合格認定カードについて

（越中富山ふるさとチャレンジ事務局）

この度は第12回越中富山ふるさとチャレンジに見事合格され、
誠におめでとうございます。

● 本カードの使用は合格者本人に限ります。

合格認定カード
使用時の
注意事項

他人への譲渡や貸与、転売はできません。

本通に添付されております合格認定カードは、合格者であるこ
とを証左するものであり、県内の下記施設でカードを提示する
ことでサービス・特典を受けることができます。注意事項をよく

● 本カードのサービス特典利用は、県内の一部施設でのみ有効です。

利用時は必ずカードを提示して下さい。
● 本カードを利用してのサービスは、平成30年12月31日まで有効

です。期間外の利用はサービスの対象外となります。

お読みのうえ、下記にご案内いたします施設でご利用ください。

第12回 越中富山ふるさとチャレンジ
施設名
朝日町環境ふれあい施設 らくち〜の

住 所
朝日町舟川新35

合格認定カード 利用特典

電話番号

サ ー ビ ス

0765-82-0990 1日全館コース、
4時間コース入場料1割引き

朝 日
入善
黒 部

朝日町埋蔵文化財保存活用施設 まいぶんKAN 朝日町不動堂214

0765-83-0118 個人に限り、入館料が100円→80円（高校生以下無料）※特別展で特別料金の設定が
ある場合はその8割

百河豚美術館

朝日町不動堂6

なないろKAN

朝日町横水300

大学生・高校生500円→350円
0765-83-0100 大人700円→500円、
小中学生300円→200円
（※小中学生は土曜無料）
0765-83-3700 土日祝日開催の吹きガラス体験1割引き3,500円→3,150円 ※要予約

朝日町立ふるさと美術館

朝日町東草野466-8

0765-82-0094 入場料2割引き
（展示内容によって、
料金が異なります）

入善海洋深層水活用施設

入善町下飯野251-1

0765-76-9100 海洋深層水
（原水・濃縮水・脱塩水）
2リットルプレゼント

下山芸術の森・発電所美術館

入善町下山364-1

0765-78-0621 企画展観覧料を団体料金に割引

宇奈月麦酒館

黒部市宇奈月町下立687

0765-65-2277 ソフトクリーム：バニラ・ビールソフト300円→200円

黒部市美術館

黒部市堀切1035

0765-52-5011 観覧料100円引き
（展覧会ごとに料金が異なります）

黒部市吉田科学館

黒部市吉田574-1

0765-57-0610 プラネタリウム観覧料2割引

魚津

セレネ美術館

黒部市宇奈月温泉6-3

0765-62-2000 大人610円→510円、
大学生・高校生510円→410円

うなづき友学館

黒部市宇奈月町下立682

0765-65-1010 大人
（高校生以上）
300円→240円
（中学生以下は無料）

ミラージュランド

魚津市三ケ1390

0765-24-6999 観覧車料金100円引き（カード提示で1籠6名まで割引き）※平成30年3月中旬〜11月末

滑川
上市
立山
富 山

北陸道有磯海SA下り線 カフェ &レストラン有磯海 魚津市湯上字三ツ穴割848

0765-22-3356 レストランにてお食事をされたお客様にコーヒーをサービス

ほたるいかミュージアム

滑川市中川原410

：大人800円→700円、
小人400円→350円
076-476-9300 3/20〜5/31
6/1〜3/19：大人600円→550円、
小人300円→250円

