
「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

高岡市

(株)SHIMARS　ＤＤ高岡海老坂店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-26-3335

(株)SHIMARS　高岡笹川ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-31-1701

(株)SHIMARS　高岡下田SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-53-5557

(株)SHIMARS　戸出中央ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-63-4550

(株)織田幸銅器 小売 0766-24-6154

＠cosme STORE　イオンモール高岡店 その他(コスメ・化粧品等) 0766-27-2460

100満ボルト高岡店 その他(電子機器・家電等) 0766-50-9740

19HITOYASUMI高岡戸出店 グルメ 0766-63-1160

８番らーめん　戸出店 グルメ 0766-63-5008

８番らーめん　高岡熊野店 グルメ 0766-25-5306

８番らーめん　佐野店 グルメ 0766-28-8339

８番らーめん　赤祖父店 グルメ 0766-26-2008

８番らーめん　中川店 グルメ 0766-25-3083

ABC-MART その他(クツ・カバン・旅行用品等) 0766-32-1100

ABC-MART SPORTS その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

ABstore その他(電子機器・家電等) 0766-32-1100

AMERICAN HOLIC イオンモール高岡 その他(衣料品・装飾品等) 0766-92-0766

AOKI高岡駅南店 その他(衣料品・装飾品等) 0766-21-1488

AOKI高岡横田店 その他(衣料品・装飾品等) 0766-24-6888

ASBee その他(クツ・カバン・旅行用品等) 0766-32-1100

axes femme その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

BARBERSHOP OLDNEW その他(理美容・エステ等) 0766-30-7006

CasualDining BON グルメ 0766-27-0111

CHELSEA New York イオンモール高岡店 その他(衣料品・装飾品等) 0766-95-4147

CHILL OUT&ソフトクリーム畑　高岡店 その他(カフェ・スイーツ等) 0766-54-5187

conoka+花と緑の雑貨屋さんnicoco その他(花卉・農産物・青果等) 0766-32-1100

CORNERS SPORTSAUTHORITY 高岡店 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 0766-25-5660

DD野村店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-22-1423

earth music＆ecology イオンモール高岡 その他(衣料品・装飾品等) 0766-33-4013

Factory　Art　Museum　TOYAMA 観光施設 0766-64-0501

farmers egg kitchen イオンモール高岡店 グルメ 0766-60-8027

GALLERY MONONO-FU 小売 0766-30-2626

Grand PARK その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

HAPiNS その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 0766-32-1100

Hare　no hi その他(衣料品・装飾品等) 0766-95-3800

HMV その他(楽器・音楽関連) 0766-32-1100

Hot Dora Butter 小売 0766-32-1100

ikka その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

INGNI その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

JENNI その他(ベビー・キッズ関連) 0766-54-6544

KANAYAショールーム 小売 070-5630-9206

LAVOIELACTEE その他(衣料品・装飾品等) 0766-26-4688

Lovetoxic その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

LUSH その他(コスメ・化粧品等) 0766-32-1100

MUK MOCABROWN その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

Nangfa その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

office Vox　野村店 その他(書店・文具等) 0766-22-5209

Parade高岡 その他(クツ・カバン・旅行用品等) 0766-27-3466

PARSELY HOUSE with だがし夢や その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

PETEMO その他(ペット関連) 0766-32-1100

petit main その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

revillon その他(クツ・カバン・旅行用品等) 0766-24-2468

SAC'S BAR その他(クツ・カバン・旅行用品等) 0766-92-1784

2294

高岡市野村1377-1　

高岡市戸出町 4-1675　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市新横町1番地 ニューオータニ高岡1F

高岡市下伏間江383　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市野村1211-1　

高岡市扇町1-15-5　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　

高岡市金屋町2番5号　

高岡市新横町1番地　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383 イオンモール高岡東館1階

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市野村774　

高岡市下伏間江383番地 イオンモｰル高岡 1F　

高岡市福岡町荒屋敷525-9　

高岡市下伏間江383イオンモｰル高岡1階　

高岡市下黒田3012　

高岡市東海老坂字大坪 774　

高岡市下伏間江383　イオンモｰル高岡　西館1F　

高岡市赤祖父671　

高岡市戸出伊勢領2415-1　

高岡市戸出町3-23-77　

高岡市新横町1番地ホテルニュｰオｰタニ高岡2階　

高岡市末広町1-8　

高岡市下伏間江383 イオンモｰル高岡 西館2Ｆ 区画2019　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383番地 イオンモｰル高岡 2F　

高岡市赤祖父743　

高岡市金屋本町3-34　

高岡市宝来町 947　

高岡市熊野町128-1　

高岡市佐野947-1　

高岡市赤祖父744　

高岡市中川園町7-21　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市中川1丁目1-10富山新聞カルチャｰセンタｰ1F　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市宮田町1-2　

富山県全域

件



店舗名 業種 住所 TEL

SALLYS RUNNING DEPT. その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 0766-92-1655

