
市町村 店舗名 店舗住所 店舗カテゴリ
吉田自動車整備 富山市綾田町1-22-14 小売
本家かまどや熊野店 富山市安養寺548-1 小売
ころがし 富山市安養坊2001-19 ファッション
ＯＲＩＥ ｉｎｃ． 富山市磯部町2-7-1 小売
Orb hair salon 富山市磯部町4-3-26ヴィベール磯部1F サービス
せからしや 富山市一番町4-27 飲食
EVERGREEN 富山市一番町4-5市川ビルB１ ファッション
きくら美容室 アピア店 富山市稲荷元町2-11-1 サービス
サザン1 アピア店 富山市稲荷元町2-11-1 ファッション
アピア書店 富山市稲荷元町2-11-1 小売
アピア銘菓名産 富山市稲荷元町2-11-1 小売
アピアインフォメーション 富山市稲荷元町2-11-1 小売
Ｋコスメ・ボーテ アピア店 富山市稲荷元町2-11-1 小売
稲荷鉱泉 富山市稲荷元町3-11-36 サービス
神戸屋神明店 富山市羽根5-3 小売
リブラン 総本店 富山市栄町2-1-5 小売
もてなし蔵和on 富山市越前町5-8 飲食
花はる 富山市奥田寿町19-1 小売
ニュージャパントラベル 本社 富山市奥田新町8-1ボルファートとやま サービス
サロンド・ミナ美容室 富山市奥田双葉町1-33日の出ハイツ１０１ サービス
北島動物病院 富山市奥田本町7-44 医療
キンダイゴルフガーデン 富山市下熊野327 サービス
徳本自動車 富山市下赤江町1-10-34 小売
メガネのハラダ 下赤江店 富山市下赤江町2-10 ファッション
ホープクリーニング富山 大沢野工場前店 富山市下大久保１区44 サービス
牛島 富山市下大久保2603 小売
おしゃれ工房 アルビス大久保店 富山市下大久保263-1 サービス
ぷち割烹 佐蔵 富山市下大久保3382-3 飲食
菓子工房 こうげん 富山市花園町4-2-10 小売
おしゃれ工房 藤の木店 富山市開583-1 サービス
ギャラリーＮＯＷ 富山市開84 小売
すし玉富山掛尾店 富山市掛尾栄町5-8 飲食
PUR 富山市掛尾町25-1 サービス
メガネのハラダ 掛尾店 富山市掛尾町460-5 ファッション
粋りん 富山市掛尾町502-3 飲食
サニープレイス 富山市掛尾町504-2 小売
パン・オーレ掛尾店 富山市掛尾町61-1 小売
おしゃれ工房 掛尾店 富山市掛尾町67 サービス
酒の田辺 富山市丸の内1-6-23 小売
株式会社木本佛具店 富山市丸の内3-3-5 小売
松月 富山市岩瀬港町116 飲食
岩瀬カナル会館 富山市岩瀬天神町48 小売
クララ ネイルアンドデトックス 富山市岩木新270 サービス
呉羽ハイツ 富山市吉作4103-1 サービス
AND 富山市牛島本町1-1-38 小売
らーめん世界 魚津店 富山市魚津市上村木660 飲食
池原動物病院 富山市経堂2-25 医療
ワンエイター 富山市経堂4-7-7 小売
きものブティック あおき 富山市月岡町6-1339-2 ファッション
ワイルドベリー 富山市犬島2-1-26 小売
ホープクリーニング富山 犬島工場前店 富山市犬島4-2-26 サービス
矢郷米 富山市元町1-3-22 小売
ロッジ太郎 富山市原11-1 サービス
極楽坂スキー場 富山市原55 その他
古民家カフェ アメリ 富山市古沢194 飲食
全家福古沢店 富山市古沢530-2 飲食
ＺＩＰＰＹ hair collection 富山市五福1143-1Ｓ・Ｃアリス敷地内 サービス
水墨美術館ミュージアムショップ 富山市五福777 小売
水墨美術館 富山市五福777 その他
リブラン 五福店 富山市五福大曲沼5235-3 小売
桝カフィ 富山市呉羽町3918-102 小売
hair make じゅの 富山市呉羽町3918-250 サービス
有限会社中川自動車工業 富山市呉羽町6502 小売
メガネのハラダ 呉羽店 富山市呉羽町7162 ファッション
有限会社ホリフォート・スタジオアミ富山呉羽館 富山市呉羽町7162 サービス
ダンス専科モダン&ラテン 富山市向新庄町4-1-11 ファッション
メガネのハラダ 新庄店 富山市荒川3-3-5 ファッション
花金商店 富山市荒町3-4 小売
フレンドリーハウス パン工房 富山市高木西118 飲食
GYOZABAR 八まん亭 富山市黒瀬1105 飲食
タツミ石油 富山市黒瀬133-2 小売
ジェニコ 富山市黒瀬239-1 小売
神島リビング富山店 富山市黒瀬269 小売
ロックワールド富山黒瀬店 富山市黒瀬496-2 サービス
おしゃれ工房 バロー黒瀬店 富山市黒瀬字大屋割470-2 サービス
リブラン 空港通り店 富山市黒瀬北町1-3-3 小売
55108 こことわ 富山市今泉255-3 サービス
mini cool 富山市今泉50-1 小売
アメリカンクラブウエスト 富山市今木町1-24 飲食
結粋 富山市今木町5-22 飲食
ホープクリーニング富山 根塚店 富山市根塚町1-1 サービス
医療法人社団藤聖会 女性クリニックWe富山 富山市根塚町1-5-1 医療
フルーツよしおか 富山市砂町3-3 小売
辻工務店株式会社 富山市坂本243 その他
五万石 富山市桜町1-6-4 飲食
越中膳所 海の神山の神 富山駅前店 富山市桜町2-1-10山本ビル1Ｆ 飲食
酒場桜町笑店 富山市桜町2-1-10山本ビル2F 飲食
きっときっと居酒屋かまど 富山市桜町2-1-12 飲食
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きっときっと居酒屋癒し家 富山市桜町2-1-8ブレイン桜ビル３Ｆ 飲食
銀兆粋鮨 富山第一ホテル店 富山市桜木町10-10 飲食
柳瀬医院 富山市笹津826 医療
いとう呉服店 富山市山室121 小売
松乃寿司 富山市山室123-2 飲食
Ｋコスメ・ボーテ 山室店 富山市山室226-2 小売
千晶畑 富山市寺島599 飲食
富山県空港スポーツ緑地 富山市秋ケ島287 その他
ボルカノ菜園バル 富山市秋吉154-6 飲食
酒菜家おあじ 天正寺店 富山市秋吉59-1 飲食
高志の国文学館 富山市舟橋南町2-22 その他
イイタ建築 ポコ・ハウス 富山市春日59-3 小売
マルサムバラエティセンター富山小杉店 富山市小杉2008 小売
ホームドライ工場本店 富山市上千俵町16-2 サービス
ユニフォームスタジオコパン 富山店 富山市上袋100-1アピタ富山店２Ｆ ファッション
麺・吉平 富山市上大久保1027-1 飲食
林自動車サービス 富山市上大久保1039-1 小売
ロコモーション 富山市上大久保1062 サービス
おしゃれ工房 グリーンバレー大沢野店 富山市上大久保1210-1 サービス
処茶屋つくし 富山市上大久保１区2183 飲食
株式会社村田工務店 富山市上大久保2170 その他
大沢野クリニック 富山市上二杉420-2 医療
おしゃれ工房 上飯野店 富山市上飯野1 サービス
リブラン やかもち蔵 富山市上飯野1-1 小売
カーキチ・アンド・シカクメ 富山市上飯野31-3 小売
ＺＩＰＰＹ hair coup 富山市上飯野41-5マックスバリュー上飯野店内 サービス
ムラヤマ歯科 富山市上飯野8-5 医療
サンヨウ株式会社 本社 富山市上冨居1-8-30 小売
浜松自動車 富山市上冨居2-21-13 小売
スペラモード アピタ富山東店 富山市上冨居3-8-38アピタ富山東店１F ファッション
ビューティーサロンBaum 富山市上本町6-1 サービス
Baku House 富山市城川原1-384 飲食
寿司居酒屋こざる 富山市常盤町1-46 飲食
ドラゴンゲート 富山市常盤町4-16 飲食
酒菜家おあじ 飯野店 富山市新屋4-1 飲食
タイヤセンター豊富 富山店 富山市新屋5-3 小売
サンエツ 本店 富山市新屋89 小売
焼きたて食パン専門店一本堂 富山市新根塚2-9-9 小売
LAICY 富山市新根塚町1-1-50Vialattea1F ファッション
フィオーレ ディ ファリーナ 富山市新根塚町1-1-52 飲食
ベジタブルキッチンウーマ 富山市新根塚町2-16-8 飲食
ナイン自動車 富山市新庄銀座3-1-64 小売
ファニチャーパークケースリー 富山市新庄銀座3-5-8 小売
Cross Road 富山市新庄町3-7-34 小売
モンテ 富山市新庄本町3-4-41 飲食
懐石松や エクセルホテル東急店 富山市新富町1-2-3 飲食
ととやま 富山市新富町1-2-3 小売
旬撰料理 順風満帆 富山市新富町1-3-3ホテルルートイン富山駅前Ｂ１Ｆ 飲食
Big５ 富山市新富町1-4-1５１ビル 飲食
釜めし ふる里 富山市新富町1-4-17 飲食
青山総本舗 富山市新富町1-4-6 小売
有限会社懐石松や 富山市新富町1-5-3 飲食
メガネのハラダ 北の森店 富山市森4-720-1 ファッション
小林ふとん店 富山市神通本町1-7-7 小売
株式会社呉東カーセンター 富山市針原中町495 小売
ビューティサロン 水草 富山市水橋伊勢屋676 サービス
フローリスト ボンマルセ 富山市水橋市江47 小売
ひらた 富山市水橋町576 小売
かね七 株式会社 富山市水橋畠等297 小売
サイクルローマン富山 富山市清水町4-1-3 小売
アパマンショップ富山清水店 富山市清水町4-1-7 サービス
有限会社富山サイクリングセンター 富山市清水町4-4-2 小売
西宮モータース 富山市西宮19-18 小売
富山ヤマノ 富山市西四十物町4-2グラン・ドムール１F 小売
日本酒バーニュー竹鶴 富山市西町6-4 飲食
クオーレ 富山市西町8-2 飲食
八ぶんめ 富山市西町8-2ゴソー第2ビル2F 飲食
Bistro割烹つちだ 富山市西町9-6 飲食
パソコン職人 A.I.PC 富山市西長江本町7-3 サービス
リブラン 赤田店 富山市赤田735-1 小売
サンエツ 富山南店 富山市赤田847-1 小売
めん処まるぜん 富山市千石町1-5-5 飲食
家庭懐石 さがの 富山市千石町2-5-12 飲食
とわだ 富山市総曲輪1-4-3レストタウンビル2F 飲食
海の神 山の神 富山市総曲輪2-1-17 飲食
総曲輪ハイボール酒場 富山市総曲輪2-1-9 飲食
中華つけ麺大王 富山市総曲輪2-3-2メリー荒町ビル131 飲食
有限会社ミヤコ楽器店 富山市総曲輪2-8-42 サービス
大衆酒場 ハラミセンター 富山市総曲輪3-2-10 小売
スパイスルートバル 富山市総曲輪3-2-15 飲食
浜多屋とやまあまよっと横丁店 富山市総曲輪3-2-15 飲食
将軍ホルモン あまよっと横丁店 富山市総曲輪3-2-15あまよっと横丁内 飲食
馬瑠舎 富山市総曲輪3-2-20 ファッション
1-ichi- 富山市総曲輪3-2-221F 飲食
有限会社高田メガネ 富山市総曲輪3-2-23 ファッション
額 美和食 富山市総曲輪3-2-27 飲食
メガネのハラダ 本店 富山市総曲輪3-2-29 ファッション
タウザー 富山市総曲輪3-2-62F 飲食
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Ｋコスメ・ボーテ みどり通り店 富山市総曲輪3-5-18 小売
Ｋコスメ・ボーテ フェリオ店 富山市総曲輪3-8-6 小売
総曲輪フェリオ歯科医院 富山市総曲輪3-8-6総曲輪フェリオビル３Ｆ 医療
マリアージュ・ドゥ・モリタ 富山市総曲輪4-7-3 サービス
BELEZA 富山市総曲輪4-7-81F 小売
サンプレイス 富山市太田80-161 小売
めぐみ幼稚園 富山市太田北区159 その他
のさか富山店 富山市太郎丸本町4-2-3 小売
二代目 赤鍋屋 富山市太郎丸本町1-10-17 飲食
アストラル 富山市大手町2-319F 飲食
カフェインザパーク 富山市大手町2-31F 飲食
レセプション 富山市大手町2-31F サービス
ブライダルサロン 富山市大手町2-32F サービス
ビア・ガーデン 富山市大手町2-35F 飲食
雲海 富山市大手町2-35F 飲食
Baby&Kids Ovi 富山市大手町6-14市民プラザ1F ファッション
牛島屋 舞夢館 富山市大泉中町12-24 ファッション
瀬戸大泉店 富山市大泉町1-5 小売
メガネのハラダ 大町店 富山市大町180-5 ファッション
創作料理 門 富山市大町２区173 飲食
