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
店舗名
入善町

2294

令和4年9月30日 現在

件

業種

住所

(有)入善タクシー

交通機関

下新川郡入善町入膳7051

V・drug入善店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 下新川郡入善町上野1285

Yショップ入善駅前店

コンビニ・スーパー

下新川郡入善町入膳5439-5

0765-72-1988

アルビス

コンビニ・スーパー

下新川郡入善町上野1296-1

0765-74-2111

オートバックス 入善店

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 下新川郡入善町椚山1234-1

076-574-1199

クスリのアオキ入善店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 下新川郡入善町椚山1359番

0765-74-7880

その他(食料品販売)

0765-74-9144

入善店

コーヒーのとみかわ

入善 コスモ21店

TEL
0765-72-1141
きららの里

下新川郡入善町椚山1336（コスモ21内）

0765-74-2488

ドラッグコスモス入善店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 下新川郡入善町椚山744-1

0765-74-8011

バーデン明日

その他(宿泊施設等)

下新川郡入善町舟見1677番地1

0765-78-2525

その他(宿泊施設等)

下新川郡入善町舟見1677番地1

0765-78-2525

バロー入善店

コンビニ・スーパー

下新川郡入善町椚山1336

0765-74-9177

ファミリーマート 入善くぬぎ山

コンビニ・スーパー

下新川郡入善町椚山1213番地

0765-72-5608

ファミリーマート 入善下上野

コンビニ・スーパー

下新川郡入善町上野837番地1

0765-74-6010

ファミリーマート 入善高校前

コンビニ・スーパー

下新川郡入善町入膳3881-1

0765-74-7818

メガネハウス 入善店

その他(宝飾・時計・眼鏡等) 下新川郡入善町椚山1230-1

0765-74-8083

ヤマダデンキ テックランド入善店

その他(電子機器・家電等) 下新川郡入善町上野9001

0765-74-2600

ローソン

入善上飯野店

コンビニ・スーパー

下新川郡入善町上飯野402-1

0765-72-1832

ローソン

入善上野店

コンビニ・スーパー

下新川郡入善町上野7253-2

0765-72-1739

ローソン

入善町舟見店

コンビニ・スーパー

下新川郡入善町舟見666-1

0765-78-2777

その他(宿泊施設等)

下新川郡入善町入膳6265

0765-72-1108

バーデン明日

食事処「和」

清八楼

西日本宇佐美 ８号入善黒部バイパスＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 下新川郡入善町上飯野672-1
大阪屋ショップ

入善

入善店（※おみやげクーポン券の利用は9/30まで）

牡蠣ノ星

明文堂書店TSUTAYA

新入善店

有限会社 はな膳

0765-74-0405

コンビニ・スーパー

下新川郡入善町上野7141

0765-74-0330

グルメ

下新川郡入善町下飯野251-1

0765-76-0065

グルメ

下新川郡入善町椚山1178

0765-74-1930

小売

下新川郡入善町椚山1231番地

0765-72-5520

黒部市
100円ショップポピア

黒部メルシー店

その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 黒部市新牧野311 黒部ショッピングセンタｰ メルシｰ

0765-52-5255

100満ボルト黒部店

その他(電子機器・家電等) 黒部市植木775-1

0765-32-5511

８番らーめん

グルメ

黒部市荻生1651-1

0765-32-4838

その他(衣料品・装飾品等) 黒部市前沢1512-1

0765-57-3488

黒部店

AOKI黒部店
BOOKSなかだ

黒部店

その他(書店・文具等)

黒部市新牧野311

その他(衣料品・装飾品等)

黒部市新牧野311

HoLo家

その他(宿泊施設等)

黒部市宇奈月温泉330-26HoLo家

0765-32-3468

Parade黒部

その他(クツ・カバン・旅行用品等)

