
 

  店 舗 No・1 

レシートまたは領収書の 

を原本を貼付ください。 

 

  店 舗 No・2 

レシートまたは領収書の 

を原本を貼付ください。 

検索

～ ベ ス ト シ ョ ッ プ コ ン テ ス ト 受 賞 店 ＆ 応 募 店 に 出 か け よ う ～

ベベスストトシショョッッププココンンテテスストト★★ススタタンンププララリリーー   
 

「魅力ある個性的な店づくり」に取り組んでいるお店を顕彰するベストショッ

プコンテスト 2014 に応募されたお店並びに当コンテスト 2012・2013 受賞

店の皆様方にご協力いただき、「「ベベスストトシショョッッププココンンテテスストト☆☆ススタタンンププララ

リリーー」」を実施いたします。“気になるお店”（裏面参照）にお出かけいただき、素

敵なプレゼントをゲットしませんか！詳しくは下記応募方法をご覧ください。 

【応募方法】 

スタンプラリー実施期間中に 2 店舗（裏面をご覧ください）をご利用いただき、

下記応募用紙にレシート（店名がない場合は領収書）の原本を貼付し、お名前、ご住所、ご連絡先を記入の上、下記ベス

トショップコンテスト事務局へ郵送（又はお持ちください）ください。（※レシートまたは領収書のコピーは不可） 

抽選で 10 名様に、スタンプラリーエントリー店で使用できる３千円相当のお買い物券をプレゼントします。 

● レシートに参加店の店名が記入されていることをご確認ください。ご応募頂きましたレシートは返却しませんのでご了承ください。 

● 当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきますので予めご了承ください。 

 

 

 ☆★☆ 応 募 用 紙 ☆★☆ 
お 名 前  

ご 住 所 

〒 

 

 

ご 連 絡 先 ☎ 

～こちらへレシート等を貼付し、ご応募ください～ 

 
 
 
 

※ ご応募はお一人様何回でも可能ですが、当選はお一人につき一回のみとさせていただきます。 

※ 当選権利はご当選者本人に限りとし、お買い物券の他人への譲渡や現金へのお引き換えはできません（お釣りも出ません）。 

※ 個人情報の取扱について／ 取得した個人情報は、当選された方への利用券発送の為に使用し、それ以外の目的では利用しません。 

         お問い合わせ先・郵送先 〒930-0083 富山市総曲輪 2-1-3  富山商工会議所 中小企業支援部  

ベストショップコンテストスタンプラリー事務局 TEL 076-423-1171 （ 古田・利田 ） 

●詳細・応募用紙は当所 HP からダウンロードいただけます。 

きりとり線 

スタンプラリー 

実施（応募）期間 

2014/11/1（土） 

～2015/1/15（木）

応募締切 

    1 月 20 日（火）必着 

キリトリ線 

富山商工会議所 ベストショップ 2014 



ベストショップコンテスト2014スタンプラリー協力店

No 店名 受賞店 住所 営業内容 Tel 営業時間

1 Bonds Café
（ボンズカフェ）

中央通り2-5-6 飲食 423-1950
   （月～土）12：00～15：00　18：00～21：00

 （日）　　12：00～19：00

2 CHILL OUT
（チルアウト）

大手町5-1　富山新聞会館1F ソフトクリーム＆カフェ 461-4747  10：00～19：00　　　　　火曜定休

3 ばあーる待知屋
(まちや)

桜町1-7-7　梅原ﾋﾞﾙ1F レストラン 433-6665 17：30～翌1：00

4 アミーゴ 上袋100-1　アピタ富山店 飲食 495-1520  9：30～20：00　　　　アピタ規定休

5 Ｌａｆｓ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ
（ラフスヘアーデザイン）

五福6区1922-4　ｻﾝﾗｲｽﾞｶﾙﾃｨｴ 美容室 441-5655  10：00～19：00　　　月曜定休

6 ＬＡ　Ｙｕｕｋｉ
（ラユウキ）

総曲輪3-2-22　久郷ﾋﾞﾙ1Ｆ メキシカンレストラン 422-1039
  11：30～13：30　17：30～21：30　　　　月曜・第3日

曜

7 そば処　大庵
(たいあん)