HANACOCO 富山市茶屋町203-21トミタビル1Ｆ 小売
はちみつや 富山市茶屋町206 小売
ジースリー 呉羽営業所 富山市茶屋町583-2 小売
らーめん世界 呉羽店 富山市茶屋町向開567-3 飲食
ディー スクエア 富山市中央通1-5-10 小売
牛島屋 本店 富山市中央通1-6-9 ファッション
きくら美容室 本店 富山市中央通り1-2-7 サービス
Ｔｈｅ Ｗａｌｔ 富山市中央通り1-4-15 飲食
竹林堂 本店 富山市中央通り1-5-2 小売
石谷もちや 富山市中央通り1-5-33 小売
pizza ism 富山市中央通り1-5-4 飲食
シャルム ユニフォーム 富山市中央通り1-6-10 ファッション
シャポー＆ファッション SAITO 富山市中央通り１丁目２の１３ 小売
ギャルリ・ミレー 富山市中央通り2-1-20 サービス
メガネのハラダ 中川原店 富山市中川原10-10 ファッション
しみず葬祭 富山市中滝253-1 その他
有限会社松原工業 富山市中田3-2-14 サービス
株式会社中島タイヤ 富山市中島1-10-24 小売
営農ワイエムアイ 富山市中番13 その他
かみだき農場 富山市中番249 飲食
ミスタータイヤマン 富山町村店 富山市町村138-2 小売
ウィスタ 富山市町村2-4 小売
おしゃれ工房 町村店 富山市町村244 サービス
ほし乃 富山市堤町通り1-1-13 飲食
メガネのハラダ 中教院前店 富山市堤町通り2-6-10 ファッション
もりクリニック 富山市天正寺1076 医療
ヴェルフヲンス 富山市天正寺1333 小売
パティスリーシュゥエト 富山市田中町1-17-19 小売
おあじ食堂 富山市田中町1-3-22 飲食
COCOLONY 富山市田中町5-2-2ＣＥＬＬビル１Ｆ サービス
卓球はうす みらくる 富山市田中町5-4-10 サービス
酒商 田尻本店 富山市東岩瀬町102 小売
BACKLASH Destination 富山市東中野町3-10-20 ファッション
アパマンショップ富山駅南店 富山市東田地方町1-2-1フロンティアイースト1F サービス
ますのすし本舗ちとせ 富山市鵯島887 小売
佑成総本店 富山市内幸町1-10 小売
Psycho Jelly 富山市内幸町2-9西村ビル１Ｆ 飲食
マイルストーン アート ワークス 富山市二口町1-9-2Rビル２F 小売
きくら美容室 富山南店 富山市二口町4-5-6 サービス
スタイリストゴトウ富山二口店 富山市二口町5-5-1 小売
割烹 本田 富山市白銀町5-1 飲食
ル ジャルダン ドゥ サン 富山市白銀町6-23１Ｆ 飲食
高見トラックセンター 富山市八町7963 サービス
ビーフバスターズ TABERNA 富山市八日町3 飲食
八尾ゆめの森 ゆうゆう館 富山市八尾町下笹原678-1 サービス
桂樹舎 和紙文庫 富山市八尾町鏡町668-4 小売
北吉 富山市八尾町鏡町997 サービス
富山市八尾曳山展示館 富山市八尾町上新町2898-1 サービス
有限会社平野電機 富山市八尾町西町2304-1 小売
よしだ総合設備 富山市八尾町東町1959 小売
玉生酒本店 富山市八尾町東町2111 小売
粋鮨 富山店 富山市飯野8-4 飲食
北川自動車工業 富山市婦中町羽根61 小売
ホープクリーニング富山 羽根店 富山市婦中町鵜坂157 サービス
富山福舞本舗 富山市婦中町下井沢3069-1 小売
フォレストキッチン＆ＢＲＥＡＤ 富山市婦中町下吉川517 小売
親和会 富山西リハビリテーション病院 富山市婦中町下轡田1010 医療
poprinkitchen 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
tome 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
カプリチョーザ 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
エルサカエ 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
タカキュー 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
ベイクドマジック 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
日本橋天丼 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
niko and 富山市婦中町下轡田165-1 小売
LEPSIM 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
GLOBAL WORK 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
Honeys 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
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グラニフ 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
Green Parks fuuwa 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
ポムの樹 富山ファボーレ店 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
京鼎棲小館 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
長崎ちゃんぽん リンガーハット 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
ABC-MART 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
BRICKHOUSEシャツ工房 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
ROPE PICNIC 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
RODEO CROWNS WIDE BOWL 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
coen 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
ketty cherie 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
AZUL BY MOUSSY 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
a.v.v 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
JINS ファボーレ富山店 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
AMERICAN HOLIC 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
パーフェクトストレッチ 富山市婦中町下轡田165-1 サービス
オプティック パリミキ 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
THE SHOP TK 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
ｂAｚｂAｚ 富山市婦中町下轡田165-1 小売
Trust 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
FREAK'S STORE 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
サンキューマート ファボーレ富山店 富山市婦中町下轡田165-1 小売
デジプロ×あいプロ 富山市婦中町下轡田165-1 小売
BERRY KISS 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
OLYMPIA 富山市婦中町下轡田165-1 小売
スタジオbe ファボーレ店 富山市婦中町下轡田165-1 サービス
カトージ 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
petit main 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
Beau Palais 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
illusie 300 富山市婦中町下轡田165-1 小売
odds＊on＊complex 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
14+ 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
MALAIKA 富山市婦中町下轡田165-1 小売
きものブティック 乃奈 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
Lino 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
ワンラブ 富山市婦中町下轡田165-1 小売
Siebelet fam 富山市婦中町下轡田165-1 小売
incense 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
Ludic Park 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
PALETTE PLAZA 富山市婦中町下轡田165-1 サービス
conoka 富山市婦中町下轡田165-1 小売
紅虎餃子房 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
すし玉 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
BAQET 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
BOOKSなかだ 富山市婦中町下轡田165-1 小売
いきなりステーキ ファボーレ富山店 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
北海道うまいもの館 富山市婦中町下轡田165-1 小売
カルディコーヒーファーム 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
Knopp. ファボーレ店 富山市婦中町下轡田165-1 小売
comcrepe 富山市婦中町下轡田165-1 飲食
ALBIONドレッサー・Kコスメボーテ 富山市婦中町下轡田165-1 小売
ログキャビン 富山市婦中町下轡田165-1 小売
無印良品 富山市婦中町下轡田165-1 小売
PLAZA 富山市婦中町下轡田165-1 小売
Molto Piu 富山市婦中町下轡田165-1 ファッション
スペラモード ファボーレ店 富山市婦中町下轡田165-1ファボーレ１F ファッション
ニュージャパントラベル ファボーレ店 富山市婦中町下轡田165-1ファボーレ1階 サービス
ヘアーコミニケーション アロー 富山市婦中町下轡田482-1 サービス
Petit Bonheur 富山市婦中町下坂倉28-6 小売
株式会社宮崎自動車商会 富山市婦中町上田島121-1 小売
餃子のまーちゃん 富山市婦中町西本郷72-1 飲食
藤井電機商会 婦中店 富山市婦中町速星1026-1 小売
