
「地元で愉しもう！とやま観光キャンペーン」参加加盟店
令和4年9月30日 現在

店舗名 業種 住所 TEL

滑川市

(株)SHIMARS　DD滑川店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-476-0581

８番らーめん　滑川店 グルメ 076-475-8721

PLANT-3 滑川店 コンビニ・スーパー 076-476-9711

V・drug滑川西店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-411-9136

V・drug滑川店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-464-6247

ウイング　エール店 その他(衣料品・装飾品等) 076-475-6500

ウエルシア薬局滑川吾妻店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-476-1200

カジュアルウエアと雑貨　あみゅう その他(衣料品・装飾品等) 076-475-7178

カネツル砂子商店ほたるいかミュージアム店 小売 076-476-0303

クスリのアオキうおのみ店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-475-6530

クスリのアオキ下島店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-476-2552

クスリのアオキ滑川店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-471-6320

クスリのアオキ柳原店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-476-0722

シャンパトラ　滑川店 その他(理美容・エステ等) 076-475-8505

ドラッグコスモス上小泉店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-475-3570

バロー滑川店 コンビニ・スーパー 076-475-8211

ファミリーマート 滑川田中町 コンビニ・スーパー 076-476-5977

ファミリーマート 滑川柳原 コンビニ・スーパー 076-476-9101

みちcafewave その他(カフェ・スイーツ等) 076-476-9300

メガネのハラダ滑川店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-476-4788

メガネハウス 滑川店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-475-8083

ヤマダデンキ テックランド滑川店 その他(電子機器・家電等) 076-471-6561

ローソン　滑川インター店 コンビニ・スーパー 076-475-2144

ローソン　滑川下梅沢店 コンビニ・スーパー 076-476-2447

ローソン　滑川上小泉店 コンビニ・スーパー 076-475-1260

ローソン　滑川上梅沢店 コンビニ・スーパー 076-476-0078

海老よし その他(宿泊施設等) 076-475-0356

海老源 その他(宿泊施設等) 076-475-5656

割烹　有磯　スカイホテル滑川 その他(宿泊施設等) 076-475-8833

株式会社　川村水産 小売 076-475-7058

丸三石油(株)　滑川SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-475-7522

蕎麦かふぇ美楽 グルメ 076-482-3094

笹寿司 グルメ 076-475-5716

大阪屋ショップ　エール店（※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 076-475-8511

大阪屋ショップ　パスタ店（※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 076-475-8835

大阪屋ショップ　滑川店（※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 076-411-5800

大衆割烹　喜安 グルメ 076-475-1252

富山石油　早月SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-477-2251

滑川市東福寺野自然公園 観光施設 076-474-1141

福寿し グルメ 076-475-2244

北陸自動車道有磯海サービスエリア （上り線） グルメ 076-471-2601

明文堂書店TSUTAYA　滑川店 グルメ 076-476-4150

有限会社　カネツル砂子商店 小売 076-475-0035

有限会社 石倉石油 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-475-0648

有限会社とやまふるさとセンター 小売 076-475-8899

上市町

ウイング　パル店 その他(衣料品・装飾品等) 076-472-6606

ウエルシアかみいち総合病院前店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-473-8911

