
射水市消防団サポート店　登録店舗一覧　【ＮＯ．１】

№ 事業所等所在地 事業所名 電話 業種 サービス内容 対象

1 射水市本町3-6-4 野村屋餅店 0766-82-3637 菓子製造販売 割引 全国の団員

2 射水市三ケ860 鉄板割烹むね久 0766-55-3171 飲食店 ドリンクサービス 射水市の団員

3 射水市本町2-9-15 カフェ旬 0766-50-8528 飲食店 ドリンクサービス 全国の団員

4 射水市西新湊18-15 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟやの 0766-82-3940 スポーツ用品店 割引 射水市の団員

5 射水市上条108-4 酒房あやとり 0766-52-1140 飲食店 割引 射水市の団員

6 射水市海王町21 夢テラス海王 0766-82-7744 食品販売店 サービス商品 射水市の団員

7 射水市太閤山1-7-4 粋なこけこっこう 0766-56-5130 飲食店 ドリンクサービス 全国の団員

8 射水市三ケ4007-1 リリーベリー 0766-55-2677 飲食店 ドリンクサービス 射水市の団員

9 射水市三ケ3657 大江時計店 0766-55-0407 時計店 割引 射水市の団員

10 射水市三ケ3971-1 松原屋 0766-55-0034 料理旅館 割引 全国の団員

11 射水市三ケ3654 鳥内酒店 0766-55-0113 酒類販売 サービス商品 射水市の団員

12 射水市鏡宮299 射水市新湊博物館 0766-83-0800 文化施設 観覧料割引 全国の団員

令和元年１０月１日現在

13 射水市三ケ2154－1 久々園芸店 0766-55-1586 園芸店 割引 射水市の団員

14 射水市草岡町2－3－3 有限会社ロードイン朴木 0766-86-1072 酒類販売 割引 射水市の団員

15 射水市中老田新533－3 煎餅匠萬松堂 0766-56-2619 菓子製造販売 サービス商品 全国の団員

16 射水市中央町14－2 スナック　クリスタル 0766-54-6457 飲食店 ドリンクサービス 全国の団員

レストラン松木

（本店のみ）

道の駅　新湊 全国の団員

（レストランコーナーのみ） （団員証提示された方のみ）

19 射水市鳥取50 大島絵本館 0766-52-6780 文化施設 入館料割引 全国の団員

20 射水市本町1-7-8 ＷＥＳＴ’87砂時計 0766-84-1962 喫茶店 特典あり 全国の団員

21 射水市中太閤山2 フラワー 080-1953-7278 人材派遣 消費税サービス　笑顔サービス 射水市の団員

22 射水市海王町8 伏木富山港　海王丸財団 0766-82-5181 文化施設 団体割引 全国の団員

23 射水市立町6-1 スナック　ミカド 0766-82-3371 飲食店 ドリンクサービス 全国の団員

24 射水市西新湊19-1 我楽堂 0766-82-6979 雑貨販売 割引券進呈 全国の団員

25 射水市中新湊12-20 新湊信用金庫本店営業部 0766-82-8611 金融業 マイカーローンの金利優遇 射水市の団員

飲食店0766-83-0111

射水市本町1－8－2217 0766-84-8585 飲食店 ドリンクサービス 全国の団員

射水市鏡宮29618 割引
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26 射水市本町2-2-45 新湊信用金庫西部支店 0766-82-8633 金融業 マイカーローンの金利優遇 射水市の団員

