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とるくや 下新川郡 入善町入膳３６２２－１３ 飲食店 JS-0000-6745

ピザテン・フォ－富山入善店 2 下新川郡 入善町上野１５４２－１　　 ショッピング PK-0000-3446

ピザテン・フォ－　富山入善店　1 下新川郡 入善町上野１５４２－１　　 ショッピング PK-0000-8667

熱帯魚 Boo 下新川郡 入善町入膳４４５０－１４ ショッピング JS-0003-3569

株式会社秋山クリーニング入善店 下新川郡 入善町青木１４６４ サービス JS-0005-6719

Ma’am Hair 下新川郡 入善町入膳１７ サービス JS-0003-4893

Hair Make ABHAVA 下新川郡 入善町入膳５４８８ サービス JS-0002-1995

ピザテン・フォ－富山滑川店 1 滑川市 常盤町１８１－５２　　 ショッピング PK-0000-3418

ピザテン・フォ－富山滑川店 2 滑川市 常盤町１８１－５２　　 ショッピング PK-0000-4436

VERY 滑川市 沖田新６－１ サービス JS-0001-7878

gRin Hair 滑川市 北野９－２１ サービス JS-0004-7311

リンデンバウム滑川店 滑川市上 小泉４６３ ショッピング SL-2000-8751

居酒屋どんべぇ 魚津市 駅前新町１０－１３　ニュープラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4354

菜香厨房 魚津店 魚津市 駅前新町１１－５ 飲食店 JS-0004-5494

Luxury　pub　杏 s 魚津市 駅前新町９－２　メガハウスビル７Ｆ　 飲食店 PK-0000-6785

Trattoria La Luce 魚津市 三ヶ４２４－１ 飲食店 JS-0002-2128

JIROKICHI 魚津市 釈迦堂１－１３－２１　オーレックスビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-0141

台湾美食 魚津市 釈迦堂１－１５－１５　Ｍ－２０００ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2871

KININAL 魚津埋没林博物館店 魚津市 釈迦堂８１４　 飲食店 SL-2000-8750

GITA 魚津市 吉島５３３－１ ショッピング JS-0000-8206

イヴ・シマダ 魚津市 釈迦堂１－１１－２４　 ショッピング SL-2000-1299

ブティックナカキ 魚津市 上村木１－１０－１３ ショッピング JS-0005-6436

ピザテン・フォ－富山魚津店 1 魚津市 上村木１－１３－２５　１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-3178

ピザテン・フォ－　富山魚津店　2 魚津市 上村木１－１３－２５　１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-8670

ブラン ブルー 魚津市 上村木２－２－２１ ショッピング JS-0000-9774

北山ナーセリー 東店 魚津市 木下新２３４ ショッピング JS-0002-1680

丸本酒店 魚津市 友道１９４８－３ ショッピング JS-0003-7641

株式会社秋山クリーニング魚津店 魚津市 上村木１－１０－１５ サービス JS-0005-6401

オセル・ヘアデザイナーズ 魚津市 上村木１－１－１０ サービス JS-0003-7015

Y’s garden 魚津市 上村木１－１２－３０ サービス JS-0004-1463

PARADIS 魚津市 北鬼江１－５－１　アルファビル１Ｆ サービス JS-0000-8376

辻わくわくランド 魚津市 青島６３－１ その他 JS-0001-4054

やきとり居酒屋鳥丸 高岡市 桐木町４６－７　レインボー８８ＢＬＤ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4381

懐粋 よし紀 高岡市 戸出町２－１１－９ 飲食店 JS-0002-4236

チャイニーズデイズ 高岡市 戸出町４－１－１７ 飲食店 JS-0002-5109

酒蔵 盛盛 高岡市 御旅屋町１２１６　ＶＡＭＯＳビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4736

サントリーバーカシイ 高岡市 御旅屋町２－１７　カシイビル　　 飲食店 ZN-2000-1225

菜香厨房 高岡御旅屋通り店 高岡市 御旅屋町２２－２ 飲食店 JS-0004-1800

御料理こやす 高岡市 御旅屋町６７－３　ライオンビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2108

Gourmet ＆ Bar Venz 高岡市 御旅屋町８０－１２　７２ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8183
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La．noix 高岡市 御旅屋町８０－９　桐木タウンビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6451

脇田屋 高岡市 佐野１３０９－２ 飲食店 JS-0003-2463

味喜寿し 高岡市 城東１－９－３２　カ－サ城東　　 飲食店 PK-0000-0277

串焼ダイニング ゆうき 高岡市 城東１－９－４３　コンフィアンスラウム１０１号 飲食店 JS-0005-4939

炭焼山海料理 しな乃 高岡市 新横町１２５４ 飲食店 JS-0000-9845

居酒屋 あじと 高岡市 新横町１２５９－３ 飲食店 JS-0002-9084

昇龍香房 高岡市 赤祖父４６９ 飲食店 JS-0001-7563

COTTERO 高岡市 大手町１－２０ 飲食店 JS-0004-6338

SAKEDININGOhana 高岡市 大野１０４　西森テナントビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4439

珈琲菓楽 和庵 高岡 高岡市 中川園町１３－１ 飲食店 JS-0001-2568

居酒屋 頂 高岡市 中曽根９１４－３ 飲食店 JS-0003-0638

KHUSHI 高岡市 東上関７ 飲食店 JS-0005-7032

てば壱 高岡内免店 高岡市 内免２－６－２５ 飲食店 JS-0005-3730

割烹　せせらぎ 高岡市 福岡町荒屋敷６３４－３　　 飲食店 PK-0000-6493

焼肉かむる 高岡市 末広町１００３ 飲食店 JS-0001-8297

レストラン popote 高岡市 末広町１４－８ 飲食店 JS-0002-5237

ジャカッセ 高岡市 末広町１－７　ウイングウイング高岡１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4352