クスリのアオキ上市店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-473-2866

シャンパトラ　上市店 その他(衣料品・装飾品等) 076-472-5353

つるぎ恋月 その他(宿泊施設等) 076-472-6333

つるぎの味蔵 小売 076-472-0170

ドラッグコスモス上市店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-472-3562

滑川市柳原61-5

2294

中新川郡上市町横法音寺13-3　

中新川郡上市町法音寺字横市2番1　

中新川郡上市町法音寺1ＳＣパル　

中新川郡上市町湯上野1番地

中新川郡上市町法音寺10-4

中新川郡上市町広野2488

滑川市上小泉2829　

滑川市北町1253　

滑川市魚躬1250　

滑川市中川原410番地　ほたるいかミュｰジアム内

中新川郡上市町法音寺１　SCパル

滑川市魚躬200番1　

滑川市中川原74　

滑川市大掛176-26　

滑川市東福寺野不水掛４１番地

滑川市瀬羽町1878

滑川市栗山字松ｹ窪2913-10　

滑川市上小泉39-1　

滑川市沖田新24番地　

滑川市有金1078　

滑川市下小泉町189-6　

滑川市常盤町181-17　

滑川市上小泉1263　

滑川市下梅沢471-1　

滑川市上小泉字大道2181-7

滑川市上梅沢451-1　

滑川市田中町200-1　

滑川市上小泉2155　

滑川市辰野1375

滑川市三穂町1666　

滑川市上小泉35　

滑川市清水町371番地2　

滑川市中川原410　

滑川市上小泉505-1　

滑川市上小泉1048　

滑川市上小泉1598-6　

滑川市栃山1572　

滑川市柳原21番4　

滑川市常盤町181-17　ＳＣエｰル内　

滑川市魚躬字膏薬1229番172　

滑川市下島146番2　

滑川市上島 21-1　

滑川市上島460番1　

滑川市魚躬210-1　

滑川市沖田新22　

滑川市上小泉舘2170-3　

滑川市田中町16番2　

滑川市常盤町181-17　ＳＣエｰル内　

滑川市吾妻町511　

滑川市常盤町181-17ＳＣエｰル　

滑川市中川原410　

富山県全域

件



店舗名 業種 住所 TEL

ファミリーマート 上市駅前 コンビニ・スーパー 076-473-7778

ファミリーマート 上市女川 コンビニ・スーパー 076-472-1160

ファミリーマート 上市上経田 コンビニ・スーパー 076-472-1150

ファミリーマート 上市中央 コンビニ・スーパー 076-473-7555

ふれあい元気市場つるぎ コンビニ・スーパー 076-482-5448

マックスバリュ上市店 コンビニ・スーパー 076-473-9888

ローソン　上市横越店 コンビニ・スーパー 076-472-4735

ローソン　富山上市久金店 コンビニ・スーパー 076-473-2806

焼肉レストランからしし グルメ 076-472-0044

大岩湯神子温泉 その他(宿泊施設等) 076-472-3111

大阪屋ショップ　パル店（※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 076-472-6668

立山町

COSMEＢＥＡＣＨ 小売 076-405-9286

アルビス　立山インター店 コンビニ・スーパー 076-463-6770

アルペン交通 交通機関 076-463-3315

ウエルシア富山立山店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-462-7050

クスリのアオキ立山店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-462-7111

グリーンパーク吉峰　よしみねハイツ その他(宿泊施設等) 076-483-2828

グリーンビュー立山 その他(宿泊施設等) 076-482-1716

ささら屋　立山本店 小売 076-463-6011

ジョーシン　立山店 その他(電子機器・家電等) 076-462-2711

セブンイレブン立山あるぺん村店 コンビニ・スーパー 076-483-0171

セブンイレブン立山インター店 コンビニ・スーパー 076-463-1977

そば処おきな グルメ 076-463-0880

ドラッグコスモス立山店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-462-7008

ドラッグセイムス　立山店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-462-9127

ファミリーマート 立山大清水 コンビニ・スーパー 076-463-1150

ファミリーマート 立山中央 コンビニ・スーパー 076-463-5783

ファミリーマート 立山二ツ塚 コンビニ・スーパー 076-463-4645

ホテル立山ティーラウンジりんどう グルメ 076-463-3345

ホテル立山レストラン立山 グルメ 076-463-3345

ホテル立山室堂駅売店 その他(宿泊施設等) 076-463-3062

ホテル立山売店 その他(宿泊施設等) 076-463-3062

ホテル立山立山駅売店 その他(宿泊施設等) 076-481-1188

