富山県全域

「地元で愉しもう！とやま観光キャンペーン」参加加盟店

2294

件

店舗名
射水市

業種

(株)SHIMARS DD大門小泉店

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 射水市小泉 200-1

0766-52-6366

(株)道の駅 新湊

小売

0766-83-0111

AOKI小杉店

その他(衣料品・装飾品等) 射水市三ｹ2473-1

0766-57-1888

小売

050-5876-7921

Ayu夢Shop

富山いみず総本店

住所

令和4年9月30日 現在

TEL

射水市鏡宮296
射水市東太閤山3-53

Café uchikawa 六角堂

その他(カフェ・スイーツ等) 射水市八幡町1-20-13

0766-30-2924

JACK小杉店

小売

射水市三ヶ2602

0766-57-8166

KAIWOMARU CREW CAFE

グルメ

射水市海王町8

TOP1

その他(電子機器・家電等) 射水市赤井145-1

0766-52-6100

V・drug射水大島店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市小島3707

0766-52-8520

アル・プラザ 小杉

コンビニ・スーパー

射水市三ｹ2602

0766-57-8100

アルビス

いみずの小杉店

コンビニ・スーパー

射水市一条6番5

0766-57-3500

アルビス

パスコ店

コンビニ・スーパー

射水市中太閤山1-1

0766-56-5551

アルビス

歌の森店

コンビニ・スーパー

射水市戸破1569

0766-57-1166

アルビス

大島店

コンビニ・スーパー

射水市本開発11

0766-50-2300

あんしん弁当小杉インター店

小売

射水市流通センタｰ青井谷2ｰ9-2

0766-56-1531

あんしん弁当大島店

小売

射水市本開発29-2

0766-56-1531

アルプラザ1F
日本海交流センター内

イタリアントマトCafeJr.富山イータウン店 グルメ

射水市本開発字代官免234-4

インド料理

射水市鷲塚23

インディラ

小杉店

グルメ

0766-50-8188

富山イータウン内 0766-50-1811

0766-55-4977

ヴィンチトーレシミズ射水本店

その他(衣料品・装飾品等) 射水市小島971

0766-52-3719

ウエルシア射水小杉店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市戸破字若宮3087

076-655-2886

ウエルシア射水大島店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市中野703-2

076-652-7208

ウエルシア射水本開発店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市本開発130-8

076-655-3830

オートバックス エクスプレス小杉店

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 射水市戸破1619

0766-56-8585

オートバックス 小杉店

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 射水市戸破1637

076-657-1515

おきがえ処

観光施設

射水市中央町3-12

0766-84-7996

おはぎ工房

小売

射水市海王町1 新湊きっときと市場内

080-6355-8644

お土産処

小売

射水市海王町1新湊きっときと市場館内

0766-82-3112

グルメ

射水市本開発223-3

0766-55-3939

富山小杉町店 グルメ

射水市三ケ2460番1

0766-56-8288

KIPPO
丸徳

カレーのチャンピオン

eタウン店

カレーハウスCoCo壱番屋
クスリのアオキひばり店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市戸破2121-5