飲食い処 じゅんちゃん 高岡市 末広町４１－４３ 飲食店 JS-0004-5380

PONTACCIO 高岡市 末広町７－１９ 飲食店 JS-0002-7340

かめ蔵 高岡市 末広町８－１７ 飲食店 JS-0000-9566

鉄瓶屋 高岡市 金屋町１－４ ショッピング JS-0002-6786

KANAYA ショールーム 高岡市 金屋町２－５ ショッピング JS-0002-7106

株）ヤナギ屋洋服店 高岡市 御旅屋町９ ショッピング SL-2000-7727

キングファミリー 高岡向野店 高岡市 向野町３－６０－３ ショッピング JS-0005-8448

パッケージプラザ 高岡店 高岡市 佐野１２１６ ショッピング JS-0002-4859

島田薬局 高岡市 昭和町３－２－４ ショッピング JS-0002-6931

ベストワーク・ホンゴー 高岡市 上北島１２３－１ ショッピング JS-0001-0809

いなづみ 高岡市 城東１－２－４　　 ショッピング ZN-2000-1449

レヴィヨン 高岡市 新横町１　ホテルニューオータニ高岡１Ｆ　 ショッピング AL-0000-0036

シェーカー・オム 高岡市 新横町１０４４－２　　 ショッピング ZN-0002-6767

birnest 高岡市 新横町１０４６－３　米田ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6768

高岡市民病院売店 高岡市 宝町４－１ ショッピング JS-0005-3777

URBAN BIKES VELOA 高岡市 北島１８６ ショッピング JS-0002-8547

GRAND CUSTOMIZED 高岡市 本町９－１２　大井ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1399

バード高岡店 高岡市 末広町１４－６　　 ショッピング ZN-0002-4239

D － STORE 高岡市 末広町３８ ショッピング JS-0000-5500

ブティックジョリー 高岡市 末広町４１－２　　 ショッピング ZN-0002-4253

はんこ屋印刷 高岡市 末広町７－４ ショッピング JS-0000-8558

ジュエリークラフト 4R 高岡市 明野町２－５ ショッピング SL-2000-3169

インスペクト 高岡市 野村３６５　サンエイハイツ１０１ ショッピング SL-2000-9459

FIXER 高岡市 野村７８５－１　　 ショッピング ZN-2000-3600

株式会社動夢 高岡市 立野３０７８－１　 ショッピング SL-2000-5640

株式会社ニコー 高岡市 立野３０９０ ショッピング JS-0001-3798

ハピアスウェディング 高岡市 蓮花寺７４３－１ ショッピング JS-0000-9812
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KHEIR カフェ 高岡市 蓮花寺７４３－１ ショッピング JS-0000-9819