ホテル立山　黒部平駅売店 その他(宿泊施設等) 076-463-5196

ホテル立山　黒部平そばコーナー グルメ 076-463-5196

みくりが池温泉 その他(宿泊施設等) 076-463-1441

よしみね交流館 小売 076-483-8022

ローソン　立山日俣店 コンビニ・スーパー 076-463-3001

室堂ターミナル1階そばコーナー グルメ 076-463-3345

室堂ターミナル1階味覚コーナー グルメ 076-463-3345

越中陶の里　陶農館 その他(代理店・サービス業) 076-462-3929

五十嶋商店 コンビニ・スーパー 076-482-1917

寿し工房大辻　立山本店 小売 076-462-0365

大阪屋ショップ　立山店（※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 076-463-1580

富山県 立山カルデラ砂防博物館 観光施設 076-481-1160

富山県立山博物館 観光施設 076-481-1216

富山石油　立山SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-463-0020

弥陀ヶ原ホテル　売店 その他(宿泊施設等) 076-442-2222

弥陀ヶ原ホテル　レストラン大日 その他(宿泊施設等) 076-442-2222

雷鳥荘 その他(宿泊施設等) 076-463-1664

立山あるぺん村 小売 076-483-2955

立山トラフィックサービス 交通機関 076-481-1315

立山館 その他(宿泊施設等) 076-482-1229

立山交通 交通機関 076-463-1188

立山室堂山荘 その他(宿泊施設等) 076-463-1228

中新川郡立山町室堂みくりが池温泉

中新川郡立山町吉峰野開12　

中新川郡立山町日俣24-1　

中新川郡立山町前沢2180-1

中新川郡立山町日俣16-1

中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂10　

中新川郡立山町前沢1173-6

中新川郡上市町久金新177　

中新川郡上市町正印257　

中新川郡上市町湯神子25　

中新川郡上市町法音寺1　

中新川郡立山町草野149番地　

中新川郡立山町辻64　

中新川郡上市町女川18番1　

中新川郡上市町上経田一丁目3番地　

中新川郡上市町横法音寺82番地1　

中新川郡上市町西中町11　

中新川郡上市町正印257　

中新川郡上市町神田字上川原329-1　

中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外11国有林（室堂）　

中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外11国有林（室堂）　

中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂2　

中新川郡立山町芦峅寺121（黒部平）

中新川郡立山町芦峅寺121（黒部平）　

中新川郡立山町草野147

中新川郡立山町前沢2590-5　

中新川郡立山町大石原75番　

中新川郡立山町吉峰野開12　

中新川郡立山町千寿ケ原　

中新川郡立山町沢端21　

中新川郡立山町大清水517番地2　

中新川郡立山町前沢2322番地の2　

中新川郡立山町二ツ塚287番地1　

中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外11国有林（室堂）　

中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外11国有林（室堂）　

中新川郡立山町利田633　

中新川郡立山町東中野新126　

中新川郡立山町辻54-1　

中新川郡立山町福田296-1　

中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂68　

中新川郡立山町芦峅寺93番1号　

中新川郡立山町米沢33　

中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外11

中新川郡立山町東中野新143-1　

中新川郡立山町千寿ケ原24立山バスセンタｰ　

中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外11国有林（室堂）　

中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外11国有林（室堂）　

中新川郡立山町瀬戸新31　

中新川郡立山町千寿ケ原31五十嶋商店　

中新川郡立山町日俣38-2　

中新川郡立山町日俣16-1　

中新川郡立山町室堂

中新川郡立山町芦峅寺弥陀ヶ原

中新川郡立山町芦峅寺弥陀ヶ原

中新川郡上市町法音寺字八枚田44番1　



店舗名 業種 住所 TEL

鮨処板はし グルメ 076-462-7887

舟橋村

V・drug舟橋店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-464-4121

ローソン　富山舟橋店 コンビニ・スーパー 076-462-8103

舟橋・立山天然温泉 湯めごこち 観光施設 076-464-2600中新川郡舟橋村古海老江256-1　

中新川郡舟橋村舟橋170　

中新川郡立山町前沢新町577　

中新川郡舟橋村竹内524