0766-55-2882

クスリのアオキ小杉店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市戸破1660番

0766-56-0270

クスリのアオキ小杉北店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市三ケ925番

0766-55-8820

クスリのアオキ新大門店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市大門97番地1

0766-54-6553

クスリのアオキ西新湊店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市西新湊27番9号

0766-84-2030

グリーンハット

グルメ

射水市下若89-10真生会富山病院内

0766-52-2160

ココス小杉店

グルメ

射水市三ヶ2602

0766-56-8160

こすぎ食堂

グルメ

射水市三ケ2755-1

0766-57-1328

グルメ

射水市戸破2596-1

090-8094-1603

ごま咲
ジョーシン
しろえび

射水店
壱番屋

その他(電子機器・家電等) 射水市本開発701番地

0766-55-3011

小売

0766-84-4476

射水市海王町25-46

スギ薬局いみずの小杉店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市一条6番地5

0766-92-3801

セブンイレブン射水ひばり

コンビニ・スーパー

射水市戸破1011-1

0766-56-7116

セブンイレブン射水一番町

コンビニ・スーパー

射水市三ケ1426

0766-55-3358

セブンイレブン射水昭和通

コンビニ・スーパー

射水市戸破2591

0766-55-5057

セブンイレブン射水八塚

コンビニ・スーパー

射水市八塚字川田266-3

0766-52-7005

テルシサービスステーション

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 射水市沖塚原748

0766-82-6699

とべーぐる小杉店

グルメ

0766-54-0764

トミセキ大門ＳＳ

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 射水市広上902-1

0766-52-6789

ドラッグコスモス小杉駅店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市三ヶ2595-1

0766-56-8010

ドラッグコスモス新湊店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市善光寺19-5

0766-84-3072

ならいストアー

小売

パセリハウスLapis小杉店

その他(衣料品・装飾品等) 射水市三ケ2602

ファーファラ

その他(衣料品・装飾品等) 射水市西新湊9-18

射水市戸破1754-1

射水市本町2-5-1

0766-82-2290
アルプラザ小杉1F

0766-92-0400
0766-84-7910

店舗名
ファミリーマート 射水海老江

業種
コンビニ・スーパー

住所
射水市海老江練合166番地

TEL
0766-86-1955

ファミリーマート 射水橋下条

コンビニ・スーパー

射水市橋下条508番地1

0766-57-0550

ファミリーマート 射水黒河

コンビニ・スーパー

射水市中老田新625番地

0766-56-2040

ファミリーマート 射水作道

コンビニ・スーパー

射水市作道365番2

0766-84-6025

ファミリーマート 射水新開発

コンビニ・スーパー

射水市新開発383番地1

0766-52-6391

ファミリーマート 射水太閤山

コンビニ・スーパー

射水市黒河4736番地2

0766-56-4565

ファミリーマート 射水大島

コンビニ・スーパー

射水市小島501番地7

0766-52-8001

ファミリーマート 射水大門

コンビニ・スーパー

射水市大門167番地2

0766-52-5435

ファミリーマート 射水白銀町

コンビニ・スーパー

射水市三ケ810番

0766-55-5611

ファミリーマート 射水布目沢

コンビニ・スーパー

射水市布目沢234番地1

0766-53-1077

ファミリーマート 射水片口

コンビニ・スーパー

射水市片口高場114番地3

0766-86-1510

ファミリーマート 射水本田

コンビニ・スーパー

射水市本田429番地1

0766-52-8020

ファミリーマート 射水鷲塚

コンビニ・スーパー

射水市鷲塚188番1

0766-55-4576

ファミリーマート 小杉一条

コンビニ・スーパー

射水市一条1-2

0766-56-7666

ファミリーマート 新湊高木

コンビニ・スーパー

射水市高木231番地1

0766-83-0360

ファミリーマート 大島町北野

コンビニ・スーパー

射水市大島北野79番2

0766-51-7033

ますの寿し

その他(食料品販売)

射水市善光寺33-9

0766-84-3460

マックスバリュ射水鷲塚店

丸龍庵

コンビニ・スーパー

射水市鷲塚72番地1

0766-55-3375

マツモトキヨシ

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 射水市鷲塚72番1

0766-55-8050

メガネのハラダ小杉店

その他(宝飾・時計・眼鏡等) 射水市三ケ2752-2

0766-56-9090

メガネハウス 射水イータウン店

その他(宝飾・時計・眼鏡等) 射水市本開発429-2

0766-55-8733

メガネハウス 小杉店

その他(宝飾・時計・眼鏡等) 射水市戸破元町1730

0766-56-8707

モリナガ酒・釣具店

その他(酒類)

0766-82-3280

ヤマダデンキ テックランド射水店

その他(電子機器・家電等) 射水市本開発字代官免411

0766-50-1500

やまや

小売

0766-54-6317

射水鷲塚店

小杉店

射水市中央町4-15
射水市三ケ2450番地1

ユニクロ イータウン大島店

その他(衣料品・装飾品等) 射水市本開発字代官免80

0766-55-8655

リカープラザ108すぎもと

小売

射水市二口1071番地の1

0766-52-0108

リノ

パスコ店

その他(衣料品・装飾品等)

