
「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 TEL

富山市

(株)SHIMARS　上赤江ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-411-6090

(株)SHIMARS　下飯野SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-471-7123

(株)SHIMARS　天正寺SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-420-5955

(株)SHIMARS　富山石坂SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-444-0085

(株)SHIMARS　富山下掘ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-492-0330

(株)青山総本舗 小売 076-432-5324

(有)北陸小型交通 交通機関 076-452-3780

(有)リカーポケットみずはた その他(酒類) 076-441-3450

(有)林盛堂本店 小売 076-454-4670

100時間カレー　ファボーレ店 グルメ 076-481-8922

100満ボルト富山中川原店 その他(電子機器・家電等) 076-482-5822

100満ボルト富山布瀬店 その他(電子機器・家電等) 076-492-8800

14+　ファボーレ店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-461-4414

３COINS+plus　富山マルート店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-445-4551

８番らーめん グルメ 076-443-2782

８番らーめん　安養寺店 グルメ 076-428-1877

８番らーめん　羽根店 グルメ 076-494-3988

８番らーめん　奥田店 グルメ 076-433-0552

８番らーめん　新庄店 グルメ 076-432-8288

８番らーめん　太郎丸店 グルメ 076-464-3868

８番らーめん　大泉店 グルメ 076-422-1032

８番らーめん　中川原店 グルメ 076-423-6088

８番らーめん　富山呉羽店 グルメ 076-436-3688

＠cosme STORE　とやまマルート店 その他(コスメ・化粧品等) 076-445-4601

ａ.v.v  ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-466-1682

ABC-MART その他(クツ・カバン・旅行用品等) 076-411-8133

ABCマート　ファボーレ店 その他(クツ・カバン・旅行用品等) 076-465-1951

AIRPORT KITCHEN グルメ 076-481-6873

ALGY　ファボーレ店 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-461-5096

AMERICAN HOLIC ファボーレ富山 その他(衣料品・装飾品等) 076-461-5989

AOKI富山城南本店 その他(衣料品・装飾品等) 076-422-3868

AOKI富山天正寺店 その他(衣料品・装飾品等) 076-422-9088

AOKI富山北店 その他(衣料品・装飾品等) 076-431-8588

Artpaper Cafe BINGATAYA グルメ 076-492-8078

AZUL BY　MOUSSY　ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-461-7543

Bar Aster グルメ 076-441-2209

bazbaz ファボーレ店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-461-3925

BOOKSなかだ　コミック・ラボ その他(書店・文具等) 076-492-1217

ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店 その他(書店・文具等) 076-466-1888

BOOKSなかだ　掛尾本店 その他(書店・文具等) 076-492-1192

BOOKSなかだ　大沢野店 その他(書店・文具等) 076-468-9138

BOOKSなかだ　婦中店 その他(書店・文具等) 076-465-6199

BOOKSなかだ　北の森店 その他(書店・文具等) 076-437-7815

BRICK HOUSE  シャツ工房　ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-466-1870

BURDEN　バーデン その他(衣料品・装飾品等) 076-420-6880

BUTAMAJIN 根塚店 グルメ 076-422-4666

Carnation　カーネーション その他(衣料品・装飾品等) 076-495-9666

cepo.STATICE その他(衣料品・装飾品等) 076-443-9155

CHILLING STYLE 小売 076-493-4280

conoka ファボーレ店 その他(花卉・農産物・青果等) 076-461-5187

cote a cote　コータ・コート その他(衣料品・装飾品等) 076-405-9934

CRISPIN その他(クツ・カバン・旅行用品等) 076-421-3651

D&DEPARTMENT TOYAMA 小売 076-471-7791

2294

富山市堀28-2　

富山市上赤江町二丁目字東条割 1169　

富山市天正寺 1010　

富山市石坂新760-3　

富山市明輪町1-231

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F　

富山市中川原402-1

富山市布瀬町南1丁目7-4　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2Ｆ　

富山市明輪町1-70　

富山市総曲輪3-2-17　

富山市大手町6-14富山市民プラザ1階　

富山市婦中町下轡田165-1　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ内　

富山市掛尾町180-1　

富山市下大久保2631-1　

富山市婦中町速星76-1　

富山市森3丁目2-11　

富山市明輪町1-231

富山市総曲輪3-6-15-2　

富山市総曲輪3-3-19　

富山市新総曲輪4-18富山県民会館1Ｆ　

住所

富山市上冨居1-6-31

富山市湊入船町12-18　

富山市八尾町福島3-8　

富山市新富町1-4-6　

富山市中川原397-1　

富山市呉羽町7191-25　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F　

富山市安養寺648-1　

富山市羽根流割108-1　

富山市千代田町7-50　

富山市荒川84-2　

富山市太郎丸西町2-5-1　

富山市大泉本町1-4-2　

富山市明輪町1-231

富山市下飯野331

富山市明輪町1-231

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F　

富山市秋ケ島30富山空港タｰミナル2F　

富山市婦中町下轡田165-1　

富山市内幸町2ｰ10松よしビル2階　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ1F

富山市掛尾町180-1　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F　

富山市婦中町下轡田165番地の1　ファボーレ 2F

富山市太郎丸西町2-4-11　

富山市秋吉152-13　

富山市豊田町2丁目7番32号　

富山市総曲輪3-8-6　総曲輪フェリオ7F（株）紀伊国屋書店内

富山市婦中町下轡田165-1　　ファボｰレ2F　

富山市総曲輪3-6-15-15　FAITH 2F

富山市根塚町1-1-62　

富山県全域

件



店舗名 業種 TEL住所

D&DEPARTMENT TOYAMA DINING グルメ 076-471-7791

Desert＆Restaurant カフェ・ラルゴ グルメ 076-439-0125

ELLIFE その他(衣料品・装飾品等) 080-5856-0850

ETON HOUSE 小売 076-421-0603

farmers egg kitchen　富山ファボーレ店 グルメ 076-482-2468

FUJIOKAEN. 小売 076-444-6303

FUJIOKAEN. ファボーレ店 その他(食料品販売) 076-466-1727

ＧＯＳＨＵ 小売 076-471-8101

ＧＯＺＺＯＮＥ グルメ 076-441-6002

Green Parks fuuwaファボーレ その他(衣料品・装飾品等) 076-482-6285

greenroom　グリーンルーム その他(衣料品・装飾品等) 076-481-6481

HIROCON　ファボーレ店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-461-7277

HOKUYA　富山MAROOT店 その他(食料品販売) 076-411-7681

i clock その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-464-3404

ilya その他(衣料品・装飾品等) 076-464-5040

INDIGO Novel STANDARD その他(衣料品・装飾品等) 076-495-8560

INFACES　インフェイズ その他(衣料品・装飾品等) 076-491-6260

IVORY　アイボリー その他(衣料品・装飾品等) 076-422-3247

izakayaおうち グルメ 076-464-6168

J MAX THEATER とやま 遊興関連 076-461-5386

JACK　アピタ富山店 その他(衣料品・装飾品等) 076-495-3216

JINS 富山マルート店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-442-8228

LINO　婦中店 その他(衣料品・装飾品等) 076-466-1731

Lu PARQS グルメ 076-433-3358

MAROOT THE SUPER コンビニ・スーパー 076-445-4510

MAY BE グルメ 076-492-5510

Monsieur J 小売 076-461-5242

MOTSUYA　福多　其ノ二 グルメ 076-432-6290

MUROYA グルメ 076-437-6665

natural garage　アピタ富山東店 その他(衣料品・装飾品等) 076-452-3308

office Vox　ファボーレ店 その他(書店・文具等) 076-466-1723

office Vox　掛尾店 その他(書店・文具等) 076-493-5310

office Vox　五福店 その他(書店・文具等) 076-432-3173

office Vox　豊田店 その他(書店・文具等) 076-432-1353

Parade下飯野 その他(クツ・カバン・旅行用品等) 076-438-9055

Parade今泉本店 その他(クツ・カバン・旅行用品等) 076-495-5210

Parade天正寺店 その他(クツ・カバン・旅行用品等) 076-494-1573

Parade富山羽根 その他(クツ・カバン・旅行用品等) 076-461-7825

PARQS MENS その他(衣料品・装飾品等) 076-433-3383

PARQS TOYAMA その他(衣料品・装飾品等) 076-433-8801

PEPEすぎもとや グルメ 076-421-4441

ＲＡＮＤＡ その他(クツ・カバン・旅行用品等) 076-471-6551

RODEO CROWNS WIDE BOWL ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-461-4157

