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受付後、随時アップいたします

※商品券使用期間　　令和元年１０月１日～令和２年２月２９日迄
※大型店等・複数店舗(テナント)が入居する店舗では、一部使用できないテナントがあります

　 ので、お買い物の際にご確認下さい。

※取扱加盟店の最新情報は、URL：http://www.ccis-toyama.or.jp/tonami/info/723.html

　 に掲載しております。ご確認下さい。

砺波地区内 記載店舗名 業種 住所

手羽先　とり料理　とり新 居酒屋 表町5-31

飲 食 関 係 十五代 仁左衛門 居酒屋 中野105

居酒屋　一心 居酒屋 表町5-5　エスポワール20　１F

SUNTRICK 軽食 新富町5-53

コメダ珈琲　イータウンとなみ店 軽食喫茶 三島町11-21

カフェレストラン　Ｍ２ 軽食喫茶 豊町2-9-6

石焼ステーキ贅（ゼイ）　砺波店 ステーキ 太郎丸2－135

トムボーイ スナック 表町5-32 ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ15 2F

チャイニーズレストハウス　みんみん 中華料理 幸町3－10

ココス砺波中神店 ファミリーレストラン 中神2-58

ココス砺波店 ファミリーレストラン 宮丸130-1

ビストロ椋 フランス料理 平和町81

塩天丼　川なべ 麺類・うどん 三郎丸331-1

８番らーめん砺波店 麺類･ラーメン 豊町1-17-8

（卸）花島精肉店 焼き肉 豊町2－15－17

グルメどころ　タベタリーテ 洋食 中村146-1

洋食/café 梟 洋食 鍋島130

タージ・マハール砺波店 洋食 豊町1-9-16

ichica kitchen 和食 本町3-20

旬菜のいぶき 縁空 和食 五郎丸542-2

組 合 となみ野農業協同組合 協同組合 宮沢町3-11

工 業 関 係 窪田電気商会 電気工事等 春日町1-11

有限会社 ミタカ建設 建築工事 高波400

シュープラザ砺波店 靴 鍋島115

小 売 業 関 係 Parade 砺波店 靴 三島町11-18

靴とかばん　たかや 靴･鞄 表町9－12

ポーラ・エスポワールショップ 化粧品 千代21-10

コスメエンド 化粧品 本町7-8

Bunshichi 化粧品 中央町5-21

まるしん 化粧品 安川861-1

たんでむ珈琲 コーヒー豆 杉木242－18

énchante 雑貨･小物等 山王町1-2

バルーン＆ギフトショップ Happy♡Bunny 雑貨等 三郎丸80-8

じゅん TONAMI 雑貨・小物･化粧品等 豊町1丁目16-14

「砺波市プレミアム付商品券」取扱加盟店(8/7現在)
加盟店は随時受付ております
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砺波地区内 記載店舗名 業種 住所