射水市中太閤山1-1-1太閤山ショッピングセンタｰパスコ内

0766-56-7075

リノ

小杉店

その他(衣料品・装飾品等) 射水市三ケ2602アルプラザ小杉2F

0766-57-8191

る・ふっくらん

小売

射水市八塚282-8

0766-52-2887

レストラン

グルメ

射水市海王町1

0766-84-1233

レストランSazan

グルメ

射水市海竜新町2番地

0766-86-2033

ローソン

射水小島店

コンビニ・スーパー

射水市小島160-2

0766-54-5191

ローソン

射水生源寺店

コンビニ・スーパー

射水市生源寺830-2

0766-53-0054

ローソン

小杉インター店

コンビニ・スーパー

射水市上野402-2

0766-56-8335

ローソン

小杉駅前店

コンビニ・スーパー

射水市三ケ字中吉原4043-1

0766-55-8791

ローソン

新湊沖塚原店

コンビニ・スーパー

射水市沖塚原768-2

0766-82-3945

ローソン

新湊新片町店

コンビニ・スーパー

射水市新片町2-9-4

0766-86-2844

ローソン

新湊津幡江店

コンビニ・スーパー

射水市津幡江144

0766-82-7188

ローソン

新湊本町店

コンビニ・スーパー

射水市本町1-187-1

0766-83-7250

小売

射水市戸破6362

0766-55-0003

きっときと亭

片口屋
川の駅

観光施設

射水市立町1-26

0766-30-2552

牛角小杉店

新湊

グルメ

射水市戸破1655-2

0766-57-8880

小杉タクシー

交通機関

射水市戸破2226

0766-55-1234

一郎屋

グルメ

射水市二口829-3

0766-52-0007

海鮮問屋

グルメ

射水市海王町1

0766-84-1233

海道屋

魚新

グルメ

射水市海王町1

090-3766-9693

割烹

こじまや

グルメ

射水市大門新13番

0766-51-6810

割烹

田舎

グルメ

射水市戸破4144-1

0766-55-3855

割烹

松山

グルメ

射水市立町2-37

0766-82-4100

グルメ

射水市中央町19-31

0766-84-1331

小売

射水市松木385

0766-84-2481

割烹かわぐち
株式会社

米田

丸三石油(株)小杉SS

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 射水市本開発496-1

0766-55-0300

貴婦人館（1階物販）

小売

射水市海王町15

0766-82-1233

魚源食品工業㈱

小売

射水市中央町6-1

0766-82-3278

魚民

グルメ

射水市三ケ2602

小杉南口駅前店

アル・プラザ小杉 別棟 1階 0766-56-3988

店舗名
軽食喫茶テルシ

業種
グルメ

住所
射水市沖塚原747-1テルシビル1階

TEL
0766-84-8801

呉羽パーキングエリア下り

小売

射水市池多860

0766-56-0583

呉羽パーキングエリア上り

小売

射水市山本字二枚田3735

0766-56-0581

光風の里

その他(宿泊施設等)

射水市串田6831

0766-54-1023

酒コーナー

小売

射水市海王町1

0766-84-1233

寿司

グルメ

射水市東明七軒7-1

0776-86-2558

食事処サンキュー

グルメ

射水市青井谷822-1食事処サンキュｰ

0766-73-6355

食処

グルメ

射水市海王町1

0766-84-1233

小売

射水市海王町1 新湊きっときと市場内

090-2123-4139

甚五郎の宿

江戸一
海み屋

新湊カニ 一番屋

西日本宇佐美 ４７２号小杉インターＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 射水市橋下条28

0766-57-0154

石松寿司

グルメ

射水市中新湊12-17

0766-84-7555

大阪屋ショップ

アプリオ店（※おみやげクーポン券の利用は9/30まで）

コンビニ・スーパー

射水市小島3724

0766-52-8866

大阪屋ショップ

太閤山店（※おみやげクーポン券の利用は9/30まで）

コンビニ・スーパー

射水市南太閤山12-1-1

0766-57-1600

第一イン新湊

その他(宿泊施設等)