ＳＥＡ　ＢＥＲＴＨ その他(衣料品・装飾品等) 076-425-7236

SHIROKUMA INN Bed & Breakfast その他(宿泊施設等) 090-6275-7517

SHOGUN PIZZA グルメ 076-464-3324

SHOGUNBURGER富山店 グルメ 076-461-3929

SKIN HOUSE その他(コスメ・化粧品等) 076-208-5165

Swallow Cafe グルメ 076-433-6755

ｓｙｎ丸八製茶場 小売 076-471-8112

TABO その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-482-1153

THE  SHOP  TK  ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-466-6130

TIERRA　Cafe グルメ 076-434-9333

to-on MUSIC　ファボーレ店 その他(楽器・音楽関連) 076-466-1005

TSUTAYA BOOKSTORE 藤の木店 その他(書店・文具等) 076-422-0155

TRATTORIA　サッチ グルメ 076-461-5277

富山市明輪町1-231

富山市明輪町1-220　

富山市本宮花切割字2-18

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2Ｆ　

富山市茶屋町7279-1　

富山市婦中町下轡田165－1　ファボーレ内 

富山市二俣　

富山市開 1325番地　

富山市中央通り1-6-29大気ビル　

富山市岩瀬表町133-2　

富山市総曲輪3-2-15　あまよっと横丁内

富山市総曲輪3-3-21　

富山市木場町3-20富山県美術館1階　

富山市天正寺1107

富山市羽根977　

富山市下新町35-8 2F　

富山市下新町36-19　

富山市向川原町2-21　

富山市婦中町下轡田165-1　

富山市明輪町1-231

富山市明輪町1-231

富山市掛尾町254　

富山市五福8区3512　

富山市豊田町1丁目25-3　

富山市下飯野9-1　

富山市今泉73　

富山市赤田983-2　

富山市総曲輪4-10-9 1F　

富山市桜町2-6-4布一ビル2階　

富山市東岩瀬村1番地　

富山市上冨居310-1

富山市婦中町下轡田165－1　ファボーレ内 

富山市上袋100　アピタ２F

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F

富山市下新町35ｰ8PARQS358　

富山市総曲輪3-2-15　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F　

富山市婦中町下轡田165-1ファボｰレ2F　

富山市中央通り1-6-29大気ビル　

富山市掛尾町608　

富山市総曲輪3-6-15-15号　FAITH 1F

富山市明輪町1-231

富山市明輪町1-231

富山市総曲輪3-9-1　

富山市東岩瀬町285

富山市明輪町1-220　

富山市婦中町下轡田165-1　

富山市明輪町1-231

富山市新総曲輪4-18富山県民会館1Ｆ　

富山市本町2-17　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ1階　

富山市明輪町1-220　

富山市内幸町1-8　内幸ビルＢ館

富山市婦中町下轡田165-1　ファボーレ 1F

富山市総曲輪三丁目9番3号ユウタウン総曲輪　

富山市総曲輪3-9-2　



店舗名 業種 TEL住所

TRUNK15　トランク その他(衣料品・装飾品等) 076-420-0677

V・drug下新店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-432-2885

V・drug掛尾店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-422-5150

V・drug北の森店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-471-0787

V・drug窪新店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-439-8143

V・drug五福店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-471-7646

V・drug山室店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-493-7777

V・drug清水町店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-425-2132

V・drug大沢野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-467-4300

V・drug町村店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-422-7601

V・drug藤の木店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-420-5430

V・drug婦中西店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-405-9266

V・drug富山つばめ野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-464-6561

V・drug富山呉羽店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-427-0677

V・drug富山太郎丸店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-420-3955

V・drug富山中島店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-431-7020

V・drug富山婦中店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-466-0801

vege&bar シンバル グルメ 076-493-5050

WINISTA グルメ 076-425-6162

ZoffMarche’　ファボーレ店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-482-5351

アーバンショップ 小売 076-444-3848

アットイーズ その他(衣料品・装飾品等) 076-413-7001

アパヴィラホテル〈富山駅前〉 その他(宿泊施設等) 076-431-3111

アパホテル〈富山駅前〉 その他(宿泊施設等) 076-444-5111

アプリコット花金 その他(花卉・農産物・青果等) 076-445-4740

アプレレクール　ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-464-5428

アミング藤の木店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-493-7350

アミング婦中店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-466-0700

アル・プラザ 富山 コンビニ・スーパー 076-466-1800

アルビス　アピア店 コンビニ・スーパー 076-445-3100

アルビス　アリス店 コンビニ・スーパー 076-431-8620

アルビス　エスタ店 コンビニ・スーパー 076-442-8100

アルビス　グリーンモール店 コンビニ・スーパー 076-493-7000

アルビス　ミューズ店 コンビニ・スーパー 076-478-1185

アルビス　ルミネス店 コンビニ・スーパー 076-438-6400

アルビス　羽根店 コンビニ・スーパー 076-493-2323

アルビス　奥田店 コンビニ・スーパー 076-439-6363

アルビス　経堂店 コンビニ・スーパー 076-493-7878

アルビス　呉羽東店 コンビニ・スーパー 076-434-3611

アルビス　呉羽本郷店 コンビニ・スーパー 076-427-1800

アルビス　高原町店 コンビニ・スーパー 076-421-7060

アルビス　新庄店 コンビニ・スーパー 076-452-5600

アルビス　大久保店 コンビニ・スーパー 076-468-7600

アルビス　布瀬店 コンビニ・スーパー 076-421-7557

アルビス　宮野店 コンビニ・スーパー 076-465-4821

アルビス　八尾店 コンビニ・スーパー 076-455-2122

アルビス　婦中速星店 コンビニ・スーパー 076-466-2042

イエローハット富山店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-491-5680

イエローハット富山東店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-492-1680

イエローハット富山飯野店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-471-7960

いきなりステーキ　ファボーレ富山店 グルメ 076-461-4929 

イタリアントマトCafeJr.ユウタウン総曲輪店 グルメ 076-464-5215

イタリアントマトCafeJr.富山アピア店 グルメ 076-471-5246

イタリアントマトカフェJr　富山ファボーレ店 グルメ 076-466-1728

いるかホステル その他(宿泊施設等) 076-471-7441

インディアンダイニング　ＣＨＯＲＩ　ＣＨＯＲＩ グルメ 076-434-4800

富山市総曲輪3-9-1　ユウタウン総曲輪1F　

富山市稲荷元町2-11-1　アピア1F　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ1階　

富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま201

富山市古沢548-2　

富山市婦中町速星1070-1　

富山市太郎丸西町2-6-12　

富山市中川原511-2

富山市新屋17-5

富山市婦中町下轡田165-1

富山市中川原65-6　

富山市新庄銀座3丁目3番22号　

富山市下大久保263-1　

富山市布瀬町南1-6-5　

富山市婦中町新屋59　

富山市八尾町井田580-1　

富山市中田1-5-20　SCルミネス内　

富山市羽根1292-1　

富山市下新本町字早稲田割一番138番地3　

富山市経堂1-251　

富山市呉羽町7026　

富山市本郷字東坪2459-7　

富山市婦中町下轡田165番地の1　

富山市稲荷元町2-11-1　

富山市五福1143-1五福SCアリス内　

富山市桜町1-1-1電鉄駅ビル内　

富山市山室226-2　

富山市水橋市江47　

富山市明輪町88-2　

富山市明輪町1-220　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F　

富山市町村2丁目73番

富山市婦中町西ケ丘474番地１

富山市総曲輪2-4-15　

富山市婦中町下轡田165-1　2Ｆ　

富山市牛島町18-7アｰバンプレイス1F　

富山市総曲輪4-7-14　柴田ビル1F

富山市桜町1-5-20　

富山市つばめ野1-41　

富山市北二ツ屋万田割163-1　

富山市太郎丸本町4-2-5　

富山市中島2-3-26　

富山市婦中町西ヶ丘1925　

富山市一番町4-26　

富山市山室226-2　 グリｰンモｰル山室内

富山市清水町8-1-8　

富山市上大久保1210-1　グリｰンバレｰ内

富山市町村244　

富山市開585　

富山市婦中町長沢4590　

富山市西町6-3

富山市下新町27-17　

富山市掛尾町67　

富山市窪新町字小橋詰割1-1　

富山市五福3640-5　

富山市森3丁目3-66



店舗名 業種 TEL住所

インド料理インディラ富山店 グルメ 076-493-8830

ヴィレッジヴァンガード　ファボーレ店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-466-1753

ヴィンチトーレ富山店 その他(衣料品・装飾品等) 076-493-3729

ウエルシア富山中川原店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-420-1910

ウエルシア調剤薬局大沢野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-468-0261

ウエルシア富山栄町店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-495-1380

ウエルシア富山下大久保店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-467-5788

ウエルシア富山岩瀬店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-437-2003

ウエルシア富山水橋店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-478-0220

ウエルシア富山赤田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-491-1310

ウエルシア富山八尾店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-455-1711

ウエルシア富山婦中店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-466-6380

ウエルシア富山豊田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-437-1911

ウエルシア富山本郷店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-420-0180

ウエルシア薬局富山奥田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-439-2901

ウエルシア薬局富山五福店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-443-8110

ウエルシア薬局富山呉羽店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-434-4700

ウエルシア薬局富山上飯野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-451-7450

ウエルシア薬局富山大泉店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-420-3880

ウエルシア薬局富山天正寺店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-422-6370

ヴェルフヲンス 小売 076-421-6668

うさぎとトラ グルメ 076-493-3232

うなぎの中庄　富山マルート店 グルメ 076-482-3986

ウルワツアミーゴ グルメ 076-464-3084

えびよね水産加工 小売 076-435-0150

エルサカエアピタ富山東店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-452-3433

エルサカエウォッチギャラリー総曲輪フェリオ店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-421-8887

