
「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

砺波市

(株)SHIMARS　DDイオン砺波店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-55-6641

(株)SHIMARS　DD砺波インター店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-32-5545

100満ボルトドン・キホーテ砺波店 その他(電子機器・家電等) 0763-33-1200

19HITOYASUMI砺波店 グルメ 0763-58-5110

８番らーめん　砺波店 グルメ 0763-33-6738

ABCマート　イオンモールとなみ店 その他(クツ・カバン・旅行用品等) 0763-32-8550

AOKI砺波店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-34-6888

ASBee イオンモールとなみ店 その他(クツ・カバン・旅行用品等) 0763-32-8550

Bell Epoc（ベルエポック）イオンモールとなみ店 その他(理美容・エステ等) 0763-58-2210

BOOKSなかだ　砺波店 その他(書店・文具等) 0763-33-6571

Hanasaku イオンモールとなみ店 小売 0763-32-8550

JINS イオンモールとなみ店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0763-33-3704

la nature イオンモールとなみ店 その他(花卉・農産物・青果等) 0763-32-8550

odds*on*complex イオンモールとなみ店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-32-8550

office Vox　砺波店 その他(書店・文具等) 0763-32-3504

Parade砺波 その他(クツ・カバン・旅行用品等) 0763-55-6580

scramble egg イオンモールとなみ店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-32-8550

SM2 keittio イオンモールとなみ店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-32-8550

tome イオンモールとなみ店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 0763-32-8550

V・drug砺波店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-34-0007

V・drug砺波中神店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-33-6301

ZAKKA＆COSMEじゅんTONAMI 小売 0763-32-1726

アパホテル〈砺波駅前〉 その他(宿泊施設等) 0763-33-3111

アルビス　となみ店 コンビニ・スーパー 0763-33-0655

アルペン イータウンとなみ その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 0763-32-1965