黒部市荻生7686

0765-32-4192

PLANT 黒部店

コンビニ・スーパー

黒部市立野175-1

0765-55-1300

グルメ

黒部市天神新444-9 K-HALL1F

0765-32-3218

F.O.KIDS メルシー店

Reiwa Pancake
SHOES SHOP

あさひ

その他(クツ・カバン・旅行用品等) 黒部市新牧野311

メルシｰ内

黒部ショッピングセンター

0765-52-5630
メルシー

黒部ショッピングセンタｰ メルシｰ

0765-32-5184

0765-54-1206

V・drug黒部店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 黒部市植木135

0765-57-1101

VIEILLE

グルメ

黒部市天神新353-1

0765-54-1000

ＹＫＫセンターパーク

グルメ

黒部市吉田200

0765-54-8181

アルビス

コンビニ・スーパー

黒部市前沢1016

0765-52-1197

アルペンチーズケーキ

小売

黒部市宇奈月温泉 260

1Ｆ

0765-62-2055

いけじりの酒店

小売

黒部市宇奈月温泉252番地5

0765-62-1403

ウエルシア

黒部店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 黒部市生地中区217番地1

076-554-9006

ウエルシア黒部荻生店

黒部生地店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 黒部市荻生1660番地

076-533-5255

ウエルシア黒部三日市店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 黒部市三日市1272番地1

076-554-5083

うなづき食菜館

小売

黒部市宇奈月町下立687うなづき食菜館

0765-65-1410

うなづき薬局

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連)

黒部市宇奈月町浦山804-1うなづきショッピングセンタｰ

0765-65-9383

おみやげ処黒部

小売

黒部市若栗3210-3ＪＲ黒部宇奈月温泉構内

0765-56-6311

お酒のお宿喜泉

その他(宿泊施設等)

黒部市宇奈月町音澤1387

0765-62-1321

カフェ

その他(カフェ・スイーツ等) 黒部市宇奈月温泉294-1

0765-62-1255

カルビ大将 黒部店

グルメ

黒部市荻生7176番1

0765-57-1050

きときと寿し黒部店

グルメ

黒部市前沢1549

0765-57-2488

モーツァルト

いらっせ

店舗名
クスリのアオキ黒部中央店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 黒部市牧野817番1

TEL
0765-54-0066

クスリのアオキ堀高店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 黒部市堀高95番1

0765-57-2660

グランヴィリオホテル宇奈月温泉

その他(宿泊施設等)

黒部市宇奈月温泉7-26

050-5211-5770

ココス黒部店

グルメ

黒部市荻生金屋5263-2

0765-54-9033

こられっと

小売

黒部市堀切925

0765-32-3621

ザ・ストア・フォー・キッズ

その他(ベビー・キッズ関連) 黒部市新牧野311 黒部ショッピングセンタｰ メルシｰ

0765-32-5129

さごじょう

グルメ

0765-57-3566

サニードライ

メルシー店

サン柳亭
シメノドラッグ

黒部店

ダイニングカフェ

スワロー

業種

住所

黒部市三日市1219-1

その他(ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・ﾗﾝﾄﾞﾘｰ等) 黒部市新牧野311 黒部ショッピングセンタｰ メルシｰ

0765-54-0428

その他(宿泊施設等)

0765-62-1336

黒部市宇奈月温泉1397--2

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 黒部市牧野721番地

0765-54-5347
0765-54-4111

グルメ

黒部市新牧野311

つぼや菓子店

小売

黒部市宇奈月温泉294-3

0765-62-1256

とうふ&スイーツの店やまとや

小売

黒部市宇奈月温泉252-1

07-6562-1704

トヨタレンタカー黒部宇奈月温泉駅前店

交通機関

黒部市若栗3255

0765-52-0100

ナチュラルウェア&雑貨 KIKI

その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 黒部市新牧野311 黒部ショッピングセンタｰメルシｰ