エルサカエファボーレ店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-466-1701

エルサカエ総曲輪店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-493-8811

エルサカエ富山総本店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-431-3200

エルベ 小売 076-493-5860

オークスカナルパークホテル富山 その他(宿泊施設等) 076-432-2000

オートバックス ＳＡ富山南 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-491-1919

オートバックス エクスプレス富山南 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-491-6161

オートバックス セコハン市場富山店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-482-5960

オートバックス 大沢野 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-467-5858

オートバックス 富山北店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-452-1919

おこめぢゃや　富山マルート店 グルメ 076-411-7411

おさかな家 グルメ 076-471-6545

おみやげ処富山 小売 076-443-5855

お城の見えるカフェ その他(カフェ・スイーツ等) 076-471-6103

オリンピア　富山マルート店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-411-8119

カナショク セルフ富山中島店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-471-7636

カナショク セルフ富山婦中店 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-482-5512

かに海鮮問屋 魚どん亭 グルメ 076-471-8141

カフェ　ファビュラス その他(カフェ・スイーツ等) 076-441-9683

カフェ・イン・ザ・パーク グルメ 076-495-1111

がブリチキン。富山駅前店 グルメ 076-471-8413

カプリチョーザ　ファボーレ店 グルメ 076-466-1751

かまど料理とお酒 くろべ グルメ 076-439-0121

カルディコーヒー　ファボーレ店 その他(カフェ・スイーツ等) 076-465-6601

カルビ大将 ファボーレ富山店 グルメ 076-466-9898

カレーのチャンピオン　富山店 グルメ 076-493-7111

カレーハウスCoCo壱番屋　富山黒瀬店 グルメ 076-421-1175

カレーハウスCoCo壱番屋　富山山室店 グルメ 076-420-1102

カレーハウスCoCo壱番屋　富山上飯野店 グルメ 076-452-1839富山市飯野字八幡割14番2　

富山市本町2-17　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ1F　

富山市婦中町速星123-1

富山市太郎丸西町1-2-4　

富山市黒瀬北町一丁目4-3　

富山市山室226-2　グリーンモール山室内　

富山市本丸1-33富山市佐藤記念美術館1階　

富山市明輪町1-90　

富山市牛島町18-7アｰバンプレイス1Ｆ　

富山市大手町2-3

富山市新富町1-3-9駅前プラザビル1階　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ店　

富山市明輪町1-231

富山市中島1-4-34　

富山市婦中町西本郷870　

富山市新庄銀座3-9-15

富山市新富町2-4-11

富山市明輪町1-226　ＪＲ富山駅構内

富山市中央通り1-2-10　

富山市牛島町11-1　

富山市婦中町塚原1200

富山市婦中町塚原1212

富山市婦中町塚原1219

富山市長附266番1

富山市明輪町1-231

富山市上冨居3-8-38　

富山市総曲輪3-8-6総曲輪フェリオ1F　

富山市婦中町下轡田165-1　

富山市総曲輪3-6-15-1-1　

富山市奥田町3-14　

富山市大泉町2-2-1　

富山市天正寺1105　

富山市天正寺1333　

富山市総曲輪2丁目3-2メリｰ荒町ビル　

富山市中央通り1丁目4-13　

富山市四方新130　

富山市明輪町1-231

富山市豊若町3丁目5-10　

富山市本郷町49番地1　

富山市奥田町35-1　

富山市五福5385-3　

富山市茶屋町614-12　

富山市上飯野字道下2-7　

富山市下大久保1065番地1　

富山市西宮101　

富山市水橋舘町字経田569番1　

富山市赤田790番地1　

富山市八尾町井田5549　

富山市婦中町速星851-1　

富山市天正寺1059　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F　

富山市越前町4-5

富山市中川原383番地1　

富山市上大久保牛ヶ花割1586-3　

富山市栄町3丁目2-29　



店舗名 業種 TEL住所

カレーハウスCoCo壱番屋　富山西呉羽店 グルメ 076-434-0587

きときと寿し飯野店 グルメ 076-452-0011

きときと寿し婦中有沢店 グルメ 076-481-6700

クスリせいそ その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-442-8120

クスリのアオキ下大久保店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-461-3612

クスリのアオキ八尾南店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 090-7646-7527

クスリのアオキ綾田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-405-0505

クスリのアオキ下奥井店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-433-0850

クスリのアオキ下飯野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-411-9110

クスリのアオキ掛尾店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-421-1001

クスリのアオキ岩瀬店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-437-2181

クスリのアオキ岩瀬東店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-438-7181

クスリのアオキ宮野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-466-1350

クスリのアオキ経堂店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-482-4357

クスリのアオキ五福店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-464-6127

クスリのアオキ呉羽店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-427-0801

クスリのアオキ向新庄店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-451-3838

クスリのアオキ根塚店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-492-1110

クスリのアオキ山室店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-464-5333

クスリのアオキ上飯野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-452-0811

クスリのアオキ西長江店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-492-2500

クスリのアオキ赤田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-420-0881

クスリのアオキ大沢野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-468-8686

クスリのアオキ茶屋町店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-434-1515

クスリのアオキ藤木店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-424-6667

クスリのアオキ上袋店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-482-6270

クスリのアオキ新根塚店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-482-5128

クスリのアオキ鍋田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-452-1101

クスリのアオキ八尾店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-455-9200

クスリのアオキ婦中店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-466-0833

クスリのアオキ富山大島店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-461-7606

クスリのアオキ富山新庄店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-471-5810

クスリのアオキ堀川店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-494-1030

クスリのアオキ本郷店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-420-0701

クノップ　ファボーレ店 その他(カフェ・スイーツ等) 076-413-7617

クノップ　マルート店 小売 090-4375-8540

クノップ　総曲輪店 その他(カフェ・スイーツ等) 076-461-3674

クノップ　本店 その他(カフェ・スイーツ等) 050-5578-2359

くまざわ書店 その他(書店・文具等) 076-431-5581

くら寿司　富山天正寺店 グルメ 076-422-1511

くら寿司　富山婦中店 グルメ 076-425-1520

グローブ　ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-466-0026

ケーズデンキ 富山本店 その他(電子機器・家電等) 076-493-1770

ケーズデンキ 富山豊田店 その他(電子機器・家電等) 076-441-1060

ゲストハウス岩瀬 その他(宿泊施設等) 090-9765-4414

ケンズカフェ東京 その他(カフェ・スイーツ等) 076-464-6431

ココス黒瀬店 グルメ 076-494-1692

ココス千代田店 グルメ 076-445-5065

ココス飯野店 グルメ 076-452-9088

ココス婦中ファボーレ店 グルメ 076-466-0446

ココス本郷店 グルメ 076-494-1690

コジマ×ビックカメラファボーレ富山店 その他(電子機器・家電等) 076-466-0555

コジマ×ビックカメラ富山店 その他(電子機器・家電等) 076-493-7070

こっとん その他(宿泊施設等) 076-481-1603

ゴディバ　ファボーレ店 小売 076-464-5744

コムクレープ富山本店 小売 076-420-6103

富山市本郷新43-1　

富山市婦中町速星123　

富山市中川原八幡田割402-1　

富山市本宮花切４－４１

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ1Ｆ

富山市中央通り1-6-29　minimall091-1F　

富山市豊田町1丁目4番15号　

富山市高畠町1-2-43　

富山市黒瀬北町1-2-7　

富山市千代田町1-10　

富山市飯野六反田割14-5　

富山市婦中町速星123-1　

富山市明輪町1-231

富山市本郷町360番地1　

富山市婦中町下轡田165-1　

富山市総曲輪3-2-15　

富山市二口町1-2-7　

富山市婦中町165-1　ファボｰレ2F

富山市太郎丸本町1-2-1

富山市藤木1870番地1　

富山市鍋田1番55号　

富山市八尾町井田577番地　

富山市婦中町宮ケ島315番地　

富山市新庄町三丁目6番51号　

富山市堀川本郷15番12　

富山市上袋530-2

富山市新根塚町1-1-63

富山市天正寺1053

富山市婦中町塚原1181

富山市明輪町1-231

富山市明輪町1-231

富山市大島二丁目394

富山市山室226番地5　

富山市鶴ケ丘町1番1　

富山市西長江四丁目1番47号　

富山市赤田745番地　

富山市上大久保1050番地1　

富山市茶屋町字新長割15番1　

富山市中田一丁目2番30号　

富山市婦中町新屋58番地　

富山市経堂三丁目7番22号　

富山市呉羽町字草田2474番　

富山市向新庄町二丁目2番40号　

富山市根塚町3丁目10番5号　

富山市五福5720-2

富山市八尾町井田4948-3

富山市綾田町一丁目7番7号　

富山市下奥井一丁目1番26号　

富山市下飯野23番地　

富山市掛尾町169番地1　

富山市森三丁目11番43号　

富山市本郷東部12　

富山市新屋9-1　

富山市羽根112-1　

富山市桜町1-1-1　電鉄富山駅ビルエスタ

富山市下大久保1095-1



店舗名 業種 TEL住所

コムサイズム　ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-466-1896

コメダ珈琲　富山掛尾店 その他(カフェ・スイーツ等) 076-464-5021

コメダ珈琲　富山呉羽店 その他(カフェ・スイーツ等) 076-482-3133

ゴルフ５ 富山 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-493-6812

コンセプトホテル和休 その他(宿泊施設等) 076-433-3830

ごんべい舎アーバン店 グルメ 076-445-5522

ザ　キッス その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-444-2222

サクラスイーツファボーレ 小売 076-482-6828

ささら屋 小売 076-443-2331

ささら屋　富山金泉寺店 小売 076-451-4771

ささら屋　富山婦中店 小売 076-461-4061

サンアイリゾート　ノーザリー その他(衣料品・装飾品等) 076-445-4503

サンカレー＆Carne グルメ 076-444-1155

サンマルクカフェ 　富山駅店 その他(カフェ・スイーツ等) 076-471-8309

シーナ富山店 その他(衣料品・装飾品等) 076-433-1522

しずく グルメ 076-482-4560

シメノドラッグ　粟島店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-433-7165

シメノドラッグ　八尾店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-455-9511

ジャーマンベーカリー　マルート店 その他(食料品販売) 076-264-3521

しゃぶしゃぶ温野菜　上飯野店 グルメ 076-411-0831

しゃぶしゃぶ温野菜　二口店 グルメ 076-423-0831

シャンパトラ北の森店 その他(衣料品・装飾品等) 076-437-6818

シューラルー　ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-482-5852

ジュピターコーヒー　富山マルート店 その他(食料品販売) 076-441-7661

ショーグンホルモン　あまよっと横丁店 グルメ 076-422-6623

ジョーシン　富山南店 その他(電子機器・家電等) 076-495-9101

ジョーシン　富山本店 その他(電子機器・家電等) 076-442-2131

ジンギスカンと欧風料理　バクハウス グルメ 076-438-3377

スーパースポーツゼビオ　アピタ富山東店 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-452-3355