イエローハット砺波店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-33-7219

イオンスタイルとなみ コンビニ・スーパー 0763-32-8550

イオンペット イオンモールとなみ店 その他(ペット関連) 0763-32-8550

イタリア料理　ラ　プリマヴェーラ グルメ 0763-58-5509

ヴァローレ　庄川店 コンビニ・スーパー 0763-82-0516

ヴァローレ　砺波店 コンビニ・スーパー 0763-33-3000

ウエルシア 砺波中神南店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-332-8558

ウエルシア砺波十年明店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-332-8055

ウエルシア薬局砺波豊町店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-333-4700

エステティックジュビラン　リーフィ その他(理美容・エステ等) 0763-33-7841

エルサカエ砺波店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0763-32-7888

オートバックス 砺波 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-32-1919

オートバックス エクスプレス砺波 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-34-4114

おまき温泉スパガーデン和園 観光施設 0763-82-2500

カナショク セルフ砺波市役所前店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-34-6055

カナショク セルフ砺波東石丸店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-34-5454

カレーハウスCoCo壱番屋　アピタ砺波店 グルメ 0763-34-5080

クールカレアン イオンモールとなみ店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-32-8550

クスリのアオキイータウンとなみ店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-55-6120

クスリのアオキ庄川店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-58-5071

クスリのアオキ新富店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-33-0331

クスリのアオキ杉木店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-55-6556

クスリのアオキ砺波店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-32-8301

くら寿司　となみ店 グルメ 0763-33-7613

ケーズデンキ 砺波店 その他(電子機器・家電等) 0763-34-6611

ココス砺波中神店 グルメ 0763-58-5262

ココス砺波店 グルメ 0763-32-8250

コメダ珈琲　イータウンとなみ店 その他(カフェ・スイーツ等) 0763-55-6663

2294

砺波市栄町5-28　

砺波市東石丸6-1　

砺波市宮丸130-1　

砺波市三島町11番21号　

砺波市三島町11番17号　

砺波市新富町5番47号　

砺波市杉木五丁目78番地　

砺波市一番町59　

砺波市中神1-174　

砺波市中神二丁目58　

砺波市となみ町1-26

砺波市庄川町示野167-3

砺波市太郎丸3丁目60番地

砺波市庄川町小牧10おまき温泉スパガｰデン和園　

砺波市太郎丸3-89　

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市庄川町示野121　

砺波市栄町3番4号　

砺波市永福町5番5号　

砺波市十年明84番地　

砺波市豊町2丁目17-2　

砺波市となみ町2番8号　

砺波市栄町3-2　大江ビル1Ｆ

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市宮丸2

砺波市中神四丁目98番　

砺波市豊町1-16-14　

砺波市表町1-3　

砺波市太郎丸3-69　

砺波市太郎丸3丁目60番地

砺波市幸町3-5　

砺波市豊町1-17-8　

砺波市中神1-174

砺波市鍋島114　

砺波市中神一丁目174番地　イオンモｰルとなみ　1F　

砺波市中神1-174

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市太郎丸3丁目69番地　ドン・キホｰテ砺波店1F　

砺波市豊町2丁目1-15　

砺波市三島町11-18　

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市中神1丁目174イオンモｰルとなみ店1F　

砺波市豊町2丁目1-15　

砺波市中神2丁目73　

砺波市豊町 1-17-9　

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市三島町11番27号　

砺波市三島町11番26号　

砺波市太郎丸2-127

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

富山県全域

件



店舗名 業種 住所 TEL

ザ・クロックハウス イオンモールとなみ店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0763-32-8550

サーティワン アイスクリームイオンモールとなみ店 小売 0763-32-7231

サイゼリヤ イオンモールとなみ店 グルメ 0763-32-8550

サンキュー　新富店 コンビニ・スーパー 0763-32-3939

ジェイエスコーポレーション その他(食料品販売) 0763-33-0101

シメノドラッグ　庄川店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-82-5598

しゃぶしゃぶ花笑み イオンモールとなみ店 グルメ 0763-32-8550

ジョーシン　砺波店 その他(電子機器・家電等) 0763-34-5811

スギ薬局砺波総合病院前店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-23-4012

スギ薬局砺波店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-23-4581

スシロー砺波店 グルメ 0763-32-8170

スパイス王国 イオンモールとなみ店 グルメ 0763-32-8550

スポーツオーソリティとなみ店 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-332-7190

セブンイレブン砺波表町店 コンビニ・スーパー 0763-34-7334

セルフ砺波１５６SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-32-7670

セントエリーネ砺波店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-32-7725

たけまさ亭 グルメ 0763-32-2729

チューリップ交通　井波庄川営業所 交通機関 0763-82-0169

チューリップ交通　砺波駅前営業所 交通機関 0763-82-0169

ディライト イオンモールとなみ店 その他(理美容・エステ等) 0763-32-8550

となみ観光交通 交通機関 0763-33-0313

となみ食堂 グルメ 0763-33-7730

となみ野　庄川荘 その他(宿泊施設等) 0763-82-5111

ドラッグコスモスとなみ店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-34-6340

ドラッグコスモス中神店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-32-3583

ノエル グルメ 0763-33-3230

はなまるうどんイオンモールとなみ店 グルメ 0763-32-7109

ファミリーマート 砺波安川 コンビニ・スーパー 0763-37-0387

ファミリーマート 砺波市役所前 コンビニ・スーパー 0763-34-1115

ファミリーマート 砺波秋元 コンビニ・スーパー 0763-33-2023

ファミリーマート 砺波新富町 コンビニ・スーパー 0763-34-0003

ファミリーマート 砺波中野 コンビニ・スーパー 0763-32-8015

ファミリーマート 砺波苗加 コンビニ・スーパー 0763-32-3067

ファミリーマート 砺波豊町 コンビニ・スーパー 0763-33-2516

へのへの茂平爺 グルメ 0763-33-2377

ベルーナ イオンモールとなみ店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-32-8550

ホームセンタームサシ　砺波店 その他(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・園芸等) 0763-33-0634