0765-56-9990

パティスリー・ジュメル

その他(カフェ・スイーツ等) 黒部市牧野881-1

0765-56-7065

ファッションオギノ

ラシュール

黒部ショッピングセンタｰ メルシｰ

その他(衣料品・装飾品等) 黒部市新牧野311 黒部ショッピングセンタｰ メルシｰ

0765-54-2610

ファミリーマート 黒部インター口

コンビニ・スーパー

黒部市荻生4406-1

0765-52-2080

ファミリーマート 黒部宇奈月

コンビニ・スーパー

黒部市宇奈月町浦山522番地1

0765-65-1541

ファミリーマート 黒部三日市

コンビニ・スーパー

黒部市牧野2023番地

0765-56-5010

ファミリーマート 黒部植木

コンビニ・スーパー

黒部市植木510番地1

0765-52-0266

ファミリーマート 黒部生地

コンビニ・スーパー

黒部市生地神区392-1

0765-54-1651

ファミリーマート 黒部生地漁港前

コンビニ・スーパー

黒部市飯沢731番1

0765-52-4523

ファミリーマート 黒部前沢

コンビニ・スーパー

黒部市前沢1530番地1

0765-52-2485

ファミリーマート 黒部飯沢

コンビニ・スーパー

黒部市飯沢174番地1

0765-52-5520

ファミリーマート 黒部立野東

コンビニ・スーパー

黒部市立野165番地1

0765-57-0671

ほっかほっか亭

小売

黒部市新牧野311

0765-54-3946

その他(宿泊施設等)

黒部市天神新353-1

0765-54-1000

ホテル黒部

その他(宿泊施設等)

黒部市宇奈月温泉7番地ホテル黒部

0765-62-1331

ます寿司屋ヒロ助

小売

黒部市宇奈月町下立2779番地

0765-65-0011

マックスバリュ黒部コラーレ前店

コンビニ・スーパー

黒部市植木771番1

0765-54-3522

メガネのハラダ黒部店

その他(宝飾・時計・眼鏡等) 黒部市三日市1886-1

0765-54-9600

メガネハウス 黒部店

その他(宝飾・時計・眼鏡等) 黒部市牧野866-1

0765-32-5885

モンテアン

その他(理美容・エステ等) 黒部市新牧野311 黒部ショッピングセンタｰメルシｰ

0765-54-3333

やきとり

0765-54-2221

メルシー店

ホテルアクア黒部

アクアショップ

小売

黒部市新牧野311

レストプラザ柏や

小売

黒部市宇奈月温泉372

0765-62-1607

ローソン

宇奈月温泉店

コンビニ・スーパー

黒部市宇奈月温泉5532-11

0765-62-9111

ローソン

黒部インター東店

コンビニ・スーパー

黒部市若栗字川端割3582

0765-57-3208

ローソン

黒部駅前店

コンビニ・スーパー

黒部市天神新444-9

0765-57-1339

ローソン

黒部犬山店

コンビニ・スーパー

黒部市犬山221-1

0765-52-2289

ローソン

黒部古御堂店

コンビニ・スーパー

黒部市古御堂111

0765-54-1880

わらびや

グルメ

黒部市宇奈月温泉342-20

0765-62-1548

烏帽子山荘

その他(宿泊施設等)

黒部市宇奈月温泉5351

0765-62-1310

グルメ

黒部市前沢1556

0765-52-0088

交通機関

黒部市黒部奥山国有林41

0765-62-1011

宇奈月温泉駅売店

観光施設

黒部市宇奈月温泉260

0765-62-1320

宇奈月麦酒館

グルメ

黒部市宇奈月町下立687宇奈月麦酒館

0765-65-2277

延楽

その他(宿泊施設等)

黒部市宇奈月温泉347-1

0765-62-1211

河鹿

グルメ

黒部市宇奈月温泉330ｰ19

0765-62-1505

株式会社宇奈月延対寺荘

その他(宿泊施設等)

黒部市宇奈月温泉53

0765-62-1234

株式会社高岡商店

小売

黒部市飯沢729

0765-56-8611

魚の駅「生地」

小売

黒部市生地中区265魚の駅「生地」

0765-57-0192

原信

コンビニ・スーパー

黒部市荻生7686

0765-54-5111

源黒部インター店

小売

黒部市荻生4081

0765-54-4108

紅茶販売店グレイスピース

小売

黒部市宇奈月温泉324-1

0765-62-9211

黒部・宇奈月温泉

その他(宿泊施設等)

