
市外局番0763

No. エリア 業　種 店　　名 住　　所 電話番号

1 福野 飲食店 焼とり居酒屋　かなや　 南砺市福野772 22-2999

2 福野 飲食店 やきやき亭　竹生 南砺市やかた441 22-1020

3 福野 飲食店 三千代 南砺市福野45-22 22-2600

4 福野 宿泊施設 壱番館 南砺市松原1236 22-7070

5 福野 宿泊施設 福野タウンホテルア・ミュー 南砺市寺家新屋敷384-2 22-1414

6 福野 食料品 朝山精華堂 南砺市福野1619 22-2035

7 福野 食料品 リカーショップしばた 南砺市寺家新屋敷366 22-1433

8 福野 食料品 お酒とギフト　かたやま 南砺市福野1592 22-2233

9 福野 食料品 ふくの産地直売所運営協議会 南砺市福野軸屋23-4 22-1147

10 福野 食料品 テイクアウト寿司　すし縁 南砺市福野1316 22-2999

11 福野 食料品 ㈲花島精肉店　ア・ミュー店 南砺市寺家新屋敷366 22-1429

12 福野 食料品 平ら寿し本舗 南砺市野尻３５９ 23-1322

13 福野 食料品 ミッシュローゼショッピングア・ミュー店 南砺市寺家新屋敷366 22-1468

14 福野 食料品 内山糀・味噌店 南砺市福野1653 22-2452

15 福野 食料品 ポコ・ア・ポコ　ア・ミュー店 南砺市寺家新屋敷366 22-1425

16 福野 食料品 サンキュー　ア・ミュー店 南砺市寺家新屋敷366 22-1439

17 福野 雑貨・日用品 精一窯 南砺市本江182 090-8266-7703

18 福野 雑貨・日用品 シューズ＆バッグ　ヨシエ 南砺市寺家新屋敷366 22-1411

19 福野 雑貨・日用品 ふじなが時計店 南砺市松原新1535 22-2504

20 福野 旅行・交通・運送 ㈱ニュージャパントラベル南砺支店 南砺市やかた147 22-2848

21 福野 旅行・交通・運送 南砺交通㈱福野本社 南砺市福野772-12 22-2255

22 福野 旅行・交通・運送 なるわ交通㈱なるわトラベル南砺支店 南砺市福野772福野駅前ｸﾘｿﾞﾝﾃﾑ2F 55-6198

市外局番0763

No. エリア 業　種 店　　名 住　　所 電話番号

23 福光 飲食店 手打そば　萱笑 南砺市福光6771 52-5033

24 福光 飲食店 レストランたんぽぽ 南砺市中ノ江16 52-4455

25 福光 施設 ＩＯＸ-ＡＲＯＳＡ 南砺市才川七字ススケ原115 55-1326

26 福光 施設 ぬく森の郷 南砺市小又311 58-8008

27 福光 施設 南砺バットミュージアム 南砺市福光6754 52-0576

28 福光 宿泊施設 ゲストハウス　絲 南砺市福光6224-2 070-4390-3638

29 福光 宿泊施設 美知の里 南砺市下野285 090-3760-8345

30 福光 宿泊施設 川合田温泉　山田家 南砺市川西1535 52-0821

31 福光 宿泊施設 ホテル割烹ときわ 南砺市荒木5457 52-0058

32 福光 宿泊施設 法林寺温泉 南砺市法林寺4944 52-4251

33 福光 宿泊施設 ＩＯＸ-ヴァルト 南砺市才川七字荒山5 55-1969

34 福光 宿泊施設 旅亭　みや川 南砺市福光1376 52-1072

35 福光 食料品 ささら屋福光本店 南砺市吉江中1213 52-6785

36 福光 食料品 サンキュー福光フレッサ店 南砺市荒木5418 52-0539

37 福光 食料品 富山干柿販売所 南砺市高宮1248 52-0078

38 福光 食料品 菓匠　かじわ屋福光本店 南砺市福光6780-1 52-0066

39 福光 食料品 ドメーヌ・ボー 南砺市立野原西1197 77-4639

40 福光 食料品 道の駅福光㈱ 南砺市中ノ江21 52-4100

41 福光 食料品 杓子屋 南砺市福光7385 52-0301

42 福光 食料品 ㈲石黒種麹店 南砺市福光新町54 52-0128
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43 福光 食料品 かぶらや　三和食品 南砺市遊部川原15-2 52-0284

