
魚津市感染症拡大防止対策事業者一覧（敬称略、届出順）

1 R2.9.1 双葉町6番5号 にいかわ信用金庫 理事長 岸和雄

2 R2.9.1 上村木一丁目6番9号 小政寿司 浅井義三

3 R2.9.1 文化町7番24号 居酒屋え~ちゃん 田中智

4 R2.9.2 三田274番地5 ㈱長岡酒店 長岡貴啓

5 R2.9.3 本町二丁目14番28号 ㈱金閣自動車商会 代表取締役 佐々木祐司

6 R2.9.4 港町3番1号 ㈱ハマオカ海の幸 代表取締役社長 濱岡優子

7 R2.9.4 漁港定坊割 魚津漁業協同組合 代表理事組合長 油本憲太郎

8 R2.9.7 吉島一丁目23番5号 アシステム税理士法人 本田百合子

9 R2.9.7 釈迦堂一丁目16番22号　司ビル1Ｆ すなっく四季 髙橋美奈子

10 R2.9.7 上村木二丁目15番16号 ㈱北國銀行魚津支店 支店長 小石昌弘

11 R2.9.8 駅前新町10番8号　109ビル3Ｆ ＥＮＶＹ 南優生

12 R2.9.8 東尾崎5445番地 ㈱ペット・コンサージュ 代表取締役 大森輝子

13 R2.9.8 東尾崎5445番地 うちの子動物病院 院長 川畑嘉之

14 R2.9.8 住吉548番地1 メガネハウス魚津店 店長 山本邦彦

15 R2.9.8 寿町4番5号 大﨑クリニック 大﨑緑男

16 R2.9.8 島尻195番地1 松風庵 松嶋松雄

17 R2.9.8 釈迦堂一丁目1番5号 焼肉処　十々亭 代表取締役 星山慎一

18 R2.9.9 中央通り二丁目9番16号 大黒屋寿司店 五十井和久

19 R2.9.9 駅前新町4番2号 スカイホテル魚津 取締役社長 木下泰治

20 R2.9.9 駅前新町4番2号 かづみ野 取締役社長 木下泰治

21 R2.9.10 釈迦堂一丁目7番13号 ココマカロン 大島恵

22 R2.9.10 本新町23番12号 ヴォーグ美容室 対馬文雄

23 R2.9.10 上村木二丁目16番24号 開進堂楽器　ＭＰＣ新川 山崎隆志

24 R2.9.10 東町9番44号 多門 清水百合子

25 R2.9.10 中央通り一丁目7番1号 石坂とんかつ店 石坂一与子

26 R2.9.11 駅前新町10番8号 スナックじゃじゃ馬 宮田冨貴子

27 R2.9.11 高畠1667番地4 クレープ馬あ馬 宮田冨貴子

28 R2.9.11 本江981番地1 スタジオbe　魚津インター店 代表取締役 宮﨑一郎

29 R2.9.11 駅前新町10番7号　ウオヅトークビル4Ｆ glitter 大畑千美

30 R2.9.11 釈迦堂一丁目13番20号 Ranpo 綿屋和美

31 R2.9.14 住吉1055番地 HondaCars富山中央　魚津住吉店 店長 伊勢毅夫

32 R2.9.14 駅前新町9番21号 スナックKASIN 上野山真由美

33 R2.9.14 駅前新町9番21号 華HANA 山田里美

34 R2.9.14 駅前新町10番13号　ニュープラザビル5F ロード　道 有澤由紀

35 R2.9.14 吉島829番地 ㈱シキノハイテック 代表取締役社長 浜田満広

36 R2.9.15 新金屋一丁目12番38号

　インテリジェントセンタービル5階

インテリジェントセンタービル 三由尚人

三由博美

37 R2.9.15 中央通り二丁目7番6号 ㈱富山銀行魚津支店 支店長 堀一夫

38 R2.9.15 駅前新町10番15 和の膳うらら 石川博茂

39 R2.9.15 駅前新町9番18号　コスモビル3F ラ・ノーチェ 木下フロリダ

40 R2.9.15 金浦町4番10号 ㈱工房ヤマセン　辻仏壇 代表取締役 辻悟

41 R2.9.16 六郎丸1441番地 伊東康彦りんご園 伊東康彦

42 R2.9.16 友道2077番地 介護タクシーえんらく 川原田巧

43 R2.9.16 釈迦堂一丁目15番6号 (有)荒田商会　プチトマト 荒田順一郎

44 R2.9.16 新金屋二丁目2番10号 (有)小坂　やきとりの名門秋吉小さか店 小坂一豊

45 R2.9.16 駅前新町5番30号　サンプラザ１F (有)小坂　やきとりの名門秋吉サンプラザ店 小坂一豊

46 R2.9.17 新宿4番15号 とんかつや 土居保

47 R2.9.17 本江1277番地8 花処蔵 島﨑洋一

48 R2.9.17 宮津238番地1 日本海電業㈱ 代表取締役 若林健嗣

49 R2.9.17 駅前新町10番5号　Tスクエアビル1F 酒肴菜しげ 中島成幸

50 R2.9.17 本江1063番地 富山トヨタ自動車㈱魚津店 店長 山本信也

№ 受付日 所在地（魚津市） 事業所名 代表者名



魚津市感染症拡大防止対策事業者一覧（敬称略、届出順）

№ 受付日 所在地（魚津市） 事業所名 代表者名

51 R2.9.18 駅前新町9番20号　牧野ビル１F スナックDREAM夢 古田ひとみ

