
魚津市　上乗せポイント対象加盟店一覧　※2020年8月25日時点

※以下のお店は上乗せポイント対象外です。

すき家、ユニクロ、ココカラファイン、はま寿司、シャトレーゼ、バーガーキング、カクヤス、ビッグボーイ、タリーズコーヒー、タイムズパーキング、ジョリーパスタ、

西松屋、AOKI、ライトオン、なか卯、自動販売機

項番 加盟店名 住所

1 BO 魚津店 魚津市江口２５７－１

2 ENEOS　小川建設工業株式会社　小川建設工業　魚津 魚津市吉島１１０６　　

3 ENEOS　丸三商事株式会社 魚津バイパスＳＳ 魚津市吉島５３８－１　　

4 ENEOS　島石油　ＳＨＩＭＡＲＳ　ＤＤ魚津店 魚津市吉島１‐６‐１６　　

5 ENEOS　ネクステージ　中部支店　セルフＤＤＲ８魚津 魚津市吉野５９０‐１　　

6 ENEOS　富山石油株式会社 魚津東給油所 魚津市吉島５９５　　

7 アドホック魚津店 魚津市上村木413ｱｯﾌﾟﾙﾋﾙ内

8 アメリカンスクエアマツヤ　魚津店 魚津市江口４６１－１　　

9 中日本高速　有磯海サービスエリア下り 魚津市湯上字三ツ穴割８４８　　

10 ambition 魚津市友道１９４９‐３０　　

11 出光 セルフ魚津給油所 魚津市住吉５４１－１  

12 ウイングかわい魚津サンプラザ店 魚津市駅前新町５－３０　サンプラザ　　

13 ウエルシア魚津吉島店 魚津市吉島１１４８　　

14 ウエルシア魚津吉島西店 魚津市吉島２６番地１　　

15 ウエルシア魚津住吉店 魚津市住吉５８２－１　　

16 魚民魚津スカイホテル店 魚津市駅前新町３－１　スカイホテル魚津アネックス１階

17 魚津駅物産販売店 魚津市釈迦堂１丁目１－１　　

18 うどん亭 魚津市駅前新町５－３０　サンプラザ１Ｆ　　

19 H3 魚津市吉島２５２‐６　　

20 エスプリ 魚津市駅前新町５番３０号　サンプラザ　　

21 ABC‐MART魚津　　　　　　　　　　 魚津市本江２６４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

22 大阪屋ショップ 魚津釈迦堂店 魚津市釈迦堂1‐801

23 大阪屋ショップ 魚津本江店 魚津市本江1‐1

24 大阪屋ショップ サンプラザ店 魚津市駅前新町5‐30

25 大戸屋　ごはん処　魚津店　　　　　　　　 魚津市吉島２６０－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26 お好み焼道とん堀　魚津店 魚津市本新町６９１－１　　

27 オセル・ヘアデザイナーズ 魚津市上村木１丁目１－１０　　

28 オフィスヴォックス 魚津店 魚津市上村木413‐1 ｱｯﾌﾟﾙﾋﾙ内

29 温野菜　魚津店 魚津市吉島２５８－１　　

30 株式会社秋山クリーニング魚津店 魚津市上村木１丁目１０－１５　　

31 快活CLUB　魚津 魚津市吉島２丁目５－２３　　

32 cafe Ray 魚津市北鬼江２８９８‐３・２Ｆ　　

33 カフェジュニア　魚津アップルヒル店 魚津市上村木４１３　　

34 かもめ薬局吉島店 魚津市吉島７５０－３　　

35 河内屋 魚津市駅前新町９－１２　　

36 CANDY 魚津市駅前新町５－３０　魚津サンプラザ２Ｆ　　

37 共創未来　うおづすみれ薬局（薬局共創未来 魚津市北鬼江２－２１－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

38 共創未来　本江薬局（薬局共創未来）　　　 魚津市本江１６２３－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

