
【 平成３１年３月現在 】

【 泊まる 】（１）

市町村名 名　称 特典内容
対象日
の限定

所在地 電話番号

1 浜田市 (有)旅館みくにや
(1)御宿泊者、お昼休憩の方、お飲物一杯サービス　　(2)敬老の日に限り宿泊料
の１０％割引　　(3)御夫婦で６５歳以上の方は１０％割引と飲物サービス

浜田市金城町追原7-3 0855-42-0355

【 見る・遊ぶ 】（１8）

市町村名 名　称 特典内容
対象日
の限定

所在地 電話番号

2 島根県立武道館 武道場、トレーニング場の個人利用割引（本人のみ） １６０円→１００円 松江市内中原町52 0852-22-5711

3 出雲かんべの里民話館
①入館料割引２６０円 → ２００円（県内在住で松江市外在住の方）
※平成３０年４月１日より　②松江市在住で高齢者手帳をお持ちの方は無料

松江市大庭町1614 0852-28-0040

4 島根県立武道館　弓道場 個人利用料金割引（本人のみ）　１６０円→１００円 松江市学園1-5-5 0852-22-3658

5 松江市総合体育館

①メインアリーナ、サブアリーナ、(※多目的広場)、北庭球場、楽山庭球場、楽
山野球場の占有使用料半額　　※平成２９年４月１日より
②北庭球場、楽山庭球場の個人使用料半額

松江市学園南1-21-1 0852-25-1700

6 メテオプラザ 全館施設利用料無料（敬老の日に限る） ※ 松江市美保関町七類3246-1 0852-72-3939

7 安部榮四郎記念館 入館料１００円引き（ただし他の割引きとの併用は不可） 松江市八雲町東岩坂1754 0852-54-1745

8 島根県立水泳プール
プール、トレーニング場の個人利用料金割引（本人のみ）
プール：７月～８月 ６４０円→５１０円、その他の期間 ７６０円→５２０円
トレーニング場：３３０円→２００円

松江市上乃木10-4-2 0852-26-4583

9 しんじ湖ボウル
毎週木曜・金曜「シニアの日」
３ゲームまで貸し靴込み１人８００円（税込）
※通常１ゲーム６００円、貸し靴２００円

※ 松江市乃木福富町329 0852-24-5461

10 島根県立体育館

アリーナ、多目的ルーム、フィットネスルーム、キッズルーム、トレーニングルーム
の個人利用料割引（本人のみ）
アリーナ、多目的ルーム、フィットネスルーム、キッズルーム：１６０円→１００円
トレーニングルーム：２４０円→１８０円

浜田市黒川町3735 0855-23-1201

11 島根県立石見武道館
武道場、トレーニングルームの個人利用料金割引（本人のみ）
武道場：１６０円→１００円
トレーニングルーム：３２０円→２００円

浜田市黒川町3735 0855-23-7170

12 今岡美術館 本人入館料　通常６００円 → ５００円 出雲市天神町856 0853-25-2239

13 しっとりつるつる北山温泉 本人入浴料　１０％割引（割引の併用不可） 出雲市西林木町61-1 0853-20-0888

14 島根県立浜山公園

(1)個人利用１０回で１回無料（体育館小体育室・トレーニング室・サブアリー
ナ・テニスコート・陸上競技場・補助競技場）
(2)貸し出し用品のレンタル料無料サービス（硬式、軟式、ジュニアテニスラケッ
トを除く）

※ 出雲市大社町北荒木1868-10 0853-53-4533

15 出雲須佐温泉ゆかり館
６５歳以上の方の入浴料　４００円
　※一般（１８歳以上）は入浴料６００円

出雲市佐田町原田737 0853-84-0800

16 益田市 萬福寺 観覧料割引　５００円 → ４００円 益田市東町25-33 0856-22-0302

17 大田市 仁摩サンドミュージアム
入館料の1割引　７００円  →６３０円
※消費税増税に伴う入浴料の見直しの可能性あり

大田市仁摩町天河内975 0854-88-3776

18 津和野町 木村農園牧ヶ野いちごハウス
いちご狩り料金半額　１，２００円 → ６００円（ただし、平日のみ）（本人の
み）

※ 鹿足郡津和野町高峯字牧ヶ野 090-7131-1377

【 食べる 】（３）

市町村名 名　称 特典内容
対象日
の限定

所在地 電話番号

19 若竹寿し
(1)お一人様３，０００円以上飲食で１０％割引
(2)お一人様５，０００円以上飲食で１５％割引

松江市玉湯町玉造83-6 0852-62-0831

20 そば富
(1)合計金額１０％割引　(2)コーヒーサービス　(3)旅行案内（パンフレット町内
外）(4)そば富企画の旅行参加（年間4～5回) (5)お守（サービス）

松江市玉湯町玉造1197-7 0852-62-0185

21 出雲市 栄寿し 寿し全品１０％割引（ただし、定食は除く） 出雲市今市町743 0853-21-4970

※１ サービスの内容は事業者ごとに異なりますので、それぞれお問い合わせください。（例／ポイント割増、割引、粗品進呈など）

※２ 対象日の限定がある事業者については「※」をつけておりますので、それぞれにお問い合わせください。

「６５歳以上高齢者応援サービス」協賛店一覧表（４２店）
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【 平成３１年３月現在 】