52 R2.9.18 釈迦堂一丁目7番13号番18号 甘党の店　竹酔堂 杉森雅一

53 R2.9.18 駅前新町9番2号　魚津メガハウスビル４F愛光 沢田貴代美

54 R2.9.23 駅前新町10番5号　Tスクエアビル1F スナック　のえる 椎名牧子

55 R2.9.23 駅前新町5番30号　サンプラザ別館３F Aroma&Yoga le bouton 新井かおり

56 R2.9.23 江口236番地 ケーズデンキ魚津店 村山豊

57 R2.9.23 釈迦堂一丁目15番5号 スナック　OWL 亀田美穂子

58 R2.9.23 鴨川町2番1号 はまや食堂 浜田晃浩

59 R2.9.24 釈迦堂一丁目15番5号 ナイトロビー七歩 長谷和子

60 R2.9.24 経田西町10番37号 カラオケ喫茶オラトコ 川端かず美

61 R2.9.24 本江1330番地1 (有)ワイオーシー　セントベリーコーヒー 富川義之

62 R2.9.28 新金屋二丁目10番13号 わび助 仲俣英子

63 R2.9.28 本江2860番地2 魚津交通㈱ 代表取締役社長 谷川悠

64 R2.9.28 駅前新町9番18号　コスモビル3F すなっく葵 長谷川悦子

65 R2.9.28 上村木一丁目8番22号　アートビル2F アール 木村晃子

66 R2.9.30 駅前新町9番20号　牧野ビル 酒処きんぎょ 水野京子

67 R2.9.30 経田中町1番30号 三華久 浜田和男

68 R2.9.30 吉島2108番地2 (有)石﨑家具店 代表取締役 石﨑一成

69 R2.9.30 中央通り一丁目6番4号 Snip Snip 山瀬久美

70 R2.9.30 駅前新町2番15号 日本料理　三玄 大窪政夫

71 R2.10.1 釈迦堂一丁目15番15号 (有)ぜんろく 代表取締役 早川隆幸

72 R2.10.1 港町4番5号　新川ビル１F 梅乃家 梅澤昌宏

73 R2.10.2 駅前新町9番4号 居酒屋語り 中村美智子

74 R2.10.5 駅前新町4番2号 まねきねこ魚津店 エリアマネージャー 山本将玄

75 R2.10.6 大光寺61番地1 ㈱魚津清掃公社 代表取締役 廣瀬和夫

76 R2.10.7 双葉町4番7号 居酒屋　エミ 大森美恵子

77 R2.10.7 駅前新町10番5号　Tスクエアビル2F (有)サンク 井田いずみ

78 R2.10.9 上村木413番地 ㈱ファイブスター　ココス魚津アップルヒル店 店長 川原大之

79 R2.10.9 釈迦堂一丁目15番20号 四季料理　悠 海野文章

80 R2.10.9 釈迦堂一丁目14番17号 魚津ダイニング　三三五五 三井田一博

81 R2.10.12 上村木一丁目8番1号　森内ビル2Ｆ スナック夢一輪 伊藤眞知子

82 R2.10.12 並木町5番6号 麺はうす　三華 三浦輝行

83 R2.10.19 友道1153番地1 (有)尾崎商会 代表取締役 尾崎誠

84 R2.10.20 本江1309番地14 医療法人社団TDO　ほんごう歯科診療室 髙島浩二

85 R2.10.20 本江850番地 オーアイ工業㈱ 代表取締役 大愛高義

86 R2.10.20 釈迦堂一丁目12番18号 ㈱新川インフォメーションセンター 代表取締役 西村敏信

87 R2.10.20 中央通り二丁目2番22号 ㈱いでや 代表取締役 出谷信宏

88 R2.10.20 中央通り一丁目4番2号 みんなのはろうぃん 中田直美

89 R2.10.20 中央通り二丁目2番25号 𠮷田屋靴鞄店 𠮷田裕子

90 R2.10.20 中央通り一丁目6番1号 DIVAクボタドレスユニフォーム 森田廣子

91 R2.10.20 中央通り一丁目5番22号 鮮魚の山﨑 山﨑定

92 R2.10.20 中央通り一丁目5番20号 （有）木下酒店 取締役 木下清司

93 R2.10.20 中央通り二丁目1番18号 （有）沢井生花店 代表取締役 澤井正之

94 R2.10.20 中央通り一丁目7番10号 （有）林カメラ 取締役 林智恵子

95 R2.10.20 中央通り一丁目4番5号 洋装の店大阪屋 萩原孝子

96 R2.10.20 中央通り一丁目7番12号 鷹休漆器店 鷹休雅人

97 R2.10.20 中央通り一丁目4番5号 （有）じんぼ 神保昌子

98 R2.10.21 吉島一丁目1番20号 日本海シーライン開発㈱ 代表取締役会長 石﨑由則

99 R2.10.21 三ケ1309番地7 ふれあい牧場フロンティア 中村徹

100 R2.10.21 上村木二丁目2番12号 （有）建築科学研究所 原英高
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101 R2.10.21 中央通り二丁目7番8号 銀座屋 沢村悧躬子