27 射水市戸破1621 新湊信用金庫歌の森店 0766-56-8670 金融業 マイカーローンの金利優遇 射水市の団員

28 射水市大門67 新湊信用金庫大門支店 0766-52-8688 金融業 マイカーローンの金利優遇 射水市の団員

29 高岡市中曽根325-1 新湊信用金庫中曽根支店 0766-82-8622 金融業 マイカーローンの金利優遇 射水市の団員

30 高岡市新成町1-38 新湊信用金庫高岡支店 0766-22-5561 金融業 マイカーローンの金利優遇 射水市の団員

31 富山市新根塚町2-3-3 新湊信用金庫富山支店 076-421-3700 金融業 マイカーローンの金利優遇 射水市の団員

32 射水市中央町19－31 割烹かわぐち 0766-84-1331 飲食店 飲食代5％引き 全国の団員

33 射水市中央町17-18 さけ・さかな　海一 0766-84-1167 飲食店 飲食代5％引き 全国の団員

34 射水市南太閤山3-1-12 竹中サイクル 0766-56-2121 サイクルショップ 割引あり 全国の団員

35 射水市八幡町3－1－21 めし屋ほのぼの 0766-83-7355 飲食店 割引 全国の団員

36 射水市立町3-15 丸屋 0766-84-6123 飲食店 ドリンクサービス 全国の団員

37 射水市白石594-5 うどん万福 0766-59-2929 飲食店 ポイントサービス 射水市の団員

令和元年１０月１日現在

38 射水市小島715 富山県第一自動車学校 0766-52-0722 自動車学校 教習料金の割引 射水市の団員

39 射水市平野1 太閤山カントリークラブ 0766-56-1200 ゴルフ場 優待料金 全国の団員

40 射水市桜町2-18 ICHI 0766-50-9141 飲食店 飲食代10％引き 全国の団員

41 射水市三ケ1257 居酒屋　曙 0766-55-0737 飲食店 ソフトドリンク又は生ビール1杯サービス 射水市の団員

42 射水市三ケ1488 （株）宮原自動車 0766-55-1808 自動車整備工場 一般整備工賃10％割引 全国の団員

43 射水市三ケ2452-2 ラーメンの味楽 0766-56-2102 飲食店 ソフトドリンクサービス 射水市の団員

44 射水市三ケ2572-4 桜蘭 0766-56-2477 飲食店 5％割引 全国の団員

45 射水市善光寺3-15 STANDO-Dはなぞの 0766-84-8754 生花販売 割引 射水市の団員

46 射水市中太閤山4-45-3 きく亭 0766-56-5987 飲食店 5％割引 射水市の団員

47 射水市善光寺18-4 第一イン新湊 0766-82-4111 ホテル 宿泊代10％引 全国の団員

48 射水市浄土寺1 小杉カントリークラブ 0766-56-6111 ゴルフ場 ソフトドリンク1杯サービス 射水市の団員

49 射水市下若75-1 口福食堂　げん太 090-6818-1410 飲食店
17時～19時まで
　　　　生ビー

全国の団員

50 射水市北野155-4 さかなやさん 0766-54-6813 飲食店
生ビール1杯　　
　　　サービス

射水市の団員
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51 射水市三ケ1038 小杉スポーツ本店 0766-55-1331 スポーツ用品店 各種割引 全国の団員

52 富山市五福2360-3 小杉スポーツ富山店 076-433-3029 スポーツ用品店 各種割引 全国の団員

53 射水市青井谷500 小杉パークゴルフ場 0766-57-1688 パークゴルフ場 各種割引 全国の団員

牛岳温泉スキー場
小杉スポーツ・ヒュッテコンパニー

55 高岡市中田　中田御坊山876 高岡カントリークラブ 0766-36-1111 ゴルフ場
ペットボトル1本
サービス

射水市の団員

56 射水市手崎1213-6 旭寿司 0766-55-3200 飲食店 料理サービス 射水市の団員

57 射水市太閤山1-7-7 歩寿司 0766-56-7296 飲食店
ドリンクサービ

ス
射水市の団員

58 射水市太閤山８丁目５４番地 日本応急手当普及員協会 0766-50-9030  ケアタクシー民間救急サービス
使用料１０％オ

フ
全国の団員

59 射水市橋下条1183-1 サイクルエリアＫＯＩ 0766-56-5578 サイクルショップ 割引 射水市の団員

60 射水市大江514-1 オートファクトリ・モリタ 0766-55-1324 自動車整備工場
一般整備工賃

10％割引
射水市の団員

61 射水市小島3724 菓子司いしくろアプリオ店 0766-36-1111 菓子製造販売 消費税サービス 射水市の団員

62 射水市大門232 中華そば三丸三 0766-92-2121 飲食店 味玉サービス 全国の団員

令和元年１０月１日現在

全国の団員富山市山田小谷中根85754 0764-57-2801 宿泊施設 各種割引

63 射水市立町8－7 野の路 0766-84-8437 飲食店 ５％割引 全国の団員

64 射水市中央町10－23 秀鮨 0766-84-2769 飲食店 ５％割引 射水市の団員

応援の店を利用する場合は、団員証の提示

をお願いします。

サービスの内容や対象者は「消防団応援の

店」ごとに異なり、また、変更になる場合

があります。詳しくは、ご利用の際に登録

事業所へご確認ください。