射水市善光寺18-4

0766-82-4111

竹泉堂

小売

射水市片口147-1

0766-86-5000

中村楼

グルメ

射水市三ケ3304

0766-55-0063

中谷小杉給油所

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 射水市戸破3340

0766-55-1240

天然温泉海王

観光施設

射水市鏡宮361

0766-82-7777

グルメ

射水市一条3-1

0766-57-3385

小売

射水市三ケ3347-2

0766-55-0365

小売

射水市三ケ2602

伝五郎小杉店
斗々庵二俣屋
藤岡園

本店

アルプラザ小杉店

南砺石油

富山新港SS

日本海産商株式会社

くろかわSS

アルプラザ小杉 1F

0766-57-8185

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 射水市作道234

0766-84-2422

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 射水市塚越1853

0766-57-0345

浜焼き浜風

グルメ

090-3888-2883

富山石油

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 射水市黒河新1455-9

0766-57-0363

物産品コーナー

小売

射水市海王町1

0766-84-1233

文苑堂書店小杉店

その他(書店・文具等)

射水市橋下条赤田 6街区17

0766-56-8400

文苑堂書店新湊店

その他(書店・文具等)

射水市善光寺 13-10

0766-82-1770

放生若狭屋

小売

射水市善光寺16-5

0766-84-0844

味処

グルメ

射水市八塚225-1

0766-52-0225

グルメ

射水市海王町1

0766-84-1233

小売

射水市海王町21番地

0766-82-7744

その他(書店・文具等)

射水市坂東127-1

0766-82-1840

グルメ

射水市戸破1555-1

0766-56-0999

グルメ

射水市黒河3068

0766-56-0432

小売

射水市戸破 1658-3

0766-56-6347

太閤山SS

天よし亭

湊寿し
夢テラス海王
明文堂書店TSUTAYA
麺家いろは
麺処

高岡射水店

射水本店

煮込亭

有限会社

ニューモンブラン

射水市海王町1新湊きっときと市場

氷見市
(株)SHIMARS 氷見中央ＳＳ

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 氷見市窪686-1

0766-92-6222

(株)堀与

本店

小売

氷見市中央町3-2

0766-72-0503

(株)堀与

番屋街店

小売

氷見市北大町25-5

0766-50-8010

その他(宿泊施設等)

氷見市小久米485番地

080-5851-1200

SAYSFARM

その他(宿泊施設等)

氷見市余川字北山238

0766-72-8288

V・drug氷見南店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 氷見市柳田1164

0766-91-8877

Vivace

Bed&Kitchen SORAIRO

グルメ

氷見市北大町25-5

0766-74-3755

wine+SAKE Toranekoya

番屋街店

その他(酒類)