Nubo Hair (ヌーボ ヘアー) 富山市婦中町速星1026-1アンソレイユＢ102号 サービス
ファボーレの湯 富山市婦中町速星123-1 その他
宝石の服部 服部正紀 富山市婦中町速星585 ファッション
海鮮のと 富山市婦中町速星704-5 飲食
メガネのハラダ 婦中店 富山市婦中町速星84-1 ファッション
なかたに印刷 富山市婦中町中名1554-23 小売
コアフュール まつお 富山市婦中町中名462 サービス
居酒屋大ちゃん 富山市婦中町麦島24-1 飲食
リブラン 婦中店 富山市婦中町板倉391-１ 小売
パン・オーレ婦中店 富山市婦中町分田63-1 小売
（有）タカヤス 富山市布市650-1 小売
レストラン シェ・フジイ 富山市布瀬本町5-9 飲食
リブラン 北本店 富山市豊田本町2-6-13 小売
ホープクリーニング富山 北新町店 富山市北新町1-3-14 サービス
ホープクリーニング富山 大阪屋呉羽店 富山市北二ツ屋万田割143 サービス
桜井病院 富山市堀30 医療
アールグレイ小泉町 富山市堀川小泉町1-2-4 小売
エクシス 富山店 富山市堀川町382-8 その他
ふたごぼしキッズクリニック 富山市堀川本郷15-12 医療
らいちょうバレースキー場 富山市本宮花切割3-25 その他
ビストロふらいぱん 富山市本郷2234-1 飲食
株式会社ジースリー 富山市本郷2454-1 小売
ホープクリーニング富山 アルビス呉羽店 富山市本郷字東坪2459-7 サービス
炭火焼肉才 富山市本郷町51-1-2 飲食
来来来本郷店 富山市本郷東部 飲食
高芳 富山市本町3-29 小売
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とやま自遊館 富山市湊入船町9-1 サービス
富山県美術館ミュージアムショップ 富山市木場町3-20 小売
富山県美術館 富山市木場町3-20 その他
Swallow Cafe 富山市木場町3-20富山県美術館１Ｆ 飲食
北陸砂糖株式会社 富山市問屋町1-10-1 小売
和スイーツ健太郎 富山市問屋町1-2-46 小売
オダケ 富山市問屋町3-3-29 小売
ホープクリーニング富山 本社野町店 富山市野町653-1 サービス
太郎平小屋 富山市有峰字黒部谷割国有林115イ林小班 サービス
四十萬亭 富山市蓮町3-3-13 飲食
居酒屋丹紋 富山市楡原1193-2 飲食
豆川自動車 富山店 富山市蜷川111-2 小売
ワークアップ 富山市蜷川362 小売
B’ 入善町入膳3609-15 ファッション
医療法人社団秋桜 丸川病院 入善町青島396-1 医療
たまの整形外科クリニック 黒部市牧野820-1 医療
山谷書店 黒部市牧野765-1 小売
道とんぼり二代目縁 黒部市天神新529-3 飲食
吉田タイヤ株式会社 黒部市中野74 小売
四十物昆布 黒部市生地中区339-5 小売
黒部 花水木 黒部市新牧野101 小売
中央歯科医院 黒部市植木166-2 医療
黒部市地域観光ギャラリー のわまーと 黒部市若栗3212-1 小売
カントリーキッチン 黒部市山田新473-1 飲食
メガネのハラダ 黒部店 黒部市三日市1886-1 ファッション
中島オヤツ店 黒部市荻生3671 小売
延対寺荘 黒部市宇奈月温泉53 サービス
フィール宇奈月 黒部市宇奈月温泉462-2 サービス
延楽 黒部市宇奈月温泉347-1 サービス
りんごの丘歯科医院 魚津市相ノ木305,アップルヒル別棟 医療
お餅屋有限会社源七 魚津市六郎丸4531-1 小売
魚津本店一笑庵 魚津市友道1398-10 小売
浜多屋本店 魚津市末広町9-7 飲食
三浦葬祭 魚津市本町2-4-11 サービス
薬の五十嵐 魚津市本江1463-10 小売
calm 魚津市北鬼江2805 サービス
メガネのハラダ 魚津店 魚津市北鬼江1-5-7 ファッション
コーヒーのとみかわ 本店 魚津市仏又556-2 小売
きくら美容室 魚津店 魚津市中央通り2-8-5 サービス
酒菜家おあじ 魚津店 魚津市大光寺1520 飲食
タイヤプロショップさとう 魚津市上村木486-3 小売
ｉｍ-ｐｒｅｓｓｉｏｎ 魚津市上村木413アップルヒル内 ファッション
Ad Hoc 魚津店 魚津市上村木413アップルヒル内 小売
Ｋコスメ・ボーテ アップルヒル店 魚津市上村木413 小売
志庵 魚津市上村木1-8-1 飲食
ふどうさんの北陸 魚津市上村木1-18-5 サービス
すなっく四季 魚津市釈迦堂1-16-22司ビル１Ｆ 飲食
浜多屋魚津駅前店 魚津市釈迦堂1-15-8 飲食
GITA 魚津市吉島533-1 ファッション
クレスティサロン魚津店 魚津市吉島423-8 サービス
コクピット魚津 魚津市吉島2-1205 小売
旬彩亭 魚津市吉島1-1-20 飲食
ミラヴェール 魚津市吉島1-1-20 飲食
ホテルグランミラージュ フロント 魚津市吉島1-1-20 サービス
有限会社喜楽 魚津市火の宮町15-2 飲食
鮨蒲本舗 河内屋本店 魚津市駅前新町9-12 小売
かづみ野 魚津市駅前新町4-2スカイホテル魚津２F 飲食
スカイホテル魚津 魚津市駅前新町4-2 サービス
スカイホテル魚津アネックス 魚津市駅前新町3-1 サービス
コーヒーのとみかわ 魚津サンプラザ店 魚津市駅前新5-30 小売
有限会社カネツル砂子商店 滑川市北町1253 小売
Ｙショップ岩城酒店 滑川市追分3707 小売
有限会社カネツル砂子商店 ほたるいかミュージアム店 滑川市中川原410 小売
金山産業 滑川市中川原181 サービス
スカイホテル滑川 滑川市辰野1375 サービス
カイロ&ビューティーaki 滑川市大島84 サービス
岩城酒店 売店 滑川市大島1277-6 小売
公園通り歯科医院 滑川市常磐町181-41 医療
株式会社リペアワークス 滑川市常盤町181-55公園通り 小売
メガネのハラダ 滑川店 滑川市上小泉505-1 ファッション
海老源 滑川市上小泉2155 サービス
ツアーズジャパン 滑川市上小泉1263 サービス
タイヤセンター豊富 滑川店 滑川市下梅沢1341 小売
居酒屋滑車 滑川市下小泉町22-2 飲食
スナック 桂 滑川市下小泉町174 飲食
おしゃれ工房 立山店 中新川郡立山町利田610 サービス
常願寺ゴルフ 中新川郡立山町利田227 サービス
株式会社尾谷自動車販売 中新川郡立山町米沢下島割11-1 小売
エンジェルペットメモリアル 中新川郡立山町東大森441 サービス
立山グリーンランド 中新川郡立山町上末字三坪1 サービス
野崎葬儀社 中新川郡立山町榎1-8 サービス
立山トラフィックサービス 中新川郡立山町芦峅寺千寿ケ原24 サービス
立山博物館ミュージアムショップ 中新川郡立山町芦峅寺93-1 小売
立山博物館 中新川郡立山町芦峅寺93-1 その他
剣山荘 中新川郡立山町芦峅寺55 サービス
シャディサラダ館上市店 中新川郡上市町湯上野15-5 小売
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高岡屋 下新川郡入善町椚山1336コスモ21 小売
はまにし薬局 下新川郡入善町椚山1336コスモ２１ 小売
アプリコット 下新川郡入善町椚山1336コスモ２１ 小売
イワタ靴店 下新川郡入善町椚山1336コスモ２１ ファッション
インフォメーション 下新川郡入善町椚山1336コスモ２１ 小売
Ad Hoc 入善店 下新川郡入善町上野1285きららの里内 小売
有限会社ユジマ 下新川郡朝日町平柳148-29 ファッション
1/F ゆらぎ cafe 下新川郡朝日町泊835 飲食
医療法人社団健心会 坂東病院 下新川郡朝日町道下900 医療
月見家 下新川郡朝日町沼保328 飲食
紋左 下新川郡朝日町沼保1184 サービス
名越養鯉場 下新川郡朝日町月山1918-2 小売
電化ショップしみず 下新川郡朝日町金山399 小売
銀座高岡法律事務所 高岡市立野美鳥町1-136 サービス
動夢 高岡市立野3078番地1 小売
CHAPTER 高岡市野村867 ファッション
北陸薬局 高岡市野村783 医療
ロックワールド高岡店 高岡市野村724野村第一ビル103 サービス
野村給油所 高岡市野村606 小売
株式会社Bloom 高岡市野村178-1 小売
スタート 高岡市野村1637-1 小売
メガネのハラダ 野村店 高岡市野村1566 ファッション
味の山正 高岡市野村1546-1 小売
酵素風呂かぐら 高岡市野村138-1 サービス
きくら美容室 高岡野村店 高岡市野村1242グランシャトー加賀 サービス
有限会社沖商店 高岡市問屋町40 その他
ユニフォーム ニシジマ 高岡市問屋町27-1 ファッション
酒のハッスル 高岡市木津643-1 小売
大黒わた 高岡市木津1457-1 小売
大野屋 高岡市木舟町12 小売
ポワル 高岡市末広町7-11 飲食
レストラン 大重亭 高岡市末広町38 飲食
NANA 高岡市末広町14-40 ファッション
レディースショップ八番館 高岡市末広町14-36 ファッション
HAIR STUDIO fern 高岡市本郷2-3-2 サービス
居酒屋 海蔵ちゃん 高岡市北島3-26 飲食
しきの薬局 高岡市宝町7-7 医療
大坪 本店 高岡市片原町155 ファッション
カズオ写真 高岡市米島283-11 その他
美容室わっか 高岡市福岡町矢部429-2 サービス
有限会社江尻自動車 高岡市福岡町福岡新143 小売
さくら薬局 高岡市福岡町大野115-1 医療
福福旅行社 高岡市福岡町大滝962-1 サービス
グレイス・メモリアル 高岡市福岡町大滝237-1 小売
北京飯店 高岡市福岡町上蓑406-1 飲食
株式会社キタノ商事 高岡市福岡町三日市337-2 小売
山崎自動車 高岡市福岡町下蓑新385 小売
きくら美容室 タピス店 高岡市福岡町下蓑385 サービス
北日本新聞伏木販売店 高岡市伏木湊町1-3 サービス
ダイビングスクールオーシャン 高岡市伏木国分1-1-48２Ｆ サービス
おべんとうカフェ にじのこや 高岡市伏木古国府12-8 小売
福祉用具レンタル・販売まるしん 高岡市伏木一宮2-9-13 小売
ホープクリーニング富山 新湊店 高岡市姫野294 サービス
マルサムバラエティセンター姫野店 高岡市姫野255 小売
神島リビング高岡店 高岡市美幸町2-5-3 小売
竹本タイヤ商会 高岡市美幸町2-2-1 小売
タカバメガネ 美幸店 高岡市美幸町1-1-79 ファッション
高橋昆布海産 高岡市白金町1-3 小売
サンヨウ株式会社 高岡営業所 高岡市波岡75 小売
やまもと歯科医院 高岡市能町南3-26-6 医療
ひろせ 高岡市二塚427-2 小売
メイサンコーヒー 高岡市二上町722-1 飲食
リバーサイドモーター 高岡市二上1203 小売
ホープクリーニング富山 城東店 高岡市東中川町817-1 サービス
福島 高岡市東下関3-4 飲食
リカー・フーズおおの 高岡市長江92 小売
ホープクリーニング富山 高岡工場前店 高岡市長慶寺516-4 サービス
御坊山観光開発 高岡市中田中田御坊山876 サービス
牛島屋 高岡店 高岡市中川園町7-31 ファッション
あおば薬局 高岡市中川園町2-2 医療
大仏旅館 高岡市大仏町1276 サービス
ホープ 高岡市大坪町2-4-17 小売
中国料理 美好 高岡市大手町7-32 飲食
角久旅館 高岡市大手町12-11 サービス
道の駅「雨晴」 高岡市太田24-74 飲食
ストロベリーフィールズ 高岡市川原本町9-29 小売
宮津商店 高岡市千石町3-18 小売
富山ダイヤモンドモータース 駅南店 高岡市赤祖父676 小売
Flower&Green Wakka 高岡市赤祖父253-1 小売
ねんりんカフェ 高岡市石塚41 飲食
富山ダイヤモンドモータース 戸出店 高岡市西藤平蔵205-2 小売
ホープクリーニング富山 木津南星店 高岡市清水町3-4-29 サービス
ヘアーサロンみずほ 高岡市瑞穂町8-21 サービス
メガネのハラダ 横田店 高岡市瑞穂町4-7 ファッション
みずほ薬局 高岡市瑞穂町109-5 医療
美容室 ながもり 高岡市新成町3-11レジデンス新成113 サービス
COO 高岡市新横町1 飲食
食楽房ENJYU 高岡市新横町1 飲食

