
魚津市感染症対策宣言事業者一覧（敬称略）

15 R2.9.8 寿町4番5号 大﨑クリニック 大﨑緑男 医療・歯科・薬局

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 医療・歯科・薬局

130 R2.11.11 住吉550番地1 ふれんど歯科クリニック 河内康 医療・歯科・薬局

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

176 R3.8.23 本江897番地1 やまざき歯科クリニック 山崎聖也 医療・歯科・薬局

199 R3.8.25 本江一丁目20番地1 株式会社本江うぇるね薬局 代表取締役 清河高之 医療・歯科・薬局

256 R3.8.27 経田中町1番43号 南塚接骨院 南塚文人 医療・歯科・薬局

290 R3.8.30 新宿2番15号 米山歯科クリニック 院長 米山俊夫 医療・歯科・薬局

377 R3.9.1 吉島1840番地2 いとう接骨院 伊東達也 医療・歯科・薬局

395 R3.9.1 新角川二丁目４番8号 山本接骨院 山本正勝 医療・歯科・薬局

434 R3.9.2 上村木一丁目7番12号 リプラスデンタルクリニック 米山耕司 医療・歯科・薬局

437 R3.9.2 石垣389番地 医療法人社団ホスピィー 理事長 浦田哲郎 医療・歯科・薬局

454 R3.9.2 新金屋一丁目10番8号 羽田内科医院 羽田陸朗 医療・歯科・薬局

479 R3.9.2 本江1463番地10 薬の五十嵐 五十嵐嘉一 医療・歯科・薬局

502 R3.9.3 友道789番地 魚津病院介護医療院 宮本汎 医療・歯科・薬局

504 R3.9.3 友道789番地 魚津病院24時間訪問介護看護ステーション 宮本汎 医療・歯科・薬局

543 R3.9.3 上村木1-8-3 うおや治療院 魚谷健三 医療・歯科・薬局

579 R3.9.6 北鬼江2780-10 みのう医科歯科クリニック 美濃一博 医療・歯科・薬局

601 R3.9.6 経田西町10-8 つぼ療院おかだ 岡田洋 医療・歯科・薬局

629 R3.9.7 上村木1-17-3 ひろさわ魚津駅前接骨院 廣澤誠 医療・歯科・薬局

632 R3.9.7 住吉字西川原3648 寺田接骨院 寺田健一 医療・歯科・薬局

633 R3.9.7 末広町4-13 広沢接骨院 広沢寛 医療・歯科・薬局

638 R3.9.7 双葉町2-13 鈴木産婦人科医院 鈴木潮 医療・歯科・薬局

659 R3.9.8 下村木町3530 河内歯科医院 河内昭人 医療・歯科・薬局

661 R3.9.8 上村木2-7-18 羽田歯科医院 羽田宜弘 医療・歯科・薬局

664 R3.9.8 経田西町7-2 経田接骨院 経沢治勝 医療・歯科・薬局

699 R3.9.9 新角川1-7-22 医療法人社団　宮本内科小児科医院 理事長 宮本汎 医療・歯科・薬局

704 R3.9.9 六郎丸1235-2 やまこし接骨院 山越雄二 医療・歯科・薬局

736 R3.9.10 新角川2-1-27 魚津稲垣接骨院 稲垣強志
医療・歯科・薬局

740 R3.9.10 友道929-1 清水接骨院 清水博之 医療・歯科・薬局

744 R3.9.10 文化町9-3 原接骨院 原誠 医療・歯科・薬局

781 R3.9.13 木下新73-3 川の瀬接骨院 浜岡保之 医療・歯科・薬局

796 R3.9.14 村木町10-8 小熊歯科医院 小熊敦史 医療・歯科・薬局

808 R3.9.14 緑町6-3 稲場接骨院 稲場司
医療・歯科・薬局

841 R3.9.16 江口430 江口おくがわ歯科医院 奥川博司 医療・歯科・薬局

849 R3.9.16 吉島1-3-11 奥村歯科医院 坪井孝博
医療・歯科・薬局

857 R3.9.16 浜経田3224-1 つねざわ接骨院 経澤幸七 医療・歯科・薬局

867 R3.9.17 金浦町4-16 奥川歯科医院 奥川裕司 医療・歯科・薬局

1084 R3.9.28 本新町21-2 いなば小児科医院 石原俊二 医療・歯科・薬局

1085 R3.9.28 本江1399 平野クリニック 平野八州男 医療・歯科・薬局

1099 R3.9.29 東尾崎3484-1 医療法人　深川病院 理事長 深川差雅香 医療・歯科・薬局

1110 R3.9.29 吉島1-4-23 加納耳鼻咽喉科医院 加納美樹子 医療・歯科・薬局

1113 R3.9.29 本町1-3-18 医療法人社団船崎内科小児科医院 船﨑勉 医療・歯科・薬局

1130 R3.9.30 北鬼江2-20-26 桝崎クリニック 桝崎繁喜 医療・歯科・薬局

1150 R3.9.30 北鬼江1-5-25 ありそクリニック 理事長 明茂治
医療・歯科・薬局

2 R2.9.1 上村木一丁目6番9号 小政寿司 浅井義三 飲食

3 R2.9.1 文化町7番24号 居酒屋え~ちゃん 田中智 飲食

16 R2.9.8 島尻195番地1 松風庵 松嶋松雄 飲食

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 飲食

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 飲食

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 飲食

24 R2.9.10 東町9番44号 多門 清水百合子
飲食

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 飲食

27 R2.9.11 高畠1667番地4 クレープ馬あ馬 宮田冨貴子 飲食

38 R2.9.15 駅前新町10番15 和の膳うらら 石川博茂 飲食

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 飲食

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 飲食

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 飲食

46 R2.9.17 新宿4番15号 とんかつや 土居保 飲食

№ 受付日 所在地（魚津市） 事業所名 代表者名 業種
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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 飲食