黒部市宇奈月温泉352番地7

0765-62-1311

大阪王将

はなまる

黒部ショッピングセンタｰ メルシｰ

黒部店

黒部峡谷鉄道

欅平駅

黒部店

やまのは

黒部ショッピングセンタｰ メルシｰ

店舗名
黒部・宇奈月温泉

桃源

黒部・宇奈月温泉

桃源

売店

業種
その他(宿泊施設等)

住所
黒部市宇奈月温泉22-1

TEL
0765-62-1131

桃源小町 その他(宿泊施設等)

黒部市宇奈月温泉22-1

0765-62-1131

黒部峡谷鉄道

宇奈月駅

交通機関

黒部市黒部峡谷口9番地

0765-62-1011

黒部峡谷鉄道

鐘釣駅

交通機関

黒部市黒部奥山国有林46

0765-62-1011

黒部峡谷鉄道「鐘釣売店」

小売

黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山

0765-62-1007

黒部峡谷鉄道「欅平売店」

小売

黒部市宇奈月町黒部字黒部奥山

0765-62-1007

黒部峡谷鉄道「宇奈月売店」

小売

黒部市黒部峡谷口9番地

0765-62-1007

黒部市芸術創造センター

グルメ

黒部市宇奈月温泉6番地3

0765-62-2000

黒部市地域観光ギャラリー 「のわまーと」 小売

黒部市若栗3212-1

0765-57-2853

彩菜福菜

その他(食料品販売)

黒部市新牧野311

0765-52-3324

桜井交通株式会社

交通機関

黒部市三日市3206

0765-52-1280

四十物昆布

小売

黒部市生地中区339-5

0765-57-0321

グルメ

黒部市宇奈月温泉

090-6272-4498

小売

黒部市宇奈月温泉294-3

0765-62-1731

酒と肴とラーメン

セレネ

おかめん

酒井菓子舗

黒部ショッピングセンタｰ メルシｰ

330-22太田ビル102号

昌栄堂黒部本店

小売

黒部市三日市1078-1

0765-54-0002

焼きたてパン

小売

黒部市新牧野311 黒部ショッピングセンタｰメルシｰ

0765-54-2653
076-557-0771

farine(ファリーヌ)

焼肉ひろ亭

グルメ

黒部市三日市1219-1

鐘釣温泉旅館

その他(宿泊施設等)

黒部市宇奈月町黒部字黒部

食彩処

グルメ

黒部市若栗2801-1

0765-32-3015

水の時計

グルメ

黒部市荻生2671-3

0765-57-3251

西日本宇佐美 ８号黒部ＳＳ

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 黒部市三日市金屋2117-3

0765-54-2210

惣菜barカタコト屋

グルメ

0765-54-4597

多喜屋薬局

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 黒部市宇奈月温泉372-1

0765-62-1525

仁助

奥山国有林46ハ小班 0765-62-1103

黒部市三日市807-6

大阪屋ショップ

メルシー店（※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

黒部市新牧野311

0765-54-1516

大阪屋ショップ

宇奈月店（※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

黒部市宇奈月町浦山954

0765-65-0333

大阪屋ショップ

黒部店（※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

黒部市植木125番1

0765-56-5880

小売

黒部市宇奈月温泉250-1

0765-62-1615

中島観光百貨店

小売

黒部市宇奈月温泉383ｰ1

0765-62-1314

練り天屋

その他(食料品販売)

黒部市堀切925-1

0765-56-8064

田舎バウムふくる

小売

黒部市若栗2803番1

0765-32-3372

田舎パン

パパぱんの店

その他(食料品販売)

黒部市牧野680番地

0765-57-1624

湯快リゾート

黒部・宇奈月温泉

その他(宿泊施設等)