39 業務スーパー　魚津店 魚津市吉島２丁目１０－１７　　

40 金太郎温泉 魚津市天神野新６０００番地　　

41 クスリのアオキ　魚津店 富山県魚津市大字上村木町920番1

42 クスリのアオキ　新宿店 富山県魚津市新宿5番3号

43 クスリのアオキ　吉島店 富山県魚津市北鬼江311番1

44 クスリのアオキ　魚津東薬局 富山県魚津市仏田字高畠3303番地3

45 クスリのアオキ　魚津経田薬局 富山県魚津市寿町4番7号

46 Kコスメ・ボーテアップルヒル店 魚津市上村木413

47 CoCo壱番屋　魚津吉島店 魚津市吉島２１２８－２　　

48 ココス　魚津アップルヒル店 魚津市上村木４１３　　

49 コーヒー専門店とみかわ　サンプラザ店 魚津市駅前新町５－３０　サンプラザ　　

50 昆布じめ刺し身　かねみつ 魚津市大光寺１３５０　　

51 米三魚津店 魚津市住吉５８７　　

52 コメダ珈琲店 魚津店 魚津市吉島２５９－１　　

53 彩菜福菜 魚津市駅前新町５－３０　サンプラザ　　

54 Salon Ito 魚津市駅前新町１１‐２０ＫＭビル１Ｆ　　

55 サンプラザ　いでや 魚津市駅前新町５－３０　サンプラザ　　

56 ジョイフル富山魚津店 魚津市吉島1100番地1

57 昌栄堂 アップヒル店 魚津市上村木413



58 昌栄堂 魚津店 魚津市友道1398‐10

59 ジョーシン 魚津店 魚津市吉島９２８

60 スカイホテル魚津 魚津市駅前新町4‐2

61 スカイホテル魚津アネックス 魚津市駅前新町3‐1

62 セブンイレブン 魚津インター 魚津市本江字窪畑５４２　　

63 セブンイレブン 魚津江口 魚津市吉島９３４－１　　

64 セブンイレブン 魚津上村木 魚津市上村木２丁目９－２４　　

65 セブンイレブン 魚津吉島２丁目 魚津市吉島２丁目１１０８　　

66 セブンイレブン 魚津持光寺 魚津市持光寺９３５番１　　

67 セブンイレブン 魚津釈迦堂１丁目 魚津市釈迦堂１丁目１２－３　　

68 立山酒店　サンプラザ店 魚津市駅前新町５－３０　サンプラザ　　

69 立山酒店 中央店 魚津市釈迦堂1丁目801

70 棚橋商店 魚津市中央通り２丁目１－１５　　

71 TSUTAYA 明文堂魚津店 魚津市吉島226番地1号

72 富山第一ドライ　魚津工場店 魚津市三ヶ７３９番地の１　　

73 富山労災病院店 魚津市六郎丸９９２

74 中川時計店サンプラザ店 魚津市駅前新町５－３０　サンプラザ１Ｆ　　

75 ８番らーめん　魚津店 魚津市上村木２丁目３－３３　　

76 ハリカ魚津店 魚津市上村木１‐１‐５　　

77 美容プラージュ　魚津アップル 魚津市上村木４１３アップルヒル内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

78 ファミリーマート魚津江口 魚津市江口１０９５番地３　　

79 ファミリーマート魚津北鬼江西 魚津市北中４２４番地４　　

80 ファミリーマート魚津シーサイド 魚津市港町９番８号　　

81 ファミリーマート魚津住吉 魚津市住吉１６０２番地８　　

82 ファミリーマート魚津吉島 魚津市吉島41番地1　

83 ファミリーマート魚津新角川 魚津市新角川二丁目5番3号　　

84 ファミリーマート魚津東町 魚津市東町21番30号

85 ファミリーマート魚津北鬼江西 魚津市北鬼江二丁目15番24号　

86 V・ドラッグ 魚津店 魚津市上村木413‐1

87 V・ドラッグ 魚津南店 魚津市大光寺380

88 ブティック詩衣奈 魚津市駅前新町５－３０　サンプラザ　　

89 FLAGSHIP 魚津市江口６１７　　

90 文苑堂書店　魚津店 魚津市駅前新町５－３０　魚津サンプラザ３Ｆ　　

91 hair make Full 魚津市本江３４０８－１５　　

92 ベーカーシェフ　魚津 魚津市駅前新町５－３０　魚津サンプラザ　　

93 北陸道 有磯海SA下り 魚津市湯上848

94 ほっかほっか亭魚津駅前店 魚津市釈迦堂1‐1208

95 ホテルグランミラージュ 魚津市吉島１丁目１番２０号　　

96 ホテルルートイン魚津 魚津市上村木2丁目3―39

97 ポプラ 魚津青柳店 魚津市青柳248‐1

98 ホンダカーズ富山中央 魚津住吉店 魚津市住吉1055

99 ホンダカーズ北陸 魚津吉島店 魚津市吉島９８２

100 マクドナルド魚津店 魚津市相木字池田１０１１　　

101 マツモトキヨシ魚津店 魚津市北鬼江１－５－１０

102 みやこ 魚津市駅前新町５番３０号　サンプラザ　　

103 みやこドライ　サンプラザ店 魚津市駅前新町５－３０　サンプラザ　　

104 MEGAドン・キホーテUNY魚津 魚津市住吉６００番地　　

105 メガネハウス　魚津店 魚津市住吉５４８－１　　

106 山内農場魚津スカイホテル店 魚津市駅前新町３－１　スカイホテル魚津アネックス１階

107 ヤングドライ　魚津中央店舗 魚津市駅前新町４－２　　

108 ヤングドライ　MEGAドンキ魚津店舗 魚津市住吉６００　　

109 有限会社魚津鈑金 魚津市吉島４４２５‐１　　

110 有限会社TAKEFIVE 魚津市新金屋２‐１１‐１　　

111 夢飛行　サンプラザ店 魚津市駅前新町５－３０　サンプラザ１Ｆ　　

112 吉野家魚津 魚津市上村木字前飛地８４８－２　　

113 リユースショップ　パレット 魚津市駅前新町５－３０　サンプラザ　　

114 理容プラージュ　魚津店　　　 魚津市住吉６００－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

115 ローソン 魚津青島 魚津市青島８４０‐１　

116 ローソン 魚津上村木 魚津市上村木１‐７０１　

117 ローソン 魚津大光寺 魚津市大光寺坊丸１３２７‐４　

118 ローソン 魚津本江新町 魚津市本江新町３‐２０　

119 ローソン 富山労災病院前 魚津市吉島１３３７‐１　

120 ローソン 新川文化ホール前 魚津市慶野２４５‐１　