「６５歳以上高齢者応援サービス」協賛店一覧表（４２店）

【 買う 】（１０）

市町村名 名　称 特典内容
対象日
の限定

所在地 電話番号

22 足立石材株式会社 全製品６％引き 松江市上乃木2-28-5 0852-32-5280

23 イオン菅田店

ゆうゆうワオンカードでお支払いの場合、(1)お支払い２００円につき１ワオンポ
イント進呈、(2)１ワオンポイントから１円分のワオン(電子マネー)と交換可能、
(3)毎月15日はゆうゆうワオンでのお支払いで5％引き。また3,000円以上のお買い
物で100ワオンポイント進呈(4)毎月20日･30日のお客さま感謝デーは、ワオンカー
ドのお支払いで５％割引き、(5)他ポイント倍増セール

※ 松江市学園2-9-39 0852-32-4321

24 ｆｌｕｘ－フラックス－ テンピュール製品２０％引き（カード不可） 松江市砂子町195-1 0852-28-5585

25 福田屋 ５％割引 松江市中原町159 0852-21-4907

26 サンプラムこうえん 全品１割引（デジタルカメラ・セール品を除く）（つつじ会員デーに限る） ※ 浜田市三隅町三隅890-1 0855-32-3508

27 サンプラム
全商品１割引（本人のみ）（一部商品を除く）（毎月１５日（つつじ会員デー）
に限る）

※ 浜田市三隅町三隅890-1 0855-32-3500

28 大羽商店
一品からの配達サービス・お休み場所の提供。場合によっては、送迎もします。
１個からでも買える野菜売場・果物売場増設 益田市須子町15-19 0856-22-3661

29 島根西部中酪牛乳販売(有)
(1)配達時の声かけ（安否確認）　　(2)お誕生日プレゼント（利用者本人）
(3)購入者へのポイントサービス　　(4)お客様を紹介して下さった時の粗品進呈

益田市安富町1877-1 0856-25-2008

30 奥出雲町 にしこおり時計店 時計・宝石・メガネお買い上げの方　たたらスタンプ２倍進呈 仁多郡奥出雲町三成321-10 0854-54-0229

31 隠岐の島町 ショッピングプラザ　サンテラス 店内でお買い上げいただいた商品のご自宅への配送無料 隠岐郡隠岐の島町城北町376 08512-2-1211

【 住まい 】（１）

市町村名 名　称 特典内容
対象日
の限定

所在地 電話番号

32 大田市 (有)大田美装 障子の張り替え１枚無料 大田市大田町大田イ731-8 0854-82-3295

【 理容・美容 】（７）

市町村名 名　称 特典内容
対象日
の限定

所在地 電話番号

33 Ｍ’s　Ｔａｎａｂｅ (1)ポイントＵＰ（２倍）　(2)１，０００円引き 松江市古志原3-18-3-101 0852-32-9600

34 Ｇｒａｐｅｓ（グラップス）
技術料金割引　７０才以上１００円引き、８０才以上２００円引き、９０才以上
３００円引き

松江市黒田町252-3 0852-25-7750

35 HAIR　BOUTIQUE　Ｚirconia パーマ、カラーの方１００円引き 松江市西川津町4205 0120-25-6780

36 ヘアーサロンタナベ (1)ポイントＵＰ（２倍）　(2)１，０００円引き 松江市西川津町666-8 0852-26-6930

37 Ｃｕｂｉｃ（キュービック） 技術料１０％割引（ただし、平日のみ） ※ 浜田市田町1663 0855-22-8031

38 しのはら美容室 曜日割引　水曜日→パーマデイ、木曜日→カラーデイ ※ 浜田市三隅町三隅1079-1 0855-32-0222

39 出雲市
ＦＩＮＥ　ＨＡＩＲ　ＳＥＶＥＮ
（ファインヘアーセブン）

・２００円割引（技術料金）　　　　・肩ほぐしサービス
・斐川町内の方、送迎サービス

※ 出雲市斐川町美南1639-4 0853-72-7778

【 その他 】（３）

市町村名 名　称 特典内容
対象日
の限定

所在地 電話番号

40 松江市 かおり整体
お身体のメンテナンス　40分　3,000円　60分　5,000円　のところ、時間を10分
サービス致します。

松江市鹿島町恵曇411 090-7975-7388

41 出雲市 キネシオ・ライフ 施術料３，０００円 出雲市斐川町神永2776　ﾒｿﾞﾝF 0853-72-7783

42 大田市 ドラムサークルしまね
ドラムワークショップ参加費割引
(1)本部開催の場合　４，０００円（月） → ３，０００円（月）
(2)指定場所出張の場合　２０，０００円（２５人１セッション）

大田市波根町1477 0854-85-7200

※１ サービスの内容は事業者ごとに異なりますので、それぞれお問い合わせください。（例／ポイント割増、割引、粗品進呈など）

※２ 対象日の限定がある事業者については「※」をつけておりますので、それぞれにお問い合わせください。
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