氷見市加納445-1

0766-72-0511

アルビス

コンビニ・スーパー

氷見市窪295-1

0766-91-7676

イタリアンキッチンオリーブ

氷見店

グルメ

氷見市十二町301-1

0766-74-5345

ウエルシア 氷見窪店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 氷見市窪543番地1

076-691-8338

ウエルシア薬局氷見諏訪野店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 氷見市諏訪野9-15

076-674-5020

オートバックス 氷見店

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 氷見市加納428-1

おみやげ

小売

氷見市北大町25-5

お食事ができる製麺所なごみ

グルメ

氷見市窪852-6

0766-73-7309

お食事処

グルメ

氷見市中央町9-7

0766-72-0508

きときと亭三喜

グルメ

氷見市北大町25-5氷見漁港場外市場ひみ番屋街 0766-72-0674

ぎんなん餅本舗おがや

小売

氷見市比美町6-17

クスリのアオキ氷見幸町店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 氷見市幸町7番22号

まるわ
よしだや

0766-74-1500
ひみ番屋街

090-4325-5877

0766-74-3000
0766-72-0301

店舗名
クスリのアオキ柳田店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 氷見市柳田1950番地1

業種

TEL
0766-91-0210

ケーズデンキ 氷見店

その他(電子機器・家電等) 氷見市柳田1505番地

0766-91-2011

ココス氷見店

グルメ

氷見市窪688

0766-91-8038

こしだスーパー

コンビニ・スーパー

氷見市伊勢大町1-1-5

0766-72-8744

こすけ

小売

氷見市北大町25-5ひみ番屋街

0766-74-0388

シーナ氷見店

その他(衣料品・装飾品等) 氷見市加納484-1プラファ1Ｆ

0766-74-2562

つりや

ひみ番屋街店

住所

小売

氷見市北大町25-5

0766-54-0809

デイリーヤマザキ 氷見阿尾

コンビニ・スーパー

氷見市阿尾字向田3401-1

0766-72-1539

ドラッグコスモス柳田店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 氷見市柳田2107-3

0766-91-3120

なだうら温泉元湯磯波風

その他(宿泊施設等)

氷見市泊1760

0766-74-2336

パティスリーシュン

小売

氷見市大野新169-1

0766-74-5288

ばんや鮮魚直売所

小売

氷見市北大町25-5ひみ番屋街

0766-72-3400

ピアファイブ

グルメ

氷見市北大町25-5氷見漁港場外市場ひみ番屋街

0766-74-7181

ひみの江

小売

氷見市北大町25-5氷見漁港場外市場ひみ番屋街

0766-74-7180

ひみ水産番屋街店

小売

氷見市北大町25-5

0766-74-6644

ひみぷりん

その他(カフェ・スイーツ等) 氷見市北大町25-5

070-1304-6487

ファミリーマート 氷見漁港前

コンビニ・スーパー

氷見市比美町19番23号

0766-72-3105

ファミリーマート 氷見十二町

コンビニ・スーパー

氷見市万尾字出合尻834番2

0766-91-1150

ファミリーマート 氷見上泉

コンビニ・スーパー

氷見市上泉478-1

0766-92-6018

ファミリーマート 氷見中央

コンビニ・スーパー

氷見市幸町4番15号

0766-74-4715

ファミリーマート 氷見島尾

コンビニ・スーパー

氷見市島尾296番地

0766-91-1460

ホームセンタームサシ

その他(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・園芸等)

氷見市加納477

0766-72-6340

マックスバリュ氷見店

コンビニ・スーパー

氷見市窪140-1

0766-91-8811

マツモトキヨシ

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 氷見市鞍川1096番

0766-72-0525

まるごと氷見１号館

小売

氷見市北大町25-5ひみ番屋街

0766-72-3400

マルヤ鱈場水産㈱
マルワフード

氷見店

氷見くらかわ店

小売

氷見市北大町25-5

0766-74-1212

ハッピータウン店（※おみやげクーポン券の利用は9/30まで）

コンビニ・スーパー

氷見市幸町9-78

0766-95-3610

プラファ店（※おみやげクーポン券の利用は9/30まで）

コンビニ・スーパー

氷見市加納484-1

0766-72-8885

小売

氷見市北大町25-5ひみ番屋街

0766-72-3400

その他(宿泊施設等)

氷見市阿尾6番地1

0766-74-1144

マルワフード

ひみ番屋街店

みのりの番屋
みろくの湯の宿

こーざぶろう

メガネのハラダ氷見店

その他(宝飾・時計・眼鏡等) 氷見市幸町32-45

0766-72-8355

メガネハウス 氷見店

その他(宝飾・時計・眼鏡等) 氷見市窪728-1

0766-91-8181

ヤマダデンキ テックランド氷見店

その他(電子機器・家電等) 氷見市加納441-1

0766-30-2311

やまや

小売

氷見市窪140-1

0766-91-8225

小売

氷見市加納484-1プラファ

0766-72-8844

ルートイングランティア氷見 和蔵の宿

その他(宿泊施設等)