高岡市
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都万麻 高岡市新横町1 飲食
フォーシーズン 高岡市新横町1 飲食
ホテルニューオータニ高岡 高岡市新横町1 サービス
なおちゃん 高岡市鐘紡町1-13 飲食
昭和スポーツ 高岡市昭和町2-1-15 小売
アジアン雑貨Oracha おらーちゃ 高岡市出来田71-3 小売
さかい自動車 高岡市四屋849-1 小売
ベビープラザ サカヰヤ 高岡市坂下町1216 小売
ヨネハラ 高岡市佐野948番地 小売
ホープクリーニング富山 佐野店 高岡市佐野1296 サービス
豆川自動車 高岡市佐野1274-1 小売
メガネのハラダ 広小路店 高岡市広小路107 ファッション
タカバメガネ オタヤ店 高岡市御旅屋町9 ファッション
Da Friends 高岡市御旅屋町89二口ビル2F 飲食
Da Friends×ほとり座 高岡市御旅屋町89二口ビル1F 飲食
あそびBar Rock a way 高岡市御旅屋町66-3ミラクルパレス３Ｆ 飲食
炉ばた焼陣太鼓 高岡市御旅屋町32 飲食
パルティーレ 高岡市御旅屋町1218 飲食
レストランデュオ 高岡市御旅屋町101 飲食
居酒や一貴 高岡市戸出町5-54-1 飲食
くまの洗濯堂 高岡戸出店 高岡市戸出町5-1-6ルモンNT1F サービス
nailsalon granz 高岡市戸出町4-2-16 ファッション
ホープクリーニング富山 アルビス戸出店 高岡市戸出町4-2-12 サービス
珈琲パーラーP.berry 高岡市戸出大清水311 飲食
KANAYA 高岡市金屋町2-5 小売
高岡リウマチ整形外科クリニック 高岡市京田473-1 医療
松美堂 高岡市京町11-24 小売
高陵ニュートラベル 高岡市丸の内7-35丸の内ビル2階 サービス
佐崎鳥肉店 高岡市丸の内1-22 小売
カフェ フェルマータ 高岡市鴨島町69-1 飲食
PROJECT K 高岡市下伏間江575 小売
エクシス 高岡店 高岡市下伏間江4-2 サービス
あいおい歯科イオンモール高岡医院 高岡市下伏間江383イオンモール高岡２Ｆ 医療
スペラモード イオンモール高岡店 高岡市下伏間江383イオンモール高岡１F ファッション
アレス動物医療センター 高岡市下伏間江371 医療
アートワークスタディオ・アン 高岡市下島町181-1 小売
ＦＫＫエアーサービス 高岡市下関町6-1 サービス
あさひCityInnHotel 高岡市下関町1-34 サービス
せせらぎ亭 高岡市下関町1-30 飲食
omnibus 高岡市駅南5-10-17 サービス
車屋酒店 高岡市駅南4-12-27 小売
ウィンズラボ 高岡市駅南3-1-3広島ビル1F 小売
対話サロングレー 高岡市羽広2-4-1 サービス
粋鮨 高岡店 高岡市あわら町110 飲食
(株)小杉稔商店 射水市緑町7-3 小売
髪と髪の毛の３５７日 射水市本町3丁目4番5号 サービス
R'S hair 射水市北野1656-1 サービス
海老江電機商会 射水市八幡町1-20-18 小売
Flower Shop 花いみず 射水市二口1251-1 小売
Yショップ 大門店 射水市二口1071-1 小売
大芳 射水市二口1070 飲食
有限会社へちま産業 射水市中野633 小売
ティーディーエス 射水市中野620-1 小売
山崎薬局 山崎璋 射水市大門269 医療
AVPLAZA ヒロセ 射水市大門156-3 小売
オートファクトリ・モリタ 射水市大江514-1 小売
ブルーライン富山 射水市新開発606 小売
株式会社小杉カントリークラブ 射水市浄土寺1 サービス
吉田動物病院 射水市小島3875 医療
射水自動車株式会社 射水市手崎452 小売
オートボディ楠 射水市寺塚原497 小売
barber Lamp 射水市市井306-2 サービス
メガネのハラダ 小杉店 射水市三ヶ2752-2 ファッション
ホープクリーニング富山 小杉駅南店 射水市三ケ2685-1 サービス
ニュージャパントラベル アル・プラザ小杉店 射水市三ケ2602アル・プラザ小杉店1階 サービス
サンエツ 小杉店 射水市三ケ2457-3 小売
カーセンターハシバ 射水市三ケ1522 小売
うもれぎ亭 射水市黒河新4515-1 飲食
食堂かわひがし 射水市黒河3341-1 飲食
田所鍼灸院 射水市広上1129 医療
肉の城石 射水市戸破4200-9 小売
トゥインクル 射水市戸破3149-7 サービス
家具再生工房 クリア倉庫店 射水市戸破3102 小売
クリア家具 富山射水店 射水市戸破3093-22 小売
丸昌昆布加工所 射水市戸破2646-3 小売
ヒロシフォト 射水市戸破2220 サービス
海王丸 CREW CAFE 射水市海王町8日本海交流センター内 飲食
テルシ 射水市沖塚原747-1 飲食
ローズ・エ・ロメオ 射水市安吉66-3 飲食