SILVER　BOX その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1238

Supera Modo その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-32-1100

T.OCUL 小売 0766-30-3900

Tasteful Hairdresser’sちょっきん その他(理美容・エステ等) 0766-36-2444

THE　CLOCK　HOUSE その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-24-2060

Travelers' house ROOTs その他(宿泊施設等) 050-3698-6002

V・drug戸出店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-54-6166

V・drug高岡羽広店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-21-6231

V・drug高岡京田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-27-8090

V・drug高岡木津店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-29-3725

V・drug中曽根店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-82-2730

V・drug美幸店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-27-8780

V・drug伏木店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-53-5712

V・drug蓮花寺店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-28-0530

WA Oriental Traffic その他(クツ・カバン・旅行用品等) 0766-32-1100

WABI×SABI その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 0766-32-1100

WARM WHITE/ﾌｫﾙﾑ その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

アイシティ その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-27-8067

あさひCityInn Hotel その他(宿泊施設等) 0766-22-1541

あそびとビル グルメ 0766-30-3585

アパホテル〈高岡駅前〉 その他(宿泊施設等) 0766-23-5811

ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰ･ﾘﾋﾞﾝｸﾞ その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 0766-32-1100

アミング高岡店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 0766-54-0700

アルビス　タピス店 コンビニ・スーパー 0766-64-5810

アルビス　丸の内店 コンビニ・スーパー 0766-23-2050

アルビス　戸出店 コンビニ・スーパー 0766-62-1300

アルビス　中田店 コンビニ・スーパー 0766-36-1863

アルビス　美幸町店 コンビニ・スーパー 0766-28-1212

アルビス　姫野店 コンビニ・スーパー 0766-84-5173

アルビス　米島店 コンビニ・スーパー 0766-27-5300

アルビス　野村店 コンビニ・スーパー 0766-26-2122

アルペン 高岡 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 0766-26-5381

イエローハット高岡店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-25-1680

いきなりステーキ　イオンモール高岡店 グルメ 0766-92-0129

いきなりステーキ　高岡上北島店 グルメ 0766-50-9829

イタリアントマトCafeJr.クルン高岡店 グルメ 0766-30-2390

インド料理インディラ戸出店 グルメ 0766-63-6303

インド料理ガンディ グルメ 0766-21-0234

ヴィオラ　赤祖父店 その他(衣料品・装飾品等) 0766-28-7366

ｳﾞｨﾚｯｼﾞｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ その他(書店・文具等) 0766-32-1100