黒部市宇奈月温泉267

0570-550-078

小売

黒部市宇奈月温泉294-1

0765-62-1144

小売

黒部市宇奈月温泉384

0765-62-1159

中島屋
生地蒲鉾

宇奈月グランドホテル

福多屋菓子舗
米澤商店
北辰自動車工業株式会社

くろべ中央SS

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 黒部市前沢1581

0765-54-1166

北辰自動車工業株式会社

桜井SS

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 黒部市三日市946番地

0765-54-0166

味処かつま

グルメ

黒部市三日市822阿原ビル1階

0765-56-8502

民宿

その他(宿泊施設等)

黒部市前沢2657

0765-52-1635

その他(宿泊施設等)

黒部市宇奈月町浦山欅平

0765-52-1355

その他(書店・文具等)

黒部市荻生7419

0765-52-5200

小売

黒部市宇奈月温泉461-3

0765-62-2008

うな新

名剣温泉
明文堂書店TSUTAYA

黒部店

有磯きときと庵
魚津市
(株)SHIMARS DD魚津店

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 魚津市吉島 1-6-16

0765-24-9438

８番らーめん

グルメ

0765-24-7940

魚津店

AOKI魚津店
BOOKSなかだ

魚津店

BOQUERIA
office Vox

0765-24-7888

その他(書店・文具等)

魚津市上村木413-1

0765-24-9905

グルメ

魚津市駅前新町1101-8KMビル2F

080-2130-5118

アップルヒル内

その他(書店・文具等)

魚津市上村木413-1アップルヒル内

0765-24-9982

Parade魚津

その他(クツ・カバン・旅行用品等)

魚津市上村木2-908

0765-23-9110

PARQS UOZU

その他(衣料品・装飾品等) 魚津市上村木1-17-7

Rigoletto

グルメ

魚津市上村木1-11-6

その他(書店・文具等)

魚津市吉島226-1

TSUTAYA

魚津店

魚津市上村木2-3-33

その他(衣料品・装飾品等) 魚津市本江字中ﾉ坪1082

魚津店

0765-22-7335
2F

070-8449-6932
0765-23-9230

V・drug魚津店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 魚津市上村木413-1 アップルヒル内

0765-23-1111

V・drug魚津南店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 魚津市大光寺380

0765-32-3224

あかね屋

小売

魚津市三ケ1390

アパホテル〈魚津駅前〉

その他(宿泊施設等)

魚津市釈迦堂1-1

魚津水族館レストハウス

0765-24-8817
0765-22-8111

イタリアントマトCafeJr.魚津アップルヒル店 グルメ

店舗名

業種

住所
魚津市上村木413アップルヒル1F

TEL
0765-32-3113

インド料理インディラ魚津店

グルメ

魚津市吉島510

0765-24-1779

ウエルシア魚津吉島西店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 魚津市吉島1300

076-523-2007

ウエルシア魚津上村木店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 魚津市上村木2丁目9-22

0765-22-1726

ウエルシア魚津住吉店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 魚津市住吉587-1

076-523-5261

エルサカエ魚津店

その他(宝飾・時計・眼鏡等) 魚津市住吉600

0765-23-4211

オートバックス 魚津店

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 魚津市吉島1058

0765-22-1919

お宿いけがみ

その他(宿泊施設等)

魚津市北山684

0765-33-9321

カレーハウスCoCo壱番屋魚津吉島店

グルメ

魚津市吉島2128-2

0765-23-6127

クスリのアオキ吉島店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 魚津市北鬼江311番1

0765-25-1501

クスリのアオキ魚津店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 魚津市大字上村木町920番1

0765-25-0555

クスリのアオキ新宿店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 魚津市新宿5番3号

0765-22-8868

ケイソン北鬼江店

小売

魚津市北鬼江2830

0765-24-6272

ケイソン冷蔵

小売

魚津市北中691番地1

0765-24-2100

ケーズデンキ 魚津店

1階

その他(電子機器・家電等) 魚津市江口236番地

0765-23-0611

その他(食料品販売)