ファミリーマート 砺波市役所前店 コンビニ 栄町6-35

小 売 業 関 係 ファミリーマート 砺波新富町店 コンビニ 新富町5-39

ポプラ高波店 コンビニ 高波762-2

セブンイレブン砺波インター店 コンビニ 太郎丸字堂島6723

BOOKSなかだ砺波店 書籍 豊町2-1-15

オフィスヴォックス砺波店 文具 豊町2-1-15

超寝具店　ヌノヤ　砺波店 寝具等 三島町12-4

大木布団店 寝具・布団 矢木1

金森豆腐店 豆腐製造 表町12－4

株式会社 五島書店 書籍文具 本町6-13

㈱上野書店 書籍文具 本町6-3

DCMカーマ砺波店 DIY･ホームセンター 新富町5-18

パワー砺波店 DIY･ホームセンター 中神2-50

ホームセンタームサシ砺波店 DIY･ホームセンター 宮丸165-1

タケザワ薬局トナミ店 医薬品 新富町1-61

さとう印房 印鑑 本町7-2

金守家具センター 家具 新富町1-10

石崎家具株式会社　砺波店 家具 広上町9-36

画材たんぽぽ 画材・額等 幸町8-1

洋菓子　喫茶 シャトレ 菓子製造・喫茶 新富町1-48

天野餅店 菓子製造 表町14-10

菓子処　あら木 菓子製造 深江2017

島倉屋 菓子製造 本町11-13

河合菓子舗 菓子製造 本町2-30

有限会社　岩川金物店 金物等 新富町5-62

きものサロン寿々屋 きもの・貸衣装 表町9-6

（株）ナカムラ 衣料品 新富町1-2

スクールウェアー・レディス　まるとも 衣料品 新富町5-54

おしゃれショップ しまだ 衣料品 鷹栖503

寺島呉服店 衣料品 鷹栖375-1

中村呉服店 衣料品 頼成新9

よしだ洋装店 衣料品 表町7-5

ファッションセンターしまむら 砺波店 衣料品 栄町138

AOKI 砺波店 衣料品 鍋島114

レディスショップ　ツルヤ 衣料品･化粧品 本町5-12

山本酒店 酒類 鷹栖526

リカーショップ　まつうら 酒類 東保862

㈲中村漆器店 漆器･軸等 本町6-1

大江サイクル 自転車 出町中央2-3

高岡三菱自動車販売株式会社 自動車 寿町6-45

株式会社オートパルとなみ野 自動車 五郎丸1116-1
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砺波地区内 記載店舗名 業種 住所

Honda Cars 高岡中央　砺波山王店 自動車 山王町11-14

小 売 業 関 係 協立自動車株式会社 自動車 千代183

新鮮市場オネスト　ヴァローレ砺波店 食料品 栄町3-4

大阪屋ショップ　砺波店 食料品 三郎丸303

サンキュー新富店 食料品 新富町5-55

アルビスとなみ店 食料品 三島町11-27

太陽スポーツ　砺波店 スポーツ用品 千代137-1

アルペンイータウンとなみ店 スポーツ用品 三島町11-26

フラワーショップ　花きち 生花 平成町4-24

小倉鮮魚店 鮮魚 鷹栖381

フレッシュ たきもと 鮮魚 鷹栖1153

黒田鮮魚店 鮮魚 宮丸230 8/7追加

アピタ砺波店 総合 太郎丸3-69

イオン砺波店 総合 中神1-174

スーパーセンターシマヤ砺波店 総合・ホームセンター 苗加664-2

石川タイヤ商会 タイヤ 栄町1-11

ニューイングランドかわしま 電化製品 表町14-14

ダイゾウ電化 電化製品 表町2-7

電化のみやざき 電化製品 表町3-2

トナミ電化センター 電化製品 木下57

ジョーシン砺波店 電化製品 太郎丸2-5

ケーズデンキ　砺波店 電化製品 中神2-64

株式会社ヤマダ電機 テックランドNew砺波店 電化製品 三島町11-28

100満ボルト　アピタ砺波店 電化製品 太郎丸3-69

四季彩館ミュージアムショップ 特産品 中村100-1

道の駅　となみ野の郷 特産品 宮沢町3-9

クスリのアオキ　砺波店 ドラッグストア 一番町59

クスリのアオキ　新富店 ドラッグストア 新富町5-47

クスリのアオキ　杉木店 ドラッグストア 杉木5-78

クスリのアオキ　イータウンとなみ店 ドラッグストア 三島町11-17

Vdrug 砺波中神店 ドラッグストア 中神4丁目98

Vdrug 砺波店 ドラッグストア 宮丸2

ウエルシア砺波栄町店 ドラッグストア 栄町221

ウエルシア砺波中神南店 ドラッグストア 永福町5-5

ウエルシア薬局砺波豊町店 ドラッグストア 豊町2-17-2

清原プロパン ガス等 新明120

米原商事㈱　エネルギー部･西部営業所 ガス等 栄町6-27

米原商事㈱　移動通信部･ドコモショップ砺波店 携帯 豊町2-14-16

米原商事㈱　設備部･砺波営業所 防災関係 栄町6-27

米原商事㈱　エネルギー部･砺波給油所 ガソリンスタンド 栄町6-24

株式会社 ヤギヤエンタープライズ ガソリンスタンド 高道33-1
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砺波地区内 記載店舗名 業種 住所