スカイバー　アストラル グルメ 076-495-1111

スギドラッグ　赤江店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-471-7961

スギ薬局　呉羽店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-471-7589

スギ薬局　南富山店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-461-6931

スギ薬局　山室店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-481-6472

スギ薬局　下冨居店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0764-71-6275

スギ薬局　小杉店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0764-82-5893

スギ薬局　西長江店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 0764-82-6528

すし食いねぇ！富山天正寺店 グルメ 076-495-7766

すし食いねぇ！富山二口店 グルメ 076-464-5181

スシロー富山呉羽店 グルメ 076-427-0050

スシロー富山中川原店 グルメ 076-493-3466

スターバックスコーヒー　富山総曲輪フェリオ店 グルメ 076-492-8213

ステーキ　すず屋 グルメ 076-438-4828

ステーキ宮　富山黒瀬店 グルメ 076-493-4333

ステラおばさんのクッキー　富山マルート店 その他(カフェ・スイーツ等) 076-482-4840

スパ・アルプス グルメ 076-491-5510

スペラモード　ファボーレ店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-466-1789

スポーツデポ ファボーレ婦中店 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-465-1930

スポーツのマンゾク その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-431-4790

セブンイレブンDR富山駅前ダイワロイネットホテル店 コンビニ・スーパー 076-442-7160

セブンイレブン富山上本町店 コンビニ・スーパー 076-491-5540

セブン-イレブンハートインＪＲ富山駅 コンビニ・スーパー 076-443-5857

セブンイレブンハートインあいの風鉄道富山駅 コンビニ・スーパー 076-461-7546

セブンイレブン富山掛尾店 コンビニ・スーパー 076-493-3571

セブンイレブン富山牛島新町 コンビニ・スーパー 076-441-2150

セブンイレブン富山窪新町 コンビニ・スーパー 076-433-2807

富山市茶屋町460-1

富山市大町35-7　

富山市中市129-7

富山市下冨居二丁目13番85号　

富山市小杉2003番地　

富山市西長江四丁目5番25号　

富山市桜町１丁目3-1

富山市窪新町6-48　

富山市大町137番8　

富山市田中町4-14-83　

富山市大手町2-3

富山市上赤江町2丁目2-28

富山市城川原1-384

富山市上冨居3-8-38 アピタ富山東1F

富山市桜町2-4-5　

富山市上本町3-8

富山市明輪町1-230

富山市明輪町75-4

富山市掛尾町354-6　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ1Ｆ

富山市婦中町速星123-1　

富山市天正寺77-1　

富山市総曲輪3-8-6　総曲輪フェリオ1F

富山市豊田460-3　

富山市黒瀬北町1-2-2

富山市山室292-1　

富山市呉羽町字草田2434番1

富山市中川原409

富山市明輪町1-231

富山市二口町2丁目4-5

富山市牛島新町1番13号　

富山市二口町5-10-2

富山市森3-2-11ショッピングセンタｰ北の森　

富山市婦中町165-1　ファボｰレ2F

富山市総曲輪3-2-16　

富山市明輪町1ｰ70　 とやマルシェ EATS de Meets内

富山市稲荷元町2丁目11番地の1アピアショッピングセンタｰ2Ｆ　

富山市桜町1-7-7　梅原ビル1F

富山市粟島町3丁目391番2　

富山市八尾町井田449-4　

富山市飯野10-10

富山市明輪町1-231

富山市明輪町1-231

富山市婦中町下轡田165-1　

富山市明輪町1-220　

富山市金泉寺41-1　

富山市千歳町1-6-18河口ビル1階　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2Ｆ

富山市掛尾町26番1　

富山市呉羽町草田2425-3　

富山市二口町5丁目1番12　

富山市宝町1丁目-1-1　コンセプトホテル和休

富山市牛島町18-7アｰバンプレイスビルB1F　

富山市明輪町1-231

富山市明輪町1-231

富山市婦中町下轡田394



店舗名 業種 TEL住所

セブンイレブン富山向新庄5丁目 コンビニ・スーパー 076-451-5527

セブンイレブン富山合同庁舎前 コンビニ・スーパー 076-441-5575

セブンイレブン富山城南公園前店 コンビニ・スーパー 076-493-0705

セブンイレブン富山城址公園前店 コンビニ・スーパー 076-425-2588

セブンイレブン富山中田１丁目店 コンビニ・スーパー 076-438-7157

セブンイレブン富山水橋辻ガ堂店 コンビニ・スーパー 076-479-2571

セブンイレブン富山太郎丸西町店 コンビニ・スーパー 076-422-7172

セブンイレブン富山附属学園前店 コンビニ・スーパー 076-441-3939

タカキュー　ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-466-1645

ダシの三幸 その他(食料品販売) 076-471-6204

タツミヤ富山2号店 その他(衣料品・装飾品等) 076-495-3387

ダルマヤラーメン北代店 グルメ 076-436-3588

チャンピオンカレー富山新庄店 グルメ 076-471-7377

チュチュアンナ　ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-466-1790

つけ麺・まぜそば桜 グルメ 076-405-8065

つりや その他(食料品販売) 076-471-7877

デイリーヤマザキ 富山県庁前 コンビニ・スーパー 076-441-0734

テキサスハンズ　富山婦中店 グルメ 076-465-7775

テジカエン グルメ 076-471-8670

てば壱　富山駅前店 グルメ 076-439-1129

トイザらス・ベビーザらス富山店 その他(ベビー・キッズ関連) 076-433-1008

ととやま 小売 076-444-7137

とべーぐる富山店 グルメ 076-492-6505

トミセキ呉羽ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-436-5578

トミセキ呉羽茶屋町ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-436-2660

トミセキ笹津ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-467-5100

トミセキ三郷ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-479-9077

トミセキ豊田 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-438-6204

とやま棒鮨　とやマルシェ店 グルメ 076-471-8806

とやま自遊館 その他(宿泊施設等) 076-444-2100

とやま地酒本舗 蔵の香 小売 076-471-8115

とやま天然温泉ファボーレの湯 観光施設 076-466-1126

とやま銘菓 小売 076-471-8125

とやま鮨富山駅前店 グルメ 076-431-5448

とやま鮨富山空港本店 グルメ 076-428-0070

トヨタレンタカー富山駅前店 交通機関 076-433-0100

トヨタレンタカー富山空港店 交通機関 076-429-8888

トヨタレンタカー富山店 交通機関 076-432-0100

ドラッグコスモス大沢野店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-467-3216

ドラッグコスモス綾田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-441-6105

ドラッグコスモス大広田店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-437-5367

ドラッグセイムス　アピア店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-445-3188

ドラッグセイムス　富山神通本町店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-433-5105

ドラッグセイムス　羽根店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-493-8831

ドラッグセイムス　富山駅店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-471-8031

ドラッグセイムス　富山黒瀬店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-421-1033

ドラッグセイムス　富山西田地方店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-464-5371

とり鉄　富山駅前店 グルメ 076-439-6501

とんかつ粟島 グルメ 076-482-3981

ドン・キホーテ富山店 コンビニ・スーパー 0570-031-411

ニコニコレンタカー富山婦中町店 交通機関 076-482-5478

ニトリ　デコホーム その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-433-6180

ねむり家 小売 076-421-3183

パジェットレンタカー富山駅南口店 交通機関 076-482-3024

はなまるうどん富山駅前店 グルメ 076-482-3152

パラディアーナ 小売 076-420-2105

富山市新富町2丁目4-3 3F

富山市明輪町1-220

富山市明輪町1-231

富山市明輪町1-70　

富山市二口町2-3-7　

富山市婦中町蔵島180-1翼住宅　

富山市室町通り2-1-20　

富山市宝町1-3-16

富山市羽根1399-1　

富山市明輪町1丁目227番　

富山市黒瀬454番地1　

富山市西田地方町2丁目11-1　

富山市桜町2-1-13

富山市粟島町三丁目3番2号　

富山市明輪町1-231

富山市掛尾町365-1

富山市明輪町1-220　

富山市湊入船町9番1号　

富山市明輪町1-220　

富山市婦中町速星123-1　

富山市五福 1143-1 五福ショッピングセンタｰアリス 2F　

富山市新富町1丁目2番3号ＣｉＣビル　

富山市平吹町5-12

富山市呉羽町6471　

富山市茶屋町字新長割25　

富山市西大沢257-2　

富山市水橋沖120-1　

富山市豊田本町2-15-25　

富山市長附677

富山市綾田町1丁目8-57　

富山市中田2丁目3-40　

富山市稲荷元町2丁目11番　富山S・Cアピア内

富山市神通本町1丁目3-1

富山市明輪町1-220　

富山市桜町1-4-9-1Ｆ　

富山市秋ケ島30番地　富山きときと空港1階

富山市宝町1丁目1-7

富山市秋ケ島81-3　

富山市本町6-18　

富山市太郎丸本町1丁目3番12　

富山市総曲輪2-1-1　

富山市水橋辻ケ堂2193-1　

富山市中田1-1-30

富山市向新庄町5丁目1-3　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F

富山市岩瀬大町120　

富山市安住町7-4

富山市婦中町塚原79-1　

富山市明輪町1-90　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F

富山市上袋100番68アピタ富山店2Ｆ　

富山市北代5332　

富山市新庄本町1-5-26　

富山市太郎丸西町2丁目6番14　

富山市五艘1440-1

富山市牛島新町9‐2



店舗名 業種 TEL住所

パレットプラザ  ファボーレ店 その他(写真・カメラ関連) 076-466-1718

バロー窪新店 コンビニ・スーパー 076-439-1744

バロー黒瀬店 コンビニ・スーパー 076-491-8611

バロー清水町店 コンビニ・スーパー 076-425-2755

バロー石坂店 コンビニ・スーパー 076-431-8611

バロー大沢野店 コンビニ・スーパー 0764-67-4411

バロー北の森店 コンビニ・スーパー 076-437-1919

バロー本郷店 コンビニ・スーパー 076-420-3070

ビッグボーイ　富山今泉店 グルメ 076-423-5670

ビッグボーイ　富山田中店 グルメ 076-439-2250

ピュアネイル その他(理美容・エステ等) 076-471-6608

ピンクアドベ　ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-466-0016

びんてるめいけん その他(宿泊施設等) 076-481-1718

ファミリーマート 市立富山市民病院 コンビニ・スーパー 076-422-1060

ファミリーマート 新根塚町二丁目 コンビニ・スーパー 076-495-8710

ファミリーマート 水橋的場 コンビニ・スーパー 076-478-2023

ファミリーマート 大山上滝 コンビニ・スーパー 076-483-3430

ファミリーマート 大山町田畠 コンビニ・スーパー 076-461-0382

ファミリーマート 大沢野笹津 コンビニ・スーパー 076-468-8211

ファミリーマート 婦中ファボーレ前 コンビニ・スーパー 076-466-9933

ファミリーマート 富山綾田町 コンビニ・スーパー 076-439-8220

ファミリーマート 富山稲荷町 コンビニ・スーパー 076-439-1941

ファミリーマート 富山羽根 コンビニ・スーパー 076-491-3320

ファミリーマート 富山駅前 コンビニ・スーパー 076-442-2014

ファミリーマート 富山下熊野 コンビニ・スーパー 076-428-1633

ファミリーマート 富山下坂倉 コンビニ・スーパー 076-466-6020

ファミリーマート 富山岩瀬浜 コンビニ・スーパー 076-438-4381

ファミリーマート 富山金代 コンビニ・スーパー 076-425-1411

ファミリーマート 富山五福 コンビニ・スーパー 076-432-1780

ファミリーマート 富山向新庄 コンビニ・スーパー 076-451-5072

ファミリーマート 富山黒崎 コンビニ・スーパー 076-429-3406

ファミリーマート 富山黒瀬北町 コンビニ・スーパー 076-494-1447

ファミリーマート 富山根塚町 コンビニ・スーパー 076-420-2252

ファミリーマート 富山才覚寺 コンビニ・スーパー 076-428-1577

ファミリーマート 富山山室 コンビニ・スーパー 076-494-9077

ファミリーマート 富山四方 コンビニ・スーパー 076-435-1171

ファミリーマート 富山秋吉 コンビニ・スーパー 076-425-2170

ファミリーマート 富山上赤江 コンビニ・スーパー 076-432-6623

ファミリーマート 富山上二杉 コンビニ・スーパー 076-468-1131

ファミリーマート 富山新屋北 コンビニ・スーパー 076-451-1588

ファミリーマート 富山新庄本町 コンビニ・スーパー 076-452-9425

ファミリーマート 富山針原 コンビニ・スーパー 076-451-1403

ファミリーマート 富山西インター コンビニ・スーパー 076-436-0570

ファミリーマート 富山石坂 コンビニ・スーパー 076-445-5988

ファミリーマート 富山千歳町 コンビニ・スーパー 076-439-6065

ファミリーマート 富山千代田町 コンビニ・スーパー 076-433-2228

ファミリーマート 富山総曲輪 コンビニ・スーパー 076-423-3402

ファミリーマート 富山太田 コンビニ・スーパー 076-493-3435

ファミリーマート 富山大久保 コンビニ・スーパー 076-467-4706

ファミリーマート 富山大町 コンビニ・スーパー 076-425-0828

ファミリーマート 富山辰巳町 コンビニ・スーパー 076-423-3002

ファミリーマート 富山茶屋町 コンビニ・スーパー 076-434-8005

ファミリーマート 富山中央市場 コンビニ・スーパー 076-494-3105

ファミリーマート 富山中央通り二丁目 コンビニ・スーパー 076-424-2481

ファミリーマート 富山中川原 コンビニ・スーパー 076-494-2650

ファミリーマート 富山中田 コンビニ・スーパー 076-438-1377

富山市掛尾町382番地1　

富山市砂町3番4号　

富山市中川原44番地4　

富山市中田一丁目11番13号　

富山市総曲輪3丁目1-11　

富山市太田397番1　

富山市下大久保字十番割2423番地1　

富山市大町字当後割3番1　

富山市辰巳町二丁目6番地2　

富山市茶屋町602番地2　

富山市新庄本町一丁目2番32号　

富山市針原中町830番地4　

富山市池多1428番地2　

富山市石坂2494番地1　

富山市千歳町1丁目6番15号　

富山市千代田町8番36号　

富山市山室9番地7　

富山市四方286番地1　

富山市秋吉113-11　

富山市上赤江町二丁目1219番地1　

富山市上大久保1041番地1　

富山市新屋23番地1　

富山市五福3518番33　

富山市向新庄町6丁目9番31号　

富山市黒崎字種田割1番地1　

富山市黒瀬北町2丁目10-3　

富山市根塚町4丁目4番3　

富山市才覚寺799　

富山市羽根519-2　

富山市桜町一丁目4番20号　

富山市下熊野191番11　

富山市婦中町下坂倉114番地1　

富山市岩瀬天神町20番地　

富山市金代24-1　

富山市上滝532番地の5　

富山市田畠189番地2　

富山市笹津字上平割126番地1　

富山市婦中町下轡田349番1　

富山市綾田町1丁目49番1　

富山市稲荷町三丁目7番24号　

富山市桜町1-1-61　

富山市婦中町165-1　ファボｰレ2F

富山市本宮３

富山市今泉北部町2番地1　

富山市新根塚町2丁目1-1　

富山市水橋的場230番地3　

富山市石坂588-1　

富山市上大久保1210-1　

富山市森3-2-11　

富山市本郷町55-1　

富山市今泉西部町4-11

富山市田中町4-14-52

富山市婦中町下轡田165-1　

富山市窪新町17-17　

富山市黒瀬字大屋割470-2　

富山市清水町8丁目1番3　



店舗名 業種 TEL住所

ファミリーマート 富山田尻 コンビニ・スーパー 076-432-5558

ファミリーマート 富山東町 コンビニ・スーパー 076-425-3133

ファミリーマート 富山鍋田 コンビニ・スーパー 076-451-5381

ファミリーマート 富山八尾井田 コンビニ・スーパー 076-454-3464

ファミリーマート 富山八尾町 コンビニ・スーパー 076-455-0666

ファミリーマート 富山八尾福島 コンビニ・スーパー 076-455-0588

ファミリーマート 富山豊田本町 コンビニ・スーパー 076-438-6571

ファミリーマート 富山堀川町 コンビニ・スーパー 076-421-6037

ファミリーマート 富山本郷 コンビニ・スーパー 076-424-0180

ファミリーマート 富山本町 コンビニ・スーパー 076-439-8560

ファンケル　富山マルート店 その他(コスメ・化粧品等) 076-445-4526

プー横丁 小売 076-422-0010

フェルヴェール富山駅店 グルメ 076-471-8058

ぷちロール その他(カフェ・スイーツ等) 076-493-9539

プティマイン　ファボーレ店 その他(ベビー・キッズ関連) 076-461-3676

ブリーズ　ファボーレ店 その他(ベビー・キッズ関連) 076-461-7641

フルーツよしおか 小売 076-421-4532

ブルーブルーエ マルート その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-411-9271

フルールリブラン 小売 076-433-1088

ふるまいや 小売 076-471-8130

ベイクドマジック　ファボーレ店 その他(食料品販売) 076-461-5775

ペンションホワイトベル その他(宿泊施設等) 076-481-1016

ホームセンタームサシ　富山店 その他(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・園芸等) 076-422-6347