高岡市
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島尾キャンプ場 氷見市柳田宇浜畑3461-3 サービス
しらゆり薬局 氷見市柳田2011-1 医療
エンゼル 氷見市本町3-6 飲食
こすけ 氷見市北大町25-5氷見番屋街内 小売
マルヤ鱈場水産 氷見市北大町25-5ひみ番屋街内 小売
Beer cafe ブルーミン 氷見市比美町24-10 飲食
美浜荘 氷見市島尾2205-16 サービス
株式会社久保 氷見市朝日本町1-20 サービス
料理旅館 はしもと屋 氷見市中田733-1 サービス
鮨処きよ水 氷見市中央町8-22 飲食
呑多喰 氷見市中央町14-5 飲食
有限会社磯辺家具店 氷見市上泉426 小売
民宿 うら屋 氷見市小境44 サービス
山岸ちまき本舗 氷見市十二町3799-2 小売
ハスヌマ写真館 氷見市幸町5-7 サービス
メガネのハラダ 氷見店 氷見市幸町32-45 ファッション
西塚ドライブ観光 氷見市幸町25-49 サービス
西部観光 氷見市幸町25-49 サービス
澤田鍼灸治療院 氷見市幸町21-16 医療
森憲モータース 氷見市窪631-1 小売
氷見ラーメン 氷見市丸の内12-7 飲食
リラBANSHO 氷見市加納484ショッピングセンタープラファ内 小売
花小町 氷見市加納484 小売
アスタ プラファ店 氷見市加納484 ファッション
ロワール 氷見市加納375-1 ファッション
氷見温泉郷くつろぎの宿 うみあかり 氷見市宇波10-1 サービス
岩本接骨院 氷見市稲積192-15 医療
まる甚 氷見市伊勢大町2-4-5 飲食
越田商店 氷見市伊勢大町2-16-7 小売
九沢住設 氷見市伊勢大町1-5-20 小売
みろくの湯の宿 こーざぶろう 氷見市阿尾6-1 サービス
磯の音 氷見っ子 氷見市阿尾45 サービス
清水住設 氷見市阿尾30 小売
シャンヴィタール 砺波市矢木71-1 サービス
さとう印房 砺波市本町7-2 小売
沢田花房 砺波市本町4-14 小売
島倉屋 砺波市本町11-13 小売
マンデリン 砺波市豊町2-1-5 飲食
じゅん 砺波市豊町1-16-14 小売
フランス菓子 ラ・ピニヨン 砺波市豊町1-12-7 小売
アンヘルハート 砺波市平和町80 ファッション
靴とかばん たかや 砺波市表町9-12 ファッション
季節料理てつ 砺波市表町7-2エスポワール１６ 飲食
彦々亭 砺波市表町6-5 飲食
都寿し 砺波市表町5-32 飲食
Tonami Music Factory 砺波市表町4-1 飲食
洋食／cafe梟 砺波市鍋島130 飲食
ヤマヒデホームトナミオフィス 砺波市鍋島129-3 サービス
チューリップ四季彩館ミュージアムショップ 砺波市中村100-1 小売
砺波市花と緑と文化の財団 砺波市中村100-1 サービス
川原米穀店 砺波市中央町6-23 小売
株式会社山本モータース 砺波市鷹栖917-1 小売
寺島呉服店 砺波市鷹栖375-1 ファッション
藤井電機商会 砺波店 砺波市鷹栖1028 小売
沢田花房 アピタ店 砺波市太郎丸3-69 小売
魚安 砺波市太田1088-1 飲食
協立自動車 砺波市千代183 小売
酒蔵 勘太郎 砺波市千代143-1 小売
ヴァローレ 庄川店 砺波市庄川町示野121 小売
庄川自動車 砺波市庄川町金屋6 小売
サイクルセンター 清登 砺波市十年明68 小売
富山ダイヤモンドモータース 砺波店 砺波市寿町6-45 小売
若鶴令和蔵 砺波市三郎丸208 小売
若鶴酒造 大正蔵 砺波市三郎丸208 小売
くまの洗濯堂 砺波市三島町3-9 サービス
メガネのハラダ 砺波店 砺波市三島町12-12 ファッション
中村自動車工業 砺波市荒高屋632 小売
チャイニーズレストハウス みんみん 砺波市幸町3-10 飲食
ヴァローレ 砺波店 砺波市栄町3-4 小売
スズキアリーナ砺波 砺波市栄町1-7 小売
有限会社川越自工 小矢部市矢水町289-2 小売
小矢部自動車学校 小矢部市野端303 その他
滝乃荘 小矢部市名ヶ滝378 サービス
有限会社太田商会 小矢部市本町2-8 小売
Tea & Bar 小矢部市本町1167 飲食
菓子工房 西村屋 小矢部市中央町8-17 小売
Home Grown 小矢部市石動町4-25めるびる１Ｆ 飲食
北日本新聞小矢部西部販売店 小矢部市石動町2-3 小売
シンメイ写真館 小矢部市西福町3-15 サービス
沼田畳内装株式会社 小矢部市水島261 小売
本の夢屋 小矢部市小矢部町3-3 小売
道の駅メルヘンおやべ 小矢部市桜町1135-1 小売
たがやす 小矢部市興法寺88-2 小売
ARUSU HAIR 小矢部市岩武671-3 サービス
くるまやミヤハウス 小矢部市下川崎221-2 小売
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かぶらや 南砺市遊部川原15-2 小売
藤井電機商会 南砺市野田38-1 小売
お酒とギフト かたやま 南砺市福野1592 小売
かにや呉服店 南砺市福野1316-42 ファッション
ＵＴＴ ｂｏｘ 南砺市福野1264-1 小売
あさのや 南砺市福光新町2-1 ファッション
ジョアンナ 南砺市福光新町12 ファッション
ぴーこっく 南砺市福光7477-4 飲食
クラブ和院 南砺市福光7462-1 飲食
てらや 南砺市福光7441 ファッション
ageha 南砺市福光7417-2 飲食
有限会社和多屋呉服店 南砺市福光6899 ファッション
居酒屋 志津 南砺市福光6793 飲食
山本紙茶店 南砺市福光6765 小売
靴のタルミ 南砺市福光288-1楽蔵グリーンモール福光 小売
苗加インテリア 南砺市苗島4785-3 サービス
竹原文林堂 南砺市二日町2130-22 小売
ビックモーター石崎 南砺市二日町2085番地の２ 小売
五箇山和紙の里 南砺市東中江215 小売
ロコ２１ 南砺市田中73-1 小売
みぞぐち元気堂 南砺市田中148 小売
茶店 まつや 南砺市相倉445 飲食
中山電機商会 南砺市川上中565 小売
土産・お休み処あらい 南砺市菅沼503 小売
La Harmony 南砺市城端901-5 サービス
有限会社 アサノ商会 南砺市城端621-1 小売
洋菓子工房イワキ 南砺市城端581-1 小売
エルプライム イシムラ 南砺市城端500 小売
かねしま 南砺市城端473-1 飲食
河合呉服店 南砺市城端421 ファッション
松井機業 南砺市城端3393 小売
さわだ時計店 南砺市城端235-3 小売
いせや 南砺市城端219 小売
福野タウンホテルア・ミュー 南砺市寺家新屋敷384-2 サービス
秀夢木楽館 南砺市山斐184 サービス
さくさく村 南砺市才川七678 小売
国際有機公社 南砺市才川七678 小売
朝日モーター 南砺市高堀341-1 小売
丸米製菓 南砺市高宮1380 小売
坂上松華堂 南砺市荒木5546 小売
辻四郎ギター工房 南砺市下梨1040 小売
ふとんの大井 南砺市井波3088 小売
勝星産業 南砺市井波201 小売