あいらぶ湯

滑川市吾妻町426
滑川市民交流プラザ5F

西田美術館

上市町郷柿沢1

076-472-4352 常設展500円→400円、
企画展700円→500円
（高校生以下無料）

つるぎの味蔵

上市町広野2488-1

076-473-3212 味蔵オリジナル
「さん家直送ジェラート」
通常300円→270円

上市町観光協会

上市町若杉3-3（上市駅構内） 076-472-1515 指定の商品を5％〜10％OFFで。
詳しくは直接おたずねください

富山県 立山カルデラ砂防博物館

立山町芦峅寺字ブナ坂68 076-481-1160 一般400円→320円、大学生320円→200円（高校生以下、70歳以上無料）

ささら屋 立山本店

立山町沢端21

076-463-6011 せんべい手焼き体験生地8枚200円→100円

グリーンパーク吉峰
「ゆ〜ランド」

立山町吉峰野開12

076-483-2828 入浴料：大人60円引き、
小人30円引き
（5名まで適用）

大沢野ウェルネスリゾート ウィンディ

富山市春日96-1

076-468-3333 レストラン 醤油ラーメン＆ライス850円→500円

飛越ふれあい物産センター 林林

富山市片掛3-5

076-484-1815 ソフトクリーム各種50円引き
（とち密ソフトは除く）

割山森林公園 天湖森

富山市割山9-1

076-485-2777 パークゴルフプレー料：大人200円、
小人50円に割引き

海鮮ど〜ん

富山市蜷川119-2

076-428-5777 全丼50円引きもしくは会員カードポイント2倍

廣貫堂資料館

富山市梅沢町2-9-1

076-424-2310 廣貫堂の栄養ドリンクプレゼント

味の笹義

富山市小中160

076-429-0801 1,000円以上お買い上げの方、
お会計から100円引き

富山市科学博物館

富山市西中野町1-8-31

076-491-2123 大人520円→410円（プラネタリウム1日2回目以降の入場は、1回につき大人210円→150円）

富山市天文台

富山市三熊49-4

076-434-9098 大人210円→150円

富山市郷土博物館

富山市本丸1-62

076-432-7911 大人210円→160円
（特別展会期中は団体料金に割引き）

富山市佐藤記念美術館

富山市本丸1-33

076-432-9031 大人210円→160円
（特別展会期中は団体料金に割引き）

（富山市郷土博物館・富山市佐藤記念美術館） 富山市本丸

076-476-5500 大人620円→570円、
高齢・障害者510円→460円、
小人310円→210円

共通券：大人310円→250円
（特別展会期中は団体料金に割引き）

富山市猪谷関所館

富山市猪谷978-4

076-484-1007 大人150円→120円

富山市大山歴史民俗資料館

富山市亀谷1

076-481-1415 大人100円→90円

施設名

住 所

電話番号

サ ー ビ ス

富 山

富山市八尾おわら資料館

富山市八尾町東町2105-1 076-455-1780 大人210円→160円

富山市八尾化石資料館

富山市八尾町桐谷4815

富山市八尾曳山展示館

富山市八尾町上新町2898-1 076-454-5138 大人500円→450円

富山市民俗民芸村
（全館）

富山市安養坊1118-1

076-433-8270 大人520円→410円

浮田家住宅

富山市太田南町272

076-492-1516 大人100円→90円

旧森家住宅

富山市東岩瀬町108

076-437-8960 大人100円→90円

ギャルリ・ミレー

富山市中央通り2-1-20

076-423-7220 一般入場料200円→100円

富山市古沢254

076-434-1234 ソフトクリーム250円→200円

（公財）
富山市ファミリーパーク公社

076-454-7810 大人210円→160円
（4/22〜5/10・7/22〜8/31開館）

射水
高 岡

やまふじぶどう園／ホーライサンワイナリー 富山市婦中町吉谷1-1

076-469-4539 ぶどう狩り時期は、ぶどう狩り100円引き。他の時期は特産ワイン5％引き

射水市新湊博物館

射水市鏡宮299

310円 → 250円
（中学生以下無料）
0766-83-0800 大人
ジュニア合格者の特典として、
同伴した大人310円→250円

射水市陶房
「匠の里」

射水市水戸田17甲

0766-54-1201 大人210円→150円、
小人100円→80円

瑞龍寺

高岡市関本町35

0766-22-0179 大人500円→400円、中高生200円→150円、小学生100円→70円（期間：2018年1月〜12月）

ジャカッセ

高岡市末広町1-7
ウイング・ウイング高岡1F

0766-26-7030 ご飲食料金8％引き
（カード提示で、
グループ全員適用）

ミュゼふくおかカメラ館

高岡市福岡町福岡新559

0766-64-0550 （他特典との併用不可／入館料は写真展ごとに定める）

高岡市万葉歴史館

高岡市伏木一宮1-11-11

0766-44-5511 大人40円引き
（観覧料は企画展毎に定める／他特典との併用不可）

武田家住宅

高岡市太田4258

0766-44-0724 大人210円→170円
（中学生以下無料）

高岡市伏木北前船資料館

高岡市伏木古国府7-49

0766-44-3999 大人210円→160円
（中学生以下無料）

高岡市伏木気象資料館

高岡市伏木古国府12-5