ぼてじゃこ山室店 グルメ 076-493-7066

ホテルＪＡＬシティ富山 その他(宿泊施設等) 076-443-2580

ホテルＪＡＬシティ富山　カフェ　コントレイル その他(宿泊施設等) 076-443-2580

ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA その他(宿泊施設等) 076-464-6639

ホテルクラウンヒルズ富山 その他(宿泊施設等) 076-439-2311

ホテルグランテラス富山 その他(宿泊施設等) 076-431-2211

ホテルテトラリゾート立山国際 その他(宿泊施設等) 076-481-1111

ホテルよし原 その他(宿泊施設等) 076-432-0147

ホテルリブマックス富山 その他(宿泊施設等) 076-442-5580

ホテルルートイン富山インター その他(宿泊施設等) 076-424-0202

ホテルルートイン富山駅前 その他(宿泊施設等) 076-433-5111

ホテル古志 その他(宿泊施設等) 076-437-9111

ホテル森の風立山 その他(宿泊施設等) 076-481-1126

ポプリンキッチン　ﾌｧﾎﾞｰﾚ店 グルメ 076-466-1729

まいどおおきに食堂　富山秋吉食堂 グルメ 076-492-1032

ますのすし本舗ちとせ 小売 076-432-2515

マックスバリュ上飯野店 コンビニ・スーパー 076-452-1000

マツモトキヨシ MAROOT店 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-411-7743

マライカ　ファボーレ店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-411-5065

マリークヮント その他(コスメ・化粧品等) 076-439-2008

マルート富山　ロフト その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-432-6210

マルクス その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-445-4510

マルジンストア コンビニ・スーパー 076-424-0240

ミスタードーナツ　ファボーレ店 グルメ 076-466-5225

みずの酒店 グルメ 076-441-5648

みずの酒店　桜木町店 小売 076-432-2098

ミライザカ富山駅前店 グルメ 076-445-1851

メガネのハラダ下赤江店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-432-1506

メガネのハラダ掛尾店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-423-5200

メガネのハラダ呉羽店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-434-5522

メガネのハラダ新庄店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-423-0311

メガネのハラダ大町店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-423-6161

メガネのハラダ中教院前店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-495-4588

富山市明輪町1-231

富山市堤町通り2-6-10　

富山市桜木町12-7　

富山市下赤江町2-10　

富山市掛尾町460-5　

富山市呉羽町7162　

富山市荒川3-3-5　

富山市大町180-5　

富山市上飯野41-5　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2Ｆ　

富山市長柄町2丁目4-13　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ1F　

富山市下奥井1-17-11　

富山市新富町1-4-11

富山市明輪町1-231

富山市明輪町1-231

富山市明輪町1-231

富山市明輪町1-231

富山市海岸通新町4648

富山市原3-6　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボーレ1F

富山市秋吉168　

富山市鵯島2区887　

富山市桜町2丁目4-11　

富山市桜橋通り2-28　

富山市原45　

富山市内幸町4番12号　

富山市黒崎401-1　

富山市新富町1-3-17

富山市新桜町5-2

富山市明輪町1-220　

富山市婦中町下轡田165-1　

富山市原56

富山市中川原字川原田割336　

富山市中川原464-7　

富山市根塚町1-3-2　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F

富山市砂町3-3　

富山市明輪町1-220　

富山市明輪町1-231

富山市本郷町127番1　

富山市本町7番2　

富山市太田口通り3-3-11　

富山市明輪町1番226号　新幹線富山駅改札横店舗

富山市鍋田18番15号　

富山市八尾町井田字石坂4218番地1　

富山市八尾町妙川寺21-1　

富山市八尾町福島字川原459番　

富山市豊田本町一丁目6番35号　

富山市堀川町69番地1　

富山市明輪町1-231

富山市田尻南93番地1　

富山市東町2丁目4番地13　

富山市宝町1-4-1

富山市宝町1-4-1



店舗名 業種 TEL住所

メガネのハラダ中川原店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-493-1211

メガネのハラダ婦中店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-466-0988

メガネのハラダ北の森店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-438-0733

メガネのハラダ本店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-423-1506

メガネハウス 富山婦中店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-466-1303

メガネハウス 水橋ミューズ店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-479-1713

メガネハウス 富山岩瀬店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-438-8083

メガネハウス 富山掛尾店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-422-8083

メガネハウス 富山奥田店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-432-8083

メガネハウス 富山下堀店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-492-8083

メガネハウス 富山山室店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-495-8707

メガネハウス 富山大泉店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-413-8338

メガネハウス 富山本店 その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-422-8707

メニコンミル その他(宝飾・時計・眼鏡等) 076-445-4777

もつ家　福多　本店 グルメ 076-431-6290

モミアンドトイズ その他(カフェ・スイーツ等) 090-8960-2888

もみつぼ５ 富山掛尾店 その他(理美容・エステ等) 076-424-1455

モルトピウ　ファボーレ店 その他(クツ・カバン・旅行用品等) 076-466-1644

やかもち蔵 小売 076-452-0188

やきとり家すみれ富山駅前店 グルメ 076-482-3329

やけるやんか 千房 グルメ 076-431-0800

ヤマダデンキ テックランドＮｅｗ富山婦中店 その他(電子機器・家電等) 076-466-0606

ヤマダデンキ テックランド富山山室店 その他(電子機器・家電等) 076-494-9009

ヤマダデンキ 家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ富山金泉寺店 その他(電子機器・家電等) 076-405-6148