ウール 小売 0766-28-1665

ウエルシア高岡井口本江店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-624-8241

ウエルシア高岡京田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-622-2310

ウエルシア高岡戸出店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-662-0066

ウエルシア高岡江尻店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-628-8271

ウエルシア高岡佐野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-625-8730

ウエルシア高岡昭和町店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-626-4380

ウエルシア高岡姫野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-682-5591

ウエルシア高岡四屋店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-23-2172

エスポアなかやす 小売 0766-25-9000

えびのや高岡赤祖父店 グルメ 0766-25-1888

エルサカエ高岡本店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-28-3988

オートバックス ＳＡ・高岡 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-622-1616

オートバックス セコハン市場高岡 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-623-2299

おたや銘菓堂 小売 0766-27-1885

高岡市清水町3-5-58　

高岡市赤祖父472　

高岡市京田632-1　

高岡市荻布30番1

高岡市荻布30番1

高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ1F　

高岡市京田624-2　

高岡市戸出町4丁目11番5号　

高岡市江尻19番地3　

高岡市佐野1189-1　

高岡市昭和町1-2-6　

高岡市姫野字竹倉516-1　

高岡市上四屋4-19

高岡市佐野1497　

高岡市赤祖父383　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市京田420番地　

高岡市井口本江字湯浦876-2　

高岡市内免353番1　

高岡市野村1207-1

高岡市下伏間江383

高岡市上北島33-2

高岡市下関町6-1　クルン高岡2F　

高岡市戸出町3-14-1　

高岡市戸出町4丁目2番8号　

高岡市常国327　

高岡市美幸町一丁目255-1　

高岡市放生津79番　

高岡市米島字表向460-1　

高岡市野村1671番1　

高岡市下関町6-20

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市京田445番地

高岡市福岡町下蓑385　

高岡市丸の内3番6号　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　

高岡市下関町1-34　

高岡市末広町1010-34末広ビル　

高岡市京田431　

高岡市木津458-14　

高岡市中曽根2814番　

高岡市美幸町2-1-5　

高岡市伏木国分1-8-8　

高岡市蓮花寺212-1　

高岡市下伏間江383　

高岡市下麻生397ｰ8　

高岡市下伏間江383

高岡市末広町14-7　

高岡市戸出町5-6-39　

高岡市羽広2-1-6　

高岡市駅南5丁目4-7　松田ビル

高岡市下伏間江383　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡



店舗名 業種 住所 TEL

ｵﾌﾟﾃｨｯｸﾊﾟﾘﾐｷ その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-32-1100

おみやげ処高岡 小売 0766-24-6142

カナショク セルフ高岡佐野店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-23-2710

カナショク セルフ高岡福岡店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-64-1919

ｶﾌﾟﾘﾁｮｰｻﾞ グルメ 0766-32-1100

ｶﾙﾃﾞｨｺｰﾋｰﾌｧｰﾑ その他(カフェ・スイーツ等) 0766-32-1100

カレーハウスCoCo壱番屋　高岡横田本町店 グルメ 0766-25-0682

ｷﾞｬﾗﾘｰﾒﾓﾘｱ その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 0766-32-1100

キングファミリー高岡向野店 その他(ﾘｻｲｸﾙ・中古品等) 0766-20-7600

くいもの屋わん高岡駅前店 グルメ 0766-24-2213

クスリのアオキ金屋本町店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-30-2637

クスリのアオキ京田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-28-8520

クスリのアオキ能町店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-30-2511

クスリのアオキ戸出店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-63-6663

クスリのアオキ高岡駅南店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-25-1021

クスリのアオキ高岡広小路店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-53-5002

クスリのアオキ高岡江尻店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-30-2031

クスリのアオキ高岡新成店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-54-5422

クスリのアオキ立野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-30-2670

クスリのアオキ出来田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-53-5033

クスリのアオキ昭和町店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-29-2011

クスリのアオキ上四屋店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-25-5011

クスリのアオキ上北島店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-25-3232

クスリのアオキ新野村店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-26-3500

クスリのアオキ中川栄店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-26-3101

クスリのアオキ中曽根店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-82-1620

クスリのアオキ中田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-36-8870

クスリのアオキ伏木店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-44-6225

クスリのアオキ福岡店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-64-1070

クスリのアオキ木津店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-28-7070

クスリのアオキ野村店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-29-1777

くすりのロン その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-22-3089

クノップ　高岡店 その他(カフェ・スイーツ等) 0766-30-2007

くら寿司　高岡瑞穂店 グルメ 0766-28-6631

クラフタン グルメ 0766-75-9013

グランブッフェ高岡店 グルメ 0766-32-1155

ｸﾞﾚﾝﾊﾟｰｸ その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

ケーズデンキ 高岡店 その他(電子機器・家電等) 0766-28-3911

ココス高岡駅南店 グルメ 0766-27-8082

ココス城東店 グルメ 0766-27-3654

ココス新湊店 グルメ 0766-82-1323

ゴディバ 小売 0766-95-5900

コメダ珈琲店　新高岡店 グルメ 0766-54-0572

ゴルフ５ 高岡泉 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 0766-28-0204

サーティワン アイスクリームイオンモール高岡店 小売 0766-32-1231

サーティワン アイスクリーム高岡店 小売 0766-26-2231

サクラスイーツ その他(カフェ・スイーツ等) 0766-30-6268

ささら屋　高岡店 小売 0766-54-0014

サンマルクカフェ　イオンモール高岡店 グルメ 0766-27-2839

シメノドラッグ　福岡店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-64-6588

ジュエリークラフト4R その他(衣料品・装飾品等) 0766-25-0440

ｼﾞｭｴﾘ-ﾂﾂﾐ その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-32-1100

ジョーシン　高岡店 その他(電子機器・家電等) 0766-25-6003

ジョーシン　高岡蓮花寺店 その他(電子機器・家電等) 0766-22-8611

ジョーヅカスポーツ その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 0766-24-2211

スーパー守山町店 コンビニ・スーパー 0766-25-3761

高岡市佐野871-1　

高岡市福岡町本領733-1　

高岡市蓮花寺210-1　

高岡市古定塚7-12　

高岡市守山町28　

高岡市赤祖父480-2　

高岡市下伏間江383 イオンモール高岡東館1F

高岡市福岡町大滝167番地　

高岡市明野町2-5　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市新成町1-12　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡西館1F

高岡市二塚414-1　

高岡市泉町1-10　

高岡市下伏間江383イオンモｰル高岡1Ｆ　

高岡市木町5-29

高岡市下伏間江383　

高岡市下伏間江383 イオンモール高岡東館

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市美幸町1丁目1番17号　

高岡市駅南3丁目2番1号　

高岡市中川園町11-15　

高岡市姫野280-1　

高岡市福岡町下老子725　

高岡市木津1426番地1　

高岡市野村1329番地1　

高岡市新横町1259　

高岡市赤祖父767番地　

高岡市小馬出町6番地山町ヴァレｰ弐の蔵　

高岡市瑞穂町1-5

高岡市上北島185番1　

高岡市野村1846　

高岡市中川栄町5番20号　

高岡市中曽根2343番地　

高岡市下麻生1164番地　

高岡市伏木1丁目1番5号　

高岡市広小路2番3号　

高岡市江尻323番地11　

高岡市新成町4番1号　

高岡市出来田310番地1　

高岡市昭和町1丁目1番32号　

高岡市上四屋2番20号　

高岡市立野718-1

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市向野町3-60-3　

高岡市金屋本町3-7

高岡市京田611番地　

高岡市戸出町5丁目1番1号　

高岡市駅南1丁目11番17号　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下黒田3012ＪＲ新高岡駅構内　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市瑞穂町2-2　