Kabri 高岡市 駅南４－１０－２６　関口ビル１Ｆ－Ａ　 サービス ZN-2000-1439

OMNIBUS 高岡市 駅南５－１０－１７ サービス JS-0001-1118

グランボーテ 高岡市 京田１１７ サービス JS-0000-5833

よつや動物病院 高岡市 四屋２６０ サービス JS-0003-8709

anami 鐘紡店 高岡市 鐘紡町１－１９ サービス JS-0005-4355

Nail AROMA 高岡市 鐘紡町１－１９　グリーンベルテナント サービス JS-0003-1087

barbershop oldnew 高岡市 新横町１　ホテルニューオータニ２Ｆ サービス SL-2000-4115

iinuundiinu 高岡市 西町４－２５　トーエープラザ　　 サービス ZN-0003-0831

LIBERTY 高岡市 赤祖父４１６－１ サービス JS-0004-1177

andD 23℃ Creation 高岡市 赤祖父４３０－２ サービス JS-0000-3713

一平理容所 高岡市 大手町４－８　 サービス SL-2000-0561

RIVERO HAIR 高岡市 大坪町３－７－３１　 サービス SL-2000-0496

有限会社小倉モータース 高岡市 醍醐９２２ サービス JS-0002-4430

anami 中川店 高岡市 中川１－６－１８ サービス JS-0005-4333

La・lien 高岡市 中川上町１０－２　ＦＬＡＰビル１Ｆ サービス JS-0000-7593

MADO ショップ高岡中央店 高岡市 長慶寺９８７　　 サービス PK-0000-3607

S・hiroz 高岡市 内免３－１－１２ サービス JS-0002-2639

タナベ自動車　高岡インタ－店 高岡市 北島４７０－１　　 サービス PK-0000-7806

髪風クラシック 高岡市 木津４５８－１３５ サービス JS-0003-4312

イン東京 高岡店 高岡市 野村１３１８－１ サービス JS-0002-0342

オートグラフティ 高岡市 野村１３４８－１ サービス JS-0005-5827

Noa hair lounge 高岡市 野村１５３６－１７　アーバンビル１Ｆ－Ａ サービス JS-0002-3213

GrandBeaute classic 高岡市 野村１７１３－１ サービス JS-0000-5832

Hair dressing Cotoca 高岡市 野村４７５ サービス JS-0001-6461

寿し居酒屋 いぶき 黒部市 三日市３１８３－１ 飲食店 JS-0002-8992

やきとりの山一 黒部市 新牧野３５３　ユアーズビルＢ 飲食店 JS-0002-9116

モルトボ－ノマハロ黒部店 黒部市 石田６７８１－３　　 飲食店 PK-0000-5032

黒部市民病院売店 黒部市 三日市１１０８－１ ショッピング JS-0005-4266

KIKI 黒部市 新牧野３１１　黒部ショッピングセンターメルシー内 ショッピング JS-0001-5155

［HC］ハマダ電器 黒部市 石田６９３３－８ ショッピング JS-0001-8170

ラ・ルージュ 黒部市 植木８１０－１ サービス JS-0001-9032

オートハウス 中西 黒部市 前沢８５８ サービス JS-0000-1051

かぐや 射水市 戸破１４１８ 飲食店 JS-0002-2397

割烹 田舎 射水市 戸破４１４４－１ 飲食店 JS-0001-3754

串揚げビュッフェ 射水市 三ヶ２６０２　　 飲食店 ZN-2000-4656

イル コンパーニョ 射水市 太閤山１０－９　ハイツオカザキ１Ｆ 飲食店 JS-0002-2473

ビストロブサ 射水市 太閤山１－５　　 飲食店 ZN-0001-4365

丸屋ドライクリ－ニング 射水市 橋下条１１７５－１　　 ショッピング PK-0000-5241

小杉花金 射水市 戸破２１９８ ショッピング JS-0000-6493

家具再生工房 射水市 戸破３１００－２ ショッピング JS-0002-2830

木創庵 射水市 広上９８０－２　 ショッピング SL-2000-2930

カワサキプラザ富山 射水市 黒河２１４６－２ ショッピング JS-0004-1798

nico 射水市 三ヶ８７８ ショッピング JS-0002-9639
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菓子処あん 射水市 松木３１２－５　 ショッピング SL-2001-0286

TOP1 高橋電機商事株式会社 射水市 赤井１４５－１ ショッピング JS-0000-4014

コスモス中越 射水市 大島北野１４０９ ショッピング JS-0004-0189

AV PLAZA ヒロセ 射水市 大門１５６－３ ショッピング JS-0000-4000

射水市民病院売店 射水市 朴木２０ ショッピング JS-0005-4248

有限会社大坪自動車 射水市 一条２－１ サービス JS-0002-2498

大門自動車工業株式会社 射水市 下条３６２ サービス JS-0005-7766

micco HairRoom 射水市 串田１２９１－２ サービス JS-0002-0076

ZERO ＋ PRODUCTS 射水市 黒河５７３－４ サービス JS-0004-1271

有限会社泉田自動車 射水市 作道５７３－２ サービス JS-0002-5380

高原自動車 射水市 松木２５７ サービス JS-0003-0538

株式会社ブルーライン富山 射水市 新開発６０６ サービス JS-0001-7881

Lilouhair．byamulla 射水市 東明中町４－２ サービス SL-2000-0296

ワイズドギー 射水店 射水市 本開発１６７－１　 サービス SL-2001-1012

Saya 射水店 射水市 本江２８９９　　 サービス PK-0000-1287

有限会社ツダオート 射水市 鷲塚１８－１ サービス JS-0004-9981

いみず薬局ひばり調剤 射水市 戸破２５９６－１　 その他 SL-2000-0729

case 小矢部市 本町３－１６　石黒ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3815

居酒屋 とりきち 小矢部市 本町４－４９ 飲食店 JS-0000-4773

株式会社トライフルワース 小矢部市 下中１３７ ショッピング JS-0001-0327

北陸中央病院売店 小矢部市 野寺１２３ ショッピング JS-0005-4122

シブヤ自動車 小矢部市 地崎１９１－１ サービス JS-0004-4046

ツツ井 小矢部市 野端７６－１　 その他 SL-2000-7319

焼肉レストラン からしし 中新川郡 上市町正印２５７ 飲食店 JS-0003-0450

そば処おきな 中新川郡 立山町福田２９６－１　　 飲食店 PK-0000-3281

和洋菓子ながかわ 中新川郡 立山町五百石６７　 ショッピング SL-2000-4910

株式会社シタカオートサービス 中新川郡 立山町宮路７－２ サービス JS-0002-3407

食楽酒場カスク 砺波市 中央町１０－４７　７８ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-7384

グルメどころ タベタリーテ 砺波市 中村１４６－１ 飲食店 JS-0000-4134

虎徹 砺波市 表町５－３２　エスポワール１５　１Ｆ 飲食店 JS-0000-8018

菜香厨房 砺波店 砺波市 表町５－６　センチュリービル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5495

昔ながらの台処 色菜場 砺波市 表町７－８　ｄ．ｓ．ｍビル 飲食店 JS-0002-1498

ブティックアネックス 砺波市 栄町３０３　　 ショッピング ZN-0002-4254

めがねプロ 1 砺波市 太郎丸１－４－２６　ＮＴＣとなみビル５Ｆ　 ショッピング PK-0000-5014

ピザテン・フォ－富山砺波店 1 砺波市 平和町２－４２　　 ショッピング PK-0000-4015

NONORIRI 砺波市 宮丸９４ サービス JS-0001-6004

渡辺フォト企画株式会社 写友光房 砺波市 山王町１０－１２ サービス JS-0002-3237

庄川自動車株式会社 砺波市 庄川町金屋６ サービス JS-0003-4809

天然温泉湯来楽砺波店 砺波市 五郎丸６２２－１ その他 JS-0001-3842

Enoteca Bar 和伊之介 南砺市 福野７７２　クリゾンテムビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-7479

metio 南砺市 山斐１８４－２　 ショッピング SL-2000-6320

カメラのマツエ 南砺市 寺家新屋敷３６６　ショッピング　ア・ミュー ショッピング SL-2000-4435

有限会社河合呉服店 南砺市 城端４２１ ショッピング SL-2000-3473

なんと動物病院 南砺市 福光４６６－１ サービス JS-0003-8432
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鮨よし 氷見市 下田子１８５－１ 飲食店 JS-0002-0518