やまふじぶどう園・ホーライサンワイナリー グルメ 076-469-4539

やまや　大久保店 小売 076-467-3711

やまや　掛尾店 小売 076-491-7313

やまや　上飯野店 小売 076-471-7618

やまや　北の森店 小売 076-471-5282

やまや　中川原店 小売 076-495-9184

やまや　堀川店 小売 076-422-3711

ゆーとりあ越中 その他(宿泊施設等) 076-467-5000

ユニクロ 富山ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-466-0901

ユニクロ 富山山室店 その他(衣料品・装飾品等) 076-495-6856

ユニクロ 富山豊田店 その他(衣料品・装飾品等) 076-437-2610

ヨゴリーノ　ファボーレ店 グルメ 076-482-5460

ラ・パルレ その他(理美容・エステ等) 076-442-6811

ラ・モード・シャロン その他(衣料品・装飾品等) 076-421-7283

ラ・ロカンダ・デル・ピットーレ環水公園 グルメ 076-482-3308

ラフィネプリュス　富山マルート店 その他(理美容・エステ等) 076-441-8105

ランプジャック掛尾店 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-492-8685

リコモンテ グルメ 076-441-0015

リトル上海 グルメ 076-441-2255

リバーリトリート雅樂倶 その他(宿泊施設等) 076-467-5550

リプラス その他(理美容・エステ等) 076-444-7330

リブラン　アピア店 小売 076-445-3138

リブラン　アピタ富山店 小売 076-495-3278

リブラン　アピタ富山東店 小売 076-452-3408

リブラン空港通り店 小売 076-423-1268

リブラン五福店 小売 076-442-0338

リブラン赤田店 小売 076-420-3678

リブラン総本店 小売 076-422-2858

リブラン婦中店 小売 076-464-5678

リブラン豊田北本店 小売 076-438-1008

リンガーハット　ファボーレ店 グルメ 076-464-3525

ル　ミュゼ　ドゥ アッシュ 小売 076-471-8111

富山市栄町2-1-5　

富山市婦中町板倉391-1　

富山市豊田本町2-6-13　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2Ｆ　

富山市明輪町1-220　

富山市稲荷元町2-11-1アピア　

富山市上袋100アピタ富山店　

富山市上冨居3-8-38アピタ富山東店　

富山市黒瀬北町1-3-3　

富山市五福5235-3　

富山市赤田735-1

富山市二口町3-6-2

富山市新富町1丁目2-3　富山エクセルホテル東急15階

富山市千歳町1-3-1　パレブラン高志会館1階

富山市春日56-2　

富山市桜町1-1-61　

富山市豊田本町一丁目6番22号　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F　

富山市桜町1-1-61　

富山市中央通り1-4-14　

富山市湊入船町3番3号　

富山市明輪町1-231

富山市森4丁目735

富山市中川原254-2

富山市堀川町386番地2

富山市春日96-1　

富山市 婦中町下轡田165-1フュｰチャｰシティｰ・ファボｰレ2階　

富山市山室284-7　

富山市山室字東田割187番15号　

富山市金泉寺70-2　

富山市婦中町鶚谷10番地　

富山市上大久保5区1326

富山市掛尾栄町3-7

富山市鍋田17-15

富山市掛尾栄町1番地5

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ　1F　

富山市上飯野1-1　

富山市新富町2-4-3アクロスキュｰブ富山新富町 1F2F　

富山市新富町1-3-9駅前プラザビル1階　

富山市婦中町速星35-1　

富山市西大泉16-12　

富山市天正寺1141　

富山市桜町1-1-61　

富山市桜町1-3-5藤江ビル1階　

富山市桜町1-1-61　

富山市水橋市江47 ショッピングセンタｰミュｰズ内　

富山市千原崎2-5　

富山市掛尾町8-1　

富山市千代田町10-28　

富山市下堀60-2　

富山市山室118　

富山市中川原10-10　

富山市婦中町速星84-1　

富山市森4-720-1　

富山市総曲輪3-2-29　

富山市婦中町宮ヶ島330-4　



店舗名 業種 TEL住所

レイバーアンドラボラトリー その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-464-3890

レストラン大東 グルメ 076-482-1418

レストラン　ミレット グルメ 076-460-3688

ローソン　Ｓ富山市役所店 コンビニ・スーパー 076-442-5570

ローソン　Ｓ富山西総合病院店 コンビニ・スーパー 076-465-3755

ローソン　マリエとやま店 コンビニ・スーパー 076-444-5488

ローソン　水橋小出店 コンビニ・スーパー 076-478-0139

ローソン　水橋中村町店 コンビニ・スーパー 076-479-0139

ローソン　東老田中央店 コンビニ・スーパー 076-436-3600

ローソン　婦中羽根店 コンビニ・スーパー 076-469-1530

ローソン　婦中鵜坂店 コンビニ・スーパー 076-491-0122

ローソン　婦中西ヶ丘店 コンビニ・スーパー 076-465-3999

ローソン　婦中田島店 コンビニ・スーパー 076-423-5526

ローソン　富山安田店 コンビニ・スーパー 076-469-5811

ローソン　富山駅北口店 コンビニ・スーパー 076-431-3968

ローソン　富山下赤江店 コンビニ・スーパー 076-441-2005

ローソン　富山新富町店 コンビニ・スーパー 076-442-5290

ローソン　富山吉岡店 コンビニ・スーパー 076-482-6234

ローソン　富山金泉寺店 コンビニ・スーパー 076-451-1063

ローソン　富山空港前店 コンビニ・スーパー 076-429-0069

ローソン　富山窪本町店 コンビニ・スーパー 076-442-4110

ローソン　富山桜橋通り店 コンビニ・スーパー 076-431-8861

ローソン　富山桜町二丁目店 コンビニ・スーパー 076-444-1041

ローソン　富山寺町店 コンビニ・スーパー 076-431-3966

ローソン　富山若竹店 コンビニ・スーパー 076-428-2285

ローソン　富山上赤江町店 コンビニ・スーパー 076-439-8170

ローソン　富山上冨居西店 コンビニ・スーパー 076-445-1333

ローソン　富山上冨居店 コンビニ・スーパー 076-452-3030

ローソン　富山城川原店 コンビニ・スーパー 076-437-2055

ローソン　富山新庄銀座店 コンビニ・スーパー 076-411-0755

ローソン　富山森店 コンビニ・スーパー 076-438-7055

ローソン　富山清水町店 コンビニ・スーパー 076-422-0801

ローソン　富山石金店 コンビニ・スーパー 076-491-0477

ローソン　富山大泉店 コンビニ・スーパー 076-421-3951

ローソン　富山萩原店 コンビニ・スーパー 076-422-8766

ローソン　富山八尾店 コンビニ・スーパー 076-455-1200

ローソン　富山婦中町店 コンビニ・スーパー 076-469-4925

ローソン　富山北新町店 コンビニ・スーパー 076-431-0566

ローリーズファーム その他(衣料品・装飾品等) 076-445-4558

ログキャビン その他(カフェ・スイーツ等) 076-471-5552

ログギャビン　ファボーレ店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-466-1711

ロッジ太郎 その他(宿泊施設等) 076-482-1418

ロペピクニック　ファボーレ店 その他(衣料品・装飾品等) 076-461-5452

ワインショップW 小売 076-431-5155

ワンズテラス　ファボーレ店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-466-1793

磯炙 グルメ 076-442-9255

癒しの湯宿　クレヨンハウス その他(宿泊施設等) 076-482-1515

岡万 グルメ 076-444-3908

公益社団法人　とやま観光推進機構（富山駅観光案内所） その他(代理店・サービス業) 090-2030-3444

澤屋 グルメ 090-4689-0071

老舗味の笹義 小売 076-429-0801

大和交通事業部 交通機関 076-421-8181

立山国際ホテル売店 その他(宿泊施設等) 076-481-1111

富タク大沢野交通株式会社 交通機関 076-467-2207

富山交通株式会社 交通機関 076-421-1122

鳥さく　ファボーレ店 グルメ 076-413-5603

富山市明輪町1-231

富山市双代町2-1

富山市婦中町下轡田165-1

富山市小中160

富山市東町3丁目5-13

富山市原45

富山市高内386-1

富山市婦中町下轡田165-1ファボｰレ1F　

富山市原11番地の1　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F　

富山市根塚町1-3-2　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ店　

富山市本宮4-23

富山市明輪町1-230　クラルテ1階

富山市三番町2-14

富山市内幸町1-8

富山市大泉町2-1-3　

富山市萩原548　

富山市八尾町黒田5318　

富山市婦中町小長沢2716-1　

富山市北新町2-2-22

富山市明輪町1-231

富山市上冨居1-7-17

富山市上野新町476-2　

富山市新庄銀座3-5-58

富山市森3-27-1　

富山市清水町6-5-2　

富山市石金1-12-35　

富山市桜橋通り4-32　

富山市桜町2-2-21　

富山市寺町向田割10-4　

富山市吉岡418　

富山市上赤江町1-16-43　

富山市上冨居1-3-1　

富山市下赤江2-2-34　

富山市吉岡659番2　

富山市金泉寺251　

富山市秋ケ島529　

富山市窪本町字鶴田割1-1　

富山市婦中町羽根935-1　

富山市婦中町鵜坂152　

富山市婦中町西ヶ丘４７４‐１２

富山市婦中町田島615　

富山市婦中町安田83　

富山市牛島町24-13　

富山市新富町1-1-12

富山市新桜町7-38　

富山市婦中町下轡田1019　

富山市桜町１‐１‐６１

富山市水橋小出1261-1　

富山市水橋中村町字背戸121-8　

富山市東老田1244-7　

富山市総曲輪4-6-4　

富山市原56

富山市本宮字薄波割1868

富山市明輪町1-231



店舗名 業種 TEL住所

南砺石油　新庄銀座若葉台SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-411-8585

焼肉レストラン辛子家 グルメ 076-441-6444

有限会社　太陽交通 交通機関 076-407-1733

一般財団法人　富山勤労総合福祉センター呉羽ハイツ その他(宿泊施設等) 076-436-0191

営農ワイエムアイ その他(花卉・農産物・青果等) 076-483-2720

駅レンタカー富山営業所 交通機関 076-444-7544

駅前ラーメンひげ　桜町店 グルメ 076-456-6126

駅前ラーメンひげ　本店 グルメ 076-431-7696

越中膳所　海の神山の神　本店 グルメ 076-481-6397

越中膳所海の神山の神駅前店 グルメ 076-464-6397

越中八尾ベースＯＹＡＴＳＵ その他(宿泊施設等) 076-482-6955

越中八尾麦酒 小売 076-456-8131

越中舞華 グルメ 076-442-1020

越中鱒寿し富乃恵 小売 076-445-4555

越中和膳　秀庖 グルメ 076-436-0122

加賀の工芸匠の会 小売 076-441-0788

花より魚 グルメ 076-471-7015

回転寿司とらふぐ グルメ 076-461-3374

廻る富山湾すし玉 グルメ 076-471-8127

廻る富山湾すし玉　ファボーレ店 グルメ 076-465-1897

廻る富山湾すし玉　富山掛尾本店 グルメ 076-491-1897

懐石 松や 本店 グルメ 076-441-2626

懐石椿亭八尾店 グルメ 076-454-2366

懐石椿亭本店 グルメ 076-425-5544

海幸山幸 越中茶屋 グルメ 076-441-9008

海産物販売 北水 小売 076-441-9161

楽器センター富山 その他(楽器・音楽関連) 076-433-0165

額　美和食 グルメ 076-492-0122

割山森林公園　天湖森 その他(宿泊施設等) 076-485-2777

割烹　むら吉 グルメ 076-428-1739

割烹　丸庄本田 グルメ 076-423-7062

株式会社　北陸石油商会 その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-478-1636

株式会社たかはしサイクル その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-432-8203

株式会社吉田屋鱒寿し本舗 小売 076-421-6383

㈱ﾀﾋﾞｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ　富山支店 その他(代理店・サービス業) 076-433-1010

釜めし　ふる里 グルメ 076-432-2228

甘味処わかば富山店 その他(カフェ・スイーツ等) 076-421-1146

丸三石油(株)ファミリーパークウエストSS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-434-1770