魚津市駅前新町5-30（サンプラザ内）

0765-24-5184

ココス魚津アップルヒル店

グルメ

魚津市上村木413

0765-23-9276

コメダ珈琲

グルメ

魚津市吉島259-1

0765-32-4511

コーヒーのとみかわ

魚津 サンプラザ店

魚津店

シメノドラッグ

魚津店

シャトレーゼ魚津店
しゃぶしゃぶ温野菜
ジョーシン

魚津店

魚津店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 魚津市北鬼江1丁目5番10号

0765-23-6077

その他(カフェ・スイーツ等) 魚津市下村木町3771-9

0765-24-7775

グルメ

0765-32-4429

魚津市吉島258-1

その他(電子機器・家電等) 魚津市吉島928

0765-22-1411

スカイホテル魚津アネックス

その他(宿泊施設等)

0765-24-9339

スギ薬局魚津本江店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 魚津市本江2571番地1

0765-32-3680

スシロー魚津店

グルメ

魚津市吉島547-1

0765-24-3401

セブンイレブン魚津江口

コンビニ・スーパー

魚津市吉島934-1

0765-22-7113

セブンイレブン魚津釈迦堂１丁目店

コンビニ・スーパー

魚津市釈迦堂1丁目12-3

076-524-5060

セブンイレブン魚津上村木

コンビニ・スーパー

魚津市上村木2-9-24

0765-24-8835

タツミヤ魚津店

その他(衣料品・装飾品等) 魚津市上村木字上原田413アップルヒル1Ｆ

0765-23-1143

その他(食料品販売)

魚津市仏又556-2

0765-24-0339

ヌードルハーツ

グルメ

魚津市吉島4330

0765-22-5566

ハマオカ海の幸

小売

魚津市港町3ｰ1

0765-22-0954

ハリカ魚津店

小売

魚津市上村木1-1-5

0765-24-0500

バロー魚津店

コンビニ・スーパー

魚津市上村木413

0765-23-1511

ファミリーマート 魚津シーサイド

コンビニ・スーパー

魚津市港町9番8号

0765-23-9006

ファミリーマート 魚津吉島

コンビニ・スーパー

魚津市吉島41番地1

0765-22-1770

ファミリーマート 魚津江口

コンビニ・スーパー

魚津市江口1095番地3

0765-22-2320

ファミリーマート 魚津住吉

コンビニ・スーパー

魚津市住吉1602番地8

0765-22-0115

ファミリーマート 魚津新角川

コンビニ・スーパー

魚津市新角川二丁目5番3号

0765-25-0067

ファミリーマート 魚津東町

コンビニ・スーパー

魚津市東町21番30号

0765-22-1766

ファミリーマート 魚津北鬼江

コンビニ・スーパー

魚津市北鬼江二丁目15番24号

0765-22-1226

ファミリーマート 魚津北鬼江西

コンビニ・スーパー

魚津市北中424番地4

0765-22-0630

ふれあい牧場フロンティア

観光施設

魚津市三ケ1181-1

ホテルグランミラージュ

その他(宿泊施設等)

魚津市吉島1-1-20

0765-24-4411

ホテル美浪館

グルメ

魚津市釈迦堂１－１３－５

0765-22-7303

ホテルルートイン魚津

その他(宿泊施設等)

魚津市上村木2丁目3番39号

0765-22-7411

マサ美容室

その他(理美容・エステ等) 魚津市東町10-7

0765-22-3974

むつみや

その他(衣料品・装飾品等) 魚津市新宿7ｰ11

0765-24-1347

メガネのハラダ魚津店

その他(宝飾・時計・眼鏡等) 魚津市北鬼江1-5-7

0765-22-5200

メガネハウス 魚津店

その他(宝飾・時計・眼鏡等) 魚津市住吉548-1

0765-22-8707

ヤマダデンキ テックランド魚津店

その他(電子機器・家電等) 魚津市吉島4216-1

0765-22-7161

ユニクロ 魚津店

その他(衣料品・装飾品等) 魚津市上村木659-6

0765-25-1025

ラスコリナス魚津2号店

その他(衣料品・装飾品等)