レストラン トロイカ 氷見市 窪７８８－１ 飲食店 JS-0003-8515

割烹 かみしま 氷見市 本町１７－１９　 飲食店 SL-2000-0048

三國屋 氷見市 幸町２３－１７　　 ショッピング PK-0000-5383

パティスリー シュン 氷見市 大野新１６９－１ ショッピング JS-0002-8808

氷見牛専門店たなか 精肉 氷見市 朝日丘３９３１－１ ショッピング JS-0002-9114

氷見牛専門店たなか 焼肉 氷見市 朝日丘３９３１－１ ショッピング JS-0002-9191

ぎんなん餅本舗 おがや 氷見市 比美町６－１７ ショッピング JS-0002-8789

井上菓子舗 氷見市 北大町２５－５ ショッピング JS-0000-9603

美容室シャンプー 氷見市 加納４８４ サービス JS-0000-5911

パピーくらぶ 氷見市 窪１８６０－１　 サービス SL-2000-2792

有限会社山下自動車 氷見市 窪４４０ サービス JS-0003-9749

MUSE HAIR 氷見市 幸町７－３１ サービス JS-0000-5834

Presso hair 氷見市 柳田１９４３ サービス JS-0000-5831

沖縄料理の店 ちゃんぷる 富山市 一番町３－９ 飲食店 JS-0000-5865

そば処　奥田　東京亭 富山市 永楽町２２－１３　　 飲食店 PK-0000-6528

松一寿し 富山市 永楽町３０－１６　　 飲食店 ZN-0001-4442

辰巳鮨 富山市 於保多町１１－１８　　 飲食店 ZN-0001-4441

えんや 富山市 奥田寿町１８－２－１１７号 飲食店 JS-0001-5691

鮮心 よこた 富山市 奥田寿町６－１２７ 飲食店 JS-0002-4284

炭火串焼風見鶏 富山市 開２３９－１ 飲食店 JS-0001-2548

トラットリアポルコ 富山市 牛島新町２－２８　　 飲食店 ZN-0001-4489

Kcafe 富山市 呉羽町３０３１－４ 飲食店 JS-0002-2393

焼肉家こげたん 富山呉羽店 富山市 呉羽町６４４３－１ 飲食店 JS-0001-7977

旬の蔵 げん 富山市 向川原町４－２２ 飲食店 JS-0000-8868

LussoToyama 富山市 荒町６－１　ダイワロイネットホテル富山１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0718

風見鶏 荒町店 富山市 荒町６－６ 飲食店 JS-0003-1407

肉匠坂井 富山黒瀬店 富山市 黒瀬北町１－３－２ 飲食店 JS-0005-1238

アメリカンクラブウエスト 富山市 今木町１－２４　　 飲食店 ZN-0001-4319

喜楽居酒家 結粋 富山市 今木町５－２２ 飲食店 JS-0002-6761

居酒屋 さぽん 富山市 今木町５－２２　今木町ビル 飲食店 JS-0004-5389

ベアート 富山市 根塚町３－１－４ 飲食店 JS-0004-1958

すし琉之輔 富山市 桜町１－３－１１　ＡＩビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-5896

桜町発酵所 鍛冶二丁 富山市 桜町１－４－２０　　 飲食店 ZN-0002-2052

イタリアンバル Viva 富山駅前店 富山市 桜町１－５－２０ 飲食店 JS-0001-4467

焼肉いなせ 富山市 桜町１－６－１２　　 飲食店 PK-0000-0313

粋宏閣 富山市 桜町１－６－１３　　 飲食店 PK-0000-1333

呑蔵 富山市 桜町１－７－２４　水明舎ビル２Ｆ 飲食店 SL-2001-1236

さんじゅうまる 富山市 桜町２－１－１　アミューズビル 飲食店 JS-0000-2701

暖座クラシック 富山駅前店 富山市 桜町２－１－１　アミューズビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6036

酒場　桜町笑店 富山市 桜町２－１－１０　山本ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6722

四六八ちゃ駅前店 富山市 桜町２－１－１０　陽光堂ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4362

お野菜とワイン VEGECHAKA 富山市 桜町２－１－１２　ＴＳビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2076

艶次郎 富山市 桜町２－１－１４　夜光城ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7882
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NICE TIME 富山市 桜町２－１－５　ブレイン桜ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7792

居酒屋一会桜町店 富山市 桜町２－１－８　ブレイン桜ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0523

ジャミン 富山市 桜町２－２－１　２１ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-2179

太陽の島 富山市 桜町２－２－７　小杉ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4302

食楽魚一 富山市 桜町２－３－１５　　 飲食店 ZN-2000-1553

神鶏富山店 富山市 桜町２－３－２４　キムラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4423

浜とみ 富山市 桜町２－３－２７　開花ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2277

Quercus 富山市 桜町２－３－３４ 飲食店 JS-0000-1322

大集酒場サカナヤオアジ 富山市 桜町２－３－４　　 飲食店 ZN-0001-4345

天米県庁前店 富山市 桜町２－４－１２　　 飲食店 ZN-0001-4353

旬彩料理 TAKU 富山市 桜町２－５－２　俳優座ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4461

富山炙 富山市 桜町２－６－１５ 飲食店 JS-0002-6853

たべ処 一粋 富山市 桜町２－６－３ 飲食店 JS-0002-4034

As 富山市 桜木町１２－５　プラザビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4370

家庭料理居酒屋 おーがすた 富山市 桜木町１４－２　ＴＳビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7338

旬菜 靜加 富山市 桜木町６－４　千歳ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8678

バーボウ 富山市 桜木町６－８　桜木町ビル　　 飲食店 ZN-2000-4397

喃楽 富山市 桜木町６－８　桜木町ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4383

四六八ちゃ 富山市 桜木町７－１１　松本第７ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2043

菜香厨房 富山店 富山市 桜木町７－１６　金森ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5491

肉一代 富山市 桜木町７－２９　打出ビル２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4452

ポップティーン 富山市 桜木町７－３０　アテナビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4567