南砺市
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ちょい呑み ダイニング貴 金沢市安江町11-40 飲食
寿し駒 金沢市安江町17-24 飲食
トゥールモンドシュシュ 鞍月本店 金沢市鞍月5-53 小売
エクシス 金沢駅西店 金沢市駅西本町1-3-7 サービス
メガネのハラダ 駅西本町店 金沢市駅西本町2-110 ファッション
銀座に志かわ 金沢店 金沢市駅西本町5-2-17 小売
ほん和かふぇ 金沢市角間町金沢大学中央図書館内 飲食
多華味屋 金沢市観音町1-1-2 飲食
石川車輌販売株式会社ショールーム 金沢市間明町1-248 小売
石川車輌販売株式会社 金沢市間明町2-9 小売
越山洋品店 金沢市暁町11-16 ファッション
やきとり笑吉 金沢市玉川町12-15 飲食
焼肉てつや 金沢市近岡町938-4 飲食
ヘアメイク イスカーゴ 金沢市窪7-289 サービス
寿し駒 兼六園店 金沢市兼六町2-20 飲食
INOVA 金沢駅前ホテルスイート 金沢市元菊町25-3 サービス
あおば歯科クリニック 金沢市荒屋1-83-2 医療
ラコステ 金沢市香林坊1-1-1 ファッション
エーグル 金沢市香林坊1-1-1 ファッション
ポールスミス 金沢市香林坊1-1-1 ファッション
フルラ 金沢市香林坊1-1-1 小売
マイケル・コース 金沢市香林坊1-1-1 小売
ソブ．ダブルスタンダードクロージング＋＿ 金沢市香林坊1-1-1 ファッション
ｎｏｅｎｔｈ 金沢市香林坊1-1-1 小売
ハム＆ゴー コーヒーアンドストック 金沢市香林坊1-1-1 飲食
あとりお堂 金沢市香林坊1-1-1 小売
ルピシア 金沢市香林坊1-1-1 小売
メープルハウス 金沢市香林坊1-1-1 小売
金澤ちとせ珈琲 金沢市香林坊1-1-1 飲食
理容室アトリオ 金沢市香林坊1-1-1 サービス
一休さんの米永 南館 金沢市高尾台2-118 小売
平野屋 高尾台本店 金沢市高尾台4-75 小売
一休さんの米永 高柳館 金沢市高柳町5-8-1 小売
菓匠まつ井 金沢市此花町9-16 小売
メガネのハラダ 桜町店 金沢市桜町24-36 ファッション
らーめん世界 桜田店 金沢市桜田町1-213 飲食
のさか本店 金沢市三口新町4-3-1 小売
焼肉 有牛 金沢市三池栄町20 飲食
サムソン＆デリラ三馬店 金沢市三馬3-303 サービス
ciel bleu kitchen 金沢市山科1-26-12山科ガーデン１階１０１号室 飲食
ARIA 金沢市寺地2-4-27 サービス
おせんべい處宇野 金沢市寺町4-3-1 小売
Liberta 金沢市寺町5-6-28 サービス
米永仏壇 示野店 金沢市示野中町1-10 小売
サムソン＆デリラJL 金沢市若松町2-18 サービス
かーふコレクション 金沢市主計町3-19 小売
メガネのハラダ 鳴和店 金沢市春日町4-5 ファッション
ダートコーヒー アルプラザ金沢店 金沢市諸江町30-1 飲食
一休さんの米永 諸江館 金沢市諸江町39-15 小売
皆中堂 金沢市小坂町西25-3 小売
犬のポンタ 東金沢店 金沢市小坂町中87 サービス
一休さんの米永 小立野館 金沢市小立野2-1-21 小売
焼肉 歓 金沢市小立野4-1-22 飲食
市場めし 屯場 金沢市昭和町11-7 飲食
一休さんの米永 神谷内館 金沢市神谷内町ハ76-1 小売
焼肉 ありちゃん 金沢市西金沢5-305 飲食
らーめん世界 西泉店 金沢市西泉2-115 飲食
マルコク 金沢市西念4-7-1 小売
HORITA市場スイーツ工房 金沢市西念4-7-1 小売
あげ丸天 かさい 金沢市青草町88近江町いちば館1F 小売
JO-HOUSE 金沢市石引2-7-10 飲食
石引Veeda 金沢市石引2-7-2オガビル１F 飲食
米永石材 東インター店 金沢市千木町と43-1 小売
のさかアウトレットギャラリー 金沢市泉野出町4-3-29 小売
メガネのハラダ 増泉店 金沢市増泉1-16-11 ファッション
一休さんの米永 増泉館 金沢市増泉4-5-27 小売
煎りたて珈房ディーズ 大河端店 金沢市大河端西2-15アルプラフーズマーケット大河端店 飲食
光学堂メガネ中央店 金沢市池田町3-39 ファッション
煎りたて珈房ディーズ 中央通店 金沢市中央通町20-14 飲食
有限会社 中越自動車 金沢市中村町15-28 小売
能田屋酒店 金沢市長町1-8-11 小売
BLOOM 金沢市田上の里1-36 サービス
BIKE ON 田上店 金沢市田上の里1-77 小売
焼肉 有亭 金沢市東力4-189 飲食
スタイリストゴトウ駅西店 金沢市藤江北4-464 小売
くるまや中山 八日市本店 金沢市八日市1-632-2 小売
メガネのハラダ 八日市店 金沢市八日市3-556 ファッション
epis 金沢市八日市5-562 小売
ロードスター北陸金沢東店 金沢市疋田3-33 小売
ＷＥＮＧＥ 金沢市富樫3-1-35 飲食
ダートコーヒー めいてつエムザ店 金沢市武藏町15-1 飲食
ヘアープログレスサバーブ 金沢市伏見台2-1-1 サービス
らーめん世界 福久店 金沢市福久町1-8-1 飲食