魚津市住吉600番地ＭＥＧＡドン・キホｰテＵＮＹ魚津店2Ｆ

0765-23-4156

とみかわコーヒー

本店

ミラｰジュランド内

090-6195-2865

魚津市住吉600MEGAドン・キホｰテUNY魚津店

0765-23-4278

レストランミラヴェール

グルメ

魚津市吉島1-1-20

0765-24-4411

ローソン

コンビニ・スーパー

魚津市上村木1-701

0765-23-4739

リブラン

MAGAドン・キホーテUNY魚津店 小売

魚津市駅前新町3-1

魚津上村木店

店舗名
ローソン

魚津青島店

業種
コンビニ・スーパー

住所
魚津市青島840-1

TEL
0765-23-1310

ローソン

魚津青柳店

コンビニ・スーパー

魚津市青柳248-1

0765-22-1563

ローソン

魚津大光寺店

コンビニ・スーパー

魚津市大光寺坊丸1327-4

0765-23-6339

ローソン

新川文化ホール前店

コンビニ・スーパー

魚津市慶野245-1

0765-22-8661

一笑庵

小売

魚津市友道1398-10

0765-24-2525

芋かいもちの源七

小売

魚津市六郎丸4531-1

0765-22-4857

海の駅蜃気楼

売店じゃんとこい市

小売

魚津市村木定坊割2500-2

海の駅蜃気楼

0765-24-4301

海の駅蜃気楼

浜焼きコーナー

グルメ

魚津市村木定坊割2500-2

海の駅蜃気楼

0765-24-4301

株式会社

長岡酒店

小売

魚津市三田274-5

株式会社かねみつ併設直売店舗

小売

魚津市大光寺1350番地

株式会社金閣自動車商会

交通機関

魚津市本町2丁目14-28

0765-22-1030

㈱高木商店

小売

魚津市上口1-5-31

0765-22-0566

丸三石油(株)

魚津バイパスSS

0765-24-8699
併設直売店舗

0765-24-3435

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 魚津市吉島538-1

0765-23-0033

吉野家

魚津店

グルメ

0765-22-7240

牛島屋

魚津店

魚津市上村木848-2

その他(衣料品・装飾品等) 魚津市上村木1丁目1-17

0765-24-5160

魚づ鱒寿し店

小売

魚津市駅前新町701

0765-24-3761

魚津ダイニング三三五五

グルメ

魚津市釈迦堂1-14-17

0765-24-5262

魚津マンテンホテル駅前

その他(宿泊施設等)

魚津市釈迦堂1-14-8

0765-25-0100

魚津水族館真珠コーナー

小売

魚津市三ケ1390

0765-24-6129

魚民

魚津スカイホテル店

レストハウス1F

グルメ

魚津市駅前新町3-1 スカイホテル魚津アネックス 1階

0765-22-4188

金太郎温泉

その他(宿泊施設等)

魚津市天神野新6000番地

0765-24-1220

元祖

仁右衛門家

その他(宿泊施設等)