グランプリ賞 元町1-4-3 そば屋 423-0325
  月～土11：00～15：00　17：00～20：30
  日祭日11：00～15：00　17：00～20：00　　木曜定休

8 源ますのすしミュージアム 南央町37-6 ミュージアム 429-3322  9：00～17：00　　　　無休

9 ＶＥＬＩＣＡ　ＦＯＬＭ
(ヴェリカフォルム)

二口町2-5-11　パティオ二口B棟 美容室 493-3660
  平日10：00～20：00　　　土日9：30～19：30

月曜・第１火曜・第３日曜定休

10 ボルカノ菜園バル店 秋吉182-2 スパゲッティ飲食 425-8601
  11：00～16：00　　18：00～22：00　火曜・第4水曜定

休

11 美容室　蓮 審査員特別賞 二口町3-7-8 美容室 464-5204 9：30～19：30

12 Ｍｏｎｓｉｅｕｒ　Ｊ
（ムッシュ　ジー）

優良接遇賞 総曲輪4-10-9　1F 洋菓子製造販売 461-5242 10：00～18：30

13 ブルチャート 三番町1-23　プレミスト西町102-2菓子小売 421-2239  10：00～19：00　　　火曜定休

14 ＴＲＵＮＫ１５
（トランク１５）

西町6-3 洋服屋 420-0677  11：00～19：00　　　水曜定休

15 ＱＵＡＴＴＲＯ－Ｋ
（クアトロケイ）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ賞 中央通り1-2-9 デザイン事務所＆カフェ 461-5372  9：00～18：00　　　　水曜定休

16 ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　Ｌｉｎｅ
（ヘアーアトリエライン）

総曲輪4-10-21 美容室 421-8988  10：00～19：00　　　月曜・第3日曜定休

17 中華・とんかつ処　伊志井 太田口通り1-6-20 飲食 422-1432
  11：30～14：30　　　17：00～21：00　　　　火曜定

休

18   富山らーめん王国まるたかや豊田店 サイン・景観賞 豊田町2-120-1 ラーメン店 482-4905  11：00～22：00　　　月曜定休

19 創菜酒楽　静月　 審査員特別賞 新桜町6-1 飲食 411-9898  17：00～24：00　　　月曜定休

20 あぜみち 総曲輪4-6-15　Uビル1F 小売 493-0200  11：00～18：00　　　水曜定休

21 廻転　とやま鮨　富山きときと空港店 秋ケ島30　富山きときと空港1F 回転寿司 428-0070  10：30～21：00　　　年中無休

22 ＣＯＫＫＩ　ＰＡＮ
（コッキパン）

環境対策賞 才覚寺119-1 パン製造販売 460-2230  7：00～18：00　　　　月曜・火曜定休

23 ＥＬＭ　ＰＡＲＫ　Ｒｄ．６４
（エルムパークロード）

審査員特別賞 大島1-211 イングリッシュティー＆パンケーキの店 422-9860  火～金14：30～17：30　　　月曜・土曜・日曜定休

24 かりんとう凛や
(りんや)

布瀬町南2-10-14 菓子小売 482-5562 水曜定休

25 ＷＨＡＴ’Ｓ　ＷＨＡＴ　アピア富山店
（ワッツワット）

稲荷元町2-11-1　アピアＳＣ2Ｆ 子供服販売 411-9135  10：00～20：00　　　アピア定休

26 オークスフラワー富山店 審査員特別賞 中島2-3-8 生花店 431-1187  10：00～19：00　　　火曜定休

27 高源製パン所 南新町1-21 パン製造販売 423-0127  8：00～19：00　　　　月曜・日曜・祝日定休

28 Ｌｅ　Ｐａｔｉｓｓｉｅｒ　ｊｕｎ
(ル　パティシィエ　ジュン)

色彩・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ賞 町村1-1 洋菓子ｹｰｷ販売 422-4108  10：00～19：00　　　火曜定休

29 Ｂａｒｂｅｒ．Ｂｅａｕｔｙ hair Caldo 準グランプリ賞 秋吉188 美容室 492-6700
  平日9：30～19：00　　休日9：00～18：00