44 福光 食料品 よね田 南砺市荒木887-1 52-8123

45 福光 食料品 株式会社丸米製菓 南砺市高宮1380 52-2525

46 福光 食料品 福光農業協同組合　う米蔵 南砺市天神241 52-1333

47 福光 食料品 ママのチーズケーキ本店 南砺市福光6611 070-4329-1308

48 福光 燃料 紙居石油㈱ 南砺市福光77 52-3500

49 福光 雑貨・日用品 水口青玉堂 南砺市福光7163 52-0512

50 福光 雑貨・日用品 山本紙茶店 南砺市福光6765 52-0106

51 福光 旅行・交通・運送 ㈱第一ツアーズ 南砺市福光7061ｰ2 52-6381

52 福光 旅行・交通・運送 福光タクシー㈱ 南砺市荒木5322　ＪＲ福光駅内 52-0002
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53 井波 飲食店 じんずし井波店 南砺市本町4-15 82-5580

54 井波 飲食店 Ｌｉｆｅ　ｃａｆｅ　ｃａｔｔｌｅ 南砺市井波1077-4 82-5878

55 井波 飲食店 鮨よし 南砺市坪野536 82-5815

56 井波 飲食店 よしだ屋 南砺市山見966-5 82-0007

57 井波 飲食店 旬菜　しふく 南砺市本町4-151 82-5502

58 井波 飲食店 ｎｏｍｉ 南砺市本町3-41 77-4163

59 井波 飲食店 ギャラリー瑞庵 南砺市井波3105 82-6060

60 井波 施設 井波交通広場観光案内所 南砺市山見956-1 82-2539

61 井波 宿泊施設 Ｂｅｄ　ａｎｄ　Ｃｒａｆｔ 南砺市本町3-41 77-4138

62 井波 宿泊施設 東山荘 南砺市井波3043 82-1013

63 井波 食料品 田舎まんじゅう本舗よしむら本店 南砺市北川1766 82-0710

64 井波 食料品 田舎まんじゅう本舗よしむら木彫りの里店 南砺市北川730 82-6885

65 井波 食料品 田舎まんじゅう本舗よしむら瑞泉寺前店 南砺市井波3035 82-6881

66 井波 食料品 いなみ木彫りの里　創遊館 南砺市北川730 82-6886

67 井波 食料品 崎田酒店 南砺市井波2986 82-0030

68 井波 食料品 若駒酒造場　清都酒店 南砺市井波3601 82-7373

69 井波 衣料 御着付処　月や 南砺市井波3036 080-2961-1929

70 井波 雑貨・日用品 よいとこ井波売店 南砺市井波3110-1 82-5666

71 井波 雑貨・日用品 ㈲あづちや 南砺市本町3-48 82-0366

72 井波 雑貨・日用品 匠雲堂 南砺市本町1-28 82-4554

73 井波 雑貨・日用品 季の実 南砺市山見1001 77-4544

74 井波 旅行・交通・運送 となみ観光交通南砺営業所 南砺市山斐163-1 82-5577

75 井波 旅行・交通・運送 チューリップ交通 南砺市井波1515 82-1314

76 井波 旅行・交通・運送 有限会社ハスヌマ観光旅行社 南砺市本町1-49 82-1170
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77 城端 飲食店 旬の味　まねき 南砺市城端582-5 62-3434