丸三石油(株)チューリップパーク ガソリンスタンド となみ町315

小 売 業 関 係 めがねプロ メガネ等 太郎丸1-4-26NTCとなみビル5階

メガネハウス砺波本店 メガネ等 太郎丸2-50

めがねのシオタニ メガネ等 中神4-1

メガネのハラダ砺波店 メガネ等 三島町12-12

弐萬圓堂　砺波店 メガネ等 太郎丸2-64

Re-ファクトリー㈱ リサイクル 中村295-1

ＴＳＵＴＡＹＡ　砺波店 レンタル等 幸町5-26

となみ観光交通株式会社 タクシー等運送 一番町1－15

サ ー ビ ス 業 関 係 有限会社　マツエ自動車 自動車整備販売 五郎丸443

中村自動車整備工場 自動車整備販売 三合新154

渡辺フォト企画（株）写友光房 写真業 山王町10-12

長生館 信田治療院 施術 新富町1-10

ヒーリングハンズ エステ 幸町5-25 YMDビル2F

遊空カイロプラクティック マッサージ･整体 鷹栖574-2　ホーク105

㈲アサヒヤクリーニング クリーニング 大門400

日本海ツーリスト株式会社 旅行代理店 太郎丸1-9-24

Royal Hotel 富山砺波 ホテル 安川字天皇330

株式会社 吉田印刷所 印刷 表町9-1

製 造 業 関 係 宝田家具製作所 家具 苗加303-1

となみ乳業協業組合 牛乳等 山王町5-3

㈱ふたつわ食品 食品製造 太田1889-11

平ら寿し本舗 食料品 苗加4752-1

株式会社ヨシケイ富山 惣菜 太田1889-10

アイファクトリー株式会社 専門・ＩＴ 宮丸145

専 門 サ ー ビ ス 総合カレッジ SEO 専門・専修学校 出町中央6-9

富山県綜合警備保障株式会社 専門･警備業 鷹栖26－1

日本ソフテック株式会社 専門･ソフト開発 花島69

たんぽぽ薬局 砺波店 専門･調剤薬局 中央町10-7

松本行史土地家屋調査士・行政書士事務所 専門･仕業 苗加353-5

公文式 砺波北部教室 専門・塾 林1130

農 業 法 人 農事組合法人 林中部営農組合 農業法人 小杉177-2

髪美人 ノワール 美容 表町8-15

理 美 容 関 係 しゃらく 砺波店 美容 太郎丸3-95

art to hair 美容 坪内28-3

ビューティサロン　美音 美容 東中85

マユミ美容室 美容 本町3－20
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砺波地区内 記載店舗名 業種 住所

ヘアーサロン ゲンツウ 理容 表町7-10

理 美 容 関 係 ヘアーサロン　せお 理容 表町12－6

寺本理容院 理容 鷹栖371

カットハウス　しまむら 理容 中央町4-13

とこや　ネオ 理容 林1053-5

庄川地区内 記載店舗名 業種 住所

ふなとの里 飲食 庄川町金屋1550

飲 食 関 係 食処　鶏八 居酒屋 庄川町示野449-6

食・酒処　ほたる 飲食 庄川町庄5134-1　ゆずの郷やまぶき内

湯谷亭 料亭 庄川町湯谷174

工 業 関 係 藤森工業株式会社 管工事 庄川町青島663

呉服　京極 衣料品 庄川町金屋1661-3

小 売 業 関 係 ナカタニ洋品店 衣料品 庄川町金屋2769

ワキモト石油店 ガソリンスタンド 庄川町金屋2971

フジモト化粧品店 化粧品 庄川町金屋2769

酒のフクちゃん 酒類 庄川町青島1069-1

（㈲ソムリエ・ヨシオカ）　ドリーム東となみ店 酒類 庄川町青島2184

戸出屋精肉店 食肉 庄川町金屋2799

新鮮市場オネスト　ヴァローレ庄川店 食料品 庄川町示野121

トナミ醤油株式会社 食品製造 庄川町金屋600

冨樫餅店 餅類 庄川町青島108

小西精肉店 食肉 庄川町青島1099

江戸寿し庄川店 寿司小売 庄川町示野462

中野屋 鮮魚 庄川町青島410-1

ウッドプラザ 特産品・土産品 庄川町金屋1058

道の駅　庄川 特産品・土産品 庄川町示野437

ゆずの郷　やまぶき 特産品・土産品 庄川町庄5134-1

コメリ　ハードアンドグリーン　庄川店 DIY･ホームセンター 庄川町示野395

柳湯 公衆浴場 庄川町示野451

サ ー ビ ス 業 関 係 株式会社庄川ホンダ販売 自動車整備販売 庄川町金屋3494-1

庄川自動車株式会社 自動車整備販売 庄川町金屋6番地

宮嶋自動車整備工場 自動車整備販売 庄川町示野3-1

旅 館 庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり 旅館 庄川町金屋3531

鳥越の宿　三楽園 旅館 庄川町金屋839

製 造 業 関 係 株式会社フシキ 建具 庄川町五ケ443

理 美 容 藤井理容店 理容 庄川町庄1522

●取扱加盟店に関する問い合わせ 砺波商工会議所　　０７６３－３３－２１０９
庄川町商工会　     ０７６３－８２－１１５５