氷見市加納443-5

0766-73-1771

レストラン

グルメ

氷見市窪788-1

0766-91-1378

氷見店

リブラン

氷見プラファ店
トロイカ

ローソン

氷見インター店

コンビニ・スーパー

氷見市大野1289-1

0766-73-1301

ローソン

氷見鞍川店

コンビニ・スーパー

氷見市鞍川127-5

0766-72-6601

ローソン

氷見窪西店

コンビニ・スーパー

氷見市窪624-1

0766-91-8560

ローソン

氷見警察署前店

コンビニ・スーパー

氷見市窪619-1

0766-91-6353

ローソン

氷見比美町店

コンビニ・スーパー

氷見市比美町3-5

0766-72-6615

平和交通

交通機関

氷見市柳田2078-1

0766-91-0303

民宿

うら屋

その他(宿泊施設等)

氷見市小境44

0766-78-1216

民宿

興市郎

その他(宿泊施設等)

氷見市窪2557-2

0766-91-1888

民宿

潮の美

その他(宿泊施設等)

氷見市脇方383-3

井上菓子舗

ひみ番屋街店

小売

氷見市北大町25-5

井上菓子舗

本店

0766-78-1112
ひみ番屋街内

0766-72-1308

小売

氷見市栄町10-56

0766-72-0325

海と湯と宿ラ・セリオール

その他(宿泊施設等)

氷見市泊1720

0766-74-7111

海鮮料理

グルメ

氷見市伊勢大町2-7-51

0766-74-0084

グルメ

氷見市本町17-17

0766-72-3399

株式会社越田商店

小売

氷見市伊勢大町2-16-7

0766-72-0283

株式会社干もの家氷見

小売

氷見市比美町

0766-50-9593

株式会社髙澤酒造場

小売

氷見市北大町18-7

0766-72-0006

勘右衛門

母母座

小売

氷見市中央町199-12

0766-73-7205

漁師民宿

マリンタッチ

その他(宿泊施設等)

氷見市泊1634

0766-72-1780

割烹

おがわ

かみしま

9-8

店舗名
魚のレストラン番屋亭

業種
グルメ

住所
氷見市北大町25-5ひみ番屋街

魚蔵ゑびす屋

小売

氷見市北大町25-5道の駅氷見番屋街内

魚民

氷見店

TEL
0766-72-3400
西の番屋

グルメ

氷見市加納436-1

極 Ban Gyu

グルメ

氷見市北大町25-5ひみ番屋街

0766-75-3973

九殿浜温泉 ひみのはな

その他(宿泊施設等)

氷見市姿400

0766-79-1324

江政

小売

氷見市北大町25番5号ひみ番屋街

0766-74-2265

三國屋

小売

氷見市幸町23-17

0766-72-0132

山岸ちまき本舗

小売

氷見市十二町3799-2

0766-72-5032

自家焙煎珈琲＆Cafe Loiter

グルメ

氷見市島尾621-1

0766-50-9975

城山

その他(宿泊施設等)

氷見市阿尾527城山

0766-72-1431

その他(宿泊施設等)

氷見市阿尾3373

0766-74-1155

その他(食料品販売)

氷見市朝日丘1-41

0766-74-1129

西塚ドライブ観光

交通機関

氷見市幸町25-49

0766-72-2184

昔亭

小売

氷見市北大町25-5 ひみ番屋街

0766-73-1010

その他(宿泊施設等)

氷見市比美町７ー２０

0766-75-3533

コンビニ・スーパー

氷見市柳田1166

0766-91-8700

肉の長井

その他(食料品販売)

氷見市丸の内13-18

0766-72-5544

番屋氷見うどん

グルメ

氷見市北大町25-5

0766-72-2286

氷見 牛屋

グルメ

氷見市朝日丘1-41

0766-72-0029

氷見うどん高岡屋本舗

その他(食料品販売)

氷見市伊勢大町1-6-7

0766-72-0819

ひみ番屋街店

粋な民宿
精肉

美岬

牛屋

蔵ステイ池森
大阪屋ショップ

氷見店（※おみやげクーポン券の利用は9/30まで）

氷見うどん美濃屋
氷見温泉郷

魚巡りの宿

氷見温泉郷くつろぎの宿

プラファB棟 1階

0766-74-1033
0766-72-1688

小売

氷見市窪1971-5

0766-54-6645

永芳閣

その他(宿泊施設等)

氷見市阿尾3257

0766-74-0700

うみあかり

その他(宿泊施設等)