78 城端 飲食店 カフェ　トリアン 南砺市立野原東1514 77-3261

79 城端 飲食店 うなぎ　南幸 南砺市城端417-1 62-2727

80 城端 飲食店 幸ずし 南砺市城端205 62-0127

81 城端 飲食店 中華料理　リュウ 南砺市城端779 62-1859

82 城端 飲食店 寿司恵 南砺市城端190 62-0330

83 城端 施設 城端曳山会館 南砺市城端579-3 62-2165

84 城端 施設 南砺市観光協会 南砺市是安206-22 62-1201

85 城端 宿泊施設 万水閣 南砺市立野原東1525 62-1717

86 城端 宿泊施設 里山のオーベルジュ薪の音 南砺市野口140 62-3255

城端エリア

井波エリア



No. エリア 業　種 店　　名 住　　所 電話番号

87 城端 宿泊施設 桜ケ池クアガーデン 南砺市立野原東1514-18 2F 62-8181

88 城端 宿泊施設 バレル富山 南砺市立野原1767 080-4815-1764

89 城端 食料品 溝口梅華堂 南砺市城端483-1 62-0034

90 城端 食料品 ㈲田村萬盛堂 南砺市城端175 62-0124

91 城端 食料品 ＪＡなんと生活課 南砺市野田1369-1 62-2500

92 城端 食料品 ヨッテカーレ城端 南砺市立野原東1508 62-8888

93 城端 食料品 御菓子処　井波屋 南砺市城端573 62-0201

94 城端 食料品 松島松鶴堂 南砺市城端164-1-1 62-0039

95 城端 食料品 ｅｐｉｃｅｒｉｅ　Ｃｅｒｉｓｉｅｒ 南砺市立野原東1038-3 77-1159

96 城端 食料品 城端麦酒 南砺市立野原東688 62-2283

97 城端 燃料 カートピアかねと 南砺市金戸267 62-2125

98 城端 燃料 ㈲金田金物店金田城端給油所 南砺市細木198 62-0033

99 城端 雑貨・日用品 きよべ　蔵布都　藍 南砺市城端499 62-0227

100 城端 雑貨・日用品 ㈲河合呉服店 南砺市城端421 62-0072

101 城端 雑貨・日用品 大西仏壇本店 南砺市城端504 62-0272

102 城端 旅行・交通・運送 ｋｅｎ　Ｔｒｉｐｓ（ケントリップス） 南砺市北野335 62-1653

103 城端 旅行・交通・運送 城端タクシー 南砺市是安398-1 62-0046
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104 五箇山 飲食店 ㈲まつや（茶店まつや） 南砺市相倉445 66-2631

105 五箇山 飲食店 お土産・お休処　あらい 南砺市菅沼503 67-3217

106 五箇山 飲食店 喫茶　作助 南砺市上梨737 66-2847

107 五箇山 飲食店 五箇山　旬菜工房　いわな 南砺市西赤尾町　道の駅ささら館1階 67-3267

108 五箇山 飲食店 五箇山の味　ふるさと 南砺市東中江217　道の駅たいら内 66-2310

109 五箇山 飲食店 茶房　掌 南砺市菅沼400 67-3066

110 五箇山 飲食店 食べ処　吾郎平 南砺市菅沼906 67-3502

111 五箇山 飲食店 拾遍舎 南砺市上梨747 66-2744

112 五箇山 飲食店 こきりこ民芸喜茶和ででれこでん 南砺市上梨733 66-2312

113 五箇山 飲食店 カフェ　よりあい処丸池 南砺市新屋546-1 77-3645

114 五箇山 飲食店 レストランメープル 南砺市梨谷313-1 66-2874

115 五箇山 飲食店 お食事・おみやげ処　相倉屋 南砺市相倉710 66-2815

116 五箇山 施設 タカンボースキー場 南砺市西赤尾町1767 67-3766

117 五箇山 施設 たいらスキー場 南砺市梨谷 66-2911

118 五箇山 施設 桂湖レクリエーション施設 南砺市桂大沼1-40桂湖ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀ- 67-3120