102 R2.10.21 釈迦堂一丁目15番15号 台湾美食 宗学武

103 R2.10.22 六郎丸992番地 ㈱オアシスMSC　富山労災病院 代表取締役社長 山田亮

104 R2.10.22 中央通り二丁目7番9号 （有）タカギシ 高岸修

105 R2.10.22 中央通り二丁目8番9号 喫茶フジ 前田喜子

106 R2.10.22 中央通り二丁目1番15号 ㈱棚橋商店 代表取締役 棚橋直幸

107 R2.10.22 中央通り二丁目8番5号 ㈱きくら美粧室魚津店 舟見朋子

108 R2.10.22 中央通り二丁目2番27号 MY CLOSET 馬場三紀

109 R2.10.22 中央通り一丁目8番8号 ㈱竹田電器商会 代表取締役 竹田隆信

110 R2.10.23 北鬼江2604番地1 （有）ディー．エス．フォート　魚津北店 代表取締役 沢村義憲

111 R2.10.23 上村木一丁目11番6号 Rigoletto 住吉和太郎

112 R2.10.23 港町7番8号 ㈱関口組 代表取締役 関口雄介

113 R2.10.26 上村木438番地 山田自動車整備工場 山田貴司

114 R2.10.26 上村木一丁目8番5号 ナイトインパブ　キャッツアイ 水田正志

115 R2.10.26 上村木一丁目606番1号 まめな家 佐々木学

116 R2.10.26 中央通り二丁目8番1号 COMRADE DESIGN 奥田竜一

117 R2.10.26 中央通り二丁目8番5号 平沢呉服店

118 R2.10.26 本江新町5番7号 レストランヒロタ 廣田志郎

119 R2.10.27 釈迦堂一丁目13番3号 和食処　えん 福島忠利

120 R2.10.27 道坂103番地4 ㈱アンテロープ 代表取締役 谷口貞夫

121 R2.10.27 文化町8番2号 北の庄 倉元務

122 R2.10.28 住吉126番地4 美容室　エスポワール 政二稔枝

123 R2.10.28 本新町30番17号 春涛書院 江幡忠子

124 R2.10.28 吉島3097番地3 中国整体　南楽院 横田悟

125 R2.10.29 中央通り一丁目7番3号 スナック　よこ笛 山口睦子

126 R2.10.29 上村木一丁目2番10号奥村ビル1F 合同会社ガイアジャパン　おたから黄金堂　魚津本店 桐谷初代

127 R2.11.4 釈迦堂一丁目14番17号 居酒屋越中五色　ふうぶつし 松井勇樹

128 R2.11.6 大字大海寺野村1181番地 株式会社アイザック 代表取締役社長 石﨑大善

129 R2.11.10 駅前新町10番8号 すなっく木乃葉 麻生雅美

130 R2.11.11 住吉550番地1 ふれんど歯科クリニック 河内康

131 R2.11.16 本新町29番34号 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ 佐生武志

132 R2.11.17 上村木一丁目8番1号 ステーキマドンナ 小林毅

133 R2.11.17 上村木一丁目1番3号 ㈱エスケー総合保険事務所 代表取締役 熊本新一

134 R2.11.18 緑町3番25号 バンビ美容室 平田洋子

135 R2.11.24 友道789番地 医療法人社団七徳会 理事長 宮本汎

136 R2.11.26 坪野574番地 (有)コンポスト 代表取締役 島澤達也

137 R2.12.2 金浦町5番3号 はまべそば店 濱辺順一

138 R2.12.11 北鬼江一丁目3番31号 酒房ひょっとこ 大崎茂通

139 R2.12.22 新宿4番20号 (有)横谷商店 代表取締役 横谷正晴

140 R3.1.13 北鬼江一丁目5番23号J&Mビル2階 香のん 五十嵐真弓

141 R3.1.27 駅前新町9番19号 Garden 山田妥子

142 R3.1.29 上村木一丁目1番10号 新富観光サービス㈱魚津店 久野木和美

143 R3.2.1 駅前新町9番19号J&M駅前新町ビル Daddy's Bar 盛本浩幸

144 R3.2.4 釈迦堂一丁目15番15号 LEO（レオ） 紙谷隆一

145 R3.2.4 上村木一丁目12番19号 ほぐし屋さん 小林朝美
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148

149

150