ホテル寺尾温泉 その他(宿泊施設等) 0763-37-2028

ポコアポコ　新富店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 0763-33-0067

マジックミシン イオンモールとなみ店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-32-8550

マックハウス イオンモールとなみ店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-32-8550

ミスタードーナツとなみショップ グルメ 0763-58-2131

メガネのハラダ砺波店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0763-34-0233

メガネハウス 砺波本店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0763-34-8707

やきとりの名門　秋吉となみ店 グルメ 0763-33-3971

ヤマダデンキ テックランドＮｅｗ砺波店 その他(電子機器・家電等) 0763-34-6600

やまや　砺波店 小売 0763-58-5217

ユニクロ 砺波店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-32-8736

リブラン　MEGAドン・キホーテUNY砺波店 小売 0763-32-7858

ロイヤルホテル 富山砺波 その他(宿泊施設等) 0763-37-2000

ロイヤルホテル 富山砺波　ヴェルジュール グルメ 0763-37-2000

ロイヤルホテル 富山砺波　となみ野 その他(宿泊施設等) 0763-37-2000

ローソン　庄川町示野店 コンビニ・スーパー 0763-83-7277

ローソン　庄川天正店 コンビニ・スーパー 0763-82-8025

ローソン　砺波インター西店 コンビニ・スーパー 0763-33-6339

ローソン　砺波久泉店 コンビニ・スーパー 0763-34-7430

砺波市安川字天皇330　

砺波市安川字天皇330　

砺波市庄川町示野390-1　

砺波市庄川町天正136-1

砺波市大辻702　

砺波市久泉134-1　

砺波市太郎丸2-50　

砺波市三島町11-28　

砺波市永福町5-16

砺波市太郎丸2丁目55番地　

砺波市太郎丸3-69MEGAドン・キホｰテUNY砺波店　

砺波市安川字天皇330　

砺波市井栗谷1513　

砺波市新富町5-55

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市中神1丁目174イオンモｰルとなみ1F　

砺波市三島町12-12　

砺波市表町7-6

砺波市中野1360番地の1　

砺波市苗加603番地1　

砺波市豊町一丁目2番2号　

砺波市表町2-5　

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市宮丸165-1　

砺波市野村島213-2　

砺波市中神1-174　

砺波市安川235番地　

砺波市栄町6番35号　

砺波市秋元192-1　

砺波市新富町5番39号　

砺波市中神1-174

砺波市一番町1-15

砺波市太郎丸3-89　

砺波市庄川町庄4984-1

砺波市となみ町17-5

砺波市中神3丁目36　

砺波市太郎丸三丁目69番地ＭＥＧＡドン・キホｰテＵＮＹ砺波店2Ｆ　

砺波市五郎丸217-1　

砺波市庄川町金屋3680-1

砺波市表町7-1

砺波市太郎丸二丁目41番地3　

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市中神一丁目174イオンモｰルとなみ　1階　

砺波市表町2-18　

砺波市太郎丸1-3-8　

砺波市太郎丸1-9-24　

砺波市庄川町示野438番地　

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市太郎丸2丁目5番地　

砺波市杉木一丁目80番地1　

砺波市太郎丸1-4-40

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市中神1丁目174　

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市新富町5-55



店舗名 業種 住所 TEL

ローソン　砺波太郎丸店 コンビニ・スーパー 0763-33-2511

ローソン　砺波矢木店 コンビニ・スーパー 0763-34-0923

三角屋 イオンモールとなみ店 グルメ 0763-32-8550

炭火焼 砺杜 イオンモールとなみ店 グルメ 0763-32-8550

西町大喜 イオンモールとなみ店 グルメ 0763-32-8550

未来屋書店 イオンモールとなみ店 その他(書店・文具等) 0763-32-8550

無印良品 イオンモールとなみ店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 0763-32-8550

鮎や グルメ 0763-82-6661

鮎料理の店 鮎の里 グルメ 0763-82-7110

柿里本店　花御堂 グルメ 0763-32-7065

竈 flamme 炭三郎 グルメ 0763-77-4136

丸三石油(株)チューリップパークSS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-33-0003

吉野家　１５６号線砺波店 グルメ 0763-32-0654

源砺波インター店 小売 0763-33-1151

御菓蔵　本店 小売 0763-33-6560

四六時中　となみ店 グルメ 0763-32-8913

芝寿し　イオンモールとなみ店 小売 0763-58-2111

若鶴大正蔵 観光施設 080-3704-0798

若鶴令和蔵 小売 0763-77-4136

酒蔵　勘太郎 小売 0763-33-1015

庄川ウッドプラザ 小売 0763-82-6841

庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり その他(宿泊施設等) 0763-82-1253

庄川遊覧船 交通機関 0763-82-0220

松村外次郎記念庄川美術館 観光施設 0763-82-3373

焼肉 (卸)花島精肉店 グルメ 0763-33-2989

食・酒処ほたる グルメ 0763-82-6222

人肌の宿　川金 その他(宿泊施設等) 0763-82-0257

太陽スポーツ砺波店 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 0763-34-5151

大阪屋ショップ　砺波店（※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 0763-32-1600

中央コンタクトイオンモールとなみ店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0763-32-8110