119 五箇山 施設 くろば温泉 南砺市上平細島1098 67-3766

120 五箇山 施設 合掌造　岩瀬家 南砺市西赤尾町857-1 67-3338

121 五箇山 施設 国指定重要文化財合掌造村上家 南砺市上梨725 66-2711

122 五箇山 施設 南砺市平ふれあい温泉センターゆ～楽 南砺市大崩島96-2 66-2005

123 五箇山 施設 五箇山総合案内所 南砺市上梨754 66-2468

124 五箇山 施設 ロッジ峰 南砺市梨谷313-1 66-2874

125 五箇山 宿泊施設 民宿　長ヨ門 南砺市相倉418 66-2755

126 五箇山 宿泊施設 民宿　勇助 南砺市相倉591 66-2555

127 五箇山 宿泊施設 五箇山荘 南砺市田向333-1 66-2316

128 五箇山 宿泊施設 五箇山温泉　赤尾館 南砺市赤尾町396-1 67-3321

129 五箇山 宿泊施設 民宿　五ヨ門 南砺市相倉438 66-2154

130 五箇山 宿泊施設 合掌民宿　なかや 南砺市相倉231 66-2457

131 五箇山 宿泊施設 民宿　与茂四郎 南砺市　相倉395 66-2377

132 五箇山 宿泊施設 タカズーリ喜多 南砺市猪谷1031 77-3325

五箇山エリア
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133 五箇山 宿泊施設 ＧＯＫＡＹＡＭＡ　ＢＡＳＥ 南砺市下梨2407 050-3637-3035

134 五箇山 宿泊施設 Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　ＹＡＭＡＳＨＩＴＡ－ＹＡ 南砺市皆葎839 77-3264

135 五箇山 食料品 北村商店 南砺市上梨570 66-2628

136 五箇山 食料品 江端商店 南砺市下梨2193 66-2027

137 五箇山 食料品 道の駅ささら館まんさく 南砺市西赤尾町72-1 67-3107

138 五箇山 食料品 羽馬製菓 南砺市下梨2096 66-2536

139 五箇山 食料品 喜平商店 南砺市上梨608 66-2234

140 五箇山 食料品 北口商店 南砺市下梨2476-1 66-2002

141 五箇山 燃料 カートピアたいら 南砺市下梨2045 66-2243

142 五箇山 雑貨・日用品 五箇山和紙の里 南砺市東中江215 66-2223

143 五箇山 雑貨・日用品 おみやげ　かっぱ 南砺市菅沼904 67-3678

144 五箇山 雑貨・日用品 おみやげ　珍品堂 南砺市西赤尾町470 67-3750

145 五箇山 雑貨・日用品 ねこのくら工房 南砺市下梨2074 66-2678

146 五箇山 雑貨・日用品 朝あけ 南砺市東中江217 66-2333

147 五箇山 旅行・交通・運送 有限会社五箇山タクシー 南砺市下梨1775 66-2046
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148 利賀 飲食店 味茶房　とがとが 南砺市利賀村112 68-2032

149 利賀 飲食店 うまいもん館 南砺市利賀村坂上149 68-2963

150 利賀 飲食店 よだれ亭 南砺市利賀村百瀬川390 68-2452

151 利賀 施設 ７３０農園 南砺市利賀村上百瀬258-1 68-2458

152 利賀 宿泊施設 民宿　おかもと 南砺市利賀村百瀬川390 68-2452

153 利賀 宿泊施設 瑞峯 南砺市利賀村上百瀬258-1 68-2458

154 利賀 宿泊施設 瞑水の館 南砺市利賀村上畠101 68-2324

155 利賀 宿泊施設 利賀国際キャンプ場 南砺市利賀村上百瀬49 68-2556

156 利賀 宿泊施設 スターフォレスト利賀 南砺市利賀村坂上18 68-8100

157 利賀 宿泊施設 天竺温泉の郷 南砺市利賀村482 68-8400

158 利賀 宿泊施設 民宿ながさき家 南砺市利賀村長崎91 82-5326

159 利賀 宿泊施設 大牧温泉観光旅館 南砺市利賀村大牧44 82-0363

160 利賀 宿泊施設 庄川峡長崎温泉　北原荘 南砺市利賀村北原1-17 82-3741

161 利賀 宿泊施設 利賀乃家 南砺市利賀村北原466-1 82-3120

162 利賀 宿泊施設 民宿　中の屋 南砺市利賀村坂上551 68-2104

利賀エリア