金沢市
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ノルマン洋菓子店 金沢市米泉町7-72-17 小売
味百珍 かさい 金沢市米泉町8-8 小売
ナポリ金沢 金沢市片町1-3-33ドグーア柿木畠ビル１F 飲食
ジムホール 金沢市片町1-5-15セキビル3F 飲食
金澤玉寿司 金沢市片町2-21-19 飲食
メガネのハラダ 北安江店 金沢市北安江3-16-16 ファッション
テーブルナナ 金沢市堀川町5-4 飲食
デアウ 金沢市堀川町5-6 飲食
Onique 金沢市本町2-6-15 飲食
ひでタクシー 金沢市末町17-31-3 サービス
治療用食品の店 ひまわり 金沢市湊4-68 小売
西洋膳所 鏑木 金沢市木倉町1-8 飲食
五郎八 金沢市木倉町3-3 飲食
わいんばーる にし数登美 金沢市野町2-26-2 飲食
にし料理茶屋 金沢市野町2-26-2 飲食
犬のポンタ 野町店 金沢市野町4-3-8 サービス
メガネのハラダ 有松店 金沢市有松3-6-28 ファッション
坂本サイクル かほく市宇野気リ18 小売
マスダカメラ店 かほく市宇野気り196-32 小売
手作りケーキのお店 HAPPY かほく市学園台4-42 小売
メイクとコスメとエステBinocotゆり かほく市高松ウ73-2 サービス
イワイ家具 かほく市高松ソ13 小売
よつやなぎ動物病院 かほく市内日角4-35-2 医療
ミスタータイヤマン 羽咋 羽咋市吉崎町ム46-7 小売
新車市場 羽咋市西釜屋町ノ56-5 小売
KCSセンター千里浜なぎさ店 羽咋市的場町穴釜39-1 サービス
和菓子 加賀陣屋 加賀市河南町ヌ57 小売
中華料理 爾來軒 加賀市山代温泉温泉通30 飲食
富士屋旅館 加賀市山代温泉桔梗丘2-121-3 サービス
パティスリーモン 加賀市山代温泉北部3-124 小売
ガトミキオ/1 加賀市山中温泉こおろぎ町ニ3-7 小売
Shagey 加賀市山中温泉旭町ヌ-11-13 サービス
うるしの器あさだ 加賀市山中温泉菅谷町ハ-215 小売
一休さんの米永 YAMANAKA 加賀市山中温泉菅谷町ロ113-2 小売
漆芸文平堂 加賀市山中温泉南町ニ30-1 小売
奥野モータース 加賀市大聖寺弓町33 小売
らーめん世界 加賀店 加賀市中代町ル136-1 飲食
九谷満月 加賀市中代町ル95-2 小売
大和自動車 加賀市二子塚町ニ18 小売
サイクルショップしらい 河北郡津幡町字加賀爪ル1-2 小売
ダートコーヒー アルプラザ津幡店 河北郡津幡町字北中条1街区1 飲食
焼肉亭ポパイ 河北郡津幡町清水イ140-1 飲食
松村商会 河北郡津幡町清水イ141 小売
七尾駅観光案内所 七尾市御祓町イ28 サービス
i-style 七尾市細口町３部41-1 小売
メガネのハラダ 七尾店 七尾市小丸山台1-138 ファッション
ゴルフショップオクイ 七尾市小島町9-1-10 小売
和倉温泉駅観光案内所 七尾市石崎町タ55-3 サービス
ミスタータイヤマン 七尾 七尾市千野町ヘ37-1 小売
さわだ旅館 七尾市能登島向田町に部12-1 サービス
株式会社中越自動車商会 七尾市府中町員外1-2 小売
山田屋 食祭市場店 七尾市府中町員外13-1 小売
清水電機商会 七尾市府中町員外26 サービス
ブティック ラフィーネ 七尾市本府中町ハ部28-1 ファッション
清水屋酒店 七尾市湊町2-88 小売
和倉温泉お祭り会館 七尾市和倉町2-13-1 サービス
渡月庵 七尾市和倉町タ部1 サービス
宿守屋寿苑 七尾市和倉町ひばり2-52 サービス
宝仙閣 七尾市和倉町ヨ部2-19 サービス
ランプの宿 珠洲市三崎町寺家10-11-2 サービス
ギフト館イマイ 珠洲市上戸町北方イ67-1 小売
浜野水産 珠洲市飯田町１２部88-2 小売
今井商店 本店 珠洲市飯田町13-92 小売
いづみや 珠洲市飯田町１５部5 ファッション
株式会社カーライフ中野 珠洲市宝立町春日野ろ字123-1 小売
老松 小松市旭町11-2 サービス
河村モータース 小松市芦田町1-1 サービス
山屋楽器 小松市沖町ナ39-1 小売
オオサト 小松市吉竹町と6-1 小売
らーめん世界 小松店 小松市幸町1-10-1 飲食
錦山窯 小松市高堂町ト18 小売
加賀おかだ動物病院 小松市今江町5-361 医療
米永石材 小松店 小松市今江町5-682-1 小売
米永仏壇 小松店 小松市今江町5-682-1 小売
三合洋装店 小松市三日市町29 小売
BROOCH 小松市小野町丙43-1 サービス
メガネのハラダ 小松店 小松市上小松町丙34-1 ファッション
すずき動物病院 小松市打越町い233 医療
アスティ キタダ 小松市日の出町4-6 小売
味の中石 めん塾 小松市日末町い78 飲食
ヘアメイクエシェル 小松店 小松市白嶺町1-8-1 サービス
のさか小松空港店 小松市浮柳町へ98-1 小売
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津幡町 季節料理 和 津幡町加賀爪ル201 飲食
Heroes 寺井写真館 能美市寺井町た59-1 サービス
酒のジョニー 能美市寺井町た95 小売
ギャラリー陶創館 能美市新保町ヲ48 小売
ロードスター小松店 能美市大長野町り48-1 小売
一休さんの米永 鶴来館 白山市井口町ロ45-1 小売
米永石材 松任店 白山市宮丸町1693 小売
米永仏壇 松任店 白山市宮丸町1693 小売
薪肉 ARIGYU 白山市橋爪町365-7 飲食
わだ動物病院 白山市石同新町247-6 医療
くるまや中山 白山店 白山市村井町1655 小売
一休さんの米永 松任中央館 白山市村井町604 小売
一休さんの米永 松任館 白山市田中町272 小売
らーめん世界 松任店 白山市田中町287-1 飲食
YASUMARUごはんcafe 白山市平加町イ26-1 飲食
つばきの郷 日々 野々市市郷2-11 飲食
花のパンセ 野々市市御経塚3-238 小売
トゥールモンドシュシュ 野々市店 野々市市三納1-144 小売
ヘアメイクエシェル 野々市店 野々市市三納1-65 サービス
一休さんの米永 野々市館 野々市市住吉町12-15 小売
太陽重車輌株式会社 野々市市徳用1-67 小売
メガネのハラダ 野々市店 野々市市本町4-7-8 ファッション
陣笠 野々市市本町6-14-51 飲食
スタイリストゴトウ野々市店 野々市市矢作2-100 小売
自家製麺 つけめん桜 野々市市蓮花寺町14-1 飲食
ぶった農産 野々市上林2-162-1 小売
輪島キリモト 本町店 輪島市河井町1-172 小売
八井浄漆器本店 輪島市河井町２部47-2 小売
輪島キリモト 輪島市杉平町成坪３２ 小売
Honda Cars輪島 輪島店 輪島市二ツ屋町２字33-4 小売
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あぶり焼 もも蔵 福井市下馬3-1711 飲食
人形のかぶと 福井市花堂中2-22-16 小売
ヘアーフリーダム タカミゾ 福井市花堂中2-3-11 サービス
ふりそで日和 福井市花堂南1-1-1 ファッション
京呉服 平田 福井市花堂南1-2-1 ファッション
メガネのハラダ 花堂店 福井市花堂北2-12-8 ファッション
ディルガ 開発店 福井市開発2-222 サービス
らーめん世界 開発店 福井市開発3-3306-1 飲食
ハードオフ福井北店 福井市開発5-1908 小売
ディルガ ワッセ店 福井市久喜津町52-6 サービス
スタイリストゴトウ福井高木店 福井市高木中央2-2510 小売
HAIR&SPA Nico 福井市高木中央2-2603テナント1F サービス
レストラン リーフテラス 福井市高木中央3-701 飲食
えん 福井市高柳2-1305 ファッション
ろばた焼弥吉 片町店 福井市順化1-24-16 飲食
ご馳走 純 福井市順化2-16-19三谷ビル西側 飲食
宝石・時計・メガネ益永 福井市順化2-3-6 ファッション
パティスリー ル・タニ 福井市上野本町3-2101 小売
メガネのハラダ 新田塚店 福井市新田塚1-72-1 ファッション
メガネのハラダ 新保店 福井市新保北1-402 ファッション
オフハウス福井北店 福井市新保北1-501 小売
安川自動車 福井市真木町142-8 小売
畑中厨房株式会社 福井市成和1-906 小売
味ごよみ晴天 福井市成和2-1113-2 飲食
本道坊 福井市西木田1-17-24 飲食
グラストエステートパートナーズジャパン 福井市石盛町812 その他
有限会社ヨーロッパ軒大宮分店 福井市大宮3-14-11 飲食
江川堂印房 福井市大手2-22-24 小売
ミラドールトモダ エルパ店 福井市大和田2-1212エルパ１Ｆ ファッション
活ろばた弥吉 大和田店 福井市大和田2-508 飲食
ミラドールトモダ 本店 福井市中央1-14-4 ファッション
フルーツのウメダ福井駅前本店 福井市中央1-9-23 小売
大村電機株式会社 福井市中央2-1-43 小売
綜合ギフト・メッセ 福井市長本町510 小売
わかば内科クリニック 福井市二の宮2-30-14 医療
栄太楼 福井市二の宮4-4-5 小売
AILI 新田塚店 福井市二の宮5-18-25 小売
フィッシングポイント 福井市八ツ島町第31-601 小売
フルーツのウメダ飯塚店 福井市飯塚11-111 小売
ホビーオフ福井南店 福井市舞屋町15-9-1 小売
ハードオフ福井南店 福井市舞屋町15-9-1 小売
カケハシ 福井市福新町2004-2ハイウェーブビル1階 飲食
YOSAPARK すみ 福井市米松1-2-11 サービス
福井ツバメ商事 ガス 福井市豊岡1-14-20 小売
福井ツバメ商事 サラダ館 福井市豊岡1-14-20 小売
バイクガレージ福井 福井市門前2丁目601 小売
アウトクルーズ 福井市和田中2-108 小売
フェローズ 福井市和田東1-2201 小売
しろくま本店 福井市渕4-2805 サービス
灰屋 あわら市温泉2-205 サービス
あわら温泉 白和荘 あわら市温泉5-1201 サービス
スリールファームぱんの種 あわら市牛山25-56 小売
カトウデンキ あわら市市姫2-1-1 小売
エーデン あわら市市姫2-15-24 小売
株式会社真洋水産 あわら市舟津3-14-1 小売
UchiLaLa あわら市春宮1-9-45 小売
林厚生堂薬局 あわら市春宮2-3-8 医療
山形屋 あわら市二面41-21-2 小売
ささや 越前市粟田部町28-26 小売
花むらさき 楽市店 越前市横市町28-14-1 小売
七輪焼肉・ホルモン ももぞう 越前市横市町34-14-1２Ｆ 飲食
車検のコバック武生店 越前市家久町第54-1-1 小売
リンク 越前市新町6-1-2 サービス
花むらさき シピィ店 越前市新町7-8 小売
豊莱園 越前市千福町220 飲食
越前そばと珈琲 ＨＡＭＡ庵 越前市村国2-5-52 飲食
お好み焼き＆鉄板焼き モリモリ 越前市村国3-20-4 飲食
骨美人 越前市村国4-3-17-8 サービス
口喜 越前市中央1-7-14 飲食
キーセンター新谷 越前市日野美2-18-2 サービス
Hair make NAO from 39's 山田 奈穂子 越前市八幡2-99-47-4 サービス
ポストスクリプト 越前市文京2-8-5 小売
株式会社東商サービス 越前市平出3-19-20 サービス
くるまや フャミリー 越前町家久町55-4-1 小売
医療法人みらいえ 坂井市下兵庫51-10-11 医療
メガネのスカイ丸岡店 坂井市丸岡町一本田11-3ピアゴ丸岡店内 ファッション
Sourire 坂井市三国町覚善8-65-1 小売
民宿ふるき 坂井市三国町新保19-16-1 サービス
日本料理 いたや 坂井市三国町新保45-1-1 飲食
雑貨の店fuwari 坂井市三国町北本町3-6-2 小売
田島呉服店 坂井市三国町北本町4-4-42 ファッション