0766-44-6905 大人210円→160円
（中学生以下無料）

大人60円引き、
大学生・高校生40円引き、
小中学生20円引き

氷 見
小矢部
砺 波

高岡マンテンホテル駅前 カジュアルダイニングBON 高岡市末広町1-8

0766-27-0111 お食事の方にソフトドリンク1杯プレゼント

割烹 秀月

氷見市幸町9-78

0766-74-5941 お食事の方にドリンク1杯進呈
（カード提示で、
グループ全員適用）

氷見漁港場外市場 ひみ番屋街

氷見市北大町25-5

0766-72-3400 グルメガイド＆ショップクーポン進呈

氷見温泉郷 総湯

氷見市北大町26-78

0766-74-2611 氷見総湯温泉水配合フェイスマスクプレゼント

氷見牛専門店 たなか

氷見市朝日丘3931-1

0766-73-1995 お食事の方にソフトドリンク1杯進呈
（カード提示で、
6名様まで）

氷見市立博物館

氷見市本町4-9

0766-74-8231 大人100円→60円、
小中学生50円→30円
（氷見市内の小中学生は無料）

小矢部市大谷博物館

小矢部市水落35

0766-68-2717 桜町遺跡オリジナル絵はがきプレゼント

小矢部ふるさと歴史館

小矢部市埴生274

0766-67-8122 桜町遺跡オリジナル絵はがきプレゼント

クロスランドおやべ

小矢部市鷲島10

0766-68-0932 タワー入場料：一般420円→380円、小中学生210円→190円、幼児100円→90円

砺波市出町子供歌舞伎曳山会館

砺波市出町中央5-4

0763-32-7075 入館料210円
（中学生以下無料）
→無料

となみ散居村ミュージアム

砺波市太郎丸80

0763-34-7180 民具館：入館料100円→80円

となみ観光案内所

砺波市宮沢町3-9

0763-33-7666 砺波市観光協会製作 オリジナル・クリアファイル1枚進呈

砺波市美術館

砺波市高道145-1

0763-32-1001 大人210円→160円、
小中高生100円→80円
（常設展）

チューリップ四季彩館

砺波市中村100-1

0763-33-7716 大人310円→250円、
小中学生150円→120円

庄川水記念公園 ウッドプラザ

砺波市庄川町金屋1058

0763-82-6841 ゆずソフトクリーム320円→270円

庄川峡湖上遊覧船

砺波市庄川町小牧73-5

0763-82-0220 短時間遊覧：大人1,000円→900円、小人500円→450円

道の駅 庄川

砺波市庄川町示野437

0763-82-7779 しょうがソフトクリーム350円→300円

定期便：大人2,800円→2,520円、
小人1,400円→1,260円

ゆ〜ゆうランド・花椿

南砺市井口字持掛谷35

0763-64-2288 大人510円→410円

よいとこ井波

南砺市井波3110-1

0763-82-5666 売店で1,000円以上商品お買い上げの方、
会計から100円引き

道の駅 上平
（ささら館）

南砺市西赤尾町72-1

0763-67-3141 ・くろば温泉（南砺市上平細島）入浴料が大人600円→500円、小人300円→200円

法林寺温泉

南砺市法林寺4944

0763-52-4251 宿泊、
日帰り室代が通常より10％OFF
（カード提示で4名まで適用）

岩瀬家住宅

南砺市西赤尾町857-1

0763-67-3338 大人300円→240円、
小中学生150円→120円

五箇山民俗館／塩硝の館

南砺市菅沼436

0763-67-3652 大人300円→240円、
小中学生150円→120円
（両館共通）

・土産店
「まんさく」
にて、
1,000円以上お買い上げでお買い物金額から5％引き

となる割引券を発行又は、くろば温泉にてカード提示で大人600円→500円、小人300円→200円となる

南 砺

五箇山温泉国民宿舎 五箇山荘

南砺市田向333-1

0763-66-2316 大人500円→400円

村上家住宅

南砺市上梨742

0763-66-2711 大人
（高校生以上）
300円→240円、
小人
（小・中学生）
150円→120円

瞑想の郷

南砺市利賀村上畠101

0763-68-2324 大人
（中学生以上）
600円→480円、
小学生300円→240円

そばの館資料館

南砺市利賀村坂上1193

0763-68-2034 大人
（中学生以上）
300円→270円、
小学生200円→180円

桜ヶ池クアガーデン

南砺市立野原東1514

小人1,000円→800円
0763-62-8181 アクアオアシスプール：大人1,500円→1,200円、

城端曳山会館

南砺市城端579-3

0763-62-2165 大人510円→410円、
大学生・高校生300円→250円

じょうはな織館

南砺市城端648-1

0763-62-8880 卓上機織体験コースター 1,100円→1,000円
（要予約）

井波彫刻総合会館

南砺市北川733

0763-82-5158 大人500円→400円、
小中学生250円→200円

いなみ木彫りの里創遊館

南砺市北川730

0763-82-5757 不思議シアター：大人400円→300円、中高生300円→220円、小学生200円→150円

五箇山和紙の里

南砺市東中江215

0763-66-2223 大人200円→150円

ささら屋福光本店

南砺市吉江中1213

0763-52-6785 せんべい手焼き体験8枚200円→半額100円
順不同