鳥越の宿　三楽園 その他(宿泊施設等) 0763-82-1260

砺波市美術館 観光施設 0763-32-1001

道の駅　となみ野の郷 小売 0763-58-5831

道の駅庄川 小売 0763-82-7779

富山石油　ニュー砺波SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-32-1321

文苑堂書店ブック・マーケット砺波店 その他(書店・文具等) 0763-32-7511

弁慶　砺波店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-32-2666

遊屋砺波店 グルメ 0763-34-1158

夢の平コスモス荘 その他(宿泊施設等) 0763-37-2323

南砺市

19HITOYASUMI南砺店 グルメ 0763-22-1434

８番らーめん　福光店 グルメ 0763-53-2008

ＡＮＧＯ安居 グルメ 0763-62-0321

Cucina Nobu グルメ 0763-22-5611

ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡ スポーツ 0763-55-1326

ＪＡなんと　生活センター 小売 0763-62-2500

Ｋｅｎ　Ｔｒｉｐｓ 観光施設 0763-62-1653

life cafe cattle グルメ 0763-82-5878

nomi グルメ 0763-77-4163

V・drug福光店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-52-7776

あい・あいタクシー（南砺交通） 交通機関 0763-22-2144

あづちや その他(宝飾・時計・眼鏡等) 0763-82-0366

アルビス　福光店 コンビニ・スーパー 0763-52-6800

イオックスヴァルト その他(宿泊施設等) 0763-55-1969

いせや 小売 0763-62-0267

いなみ木彫りの里創遊館（道の駅井波） 小売 0763-82-5757

南砺市本町3丁目48番地　

南砺市田中266　

南砺市才川七字荒山5番地　

南砺市城端219　

南砺市北川730

南砺市野田1369-1　

南砺市北野335番地　

南砺市井波1077-4　

南砺市本町3-41　

南砺市福光町201-1　楽藏福光内

南砺市福野772

南砺市寺家新屋敷366　S.Cアミュｰ

南砺市福光西町336-5　

南砺市城端70　

南砺市広安205

南砺市才川七字ススケ原115　

砺波市宮沢町3番9号となみ野の郷　

砺波市庄川町示野437道の駅庄川　

砺波市十年明字木島77　

砺波市太郎丸 584　

砺波市宮沢町2-33　

砺波市五谷160

砺波市表町5-5　エスポワｰル20ビル

砺波市上中野70　

砺波市千代137-1　

砺波市三郎丸303　

砺波市中神一丁目174番地　イオンモｰルとなみ1階　

砺波市庄川町金屋839　

砺波市高道145-1　

砺波市庄川町金屋1058　ウッドプラザ

砺波市庄川町金屋3531　

砺波市庄川町小牧73-5　

砺波市庄川町金屋1066　

砺波市豊町2丁目15番17号　

砺波市庄川町庄5134-1ゆずの郷やまぶき内　

砺波市太田1891-5　

砺波市中神1-174イオンモｰルとなみ1F　

砺波市中神1丁目174　

砺波市三郎丸208　

砺波市三郎丸208　

砺波市千代143-1　

砺波市庄川町庄1218

砺波市庄川町金屋2131-6　

砺波市高道113-4　

砺波市となみ町315　

砺波市太郎丸3丁目94　

砺波市太郎丸3-94　

砺波市三郎丸208

砺波市鍋島８６

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市中神1-174　イオンモールとなみ

砺波市矢木296



店舗名 業種 住所 TEL

ウエルシア南砺福野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-322-8100

うまいもん館 グルメ 0763-68-2963

オートバックス ・福光店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-53-0355

おみやげ珍品堂 小売 0763-67-3750

お酒とギフト　かたやま 小売 0763-22-2233

お土産・お休み処　あらい グルメ 0763-67-3217

カフェトリアン グルメ 0763-77-3261

カフェひょうたん村 その他(カフェ・スイーツ等) 0763-52-5556

かぶらや 小売 0763-52-0284

きよべ呉服店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-62-0227

クスリのアオキ井波店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-82-2700