旬彩けん坊 富山市 桜木町８－２２　サンライズビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4467

ステラ 富山市 桜木町８－２４　ウェーブコート　　 飲食店 ZN-2000-1400

テツジ 富山市 桜木町８－８　第一三愛ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3510

かるね 富山市 山室２４－１ 飲食店 JS-0004-1916

ボルカノ菜園バル 富山市 秋吉１５４－６　　 飲食店 PK-0000-6342

食事処 ろ 富山市 上飯野１２－６ 飲食店 JS-0005-8707

てば壱ぢどり亭 上飯野店 富山市 上飯野４１－５　イオンマックスバリュ内 飲食店 JS-0000-7298

やけるやんか千房 富山上飯野店 富山市 上飯野８－３ 飲食店 JS-0003-8811

寿司居酒屋こざる 富山市 常盤町１－４６　常盤町第３ＫＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4216

ドラゴンゲート 富山市 常盤町４－１６ 飲食店 JS-0000-9156

懐石椿亭 富山市 常盤町９－５ 飲食店 SL-2000-7288

酒菜家おあじ飯野店 富山市 新屋４－１　　 飲食店 ZN-0001-4312

Baresco 富山市 新桜町２－２６　あるぺん村ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4395

個室地鶏居酒屋鶏っく富山店 富山市 新桜町２－２６　あるぺん村新桜町ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1920

LASA 富山市 新桜町５－５　ＯＮＥ－ＢＬＤｇ 飲食店 JS-0002-3442

靜月 富山市 新桜町６－１ 飲食店 JS-0000-8175

串道楽 富山市 新富町１－１－１４ 飲食店 JS-0000-1984

BISTRO DANZA 富山市 新富町１－２－３　富山エクセル東急１Ｆ 飲食店 JS-0001-1313

磯炙 富山市 新富町１－３－２　　 飲食店 ZN-0001-4313

あ！！ ponte 富山市 新富町１－３－２１ 飲食店 JS-0004-6097

居酒屋たすき 富山市 新富町１－３－９　　 飲食店 PK-0000-4745

うお清 富山市 新富町１－３－９　駅前プラザビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0550
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やけるやんか千房 富山駅前店 富山市 新富町１－３－９　駅前プラザビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8519

吟魚 富山市 新富町２－１－３　富山駅前第一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4429

博多ラ－メンばたやん駅前店 富山市 新富町２－２－１０　　 飲食店 PK-0000-2383

季節料理とお酒 ひよこ 富山市 新富町２－３－１６ 飲食店 JS-0003-2746

旨肴旨酒 おさかな家 富山市 新富町２－４－１１　吉森ビル１Ｆ２Ｆ 飲食店 SL-2001-1237

たべどころ のみどころ いろり 富山市 新富町２－４－２３ 飲食店 JS-0000-7097

魚富 富山市 新富町２－４－４ 飲食店 JS-0002-1800

ちゃぶ有 富山市 新富町２－５－１４ 飲食店 JS-0000-7424

寿し・割烹 夢八 富山市 新富町２－５－１８ 飲食店 JS-0000-2706

とり乃 富山市 清水元町１－３ 飲食店 JS-0000-9155

日本料理 かわうち 富山市 清水元町７－７ 飲食店 JS-0001-1299

富山さかな処みのり家 富山市 西町６－１ 飲食店 JS-0005-5445

葷酒山門 富山市 西町６－４　杉森西町ビル１０３　　 飲食店 ZN-0001-4478

CUORE 富山市 西町８－２ 飲食店 JS-0002-1796

八ぶんめ 富山市 西町８－２　ゴソ－第２ビル２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-1553

いざかや 平太郎 富山市 西町９－１８　ウエストハウスビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8972

ひまわり食堂 富山市 石倉町１－３０ 飲食店 JS-0001-1691

逢月 富山市 千歳町１－３－１　パレブラン高志会館内１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0392

enoteca 祐 富山市 千歳町１－６－１８　　 飲食店 PK-0000-2803

彩鶏食堂 富山市 千歳町１－６－１８　河口ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0557

サンカレ－＆ Carne 富山市 千歳町１－６－１８　河口ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0674

逢う瀬 富山市 総曲輪１－１－１０　プレイハウス１Ｆ 飲食店 JS-0001-9714

華楽 富山市 総曲輪１－１－１２ 飲食店 JS-0002-1582

鮨一番 富山市 総曲輪１－１－１４　　 飲食店 ZN-0001-4448

かめ英 富山市 総曲輪１－１－１７　リンカーンホール１Ｆ 飲食店 JS-0003-1515

まま家 富山市 総曲輪１－３－２１　日之出ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5501

来楽 富山市 総曲輪１－３－２５　国際ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4268

男厨 さじかげん 富山市 総曲輪１－３－９　トヤマグリーンビル１Ｆ１０３ 飲食店 JS-0000-2739

プルミエ 富山市 総曲輪１－４－３　桜木レストタウンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4432

中華菜館 茶藝庭 富山市 総曲輪１－４－３　桜木町レストタウンビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8364

BITCH ON THE BEACH 富山市 総曲輪１－５－６　三愛第２ビル２Ｆ－２０１　 飲食店 ZN-2000-4398

かげん 富山市 総曲輪１－８－７　ニュー総曲輪ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0868

総曲輪ハイボール酒場 富山市 総曲輪２－１－９　　 飲食店 ZN-0001-4360

うさぎとトラ 富山市 総曲輪２－３－２　メリー荒町２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4310