越前市

坂井市

あわら市

福井市
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ハードオフ鯖江店 鯖江市下河端町13字4-1 小売
ぴーぷ留 鯖江市丸山町2-1-26 飲食
小寺ふとん 鯖江店 鯖江市丸山町2-8-23 小売
マリージョゼ 鯖江店 鯖江市鳥羽3-6-9 サービス
タケベ無線鯖江本店 鯖江市本町3-1-15 小売
はや川 勝山市旭町1-400-2 小売
マリージョゼ 勝山店 勝山市元町1-905 サービス
レンタルショップJUMP 勝山市村岡町暮見17-27-1 サービス
小寺ふとん 勝山店 勝山市沢町2-1-4 小売
アスカTADAでんき 大野市元町3-4 小売
中村モータース 大野市中野68-7-1 小売
マリージョゼ 大野店 大野市中挾3-910-1 サービス
きっちん はなび 大野市東中町405 飲食

越前町 あいりぃ 織田店 丹生郡越前町中7-1-1 小売
酒文化 食文化 ウタ 敦賀市三島町1-4-3 小売
マリージョゼ 敦賀店 敦賀市若葉町2-301 サービス
メガネのスカイ敦賀店 敦賀市白銀町11-5アル・プラザ敦賀３F ファッション
らーめん世界 敦賀店 敦賀市木崎20号向河原1-1 飲食
モモ蔵 敦賀市木崎45-20-1 飲食
メガネのハラダ 敦賀店 敦賀市木崎5-3-1 ファッション
サカナヤオアジ 新橋店 港区新橋3-25-19 飲食
日本橋とやま館 中央区日本橋室町1-2-6日本橋大栄ビル１Ｆ 小売
いきいき富山館 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館地下１Ｆ 小売
パティ動物病院 文京区大塚3-19-10文京KSビル1階 医療
スペラモード 上越エルマール店 上越市西本町3-8-8エルマール１階 ファッション
Cafe TAKAYAMA TERRACE 高山市上一之町35-1 飲食
オフハウス草津栗東店 栗東市坊袋251-1 小売
オフハウス長浜店 長浜市宮司町1148 小売
ハードオフ草津栗東店 栗東市坊袋251-1 小売
ハードオフ西大津店 大津市皇子が丘3-9-1 小売
ハードオフ長浜店 長浜市宮司町1148 小売
らーめん世界 長浜店 長浜市神照町四反田47-4 飲食
ハードオフ京都桂店 京都市西京区桂徳大寺北町8 小売
ハードオフ長岡京店 長岡京市神足下八ノ坪43 小売
京呉服好一 城東店 岡山市東区沼1310-1 ファッション
京呉服 好一 岡山市辰巳２－１０６ﾄｰﾅﾝ北ﾋﾞﾙ ファッション

※上記以外に、銀行Pay加盟店でご利用いただけます。

富山県・石川
県・福井県以外

敦賀市

大野市

鯖江市

勝山市