氷見市宇波10-1

0766-74-2211

氷見温泉郷総湯

観光施設

氷見市北大町26-78

0766-74-2611

氷見牛専門店

グルメ

氷見市朝日丘3931-1

0766-73-1995

氷見魚市場食堂

グルメ

氷見市比美町435

0766-72-2018

氷見昭和館

観光施設

氷見市柳田526-1

0766-91-4000

浜焼き屋台かぶすや

グルメ

氷見市北大町25-5ひみ番屋街

0766-72-3400

その他(宿泊施設等)

氷見市脇方316-1

0766-75-1496

別館

たなか

潮乃美

富山石油

氷見SS

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 氷見市窪848-1

0766-91-2460

本川藤由商店

小売

氷見市本町1-18

0766-72-0256

民宿

その他(宿泊施設等)

氷見市中波175-1

0766-79-1173

民宿あお

汐風

その他(宿泊施設等)

氷見市阿尾491

0766-74-3300

民宿あおまさ

その他(宿泊施設等)

氷見市窪 3203-1

0766-91-5157

民宿いけもり

その他(宿泊施設等)

氷見市指崎1632

0766-74-6123

民宿わたなべ

その他(宿泊施設等)

氷見市小境４３

0766-78-1118

民宿竹や

その他(宿泊施設等)

氷見市島尾1409-1

0766-91-6555

その他(宿泊施設等)

氷見市島尾2205番地16

0766-91-0026

その他(書店・文具等)

氷見市窪344-1

0766-91-8881

麺屋いく蔵

グルメ

氷見市北大町25-5

麺処

グルメ

氷見市諏訪野9-18

0766-72-8252

民宿美浜荘
明文堂書店TSUTAYA

氷見店

よしだや

有限会社

中村海産

ひみ番屋街

080-3744-7112

小売

氷見市伊勢大町2-13-5

0766-72-0596

有限会社信貴館

その他(宿泊施設等)

氷見市本町17番19号

0766-72-3000

洋食屋ハロー番屋街店

グルメ

氷見市北大町25-5

0766-72-2286

洋食屋ハロー本店

グルメ

氷見市伊勢大町1-2-9

0766-74-0086

料理旅館はしもと屋

その他(宿泊施設等)

氷見市中田733

0766-79-1025

和風温泉元湯

その他(宿泊施設等)

氷見市阿尾2810

0766-72-2503

小売

氷見市鞍川77-5

0766-72-1074

グルメ

小矢部市西中野898

0766-67-3399

叶

和洋菓子司さか志り
小矢部市
８番らーめん

小矢部店

Cafe Bush Warbler

その他(カフェ・スイーツ等) 小矢部市安楽寺1120

ENEOS 津沢ＳＳ

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 小矢部市新西401

GUESS三井アウトレットパーク北陸小矢部 その他(衣料品・装飾品等) 小矢部市西中野972-1

0766-50-8404
0766-61-2668
区画1420

0766-30-2275

SEIKO OUTLET 北陸小矢部店

その他(宝飾・時計・眼鏡等) 小矢部市西中野972-1 三井アウトレットパｰク北陸小矢部 0766-67-7753

ＳＭ２ OUTLET 北陸小矢部

その他(衣料品・装飾品等)