WINISTA 富山市 総曲輪２－４－１５ 飲食店 JS-0000-2037

イタリアンバール ベオーネ 富山市 総曲輪２－６－１７ 飲食店 JS-0000-5668

富山総曲輪 肉寿司 富山市 総曲輪２－７－２０　藤ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-8637

芙蓉餃子房 富山市 総曲輪２－７－２０　藤ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-9175

FUNKYS 富山市 総曲輪２－８－６　８番館ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4299

魚介ビストロ sasaya kitokito 富山市 総曲輪３－２－１３　黒沢ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-8636

夢酒バルロジウラ 富山市 総曲輪３－２－１５　　 飲食店 PK-0000-0832

焼き鳥スミス 富山市 総曲輪３－２－１５　　 飲食店 ZN-2000-4536

1 － ichi － 富山市 総曲輪３－２－２２　１Ｆ 飲食店 JS-0001-9878

colorful 富山市 総曲輪３－２－２５　総曲輪２１４ビル２Ｆ－Ｃ 飲食店 JS-0001-2965
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タウザー 富山市 総曲輪３－２－６　２Ｆ 飲食店 JS-0000-7832

ダウン タウン 富山市 総曲輪３－２－７ 飲食店 JS-0000-2863

大衆個室居酒屋 本気家分家 富山市 総曲輪３－３－２２　ロザンビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2507

笑色 富山市 総曲輪３－３－６　マツヰビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0069

写楽 富山市 太田８０－８ 飲食店 JS-0000-4043

仄香 富山市 大手町３－９－１　アジェスビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8201

PerSona 富山市 大町２５９－３ 飲食店 JS-0002-1589

韓国風居酒屋コリアンマチャ 富山市 中央通り１－１－１２　ナカマチビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4337

ULUWATUAMIGO 富山市 中央通り１－４－１３　 飲食店 SL-2000-9465

Cafejazz る 富山市 中央通り１－５－１０　米三２Ｆ　 飲食店 PK-0000-5682

TRATTORIA ENZO 富山市 長江５－２－１３ 飲食店 JS-0000-3478

テジカエン 富山市 東中野町３－９－２０　　 飲食店 ZN-0001-4317

焼肉＆ BAR グリエ TANIGUCHI 富山市 内幸町１－１４　内幸ビルＣ館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4296

ダイニングバー SHARE 富山市 内幸町１－１４　内幸ビルＣ館３Ｆ 飲食店 JS-0003-1453

Dining ＆ BarBelCa 富山市 内幸町２－１４　内幸ビルＡ館１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0733

酒菜工房だい 富山市 内幸町２－１４　内幸ビルＡ館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4479

花霞 富山市 内幸町２－１４　内幸ビルＡ館６Ｆ 飲食店 JS-0002-6517

テディベアーズ 富山市 内幸町２－７　　 飲食店 ZN-0001-4338

分家歩寿司純 富山市 内幸町２－９　菊井ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4427

とんコギ 富山市 内幸町３－１　エイゼン第一ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4430

海のめぐみ 粋鱗 富山市 内幸町３－２３　内幸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6783

Fattoria del GRASSO 富山市 内幸町９－２　オレンジビル２Ｆ－Ｃ 飲食店 JS-0001-6607

酒場トキシラズ 富山市 内幸町９－２　オレンジビルＦ１Ｂ　 飲食店 PK-0000-2255

バ－・ホタル 富山市 内幸町９－９　　 飲食店 PK-0000-0555

葵日 富山市 二口町１－９－２ 飲食店 JS-0001-2566

ステーキバー マサ 富山市 二口町４－４－３ 飲食店 JS-0000-1619

焼肉家こげたん 富山二口店 富山市 二口町５－１０－１　二口スクエアＡ館２ 飲食店 JS-0001-1315

miyashita 富山市 日之出町４－２　信開ウエラコート１０３　 飲食店 ZN-0001-4470

割烹 本田 富山市 白銀町５－１ 飲食店 JS-0000-0481

串っと酒場 はまじ 富山市 婦中町下坂倉２１－４ 飲食店 JS-0005-6366

韓国家庭料理優韓 富山市 婦中町宮ヶ島３１９－１　婦中ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1280

First 富山市 婦中町速星１００５－２　１Ｆ 飲食店 JS-0005-7841

とり翔 富山市 婦中町速星９８２－３ 飲食店 JS-0003-7932

酒菜家おあじ布瀬店 富山市 布瀬町２－１０－１　　 飲食店 ZN-0001-4285

レストラン シェ・フジイ 富山市 布瀬本町５－９　 飲食店 SL-2000-0829

イルキャンティカフェ 富山市 布瀬本町９－１　　 飲食店 ZN-2000-1199

だるま亭 富山市 宝町２－２－１３ 飲食店 JS-0005-1077

よなよな 富山市 北代４５２７－２ 飲食店 JS-0005-8505

イタリア料理ケンタロウ 富山市 堀川小泉町１－７－２　アートピアイン堀川１Ｆ 飲食店 JS-0000-2995

来人喜人 はぎ原 富山市 堀端町１－１１ 飲食店 JS-0000-6525

炭火焼肉 才 富山市 本郷町５１－１－２ 飲食店 JS-0003-0465

ピエロ 富山市 本郷町６２－２　　 飲食店 PK-0000-1939

イタリア料理 シンポジウム 富山市 本町３－２８　２Ｆ 飲食店 JS-0001-3717

焼肉料理 はやし 富山市 本町３－３０　　 飲食店 ZN-0001-4406
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舞子 富山市 柳町２－３－２６ 飲食店 JS-0000-5254