高岡市能町938-1

高岡市下関町4-56



店舗名 業種 住所 TEL

スギドラッグ上北島店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-50-8346

スギ薬局高岡中央店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-73-2061

スギ薬局鐘紡店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-30-3205

スギ薬局新湊店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-30-3627

スギ薬局万葉店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-30-3557

すし食いねぇ！高岡南店 グルメ 0766-20-8011

スシロー高岡店 グルメ 0766-24-2401

スターバックスコーヒー グルメ 0766-32-1167

スターバックスコーヒー２階セントラルコート店 グルメ 0766-28-7020

スポーツオーソリティ高岡店 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-627-2485

スマイルホテル高岡駅前 その他(宿泊施設等) 0766-29-0055

ｽﾘｰｺｲﾝｽﾞ ﾌﾟﾗｽ その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 0766-32-1100

セブンイレブン高岡駅南4丁目 コンビニ・スーパー 0766-21-2232

セブンイレブン高岡佐野店 コンビニ・スーパー 0766-21-5622

ｿﾞﾌ その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-32-1100

ダイビングスクールオーシャン スポーツ 0766-44-8686

タカバメガネ　オタヤ店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-23-4371

タカバメガネ　美幸店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-26-1115

タキシンヤ その他(クツ・カバン・旅行用品等) 0766-44-0763

たなべ酒店 小売 0766-82-2925

ﾁｬｲﾊﾈ その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

ﾁｭﾁｭｱﾝﾅ その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

ﾃﾞｨｽｺｰﾄ その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

デイリーヤマザキ 高岡野村 コンビニ・スーパー 0766-21-3545

トイザらス・ベビーザらス高岡店 その他(ベビー・キッズ関連) 0766-25-9071

ﾄﾞｩｴ･ﾗ･ﾎﾟﾝﾃ その他(クツ・カバン・旅行用品等) 0766-32-1100

トヨタレンタカー高岡店 交通機関 0766-21-0100

トヨタレンタカー新高岡駅前店 交通機関 0766-26-1070

ドラッグコスモス高岡福岡店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-64-1032

ドラッグセイムス　高岡上北島店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-92-0222

ドラッグセイムス　高岡店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-29-2280

ドラッグセイムス　伏木古府店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0766-54-0546

とり家 グルメ 0766-26-1158

とり小屋 グルメ 0766-32-1100

とり鉄　高岡駅前店 グルメ 0766-30-2802

ドン・キホーテ高岡店 コンビニ・スーパー 0570-052-611

ﾅﾁｭﾗﾙﾋﾞｭｰﾃｨﾍﾞｰｼｯｸ その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

ﾅﾅｽﾞｸﾞﾘｰﾝﾃｨｰ グルメ 0766-32-1100

バロー高岡木津店 コンビニ・スーパー 0766-27-1138

バロー中曽根店 コンビニ・スーパー 0766-84-6222

ﾋﾞｱｰﾄﾞﾊﾟﾊﾟ 小売 0766-32-1100

ビッグボーイ　高岡瑞穂店 グルメ 0766-28-8985

ファミリーマート 高岡はおか コンビニ・スーパー 0766-24-4208

ファミリーマート 高岡みずほ町 コンビニ・スーパー 0766-24-4315

ファミリーマート 高岡よつや コンビニ・スーパー 0766-21-3756

ファミリーマート 高岡駅南一丁目 コンビニ・スーパー 0766-27-6581

ファミリーマート 高岡卸売市場前 コンビニ・スーパー 0766-26-6260

ファミリーマート 高岡金屋町 コンビニ・スーパー 0766-22-1577

ファミリーマート 高岡戸出 コンビニ・スーパー 0766-63-8015

ファミリーマート 高岡戸出光明寺 コンビニ・スーパー 0766-63-5610

ファミリーマート 高岡戸出市野瀬 コンビニ・スーパー 0766-63-0250

ファミリーマート 高岡三女子 コンビニ・スーパー 0766-24-4650

ファミリーマート 高岡市役所前 コンビニ・スーパー 0766-25-3041

ファミリーマート 高岡清水町 コンビニ・スーパー 0766-28-5010

ファミリーマート 高岡赤丸 コンビニ・スーパー 0766-31-5024

ファミリーマート 高岡大坪 コンビニ・スーパー 0766-28-1510

高岡市清水町3丁目32番地　

高岡市福岡町赤丸516番1　

高岡市大坪町一丁目257番　

高岡市金屋町10番1号　

高岡市戸出町五丁目3番6号　

高岡市戸出古戸出36番3　

高岡市戸出市野瀬564番地　

高岡市蓮花寺738番地1　

高岡市中川一丁目7番25号　

高岡市瑞穂町1-3

高岡市波岡318番4　

高岡市瑞穂町2番4号　

高岡市四屋744番地　

高岡市駅南1丁目1118　

高岡市下黒田803番地1　

高岡市下関町6-1　高岡ステーションビル クルン高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市木津458番135　