岩瀬カナル会館 小売 076-438-8446

喜代多旅館 その他(宿泊施設等) 076-432-9131

吉野家　４１号線富山城南公園前店 グルメ 076-407-0838

吉野家　４１号線富山田中町店 グルメ 076-464-3034

吉野家　富山駅前店 グルメ 076-471-6722

吉野家　富山呉羽店 グルメ 076-434-9070

吉野家　富山豊田町店 グルメ 076-445-5439

吉野家　富山本郷新店 グルメ 076-494-2232

喫茶チェリオ その他(カフェ・スイーツ等) 076-425-3404

宮田旅館 その他(宿泊施設等) 076-455-2011

牛島屋　舞夢館 その他(衣料品・装飾品等) 076-420-3450

牛島屋 本店 その他(衣料品・装飾品等) 076-421-3610

居酒屋　すず庵 グルメ 076-493-7233

居酒屋ほそかわ グルメ 076-492-2001

居酒屋金剛 グルメ 076-431-2229

居酒屋舞子 グルメ 076-432-4169

漁火　太田實 グルメ 076-442-8581

漁師めしと地酒　のと グルメ 076-465-3587

富山市明輪町1-237

富山市婦中町速星704-5

富山市中央通り1-6-9　

富山市総曲輪4-6-7ラフィネ総曲輪1F　

富山市総曲輪2-7-22　

富山市新富町1-1-3ホテルアルファｰワン　

富山市柳町2-3-26　

富山市宝町1-6-6ビブレテン1F　

富山市豊田町2-123-1　

富山市本郷新14-5　

富山市総曲輪3-6-15-18-1　

富山市八尾町西町2267　

富山市大泉中町12-24

富山市岩瀬天神町48番地　

富山市総曲輪1-8　

富山市花園町3丁目8-10　

富山市田中町5丁目4-13　

富山市桜町1-4-17　

富山市呉羽町7275-2　

富山市千歳町2-9-2　

富山市安野屋町2-6-6　

富山市安住町7-14 富山安住町第一生命ビル3F　

富山市新富町一丁目4番17号　

富山市清水元町2-9　

富山市栃谷343　

富山市新庄町3-13-7　

富山市総曲輪3丁目2-27総曲輪サンシャインビル　

富山市割山9-1　

富山市上栄628-3　

富山市白銀町5-1　

富山市水橋小出1284　

富山市新富町1-5-3　

富山市八尾町東町2223　

富山市常盤9-5椿亭ビル　

富山市明輪町1-220　

富山市明輪町1-220　

富山市中番13番地　

富山市桜町1-2-1　

富山市神通本町1-7-9　

富山市総曲輪2丁目1番17号　

富山市桜町2丁目1番10号山本ビル1F　

富山市明輪町1-220　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ1F　

富山市掛尾栄町5-8　

富山市新庄銀座3丁目7-7

富山市本町2-17　富山マンテンホテル

富山市山室235-1

富山市吉作4103-1　

富山市明輪町1-220　

富山市新富町2-1-4　

富山市太郎丸西町2丁目6番地16　

富山市八尾町上新町2701-1　

富山市八尾町西町2276　

富山市桜町1-7-17 ラ・トゥｰル 2F　

富山市明輪町1-220　

富山市本郷中部470　



店舗名 業種 TEL住所

魚介ビストロ sasaya kitokito グルメ 076-461-6510

魚富 グルメ 076-471-8818

魚民　富山南口駅前店 グルメ 076-444-4388

京鼎樓小館 富山ファボーレ グルメ 076-461-5868

京都銀ゆば　富山駅前店 グルメ 076-405-2477

銀兆 ikizushi 特撰館 その他(食料品販売) 076-411-8081

蕎麦居酒屋けやき亭 グルメ 076-431-4400

極楽坂スキーセンター その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-482-1311

玉旭酒造　玉生酒本店 小売 076-455-1331

近代割烹　真野 グルメ 076-434-6030

金沢味噌ラーメン　神仙　ファボーレ店 グルメ 076-464-5899

桂樹舎　和紙文庫 観光施設 076-455-1184

月世界本舗 小売 076-421-2398

原信　下飯野店 コンビニ・スーパー 076-438-3422

源JR富山駅構内売店 小売 076-431-2104

源JR富山駅上りホーム売店 小売 076-431-2104

源ますのすしミュージアム 小売 076-429-7400

源富山インター店 小売 076-422-2148

呉羽食販 小売 076-436-5433

御菓蔵 小売 076-444-1288

好日山荘 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-471-7005

工場CAFE グルメ 076-413-8433

紅虎餃子房　富山ファボーレ店 グルメ 076-466-1776

荒町　花金 その他(花卉・農産物・青果等) 076-424-1868

高源製パン所 その他(食料品販売) 076-423-0127

高志の国文学館 観光施設 076-431-5492

高倉町珈琲富山黒瀬店 その他(カフェ・スイーツ等) 076-482-6818

高倉町珈琲富山飯野店 グルメ 076-471-5353

豪農の館内山邸 観光施設 076-432-4567

国内線売店「まいどは屋　ゲート店」 小売 076-495-3150

肴菜家 グルメ 076-493-3780

菜香楼　マルート惣菜店(１Ｆ) その他(食料品販売) 076-442-2156

菜香楼　マルート店(４Ｆ) グルメ 076-442-3156

山の宿やまびこ その他(宿泊施設等) 076-481-1502

山内農場　富山インター店 グルメ 076-425-1388

四十萬亭 グルメ 076-437-6573

四川乃華　富山二口店 グルメ 076-494-8055

四川乃華　富山飯野店 グルメ 076-452-5333

芝寿し 小売 076-445-4546

芝寿し　アルプラザ富山店 小売 076-411-8411

蛇の目寿司 グルメ 076-431-7722

酒と名古屋めし　なご鶏 グルメ 076-442-1776

酒のカワサキグループ　ウハウハ店 その他(酒類) 076-468-9777

酒菜家　おあじ　総曲輪店 グルメ 076-422-7227

酒菜家　おあじ　天正寺店 グルメ 076-493-3130

酒菜家　おあじ　飯野店 グルメ 076-471-6335

酒菜家　おあじ　布瀬店 グルメ 076-493-7997

酒菜工房だい グルメ 076-441-2223

酒商田尻本店 小売 076-437-9674

寿々屋 小売 076-442-9506

旬和席　いちいちつう グルメ 076-441-5211

順風屋 小売 076-471-8118

女傳蒲鉾 小売 076-471-8123

小吃　富山CiC店 グルメ 076-471-7083

小蔵亀寿堂 小売 076-454-2343

小島屋 小売 076-431-2771

富山市明輪町1-231

富山市新富町1-2-3　CiC1F

富山市八尾町上新町2714　

富山市新富町1-3-20　

富山市内幸町2-14内幸ビル2F　

富山市東岩瀬町102　

富山市明輪町1-220　

富山市桜町1丁目1番1号電鉄富山駅ビル4F　

富山市明輪町1-220　

富山市明輪町1-220　

富山市奥田本町2-10　

富山市下大久保11番2192-1　

富山市総曲輪3-3-22　

富山市秋吉59-1　

富山市新屋4-1　

富山市布瀬町南2-10-1　

富山市蓮町3-3-13　

富山市二口町1丁目11-6　

富山市飯野30　

富山市明輪町1-220　

富山市婦中町下轡田165-1　

富山市新富町2-5-8

富山市宮尾903番地　

富山市秋ケ島30番地　

富山市山室294-8　

富山市本宮1338　

富山市掛尾町470番地　

富山市明輪町1-231

富山市明輪町1-231

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ1F

富山市荒町3-4　

富山市南新町1-21小松ビル1F　

富山市舟橋南町2番22号　

富山市黒瀬北町1-5-5　

富山市新屋4-3　

富山市上袋632　

富山市呉羽町6391番地　

富山市明輪町1-220　

富山市桜町1-1-61　

富山市根塚町1-3-2　

富山市八尾町鏡町668-4　

富山市上本町8-6　

富山市下飯野8

富山市明輪町1-225　JR富山駅

富山市明輪町1-225　JR富山駅

富山市南央町37番6　

富山市牛島町アｰバンプレイス2階　

富山市原55

富山市八尾町東町2111　

富山市東老田795-1　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2Ｆ　

富山市総曲輪3-2-13黒沢ビル2F　

富山市新富町2-4-4井上ビル1F　

富山市新富町1-2-3　CIC（シック） 6階　

富山市婦中町下轡田165-1　フューチャーシティ ファボーレ

富山市明輪町88-2　アパホテル1F



店舗名 業種 TEL住所

松月 グルメ 076-438-1188

松川茶屋 グルメ 076-431-5418

焼肉うしまる グルメ 076-482-3215

焼肉きんぐ 富山豊田店 グルメ 076-471-7452

焼肉けやき グルメ 076-431-1129

笑笑　富山南口駅前店 グルメ 076-444-5988

醸家 グルメ 076-433-8100

織部　ファボーレ店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-466-1710

食彩　一入 グルメ 076-471-7383

食堂・レンタル　ふるさと その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-481-1837

食堂　ふじ グルメ 076-481-1919

食堂　天保 グルメ 076-438-0038

神通峡岩稲温泉　楽今日館 その他(宿泊施設等) 076-485-2800

水上芳一商店 小売 076-454-2311

粋鮨　富山店 グルメ 076-451-0808

清宗薬局 その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-421-2216

西町大喜 グルメ 076-471-8107

西日本宇佐美 ４１号富山ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-467-2313

西日本宇佐美 ８号富山バイパス　呉羽ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-434-4690

西日本宇佐美 ８号富山バイパス　豊田ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-432-6118

西部トラベル その他(代理店・サービス業) 076-422-6333

石井スポーツ　富山店 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-465-1017

千里山荘 グルメ 076-469-2900

千里山荘　とやマルシェ店 小売 076-471-5727

創健堂 その他(理美容・エステ等) 076-491-1218

創作料理　まいもんや グルメ 076-444-5590

倉敷珈琲　ファボーレ店 グルメ 076-461-6596

総栄通り東京亭 グルメ 076-421-7762

総曲輪　ハイボール酒場 グルメ 076-421-5567

太陽スポーツ富山店 その他(ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｽﾎﾟｰﾂ用品等) 076-425-1030

