達
※店舗から半径2.5km圏内限定
・予約注文した商品を65歳以上の方のみのご家庭
へ手数料無料で配送
・各店舗（ハーツ）から、片道15分程度圏内で買
い物代行サービス
・週1回、自宅から近くのハーツまで無料で送迎

同伴
家族可

問い合わせ

0120-883-736

0120-016-165
携帯・PHSからは
0570-016-165

ハニー新鮮館
（おおの店・こぶし通り店・
三番通り店）

・3,000円（税別）以上お買上げの方に購入商品
を無料で配送
※但し、配達可能エリアには制限あり

0779-66-2456

ワイプラザグルメ館新保店

・3,000円（税別）以上お買上げの方に購入商品
を無料で配送（インターネットもしくは電話注文）
※電話注文の場合代引手数料３１５円が別途必要

0120-965-988