高岡市中曽根2343番地　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市福岡町下老子751　

高岡市上北島71　

高岡市あわら町226番　

高岡市伏木古府2丁目184番地3　

高岡市本丸町13-11　モビリエビル1Ｆ

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市六家1276-2

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市野村33-1

高岡市下伏間江 383 イオンモｰル高岡 1F　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市東上関326　

高岡市下黒田3016　

高岡市御旅屋町9　

高岡市美幸町1-1-79　

高岡市伏木古国府4-1　

高岡市姫野293-1　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市駅南10-29

高岡市佐野925-3　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市伏木国分1-1-48　2階　

高岡市赤祖父433　

高岡市下伏間江383

高岡市下伏間江383

高岡市下伏間江383番地　イオンモール高岡

高岡市駅南5丁目7番13号　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市北島192-1

高岡市あわら町7番55号　

高岡市姫野58番地2　

高岡市米島字東向348番地1　

高岡市上北島70-1

高岡市鐘紡町1番19号



店舗名 業種 住所 TEL

ファミリーマート 高岡大坪三丁目 コンビニ・スーパー 0766-24-2458

ファミリーマート 高岡醍醐 コンビニ・スーパー 0766-63-8011

ファミリーマート 高岡中川栄町 コンビニ・スーパー 0766-24-2461

ファミリーマート 高岡中曽根 コンビニ・スーパー 0766-82-2425

ファミリーマート 高岡姫野 コンビニ・スーパー 0766-84-2170

ファミリーマート 高岡本丸町 コンビニ・スーパー 0766-28-2662

ファミリーマート 高岡末広町 コンビニ・スーパー 0766-21-3180

ファミリーマート 高岡問屋町 コンビニ・スーパー 0766-28-0622

ファミリーマート 高岡野村 コンビニ・スーパー 0766-27-8360

ファミリーマート 伏木古府 コンビニ・スーパー 0766-44-1563

ファミリーマート 福岡大滝西 コンビニ・スーパー 0766-64-4620

ファミリーマート 緑の丘公園前 コンビニ・スーパー 0766-23-3342

フェルヴェール本店 グルメ 0766-64-8805

ブティック　インフィニィティ その他(衣料品・装飾品等) 0766-26-2533

ﾌﾞﾘｰｽﾞ その他(ベビー・キッズ関連) 0766-32-1100

ブルーコムコーヒー グルメ 0766-28-0585

ブルーコムブルーメインストア 小売 0766-28-0585

ﾌﾚｯｼｭﾈｽﾊﾞｰｶﾞｰ グルメ 0766-32-1100

ヘアーサロンふらっと その他(理美容・エステ等) 0766-28-1500

ペッパーランチ グルメ 0766-30-3725

ホームセンタームサシ　高岡駅南店 その他(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・園芸等) 0766-24-0634

ホームセンタームサシ　高岡中曽根店 その他(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・園芸等) 0766-83-0634

ホテルクラウンヒルズ高岡 その他(宿泊施設等) 0766-54-6160

ホテルニューオータニ高岡 その他(宿泊施設等) 0766-26-1111

ホテルニューオータニ高岡　カフェ＆ダイニングCOO その他(宿泊施設等) 0766-25-4036

ホテルニューオータニ高岡　トップレストラン　フォーシーズン その他(宿泊施設等) 0766-25-4012

ホテルニューオータニ高岡　宴会場 その他(宿泊施設等) 0766-25-4830

ホテルニューオータニ高岡　鉄板焼　さくら グルメ 0766-25-4012

ホテルニューオータニ高岡　日本料理　都万麻 その他(宿泊施設等) 0766-25-4033

ﾏｰｻ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

ますのすし高田屋 小売 0766-24-0811

まちの駅たかおか 龍の門 グルメ 090-2129-9030

マルワフード　高岡駅南店（※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 0766-54-0082

マンボウ高岡 スポーツ 0766-25-8208

ミスタータイヤマン　高岡横田店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-24-5857

ミッシュローゼ 小売 0766-27-3888

みつや美容室 その他(理美容・エステ等) 0766-36-0015

メイサンコーヒー その他(カフェ・スイーツ等) 0766-60-8042

メガネのハラダ横田店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-22-3200

メガネのハラダ広小路店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-25-5001

メガネのハラダ野村店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-29-2800

メガネハウス 高岡駅南店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-25-8083

メガネハウス 高岡横田店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-26-8083

メガネハウス 高岡姫野店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-82-1303

メガネハウス 高岡野村店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0766-21-8083

ヤマダデンキ テックランドグリーンモール中曽根店 その他(電子機器・家電等) 0766-30-2535

ヤマダデンキ テックランド高岡店 その他(電子機器・家電等) 0766-20-7866

やまや　高岡店 小売 0766-28-8551

ゆず庵 高岡店 グルメ 0766-73-2736

ユニクロ イオンモール高岡店 その他(衣料品・装飾品等) 0766-30-3952

らぁめん次元 グルメ 0766-25-2598

ライトオン その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

ラ・モード　オーハマ その他(衣料品・装飾品等) 0766-24-3854

ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼やまと グルメ 0766-32-1100

ローソン　高岡インター店 コンビニ・スーパー 0766-31-0072

ローソン　高岡駅北口店 コンビニ・スーパー 0766-28-5202

高岡市末広町1番8号ウイング・ウイング高岡　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市明野町2-11　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市六家47-1　

