
ご協力店舗一覧

エリア 種類 店舗名 住所 電話番号 営業日・時間 特典

富山市 駅前周辺 飲食 物販
マリエとやま
きときと市場とやマルシェ

富山市桜町
１－１－６１

076-445-4511
マリエとやま…10:00～20:00（飲食店11:00～23:00）、
とやマルシェ…8:30～20:30（物販）、
　　　　　　　　　10:00～21:30（飲食）

「マリエとやま」「きときと市場とやマルシェ」でご利用（お買
上げ）税込1,000円以上で200円の割引券贈呈

富山市 駅前周辺 物販 ととやま
富山市新富町
１－２－３　cic 1F

076-444-7157 10:00～20:00 商品をご購入された方、先着30名様うどんプレゼント

富山市 駅前周辺 飲食 麺家いろはcic店
富山市新富町
１－２－３　cic B1F

076-444-7211
11:00～26:00(LO25:30)
日・祝11:00～23:00(LO22:30)

味玉トッピングサービス

富山市 駅前周辺 飲食 癒楽甘春々堂cic店
富山市新富町
１－２－３　cic 1F

076-444-7291 10:00～20:00(LO19:00)
飲食された方先着30名様
レトルトカレー１食分プレゼント

富山市一番町 飲食 （居酒屋） せからしや 富山市一番町４－２７ 076‐491‐0699 17:30～26:00 不定休 ミニ生ビール１杯サービス

富山市一番町 飲食 江戸前寿司正 富山市一番町４－２９ 076-421-3860
月～金　11:00～13:30、17:00～23:00
土、日、祝日　17:00～23:00

お食事された方
旬のネタ一貫サービス

富山市越前町 飲食 （居酒屋） もてなし蔵　和ｏｎ 富山市越前町５－８ 090‐3290‐6846
月、火、木、金、土17:30～22:30
日16:30～22:00