クスリのアオキ城端店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-62-0131

クスリのアオキ福光店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-52-8870

クスリのアオキ福野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-22-1822

ささら屋　福光新町店 小売 0763-52-6785

ささら屋　福光本店 小売 0763-52-6785

サンキュー　アミュー店 コンビニ・スーパー 0763-22-1439

サンキュー　福光フレッサ店 コンビニ・スーパー 0763-52-0539

シメノドラッグ　福野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-23-1677

ショッピングセンターアスモ内　米のとよかわ 小売 0763-82-2958

すし縁 グルメ 0763-22-7080

セブンイレブン南砺角田店 コンビニ・スーパー 0763-52-9777

セブンーイレブン　南砺やかた店 コンビニ・スーパー 0763-22-6035

セルフ城端SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-62-2161

タカズーリ喜多 その他(宿泊施設等) 0763-77-3325

タツミヤ福野店 その他(衣料品・装飾品等) 0763-22-1492

デイリーヤマザキ 城端ＳＡ コンビニ・スーパー 0763-62-4060

ドラッグコスモス福光店 小売 0763-52-8550

ねこのくら工房 小売 0763-66-2678

パティスリー・ブーケ グルメ 0763-22-1181

はやし食品 小売 0763-62-0263

バロー福光店 コンビニ・スーパー 0763-53-1505

ファミリーマート ファミリーブックス福光 コンビニ・スーパー 0763-52-6504

ファミリーマート 南砺井波 コンビニ・スーパー 0763-82-6373

ファミリーマート 南砺井波西 コンビニ・スーパー 0763-82-2403

ファミリーマート 南砺宗守 コンビニ・スーパー 0763-52-1650

ファミリーマート 南砺福野 コンビニ・スーパー 0763-22-8171

ファミリーマート 福光荒木 コンビニ・スーパー 0763-52-8012

ファミリーマート 福野二日町 コンビニ・スーパー 0763-22-7375

ふくみつ華山温泉 その他(宿泊施設等) 0763-52-0500

ブティッククボタ その他(衣料品・装飾品等) 0763-82-4280

ポコアポコ　ア・ミュー店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 0763-22-1425

マツモトキヨシ　福光店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0763-52-7290

ヤマダデンキ テックランド南砺店 その他(電子機器・家電等) 0763-55-6018

よいとこ井波売店 小売 0763-82-5666

ヨッテカーレ城端 小売 0763-62-8888

らいおん 小売 0763-82-3875

リカーショップ　しばた その他(酒類) 0763-22-1433

レストラン芝井川 グルメ 0763-22-1495

レストランたんぽぽ グルメ 0763-52-4455

ローソン　井口池尻店 コンビニ・スーパー 0763-64-8878

平ら寿司本舗 小売 0763-23-1322

菜彩や　フジタストア コンビニ・スーパー 0763-62-0106

南砺市観光協会（城端駅観光案内所） 小売 0763-62-1201

福光タクシー株式会社 交通機関 0763-52-0002

法林寺温泉 その他(宿泊施設等) 0763-52-4251

南砺市野尻359　

南砺市城端221　

南砺市是安206-22　

南砺市荒木5322

南砺市法林寺4944

南砺市井波3110-1　

南砺市立野原東1508番地　

南砺市井波3110-1　

南砺市寺家新屋敷384-2

南砺市中ノ江16

南砺市池尻263　

南砺市二日町字中島430番地　

南砺市川西588番地1　

南砺市本町1-39　

南砺市寺家新屋敷366番地

南砺市福光888番地1　

南砺市福光246-1　

南砺市寺家新屋敷366

南砺市福光373番地1　

南砺市井波字矢間堂885番地15　

南砺市山見2228番地1　

南砺市宗守294番地1　

南砺市焼野49　

南砺市荒木671番1　

南砺市寺家新屋敷366福野ショッピングセンタｰ「ア・ミュｰ」1Ｆ　

南砺市立野原東1201

南砺市下梨2074番地

南砺市院林182-1　

南砺市城端東下124　

南砺市福光288-1　

南砺市田中228-1

南砺市柴田屋302番地1　

南砺市山見京願1739-2　

南砺市福野1316

南砺市吉江中711-1　