魚津市北山702

0765-33-9221

原信

魚津店

コンビニ・スーパー

魚津市江口39

0765-25-1515

グルメ

魚津市駅前新町3-1 スカイホテル魚津アネックス 1階

0765-22-4788

グルメ

魚津市大光寺1520

0765-32-5247

小政寿司

グルメ

魚津市上村木1-6-9

昌栄堂アップルヒル店

小売

魚津市上村木413

増重

グルメ

魚津市駅前新町9-25

0765-24-1286

太陽スポーツ魚津店

その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 魚津市上村木2-3-30

0765-24-2411

大戸屋

山内農場

魚津スカイホテル店

酒菜家

おあじ

魚津店

魚津店

0765-22-5383
魚津アップルヒル

0765-23-1108

グルメ

魚津市吉島260-1

0765-32-3747

大阪屋ショップ

サンプラザ店（※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

魚津市駅前新町5-30

0765-24-2323

大阪屋ショップ

魚津釈迦堂店（※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

魚津市釈迦堂1丁目801番地

0765-23-5252

大阪屋ショップ

魚津本江店（※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

魚津市本江1丁目1番

0765-25-1800

グルメ

魚津市村木定坊割2500-2

0765-33-5755

小売

魚津市中央通り1丁目7-12

0765-22-0857

海鮮食堂

喜見城

鷹休漆器店
沢井生花店

その他(花卉・農産物・青果等) 魚津市中央通り2-1-18

0765-22-0151

グルメ

魚津市北鬼江2-16-6

0765-23-0029

朝野商店

小売

魚津市東町14-7

0765-22-4460

超B型なお店CANDY

小売

魚津市駅前新町5-30魚津サンプラザ2Ｆ

0765-23-5353

日本料理

グルメ

魚津市駅前新町2-15

0765-24-9411

その他(宿泊施設等)

魚津市駅前新町4-1

0765-24-9333

尾崎かまぼこ館

小売

魚津市友道1153-1

品川石油

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 魚津市本江1118

0765-22-1572

炭火焼肉

米沢亭

魚津店

三玄

日本料理かづみ野

スカイホテル魚津

魚津ＳＳ

尾崎かまぼこ館

0765-24-6666

浜多屋

魚津駅前店

グルメ

魚津市釈迦堂1-15-8

0765-23-5775

浜多屋

本店

グルメ

魚津市末広町9-7

0765-24-2345

富山石油

魚津SS

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 魚津市双葉町3-12

0765-22-0342

富山石油

魚津東SS

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 魚津市吉島595

0765-24-0002

文苑堂書店魚津サンプラザ店

その他(書店・文具等)

魚津市駅前新町 5-30

0765-23-0910

満天の湯

観光施設

魚津市住吉535-1

0765-24-4126

魚津市湯上字三ッ穴割848

0765-22-3356

魚津市湯上字三ッ穴割848

0765-22-3356

魚津店

有磯海サービスエリア下り線

しんきろうハウス 小売

有磯海サービスエリア下り線

レストラン グルメ

有磯海サービスエリア下り線売店

小売

魚津市湯上字三ツ穴割848

0765-22-3356

和の膳

グルメ

魚津市駅前新町10-15

0765-24-1691

小売

魚津市駅前新町9-12

0765-24-0381

交通機関

下新川郡朝日町泊432-1

0765-83-0271

うらら

鮨蒲本舗

河内屋本店

朝日町
(有)黒東自動車商会

店舗名
カナショク セルフ朝日店

その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 下新川郡朝日町平柳256

TEL
0765-82-0077

クスリのアオキ泊駅前店

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 下新川郡朝日町平柳1247番1

0765-83-8775

シメノドラッグ

朝日店

業種

住所

その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 下新川郡朝日町平柳1136番1

0765-83-9955

デイリーヤマザキ 越中境ＰＡ（上り）

コンビニ・スーパー

下新川郡朝日町境字馬場山156-1

0765-83-3412

デイリーヤマザキ 越中境ＰＡ（下り）

コンビニ・スーパー

下新川郡朝日町境字馬場山102

0765-83-3620

なないろＫＡＮ

グルメ

下新川郡朝日町横水300

0765-83-3700

ファミリーマート 朝日道下

コンビニ・スーパー

下新川郡朝日町道下1008番地

0765-83-3554

らくち～の

グルメ

下新川郡朝日町舟川新35番地

0765-82-0990

ローソン

朝日町平柳店

なないろＫＡＮ

コンビニ・スーパー

下新川郡朝日町平柳字大門26-1

0765-83-1178

小川温泉元湯ホテルおがわ

その他(宿泊施設等)

下新川郡朝日町湯ノ瀬1

0765-84-8111

城山荘

その他(宿泊施設等)

下新川郡朝日町横尾965-7

0765-82-0280

大阪屋ショップ

アスカ店（※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

下新川郡朝日町平柳688

0765-83-8810

明文堂書店

朝日店

その他(書店・文具等)

下新川郡朝日町909-2

0765-83-3223

その他(宿泊施設等)

下新川郡朝日町沼保1184

0765-82-0011

その他(宿泊施設等)

下新川郡朝日町宮崎3239-1

0765-82-0768

紋左
料理旅館

有磯