月曜・第3日曜定休

【ベストショップコンテスト2013受賞店】

1 HAIR BOUTIQUE ONE
（ヘアーブティックワン）

グランプリ賞 長江新町4-3-40 美容室 424-6470
月～金9：00～18：30　土・日・祝日8：30～18：00
月曜・第1火曜・第3日曜定休

2 ゆめたか接骨院 準グランプリ賞 二口町2-4-4 接骨院 493-5660
平日9：00～12：30　15：00～19：00
土曜9：00～12：30
日曜定休

3 広瀬動物病院 サイン・景観賞 石坂新668-13 動物病院 411-9874
9：00～13：00　16：00～19：00
木曜・祝日・日曜午後定休

4 Ｇｒｅｅｎ　ｒｏｏｍ
（グリーンルーム）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ賞 総曲輪3-2-15 服小売 481-6481 11：00～19：00　　　　　水曜定休

5 菓子工房プチ・オワゾ 色彩・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ賞 堀315-5 菓子製造販売 482-5336 11：00～19：00　　　　　木曜定休

6 旬彩料理　ＴＡＫU 優良接遇賞 桜町2-5-2　俳優座ﾋﾞﾙ1Ｆ 飲食 471-6668 １７：３０～翌0：00　　　　日曜定休

7 auショップ新根塚 環境対策賞 新根塚町2-2-2 携帯ｼｮｯﾌﾟ 436-7717 10：00～19：00　　　　　無休

8 あふひー葵日ー 審査員特別賞 二口町1-9-2、ｱｰﾙﾋﾞﾙ2Ｆ 飲食 422-6355 11：00～22：00　　　　　無休

9 純喫茶　ツタヤコーヒー店 審査員特別賞 堤町通り1-4 喫茶 422-4262  11：00～18：00　　　　　水曜・木曜休

10 SUCCESS (ｻｸｾｽ)西町店 審査員特別賞 堤町通り4-1ｾﾝﾄﾗﾙｺｰﾄ 美容室 491-1550 9：00～19：00　　　　　　月曜・第3日曜定休

11 ＢＯＤＥＧＡＳ　ＭＡＭＢＯ
（ボデガスマンボ）

審査員特別賞 総曲輪3-2-25総曲輪214ﾋﾞﾙ 飲食 482-6669 11：00～翌0：00　　　　　無休

【ベストショップコンテスト2012受賞店】

1 ラ・メゾンド　ジュン グランプリ賞 経堂4-2-10 洋菓子製造販売 461-6781 10：00～22：00　　　火曜定休

2 スペイン石窯パン工房　パンオーレ 準グランプリ賞 掛尾町61-1 パン製造販売 464-5752 8：00～19：30

3 大和屋　ギャラリーＳｅｎ サイン・景観賞 布瀬町南2-1-2 カフェ＆雑貨 491-0045 10：00～19：00

4 PALLADIANA
（パラディアーナ）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ賞 二口町2-3-7 衣料＆雑貨 420-2105 11：00～20：00

5 と・べーぐる 色彩・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ賞 平吹町5-12 ベーグル専門店 492-6505 11：00～16：00

6 casa hiru garden
(カサヒルガーデン)

優良接遇賞 大町14-5 美容室 493-3450 10：00～19：00

7 ティアラステージとやま 環境対策賞 田中町3-1-60 車両販売＆カルチャー 433-0860 9：30～18：30

8 Ｃｏｔｉｅ
（コティ）

審査員特別賞 高島307-4 洋菓子販売 471-6770 10：00～19：00

9 魚介ﾋﾞｽﾄﾛ　ｓａｓａｙａ ｋｉｔｏ－ｋｉｔｏ 審査員特別賞 総曲輪3-2-13黒沢ﾋﾞﾙ2Ｆ バル居酒屋 461-6510 17：00～24：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベストショップコンテストスタンプラリー事務局　TEL　076-423-1171　（　古田・利田　）

●　上記スタンプラリー協力店2店舗にてご購入いただきましたレシートまたは領収書を応募用紙(表面参照）に貼付し、お名前、ご住所、ご連絡
先を記入の上、下記ベストショップコンテスト事務局へ郵送（又はお持ちください）ください。（※レシートまたは領収書のコピーは不可）
抽選で10名様に、スタンプラリーエントリー店で使用できる３千円相当のお買い物券をプレゼントします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【応募締切　2015/1/20（木）必着】

 お問い合わせ先・郵送先　〒930-0083　富山市総曲輪2-1-3　　富山商工会議所　中小企業支援部　