大庵 グルメ 076-423-0325

大戸屋　富山婦中店 グルメ 076-466-3825

大阪屋ショップ　キャロット１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 076-467-5500

大阪屋ショップ　五福店（※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 076-433-2211

大阪屋ショップ　月岡店（※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 076-429-3377

大阪屋ショップ　大沢野店（※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 076-467-0992

大阪屋ショップ　粟島店（※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 076-432-1000

大阪屋ショップ　下堀店（※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 076-464-3990

大阪屋ショップ　呉羽店（※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 076-427-0908

大阪屋ショップ　秋吉店（※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 076-482-6670

大阪屋ショップ　上飯野店（※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 076-451-2566

大阪屋ショップ　城川原店（※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 076-438-4331

大阪屋ショップ　新庄店（※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 076-405-0808

大阪屋ショップ　赤田店（※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 076-420-0222

大阪屋ショップ　太郎丸店（※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 076-494-2525

大阪屋ショップ　藤木店（※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 076-420-7373

大阪屋ショップ　婦中店（※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 076-466-0088

大阪屋ショップ　豊田店（※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 076-482-4664

大阪屋ショップ　北新町店（※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 076-442-3777

大阪屋ショップ　本郷南店（※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 076-420-0200

大衆酒場　ハラミセンター グルメ 076-422-2321

大集酒場　サカナヤオアジ グルメ 076-433-7080

大将軍　駅前店 グルメ 076-433-2983

大将軍　桜木町店 グルメ 076-442-2929

大将軍　大泉店 グルメ 076-491-5677

大場養蜂園 小売 076-432-2689

富山市大泉東町1-4-7　

富山市新庄町1-17-33　

富山市北新町1-3-1　

富山市本郷町75-1　

富山市総曲輪3-2-10　

富山市桜町2-3-4　

富山市桜町2-4-13　

富山市桜木町11-12　中央パｰクビル1F

富山市新庄町3-6-50　

富山市赤田　745　

富山市太郎丸本町3丁目6-14　

富山市開592　

富山市婦中町板倉455-1　

富山市豊田町1丁目4-40　

富山市粟島町3丁目21-37　

富山市下堀56　

富山市北二ツ屋字万田割143　

富山市秋吉151-1　

富山市上飯野31番1　

富山市城川原町三丁目5番75号　

富山市元町1-4-3　

富山市婦中町下轡田394-1　

富山市下大久保2513-1　

富山市五福3区5160

富山市月岡町六丁目708番地　

富山市高内401番地　

富山市緑町1丁目1-32　

富山市牛島町18-7アｰバンプレイスビル2F　

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ2F　

富山市総曲輪3-2-5　

富山市総曲輪2-1-9　

富山市黒瀬北町1-7-7　

富山市本郷中部143　

富山市豊田町1-275　

富山市太郎丸西町2-7-11　ビュｰラｰFM1階

富山市婦中町下轡田165-1　フュｰチャｰシティファボｰレ

富山市婦中町千里5866　

富山市明輪町1-220　

富山市八尾町西新町3949　

富山市飯野8-4　

富山市中央通り3-1-23　

富山市明輪町1-220　

富山市下大久保3610-1　

富山市新桜町5-13　

富山市本宮字花切割3 らいちょうバレースキー場

富山市本宮字花切割3-7

富山市岩瀬土場町459　

富山市岩稲26-1　

富山市豊田町2-12-53

富山市下赤江町2-14-27焼肉けやき　

富山市新富町1-2-3　CIC（シック） 地下1階　

富山市桜町2-6-12　フクタビル1F

富山市婦中町下轡田165-1　ファボｰレ1F　

富山市岩瀬港町116　

富山市本丸1-34　

富山市本町8-1　



店舗名 業種 TEL住所

大場養蜂園カフェ38 グルメ 076-481-8770

大多屋鱒の寿し店 小売 076-425-5100

大和　富山店 小売 076-424-1111

脱毛ラボ その他(理美容・エステ等) 080-3120-2986

炭火焼肉　米沢亭　富山町村店 グルメ 076-493-8529

炭焼牛たん東山　富山マルート店 グルメ 076-411-8126

地魚地酒うお清 グルメ 076-432-8811

地場もん屋総本店 その他(食料品販売) 076-481-6337

池田屋安兵衛商店 小売 076-425-1871

竹勘　アピタ店 小売 076-495-3200

竹勘　直売所 小売 076-495-2505

竹林堂分家 小売 076-421-3785

茶fe 茶LaLa グルメ 076-422-6580

伝串 新時代 グルメ 076-411-9739

電鉄富山駅売店 観光施設 076-432-5539

呑蔵 グルメ 076-471-6101

南大門　桜木町店 グルメ 076-433-1463

南大門　山室店 グルメ 076-492-2545

南砺石油　セルフ富山新庄SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-411-0166

南砺石油　奥田SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-431-1817

南砺石油　五番町SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-422-4507

南砺石油　黒瀬SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-491-4223

南砺石油　四方荒屋SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-435-9110

南砺石油　新庄銀座SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-451-0211

南砺石油　新庄東SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-452-1302

南砺石油　富山北SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-437-8041

南砺石油　布市SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-428-1070

楠亭 グルメ 076-455-1272

日枝神社 観光施設 076-421-6318

日本海庄や 富山駅前店 グルメ 076-444-0521

日本酒スローフードとやま方舟 グルメ 076-471-8120

日本料理　雲海 グルメ 076-495-1111

馬瑠舎アピタ富山店 その他(衣料品・装飾品等) 076-495-3332

馬瑠舎総曲輪店 その他(衣料品・装飾品等) 076-421-7175

梅かま 小売 076-441-1176

梅かまミュージアム　Ｕ－mei館 小売 076-479-1850

白えび屋分店 小売 076-442-6170

白えび専門 白えび屋 小売 076-442-6170

白えび亭 グルメ 076-433-0355

白木屋　富山南口駅前店 グルメ 076-431-6188

薄利多売半兵ヱ　富山店 グルメ 076-439-2727

八尾おわら資料館 観光施設 076-455-1780

八尾ゆめの森ゆうゆう館 観光施設 076-454-3330

飛越ふれあい物産センター　林林 小売 076-484-1815

美乃鮨 グルメ 076-422-3034

氷見 牛屋 富山店 グルメ 076-411-9129

氷見きときと寿し グルメ 076-471-6127

品川石油　牛島ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-432-2626

品川石油　根塚ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-493-3111

品川石油　本町ＳＳ その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-432-2602

浜とみ グルメ 076-471-8158

富岩水上ライン乗降場 交通機関 076-482-4116

富金豚 グルメ 076-411-8076

富山エクセルホテル東急　売店 その他(宿泊施設等) 076-441-0109

富山グラウジーズ スポーツ 076-451-5586

富山の味 早瀬 小売 076-445-4701

富山市水橋肘崎482-8　

富山市明輪町1-220　

富山市本町6-17　

富山市桜町2-3-27　

富山市湊入船町1　

富山市新富町1丁目2-3　富山エクセルホテル東急　1階

富山市金泉寺44-1　

富山市明輪町1-220　

富山市丸の内2-3-4　

富山市明輪町1-220　とやマルシェ のれん横丁

富山市明輪町1-90　

富山市牛島新町4-4　

富山市根塚町4-3-2　

富山市新富町1-2-3　CIC 地下1階　

富山市桜町1丁目7-17　ラ・トゥール1F

富山市八尾町東町2105-1

富山市八尾町下笹原678-1　

富山市片掛3-5　

富山市総曲輪3-2-20　

富山市明輪町1-220　

富山市明輪町1-220　

富山市明輪町1-220　

富山市八尾町上新町2932-6　

富山市山王町4-12　

富山市桜町2-1-4　1・2階　

富山市明輪町1-220　

富山市大手町2-3

富山市上袋100アピタ富山店　

富山市二口町5-9-10　

富山市四方荒屋2600　

富山市新庄本町1-5-11　

富山市新庄本町2-8-1　

富山市中田1-1-22　

富山市布市652-1　

富山市桜町1-7-24水明舎ビル2階　

富山市総曲輪1-1-5　

富山市山室357-15　

富山市新庄本町2-9-67　

富山市奥田本町2-28　

富山市辰巳町2-7-13　

富山市旅籠町3-15　

富山市総曲輪3-8-6　総曲輪フェリオ2F

富山市明輪町1-90　

富山市桜町1-1-1

富山市町村1-348　

富山市新富町1-3-9　

富山市総曲輪3丁目3-16ウィズビル1階　

富山市堤町通り1ｰ3-5　

富山市上袋100-68　

富山市掛尾町256-1　

富山市花園町1-1-32

富山市西中野町2丁目19-11　

富山市総曲輪3丁目8番6号　

富山市桜町1-1-61　

富山市明輪町1-231

富山市明輪町1-231



店舗名 業種 TEL住所

富山マンテンホテル その他(宿泊施設等) 076-439-0100

富山駅観光案内所 その他(代理店・サービス業) 090-2030-3444

富山空港国内線売店「まいどは屋」・喫茶ウィング 小売 076-495-3150

富山県水墨美術館 観光施設 076-431-3719

富山県美術館 観光施設 076-431-2711

富山県美術館ミュージアムショップ 小売 076-471-5175

富山市ガラス美術館ミュージアムショップ 小売 076-464-3641

富山市まちなか観光案内所 その他(代理店・サービス業) 076-439-0800

富山市八尾曳山展示館 観光施設 076-454-5138

富山石油　ニュー富山SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-433-7857

富山石油　久郷SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-422-3883

富山石油　四ツ葉町SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-431-1058

富山石油　神通町SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-431-7236

富山石油　清水町SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-421-8188

富山石油　中川原SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-495-1080

富山石油　藤木SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-421-1520

富山石油　婦中町SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-465-3772

富山石油　富山インターSS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-421-9662

富山石油　富山南インターSS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-424-0379

富山石油　本郷町SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-492-2441

富山石油　問屋町SS その他(カー用品・ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ) 076-451-3600

富山総曲輪 肉寿司 グルメ 076-493-1529

富山大学杉谷キャンパス売店 その他(書店・文具等) 076-434-0929

富山地鉄ゴールデンボウル スポーツ 076-431-2131

富山湾の味処 鯛家 グルメ 076-439-0122

布一酒店 小売 076-432-4712

福鶴酒造株式会社 その他(酒類) 076-455-2727

福島酒店 その他(酒類) 076-455-2727

文苑堂書店B&Bhouse上飯野店 その他(書店・文具等) 076-451-0004

文苑堂書店B&Bhouse本郷店 その他(書店・文具等) 076-491-0431

文苑堂書店ゴルフ・パートナー富山店 その他(書店・文具等) 076-464-5641

文苑堂書店バンビ本郷店 その他(書店・文具等) 076-421-9011

文苑堂書店ブック・マーケット上飯野店 その他(書店・文具等) 076-452-0443

文苑堂書店富山豊田店 その他(書店・文具等) 076-433-8150

文苑堂書店本郷店 その他(書店・文具等) 076-422-0552

弁慶　富山掛尾店 その他(衣料品・装飾品等) 076-420-2323

弁慶　富山豊田店 その他(衣料品・装飾品等) 076-426-0770

歩寿司分家 グルメ 076-432-3850

放生若狭屋 小売 076-422-1128

北陸レンタカー　町村店 交通機関 076-425-0900

北陸内観研修所 その他(宿泊施設等) 076-483-0715

末弘軒 グルメ 076-421-7019

満天の湯　富山店 観光施設 076-422-5526

味のなかだ 小売 076-433-0201

味の十字屋 小売 076-471-8104

無印良品　富山マルート その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-439-2610

無印良品　ファボーレ店 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-466-1630

明文堂書店　富山新庄経堂店 その他(書店・文具等) 076-494-3530

明文堂書店TSUTAYA　富山掛尾店 その他(書店・文具等) 076-495-7230

明文堂書店TSUTAYA　富山有沢橋店 その他(書店・文具等) 076-495-8680

麺屋つくし グルメ 076-471-8418

麺家いろは　CiC店 グルメ 076-444-7211

薬マツモトキヨシ その他(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・医薬品関連) 076-443-2332

薬種商の館金岡邸 観光施設 076-433-1684

薬都 グルメ 076-425-1871

癒楽甘　春々堂 グルメ 076-444-7291

富山市豊田町2丁目8-14　

富山市本郷新 20-8　

富山市掛尾町466-3　

富山市豊田本町3-331-1　

富山市桜町2-2-7小杉ビル　

富山市明輪町1-220　

富山市上飯野 41-5　

富山市本郷町 52-4　

富山市中川原220-1　

富山市本郷新 16-8　

富山市上飯野 30-2　

富山市杉谷2630　富山大学杉谷（医薬系）キャンパス内　

富山市千歳町1-1-45　

富山市本町2-17　

富山市明輪町1-220　

富山市新富町2-4-5　

富山市新富町1-2-3　CiCビル地下1階

富山市明輪町1-220　

富山市新庄町1丁目5-24　

富山市堤町通り1-3-5　

富山市新富町1-2-3富山ステｰションフロントcic1階　

富山市婦中町下轡田165-1　1F　

富山市新庄123-4　

富山市掛尾272　

富山市高田48-1　

富山市明輪町1-90　

富山市町村1　

富山市文珠寺235　

富山市総曲輪4丁目6番9号　

富山市石金2-1-8　

富山市明輪町1-220　

富山市八尾町西町2352　

富山市八尾町西町2352　

富山市婦中町下轡田768-1　

富山市掛尾町402　

富山市赤田944-3　

富山市本郷町51　

富山市問屋町1-4-5　

富山市総曲輪2-7-20藤ビル1Ｆ　

富山市久郷6-2　

富山市四ツ葉町10　

富山市宝町2-1-20　

富山市清水町3-2-1　

富山市中川原新町40　

富山市藤木1843-1　

富山市木場町3-20富山県美術館　

富山市西町5-1 TOYAMAキラリ2F　

富山市本丸1-45　

富山市八尾町上新町2898-1　

富山市東町1-2-20　

富山市本町2-17　

富山市明輪町1-230クラルテ1F　

富山市秋ケ島30番地　

富山市五福777番地　

富山市木場町3番20号　

富山市明輪町1-231



店舗名 業種 TEL住所

有限会社瀧味堂 小売 076-436-6809

有限会社道正昆布 小売 076-432-6087

洋食　だんらんや グルメ 076-481-6636

立山・黒部 小売 076-444-1023

立山そば　富山駅店 グルメ 080-4376-9227

立山山麓温泉ペンション愛花夢 その他(宿泊施設等) 076-481-1211

立山農園　富山店 小売 076-441-8783

和具ペリカン堂 その他(ｲﾝﾃﾘｱ・家具・雑貨等) 076-422-3805

和食麺処サガミ 掛尾店 グルメ 076-424-8002

和食麺処サガミ 富山飯野店 グルメ 076-451-2526

炙庵とやま鮨 グルメ 076-432-8780

鮨蒲本舗河内屋 小売 076-445-4702

富山市黒瀬北町2丁目4ｰ11　

富山市飯野八幡割13-5　

富山市桜町1-3　ダイワロイネット富山駅前1階

富山市明輪町1-220　

富山市稲荷元町1-6-15　

富山市明輪町1-220　

富山市明輪町1-227　

富山市本宮３

富山市新富町2丁目4番10号　

富山市総曲輪3-5-8　

富山市呉羽町7187-41　

富山市婦中町西ヶ丘474-11