南砺市やかた393　

南砺市細木126　

南砺市二日町1600番1　

南砺市福光新町50　

南砺市吉江中1213　

南砺市寺家新屋敷366番地

南砺市荒木5418

南砺市福光1376　

南砺市遊部川原15-2　

南砺市城端499　

南砺市山見1739番5　

南砺市野田48番3　

南砺市福光字殿舘279番1　

南砺市利賀村坂上149　

南砺市福光288-1

南砺市西赤尾町470　

南砺市福野1592　

南砺市菅沼503番地　

南砺市立野原東1514-18南砺市クリエイタｰプラザ 2F　

南砺市やかた414番地　

南砺市猪谷1031



店舗名 業種 住所 TEL

万水閣 その他(宿泊施設等) 0763-62-1717

井波交通広場観光案内所 小売 0763-82-2539

越中井波　町家旅館　古香里庵 その他(宿泊施設等) 0763-58-2200

菓匠かじわ屋 小売 0763-52-0066

菓匠かじわ屋アスモ店 小売 0763-82-5898

株式会社杓子屋福光観光 その他(衣料品・装飾品等) 0763-52-0301

季の実 小売 0763-77-4544

喫茶・食事　作助 グルメ 0763-66-2847

五箇山の味　ふるさと グルメ 0763-66-2310

五箇山温泉　赤尾館 その他(宿泊施設等) 0763-67-3321

五箇山温泉国民宿舎五箇山荘 その他(宿泊施設等) 0763-66-2316

五箇山総合案内所 その他(代理店・サービス業) 0763-66-2468

合掌造　岩瀬家 観光施設 0763-67-3338

合掌茶屋　相倉屋 グルメ 0763-66-2815

合掌民宿　弥次兵衛 その他(宿泊施設等) 0763-66-2639

桜ヶ池クアガーデン その他(宿泊施設等) 0763-62-8181

蛇の目寿し グルメ 0763-82-0717

手打そば萱笑 グルメ 0763-52-5033

庄川峡　長崎温泉　北原荘 その他(宿泊施設等) 0763-82-3741

松島松鶴堂 小売 0763-62-0039

焼き鳥居酒屋かなや グルメ 0763-22-7055

城端麦酒直売所 小売 0763-62-2283

川合田温泉　山田家 その他(宿泊施設等) 0763-52-0821

大牧温泉観光旅館 その他(宿泊施設等) 0763-82-0363

茶店まつや グルメ 0763-66-2631

朝あけ 小売 0763-66-2333

天竺温泉の郷 その他(宿泊施設等) 0763-68-8400

田舎まんじゅう本舗　よしむら　本店 小売 0763-82-0710

田舎まんじゅう本舗よしむら木彫りの里店 小売 0763-82-6885

田舎まんじゅう本舗よしむら瑞泉寺前店 小売 0763-82-6881

田村萬盛堂 小売 0763-62-0124

道の駅たいら五箇山和紙の里 その他(花卉・農産物・青果等) 0763-66-2223

道の駅福光 小売 0763-52-4100

南砺石油　福光SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 0763-52-0006

肉の花島　ア・ミュー店 小売 0763-22-1429

民宿　ながさき家 その他(宿泊施設等) 0763-82-5326

民宿中の屋 その他(宿泊施設等) 0763-68-2104

有限会社河合呉服店 小売 0763-62-0072

利賀国際キャンプ場 その他(宿泊施設等) 0763-68-2556

里山のオーベルジュ　薪の音 グルメ 0763-62-3255

旅亭みや川 その他(宿泊施設等) 0763-52-1072

和伊之介 グルメ 0763-22-2258

瞑想の郷 観光施設 0763-68-2324

南砺市城端421　

南砺市利賀村上百瀬49　

南砺市野口140　

南砺市福光1376　

南砺市福野772　

南砺市利賀村上畠101　

南砺市東中江215　

南砺市中ノ江21番地道の駅福光　

南砺市荒木1421-2　

南砺市寺家新屋敷366番地　

南砺市利賀村長崎91　

南砺市利賀村坂上551　

南砺市東中江　217道の駅たいら物産館　

南砺市利賀村上百瀬482　

南砺市北川1766　

南砺市北川730　

南砺市井波3035　

南砺市城端175　

南砺市城端164-1-1　

南砺市福野772　

南砺市立野原東688　

南砺市川西1535　

南砺市利賀村大牧44　

南砺市相倉445　

南砺市相倉710　

南砺市上梨592　

南砺市立野原東1514桜ヶ池クアガｰデン　

南砺市北川1822　

南砺市福光6771　

南砺市利賀村北原1-17

南砺市上梨737　

南砺市東中江215道の駅たいら内　

南砺市西赤尾町396-1　

南砺市田向333-1　

南砺市上梨754

南砺市西赤尾町857-1合掌造　岩瀬家　

南砺市山見956-1

南砺市本町2丁目23

南砺市福光6780-1　

南砺市山見京願1739ｰ2井波コミュニティｰプラザ　アスモ内　

南砺市福光7385番地　

南砺市山見1001　

南砺市立野原東1525