おそうざい1品サービス

富山市千石町 飲食 一平飯店
富山市千石町
１－１－７

076‐424‐1676
17:30～21:30（21:00Ｌｏ）
定休：土日祝祭日

ライス（大・中・小）１杯無料
＊カーボローディング、糖質補給に

富山市千石町 飲食 めん処　まるぜん
富山市千石町
１－５－５

076‐421‐6932
11:30～15:00
18:00～21:00
定休：第1、3、5日曜日

ご飲食の方に昆布オニギリ　プレゼント

富山市総曲輪 総合小売 (株)大和　富山店
富山市総曲輪３丁目
８番６号

076-407-6930 10:00～19:00
先着20名様に富山の銘菓プレゼント
（１階総合サービスカウンター）

富山市総曲輪 飲食 （ステーキ） ルート４６
富山市総曲輪３丁目
２－２５

076‐482‐6669
10/26(土)～11/4(月)無休
11:30～21:00

デザートプレゼント

富山市総曲輪 飲食 つばめ食堂
富山市総曲輪
３－２－２２

076-456-4973
16:00～24:00
定休：水曜

お会計10％OFF

富山市総曲輪 衣料小売 オリエンタル　ジュア
富山市総曲輪
３－５－５

076‐461‐6338
10/26(土)～11/4(月)
12:00～21:00

10％OFF

富山市総曲輪 衣料小売 馬瑠舎（マルヤ）
富山市総曲輪
３－２－２０

076‐421‐7175 10:00～19:00 商品ご購入の方に粗品進呈

富山市総曲輪 靴小売 パレード総曲輪店
富山市総曲輪
３－５－５

076-407-1030
平日11:00～19:00
土日祝10:00～19:00

チケット（金券）でご購入の方に消臭ボールプレゼント
（数量限定）

富山市総曲輪 メガネ小売 (有)高田メガネ
富山市総曲輪
３－２－２３

076‐421‐2741
10:00～19:00
定休：水曜

サングラス、メガネ
セール価格よりさらに5％OFF

富山市中央通り 文化施設 ギャルリ・ミレー
富山市中央通り
２－１－２０

076-423-7720
10:00～17:00（ただし、入館は16:30まで）
※10/28（月）は休館

入館料300円のところ、100円引きで200円の優待価格
となる。

富山市中央通り 飲食 ULUWATU AMIGO
富山市中央通り
１-４-１３

076-464-3084
11:30～24:00（LO23:00）
無休

チケット（金券）で生ビール1杯サービス

富山市西町 菓子小売 鈴木亭 富山市西町６－３ 076-421-4972 年中無休　８～17時 杢目（もくめ）ようかんミニサイズ進呈

富山市奥田 飲食 そば処 奥田東京亭 富山市永楽町22-13 076-431-3516
11:00～14:30（LO14:00）
17:00～21:00（LO20:30）
定休：日曜　※10/27（日）は営業

①先着20名様　白エビ天むすサービス
②コンブのおにぎりサービス
※上記はお食事された方のみ

高岡市 飲食 旨にく専科　とんぼ
高岡市末広町３０番
２１号　K-1ビル１F

0766-54-0299 18:30～27:00
生ビール中、サワー（各）、ハイボール
お一人様１杯のみ無料

高岡市 飲食 （バー） パルティーレ
高岡市御旅屋町
１２１８

0766‐28‐7007 19:00～25:00 生ビール1杯サービス

射水市 飲食 旭寿司
射水市手崎
１２１３－６

0766‐55‐3200
12:00～22:00
定休：月曜日

射水市 飲食 （懐石） 海老屋 射水市三ヶ１１８３－１ 0766‐55‐4654
11:30～21:00
営業：金土日曜

焼酎グラス１杯サービス

射水市 飲食 （居酒屋） 割烹　田舎≪たなか≫
射水市戸破４１４４－１
（竹内源造記念館横）

0766‐55‐3855
17:00～22:00
（予約のみ12:00～14:00）

電話予約で10％OFF

射水市 飲食 （スナック） Ｎｉco 射水市手崎１２７０ 0766‐54‐6425 090‐8703‐8081
19:00～24:00
定休：月・火曜日

射水市 飲食 （スナック） ブルースカイ
射水市戸破
３５９９－１

0766-55-0611 19時～24時 飲食代10％引き、カラオケ１曲100円

富山市 その他 文化施設 富山県美術館 富山市木場町３－２０ 076-431-2711
9:30～18:00（入場は17:30まで）
※10/29、10/30は休館

チケット（金券500円）は観覧券と交換できます。

富山市 その他 飲食 日本橋たいめいけん富山店
富山市木場町３－２０
富山県美術館３F

076-471-6306
11:00～22:00（LO 21:15）
定休：水曜

お食事のお客様に小生ビール１杯またはご飯類大盛
りサービス

富山市 その他 飲食 Swallow Café
富山市木場町３－２０
富山県美術館１F

076-433-6755
10:00～20:00
定休：水曜

商品をご購入された方、ドリンク１杯サービス

富山市 その他 文化施設 富山県水墨美術館 富山市五福７７７ 076-431-3719
9:30～18:00（入場は17:30まで）
※10/28は休館

チケット（金券500円）は観覧券と交換できます。

富山市 その他 文化施設 高志の国文学館
富山市舟橋南町
２－２２

076-431-5492
9:30～18:00（入場は17:30まで）
※10/29は休館

〃

富山市 その他 文化施設 富山県民会館分館　内山邸 富山市宮尾９０３ 076-432-4567
9:30～17:00（入場は16:30まで）
※10/29は休館

〃

富山市 その他 文化施設 富山県民会館分館　金岡邸
富山市新庄町
１－５－２４

076-433-1684
9:30～17:00（入場は16:30まで）
※10/29は休館

〃

立山町 文化施設 富山県立山博物館 立山町芦峅寺９３－１ 076-481-1216
9:30～17:00（入場は16:30まで）
※10/28は休館

〃