とんかつ勝亭 富山市 有沢７９１－１ 飲食店 JS-0004-4629

ますのすし本舗　ちとせ 富山市 鵯島２区８８７　　 飲食店 PK-0000-8528

立山酒店 富山粟島店 富山市 粟島町３－２１－３７ ショッピング JS-0002-6856

ころがし 富山市 安養坊２００１－１９ ショッピング JS-0003-0415

クリ－ニングワタナベ 富山市 下熊野６６－６　　 ショッピング PK-0000-8019

カシミヤニットのジェイコム 富山市 下赤江町　２－４－８　 ショッピング SL-2000-7229

富山県リハビリテーションこども支援センタ 富山市 下飯野３６ ショッピング JS-0005-4438

クロロフイル美顔教室 ユービ 富山市 掛尾町３９８－４ ショッピング JS-0004-5769

AND 富山市 牛島本町１－１－３８　 ショッピング SL-2000-7996

grassy 富山市 経堂３－１２－２０　Ｖｉｃｔｒｙ経堂Ｃ－２－Ｔ ショッピング JS-0000-5395

ローザ大成堂 富山市 元町１－６－７ ショッピング SL-2000-2832

ばろっく 富山市 古鍛冶町６－６ ショッピング JS-0002-0517

万屋 MARU 富山市 荒川２－１９－１５　 ショッピング SL-2000-2859

花金 富山市 荒町３－４　 ショッピング SL-2000-1818

パッケージプラザ 富山インター店 富山市 黒崎１４０－６ ショッピング JS-0002-4860

ユーエスファニチャー 富山市 黒瀬６１１－１ ショッピング JS-0001-2176

スレイプニル 富山市 桜橋通り３－１　　 ショッピング PK-0000-6262

（有）山内武道具店 富山市 舟橋北町５－１２　 ショッピング SL-2000-7676

アンサンブル〔ピンクハウス〕 富山市 上本町４－５　２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4248

はんこ屋さん 21 富山店 富山市 新根町２－１－６　レノンボウン１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5323

クロロフイル富山美顔教室 富山市 新富町１－３－１９　吉田ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-6695

ふろーりすと TATEYAMA 富山市 新富町２－４－１０ ショッピング JS-0004-8799

テツオミシン 富山市 神通本町２－３－２０ ショッピング JS-0002-2520

有限会社カーショップ岡田 富山市 水橋沖３０５－１ ショッピング JS-0004-4390

ジュンコミューズ店 富山市 水橋市江４７　　 ショッピング ZN-2000-4997

大きいサイズ専門店エールロビン 富山市 総曲輪２－７－３　 ショッピング SL-2001-0098

ORIENTAL JUA 富山市 総曲輪３－５－５　プチ石橋ビル ショッピング JS-0002-4461

MonsieurJ 富山市 総曲輪４－１０－９　１Ｆ　　 ショッピング PK-0000-2962

サンプレイス 富山市 太田８０－１６１ ショッピング AD-0000-0197

the Most 富山市 太田口通り２－５－２１　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-4251

Ovi 富山市 大手町６－１４　富山市民プラザ ショッピング JS-0003-0496

スポーツショップランナー 富山市 大手町６－１４　富山市民プラザ２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2859

BOUZ 富山市 大泉町３－４－１１ ショッピング JS-0002-2475

花スタジオ 花詩織り 富山市 大泉東町１－２－３ ショッピング JS-0003-3190

サイクルショップ クラカワ 富山市 大町２６３－８ ショッピング JS-0000-4440

HANACOCO 富山市 茶屋町２０３－２１　トミタビル１Ｆ ショッピング JS-0000-9320

ナイトバード 富山市 中央通り２－５－１８　ツチダビル２Ｆ ショッピング JS-0000-8227

8 富山市 中川原３４９－１　ルミエール１Ｆ ショッピング JS-0000-4634

HERMITAGE 富山市 中川原５－２ ショッピング JS-0003-7757

有限会社谷口自動車販売 富山市 中島２－５－１１ ショッピング JS-0002-5134

Hana GREEN ESSENCE 富山市 南田町１－２－１６　ＲｏｏｍＯＮＥＡＲＴＨ２Ｆ ショッピング JS-0000-0921

アンサンブル 富山市 南田町１－６－１　ラ・アンサンブルビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4247

水上芳一商店 富山市 八尾町西新町３９４９ ショッピング JS-0003-4261
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振袖ブティック乃奈　ファボーレ店　 富山市 婦中町下轡田１６５－１　２Ｆ ショッピング AD-0001-0009