高岡市野村1206-1　

高岡市中曽根2339番地　

高岡市昭和町2丁目2番1号　

高岡市赤祖父380

高岡市赤祖父748

高岡市下伏間江383イオンモｰル高岡西館1F　

高岡市下関町4-55

高岡市瑞穂町4-7　

高岡市広小路107番地　

高岡市野村1566　

高岡市赤祖父473　

高岡市千石町259-8　

高岡市姫野567　

高岡市駅南2-1-1

高岡市北島311-1

高岡市美幸町2-2-1　

高岡市下伏間江383　

高岡市中田5240　

高岡市二上町722-1　

高岡市新横町1番地ホテルニュｰオｰタニ高岡3Ｆ・4Ｆ　

高岡市新横町1番地ホテルニュｰオｰタニ高岡14Ｆ　

高岡市新横町1番地ホテルニュｰオｰタニ高岡3Ｆ　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市南幸町4-16　

高岡市駅南4-503　

高岡市駅南2丁目1-1　

高岡市中曽根2243番地　

高岡市駅南5-3-3　

高岡市新横町1番地　

高岡市新横町1番地ホテルニュｰオｰタニ高岡1Ｆ　

高岡市新横町1番地ホテルニュｰオｰタニ高岡14Ｆ　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市京田422番地3Ｆ　

高岡市京田422番地　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市清水町2-2-1　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡2F