小矢部市西中野972-1 三井アウトレットパｰク北陸小矢部

0766-67-7756

the Made In

小売

小矢部市西中野972-1 三井アウトレットパーク 北陸小矢部 1F

0766-78-3223

店舗名

業種

V・drug津沢店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 小矢部市新西186-1

住所

TEL
0766-30-3270

アルビス

いするぎ駅店

コンビニ・スーパー

小矢部市石動町17-17

0766-68-1691

アルビス

小矢部店

コンビニ・スーパー

小矢部市桜町1816番地

0766-68-3366

ウエルシア小矢部石動駅店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 小矢部市石動町17-21

0766-67-5730

オアシスハウス

観光施設

小矢部市鷲島10番地

0766-68-0932

クスリのアオキ小矢部桜町店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 小矢部市桜町1365-1

0766-30-3621

クスリのアオキ小矢部中央店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 小矢部市本町5番32号

0766-67-8806

クロスランドタワー

観光施設

小矢部市鷲島10番地

0766-68-0932

サンキュー

コンビニ・スーパー

小矢部市埴生296

0766-67-5539

セブンイレブン小矢部芹川店

コンビニ・スーパー

小矢部市芹川3917番

0766-68-3703

セブンイレブン小矢部市役所前店

コンビニ・スーパー

小矢部市本町1224

0766-68-0715

観光施設

小矢部市鷲島10番地

0766-68-0932

小矢部店

ダ・ビンチ

テクノミュージアム

ドラッグコスモス石動店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 小矢部市今石動2丁目12-15

0766-67-2592

パターゴルフ

スポーツ

小矢部市鷲島10番地

0766-68-0932

ファミリーマート おやべ岡

コンビニ・スーパー

小矢部市岡146番地

0766-68-2823

ファミリーマート 小矢部アウトレットパーク コンビニ・スーパー

小矢部市西中野972-1

0766-67-7813

ファミリーマート 小矢部茄子島

コンビニ・スーパー

小矢部市茄子島183番1

0766-68-1125

ファミリーマート 小矢部芹川

コンビニ・スーパー

小矢部市芹川158番1

0766-67-7017

ファミリーマート 小矢部埴生北

コンビニ・スーパー

小矢部市埴生392番地

0766-68-1522

ファミリーマート 小矢部西中

コンビニ・スーパー

小矢部市西中196番地16

0766-68-0056

ファミリーマート 小矢部川SA上り店

コンビニ・スーパー

小矢部市浅地字浄土寺171番3

0766-61-3583

ファミリーマート 小矢部蓑輪

コンビニ・スーパー

小矢部市蓑輪305番地1

0766-61-1520

マツモトキヨシ OUTLET 三井アウトレットパーク北陸小矢部店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 小矢部市西中野972-1 三井アウトレットパーク北陸小矢部 0766-67-7760

マツモトキヨシ

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 小矢部市綾子3979番

0766-68-3577

ヤマダデンキ テックランド小矢部店

その他(電子機器・家電等) 小矢部市今石動町二丁目6-32

0766-50-8027

リカーショップたなか

小売

小矢部市新西216-4

0766-61-2053

ローソン小矢部川サービスエリア下り線

コンビニ・スーパー

小矢部市戸久字殿山4682

0766-54-0839

四季菜

グルメ

小矢部市後谷389-3

0766-67-8916

その他(宿泊施設等)

小矢部市名ケ滝378

0766-67-1122

小売

小矢部市野端76-1

0766-67-6350

グルメ

小矢部市本町5-1

0766-67-0554

小売

小矢部市戸久字殿山4682

0766-54-0839

小矢部店

ままや

宮島温泉

滝乃荘

時計・宝石・めがね・補聴器

ツツ井

小川屋
小矢部川サービスエリア下り線

売店

西日本宇佐美 ８号小矢部バイパスＳＳ

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 小矢部市芹川5234-1

0766-50-8971

千羽平ゴルフクラブ

スポーツ

小矢部市蓑輪字千羽山24番地

0766-61-4341

総合宴会場ばんば

グルメ

小矢部市中央町4-15

0766-67-0032

天然温泉

観光施設

小矢部市西中野1086-1

0766-92-2626

道の駅メルヘンおやべ

観光施設

小矢部市桜町1535-1

0766-68-3811

日本料理

越前

グルメ

小矢部市中央町5-10

0766-67-0032

薄氷本舗

五郎丸屋

小売

小矢部市中央町5-5

0766-67-0039

その他(宿泊施設等)

小矢部市鷲島65-1おやべクロスランドホテル

0766-67-1700

グルメ

小矢部市西中野972-15008

0766-78-3253

風の森

花水木
氷見海鮮丼

粋鮨

冨田石油

アメニティプラザ石動

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 小矢部市芹川3956-1

0766-68-2838

有限会社

中田酒販

小売

小矢部市本町7-7

0766-67-0344

グルメ

小矢部市新西163-1

0766-61-1234

料亭

砺中