ポレール 富山市 婦中町下坂倉２０－１３ ショッピング JS-0004-6621

株式会社トリコノート 富山市 婦中町千里１４１９－１５ ショッピング JS-0002-3052

ジェイシーバール 富山市 布瀬町南１－７－３ ショッピング JS-0000-9969

富山県美術館ミュージアムショップ 富山市 木場町３－２０ ショッピング JS-0003-0264

株式会社 まつ川 富山市 旅籠町２－１０　西森ビル１Ｆ　 ショッピング SL-2000-4459

アン＆ホリースタイル 富山市 一番町３－２２　村山ビル１Ｆ サービス JS-0002-5102

レンタルのニッケン 富山営業所 富山市 下熊野２６０－１ サービス JS-0003-2501

ドッグサロン とまり木 富山市 下赤江町１－１２－２１ サービス JS-0003-8770

中田モータース 富山市 下大久保２６５１－１６ サービス JS-0004-5372

EyeLashSalonFLAP 富山市 開１３４４　ヴェールフォンセＢ２－２ サービス SL-2000-6071

AXC TOYAMA 富山市 掛尾町６４－１ サービス JS-0002-5074

あとりえティンカーベル 富山市 銀嶺町８－２８ サービス JS-0002-3542

Un nouvelle 富山市 五福新町５４６５－５ サービス JS-0002-2913

有限会社中川自動車工業 富山市 呉羽町６５０２ サービス JS-0002-4709

ヘアーリラックス Sheena 富山市 呉羽町７０１７－１ サービス JS-0001-9883

Hair Bless 富山市 呉羽町７３４５ サービス JS-0003-9503

美容室デジール 富山市 向新庄町１－５－１２ サービス JS-0002-3434

J ネットレンタカー 富山インター店 富山市 黒崎４９４－１ サービス JS-0003-7140

belle hair room 富山市 黒瀬北町１－１－１７ サービス JS-0001-0564

スウィート ヘアハウス 富山市 根塚町４－３－１０ サービス SL-2000-6664

J ネットレンタカー富山駅前店 富山市 桜町１－１－３２　地鉄ビル入口 サービス JS-0001-2163

フローリッシュユイット 富山市 桜町２－２－２７　鈴木ビル２Ｆ サービス JS-0003-4620

フローリッシュカーム 富山市 山室１１１－４　成川ビル１０１号室 サービス JS-0005-7935

Hair Salon Ai Sweet 富山市 秋吉１６３－１　ファースト秋吉スリー１３６号室 サービス JS-0004-1702

SWiTCH  Hair ＆ Relaxation 富山市 秋吉新町２１－２８　 サービス SL-2000-6669

山王ペットクリニック 富山市 上二杉５－１ サービス JS-0000-2700

イン東京 富山東店 富山市 上冨居３－５－５ サービス JS-0000-1402

アンハーバー 富山市 常盤台１５－２ サービス JS-0003-8517

ラフォルマ 富山市 常盤町１－９ サービス JS-0004-0954

See － Soo 富山市 新根塚町１－１－５２　フィールトウビル１Ｆ サービス JS-0000-1130

ワイズドギー 富山店 富山市 新庄町１－５－１２　 サービス SL-2001-0895

牧野 RACING 富山市 新庄本町２－１－７７ サービス JS-0002-8373

アームインアームヘア 富山市 西大泉１６－１６ サービス JS-0000-6079

中央ドライ 富山市 西長江３－２－３ サービス JS-0002-1489

アピス ヘアメイク 富山市 赤田７６３－３ サービス JS-0004-0995

K・do TOYAMA 総曲輪 富山市 総曲輪３－１－１１　ユウタウン総曲輪 サービス JS-0003-4311

キレイコム Deuce 富山市 太郎丸西町１－３－４　根ビル１Ｆ　 サービス PK-0000-7772

フェリーチェ 富山市 太郎丸西町２－７－４ サービス JS-0000-2543

第 3PLACE 富山市 大泉本町２－３－１　ヴィラルラーシュ１０３ サービス JS-0002-8704

patina veil chouchou 富山市 大町南台４８－１８ サービス JS-0003-5066

olabo 富山市 茶屋町６３９－２０　サンライズ呉羽茶屋町１０６号 サービス SL-2000-5226

fu ～ ga 富山市 茶屋町７９－１０ サービス JS-0003-7414

I’s New York TOYAMA 富山市 中川原１７３－１ サービス JS-0000-9462
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（株）アサオ 富山市 中大久保１７３－２０ サービス JS-0002-5249

coiffure bonton 富山市 中野新町２－１－１１　渡辺ビル１Ｆ サービス JS-0000-9672

HairSalon 囃 富山市 町村５番 サービス JS-0002-4138

ピュア ヘアーファクトリィ 富山市 田中町３－１－１２　 サービス SL-2000-5615

AUNIL 富山市 東中野町３－５－８　１Ｆ サービス JS-0000-8396

barbersuppose 富山市 藤木１６５５－６　 サービス SL-2000-0536

美容室蓮 富山市 二口町３－７－８　二口マンション１Ｆ サービス JS-0001-3266

アイラッシュサロン DIVA 富山店 富山市 二口町４－９－４ サービス JS-0002-9031

グランボーテ 富山 富山市 二口町５－１０－２ サービス JS-0001-1812

ウエストファクトリー 富山市 萩原４２４－３ サービス JS-0004-7568

クリーニング フクサワ 富山市 八尾町井田９７４－１ サービス SL-2000-2500

Foo hair 富山市 婦中町下轡田１５０－４ サービス JS-0000-3109

HONEY Animal Clinic 富山市 婦中町広田４７２７ サービス JS-0000-8281

ニコニコレンタカー 富山婦中町店 富山市 婦中町蔵島１８０－１ サービス JS-0002-4032

feel by sharaku 富山市 婦中町速星１１２－１　 サービス SL-2000-5774

コアフュール・まつお 富山市 婦中町中名４６２　 サービス SL-2000-9681

とこやとぱぁまの店 やまざき 富山市 婦中町友坂５８１０ サービス JS-0004-2028

NailSalon dokuichigo 富山市 布瀬本町４－１８ サービス JS-0003-1412

JOUIR HAIR 富山市 平吹町７－１１ サービス JS-0001-7048

CHOCOLAT 富山市 豊田町１－１２－２６ サービス JS-0001-4563

中田モータース 上堀店 富山市 堀２０７ サービス JS-0004-5225

北陸車研工業株式会社 富山市 流杉２１７ サービス JS-0001-8905

谷自動車整備工場 富山市 緑町１－５－４ サービス JS-0004-4429

AQUA World パンタナル 富山市 古寺４５６　 その他 SL-2000-9933

クスリ せいそ 富山市 桜町１－１－１　電鉄富山駅ビル「エスタ」　 その他 SL-2000-5158

アイフォーン修理アイラボ 富山市 山室１３０－１１ その他 SL-2000-2258

ねむり家 富山市 室町通り２－１－２０　 その他 SL-2001-0266

ドギーパラダイス 富山市 布瀬町南２－１０－８ その他 JS-0001-8184