高岡市伏木古府二丁目4番20号　

高岡市福岡町大滝213番地の1　

高岡市赤祖父467番地　

高岡市福岡町下老子775-2　

高岡市本町1-5信開レジデンスイン高岡101　

高岡市中曽根2895番地　

高岡市放生津10番4　

高岡市本丸町8-6　

高岡市末広町3番20号　

高岡市問屋町105番地　

高岡市野村1219番地　

高岡市大坪町三丁目6番3号　

高岡市醍醐1319番地1　

高岡市中川栄町1020番地1　



店舗名 業種 住所 TEL

ローソン　高岡駅前店 コンビニ・スーパー 0766-25-3522

ローソン　高岡金屋店 コンビニ・スーパー 0766-84-9287

ローソン　高岡江尻店 コンビニ・スーパー 0766-29-2090

ローソン　高岡佐野店 コンビニ・スーパー 0766-24-6118

ローソン　高岡守護町一丁目店 コンビニ・スーパー 0766-24-6301

ローソン　高岡清水町店 コンビニ・スーパー 0766-26-6311

ローソン　高岡中新湊口店 コンビニ・スーパー 0766-83-7007

ローソン　高岡中田店 コンビニ・スーパー 0766-36-8066

ローソン　高岡南店 コンビニ・スーパー 0766-21-1456

ローソン　高岡伏木古府店 コンビニ・スーパー 0766-44-3963

ローソン　高岡北インター店 コンビニ・スーパー 0766-95-5777

ローソン　高岡木津店 コンビニ・スーパー 0766-22-2088

ローソン　高岡野村北店 コンビニ・スーパー 0766-27-3550

ﾛﾍﾟﾋﾟｸﾆｯｸ その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

ﾜﾝｽﾞﾃﾗｽ その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 0766-32-1100

梅かま　クルン高岡店 その他(食料品販売) 0766-22-7038

越中居酒屋　かざくら グルメ 0766-26-2101

加古川旅館 その他(宿泊施設等) 0766-44-1660

銀だこ グルメ 0766-27-0030

能作　FACTORYSHOP 小売 0766-63-0002

能作　NOUSAKU　LAB 観光施設 0766-63-0002

民家ホテル「金ノ三寸」 その他(宿泊施設等) 080-5859-6343

右近亭 小売 0766-29-2996

雨晴温泉　磯はなび その他(宿泊施設等) 0766-44-6050

越乃國和食魚山人 グルメ 0766-21-1158

果汁工房　果琳 グルメ 0766-95-5599

回転寿司　日本海 グルメ 0766-26-5789

海辺の宿　女岩荘 グルメ 0766-44-2838

開進堂楽器 その他(楽器・音楽関連) 0766-32-1100

角久旅館 その他(宿泊施設等) 0766-22-0354

株式会社フルーツ小杉 小売 0766-22-1539

株式会社不破福寿堂 小売 0766-25-0028

吉野家　高岡上北島店 グルメ 0766-92-0557

吉野家　高岡宝町店 グルメ 0766-20-0330

久世福商店 小売 0766-32-1100

牛屋　ー 鐵 - グルメ 0766-54-0129

牛島屋 高岡店 その他(衣料品・装飾品等) 0766-23-0954

居酒屋　やまちゃん グルメ 0766-26-6255

魚民　新高岡南口駅前店 グルメ 0766-23-1088

京都銀ゆば　高岡丸の内店 グルメ 0766-27-8778

金秀 小売 0766-21-2620

銀祥堂 小売 0766-53-5560

九谷屋 小売 0766-23-5757

串家物語 グルメ 0766-32-1100

靴下屋 その他(衣料品・装飾品等) 0766-32-1100

源JR新高岡駅構内売店 小売 0766-73-2224

戸出ジェラート 小売 0766-63-2507

公益財団法人高岡地域地場産業センター 小売 0766-25-8283

紅虎餃子茶寮　ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡 グルメ 0766-32-1151

高岡交通 交通機関 0766-26-1212

高岡のむら食堂 グルメ 0766-25-1185

高岡マンテンホテル駅前 その他(宿泊施設等) 0766-27-0100

高岡古城公園　三の丸茶屋 小売 0766-20-1563

高岡御車山会館 観光施設 0766-28-0385

高岡市 藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー 観光施設 0766-20-1170

高岡市 藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリー　ギャラリーショップ 観光施設 0766-20-1170

高岡市下関町6-1

高岡市中川1丁目1-30

高岡市末広町1-8　

高岡市古城1-9　

高岡市守山町47-1

高岡市中川1-1-30

高岡市戸出町2-9-1　

高岡市御旅屋町101御旅屋セリオ2階　

高岡市下伏間江383　イオンモｰル高岡1Ｆ

高岡市二塚754-1　

高岡市野村1363-4　

高岡市末広町1017　

高岡市東上関434番1号　

高岡市末広町38番地　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下黒田1790-2　JR新高岡駅

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下関町6-5クルン高岡 地下1階　

高岡市中川園町7-31

高岡市桐木町67　

高岡市下黒田3016番地　

高岡市丸の内2-1アパホテル2F　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市大手町12-11　

高岡市中川上町9-1　

高岡市京田140番地-1　

高岡市上北島40-1　

高岡市宝町2-18　

高岡市駅南4ｰ408-2　

高岡市太田88-1雨晴温泉　磯はなび　

高岡市京田641-1　

高岡市下伏間江383

高岡市米島460-1　

高岡市太田　4764-4　

高岡市宮脇町1003

高岡市伏木国分2-3-27

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡東館2F

高岡市オフィスパｰク8-1　

高岡市オフィスパｰク8-1　

高岡市金屋町4-12　

高岡市伏木古府1-2-3　

高岡市五十里1941　

高岡市木津1322-1　

高岡市野村北1852-2　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市金屋字堂ノ口161　

高岡市江尻11-3　

高岡市佐野510-1　

高岡市守護町1-350　

高岡市清水町1-144-1　

高岡市赤祖父705　

高岡市下麻生1120

高岡市姫野407-1

高岡市御旅屋町62-2　



店舗名 業種 住所 TEL

高岡市美術館 観光施設 0766-20-1177

高岡市美術館ミュージアムショップ 小売 0766-20-1177

高岡市万葉歴史館 観光施設 0766-44-5511

高岡市立博物館 観光施設 0766-20-1572

高岡銅器展示館 小売 0766-30-0850

高倉町珈琲高岡店 その他(カフェ・スイーツ等) 0766-92-3717

山の手倶楽部　佐野店 グルメ 0766-28-9233

志乃原 小売 0766-22-1020

自家焙煎珈琲店　らんぶる グルメ 0766-24-1751

漆器くにもと 小売 0766-21-0263

柴田漆器店 小売 0766-21-2102

車屋酒店 小売 0766-24-0160

手作り餃子と点心 東京餃子軒 グルメ 0766-32-1100

酒蔵盛盛 グルメ 0766-75-1118

十魚八 グルメ 0766-28-0747

松阪牛焼肉一徹 グルメ 0766-22-8887

焼肉きんぐ 高岡店 グルメ 0766-28-1887

焼肉千八本店 グルメ 0766-26-7333

粋鮨　高岡店 グルメ 0766-21-8193

杉養蜂園 小売 0766-30-3538

星乃珈琲店 グルメ 0766-32-1100

千成飯店 グルメ 0766-24-3682

大戸屋ごはん処 グルメ 0766-73-2018

大阪屋ショップ　戸出店（※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 0766-54-5570

大阪屋ショップ　佐野店（※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 0766-30-5500

大阪屋ショップ　出来田店（※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 0766-54-5550

大阪屋ショップ　上北島店（※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 0766-73-5500

大阪屋ショップ　万葉店（※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 0766-30-3737

大阪牛肉ラーメンわだ グルメ 0766-95-3110

大寺幸八郎商店 小売 0766-25-1911

大菅商店 小売 070-5465-4257

大佛旅館 その他(宿泊施設等) 0766-21-0075

茶寮　柿里 グルメ 0766-32-1820

長田本庄軒 グルメ 0766-32-1100

天野漆器 小売 0766-23-2151

伝五郎高岡駅南店 グルメ 0766-29-2162

藤岡園 小売 0766-92-3626

道の駅　万葉の里　高岡 グルメ 0766-30-0011

日本海産商株式会社　横田SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-22-8282

寧々家 高岡店 グルメ 0766-23-3815

能作　IMONOKITCHEN グルメ 0766-63-0050

美食魚彩ＧＯＺＺＯ グルメ 0766-26-0510

富岡屋 小売 0766-21-8789

富山石油　ニュー高岡SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-22-5200

富山石油　戸出SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-63-0079

富山石油　高岡北島SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-25-6585

富山石油　赤祖父SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0766-24-3395

風来坊　高岡店 グルメ 0766-22-3500

福岡観光旅行社 その他(代理店・サービス業) 0766-64-2176

福岡食品 小売 0766-64-2030

文苑堂書店ＢＢＣＯＳＭＥ高岡駅南店 その他(書店・文具等) 0766-21-0037

文苑堂書店ゴルフ・パートナー高岡清水町店 その他(書店・文具等) 0766-54-6373

文苑堂書店ブック・マーケット高岡店 その他(書店・文具等) 0766-28-1125

文苑堂書店戸出店 その他(書店・文具等) 0766-63-0118

文苑堂書店清水町店 その他(書店・文具等) 0766-26-2245

文苑堂書店福田本店 その他(書店・文具等) 0766-27-7800

高岡市泉町 685-7　

高岡市福田 43　

高岡市福岡町福岡1078-7　

高岡市福岡町下蓑2409-2　

高岡市赤祖父 387　

高岡市泉町3-12　

高岡市野村 1658-1　

高岡市戸出伊勢領 4003　

高岡市下関町6-1　高岡駅クルン高岡2F

高岡市美幸町1-1-2　

高岡市戸出町3-1-25　

高岡市北島蓮花190　

高岡市赤祖父544-1　

高岡市末広町14-5

高岡市下伏間江383　

高岡市蜂ケ島131-1　

高岡市昭和町3-1-1　

高岡市大坪町2-1-1

高岡市オフィスパｰク8-1　

高岡市下関町6-1クルン高岡地下1階　

高岡市大手町12ｰ4　

高岡市大仏町（新横町）1276　

高岡市末広町1-8ウイングウイング高岡3階　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市波岡245　

高岡市駅南3丁目2番5号　

高岡市佐野1296-1　

高岡市出来田308番1　

高岡市上北島78　

高岡市米島字東向348番地1　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡西館1F

高岡市金屋町6-9　

高岡市あわら町110　

高岡市下伏間江383　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市赤祖父350　

高岡市下伏間江383　

高岡市戸出町4丁目3番28号　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市御旅屋町1216バモスビル1F　

高岡市駅南1-8-29　

高岡市末広町1-8　ウイングウイング高岡

高岡市赤祖父372-1

高岡市北島240-1　

高岡市佐野85-3　

高岡市城東1-9-28　

高岡市駅南3-1-5　

高岡市小馬出町64　

高岡市明野町3-10　

高岡市駅南4-12-27　

高岡市中川1-1-30　

高岡市伏木一宮1丁目11番11号　

高岡市古城1-5　

高岡市蜂ケ島131-1　高岡道の駅万葉の里内

高岡市扇町1-1-43　

高岡市中川1-1-30 高岡市美術館内



店舗名 業種 住所 TEL

文苑堂書店野村店 その他(書店・文具等) 0766-25-1500

弁慶　高岡野村店 その他(衣料品・装飾品等) 0766-26-1313

北前そば高田屋　末広店 グルメ 0766-25-6501

北陸の四季の味　寿々屋 グルメ 0766-26-1010

味の山正 小売 0766-23-6136

味処真琴 グルメ 0766-63-6654

無印良品 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 0766-32-1100

銘店くるん 小売 0766-22-7728

麺心喰音 グルメ 080-6369-2225

木屋本店　市の蔵 小売 0766-25-0077

目利きの銀次　高岡北口駅前店 グルメ 0765-21-2388

揚げ天まる グルメ 0766-50-9660

陽だまりの湯　お食事処 グルメ 0766-27-8800

旅人の・・・語りぐさ 小売 0766-28-0255

炉ばた焼　陣太鼓 グルメ 0766-25-0033

和くのっぷ 小売 0766-32-1100

和食麺処サガミ 高岡店 グルメ 0766-26-1422

和風カフェ次元 グルメ 0766-21-7739

高岡市桐木町32　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市内免845-1　

高岡市末広町14番46号　

高岡市末広町1017-7

高岡市坂下町1204　

高岡市下関町1-30　アナパｰナビル 1階　

高岡市下伏間江383

高岡市江尻478陽だまりの湯　

高岡市御旅屋町101　御旅屋セリオ2F　

高岡市末広町1023番都ビル1Ｆ　

高岡市野村1546-1

高岡市戸出町3-23-5　

高岡市下伏間江383　イオンモール高岡

高岡市下関町6番1号クルン高岡2階　

高岡市野村 1717　

高岡市野村1592-1　

高岡市末広町1-8　ウイングウイング高岡