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 飲食

58 R2.9.23 鴨川町2番1号 はまや食堂 浜田晃浩 飲食

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 飲食

62 R2.9.28 新金屋二丁目10番13号 わび助 仲俣英子 飲食

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 飲食

67 R2.9.30 経田中町1番30号 三華久 浜田和男 飲食

70 R2.9.30 駅前新町2番15号 日本料理　三玄 大窪政夫 飲食

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 飲食

72 R2.10.1 港町4番5号　新川ビル１F 梅乃家 梅澤昌宏 飲食

73 R2.10.2 駅前新町9番4号 居酒屋語り 中村美智子 飲食

76 R2.10.7 双葉町4番7号 居酒屋　エミ 大森美恵子 飲食

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
飲食

79 R2.10.9 釈迦堂一丁目15番20号 四季料理　悠 海野文章 飲食

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 飲食

102 R2.10.21 釈迦堂一丁目15番15号 台湾美食 宗学武 飲食

105 R2.10.22 中央通り二丁目8番9号 喫茶フジ 前田喜子
飲食

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

115 R2.10.26 上村木一丁目606番1号 まめな家 佐々木学 飲食

118 R2.10.26 本江新町5番7号 レストランヒロタ 廣田志郎 飲食

119 R2.10.27 釈迦堂一丁目13番3号 和食処　えん 福島忠利 飲食

121 R2.10.27 文化町8番2号 北の庄 倉元務 飲食

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 飲食

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 飲食

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

137 R2.12.2 金浦町5番3号 はまべそば店 濱辺順一 飲食

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 飲食

147 R3.6.11 上村木一丁目2番11号 まちかどイタリアンfrontale 油本真志 飲食

151 R3.7.12 釈迦堂一丁目16番14号 (有)バナナプロジェクト 河内康則 飲食

152 R3.8.17 釈迦堂一丁目13番2号 堀内食堂 堀内貴洋 飲食

153 R3.8.19 駅前新町10番5号T-スクエアビル2F LAUT 青木健 飲食

156 R3.8.20 駅前新町9番3号 RUFFY　TAFFY 美浪雄一 飲食

157 R3.8.23 双葉町1番22号 お食事処　柏 棚橋清 飲食

158 R3.8.23 駅前新町11番20号 ＢＡＲ　Power　GRAN 佐々木麗 飲食

161 R3.8.23 釈迦堂一丁目15番15号 和創作　五十嵐 五十嵐俊満 飲食

163 R3.8.23 釈迦堂一丁目15番15号M-2000ビル 八っ寸亭 水野雅生 飲食

168 R3.8.23 釈迦堂一丁目2番25号　J&Mビル1F 魚津町ロケット 鳥切順一 飲食

170 R3.8.23 駅前新町8番9号 食　たむら 田村千代志 飲食

171 R3.8.23 釈迦堂一丁目2番25号　2F HANABI 谷口幸浩 飲食

172 R3.8.23 釈迦堂一丁目13番15号 のらくろ 谷口幸浩 飲食

173 R3.8.23 新宿6番13号 中国菜家　天華 岸本勇治 飲食

174 R3.8.23 駅前新町10番1号 ㈱源助 高林敏 飲食

175 R3.8.23 吉島67番地1 (有)はじめ家 小沢肇 飲食

182 R3.8.24 釈迦堂一丁目11番25号森内ビル1F 越中上原屋 上原昇 飲食

186 R3.8.24 文化町7番28号 寿し次郎長 濵岡重人 飲食

190 R3.8.24 末広町9番7号 浜多屋本店 濱多等 飲食

191 R3.8.24 釈迦堂一丁目15番8号 浜多屋魚津駅前店 濱多雄太 飲食

192 R3.8.24 北鬼江二丁目16番6号 有限会社さんせん　米沢亭魚津店 代表取締役社長 高森一政 飲食

193 R3.8.24 上村木一丁目10番7号 居酒屋ひょうたん 眞田由美子 飲食

194 R3.8.24 上村木一丁目8番1号森内ビル2F 志庵 西山太一 飲食

195 R3.8.24 新宿6番13号 コーヒーショップ　サン 細田志津雄 飲食

197 R3.8.24 大海寺野村6016番地3 5103（ことさん） 仙名琴恵 飲食

205 R3.8.25 三ケ424番地 Trattoria La Luce 野末章文 飲食

219 R3.8.26 新角川二丁目4番29号 キッチン富士 浦山國雄 飲食

225 R3.8.26 駅前新町9番1号 居酒屋いっぺい 米田一寿 飲食

232 R3.8.26 上村木一丁目8番22号　アートビルB1 銀河食堂　掛 丸本郁 飲食

234 R3.8.26 駅前新町6番9号 麺道いとう 伊藤俊市 飲食

237 R3.8.26 釈迦堂一丁目15番15号M2000ビル1F 桃園 澤田親緩 飲食

238 R3.8.26 上村木一丁目605番地1 居酒屋秀 生駒善明 飲食

242 R3.8.26 駅前新町9番2号メガビル1F 柴寿し 柴山勝彦 飲食

249 R3.8.27 釈迦堂一丁目1203番 彩火くらした 畔田凌圭 飲食

264 R3.8.27 吉島一丁目4番27号 株式会社TRS 代表取締役 長谷川哲也 飲食
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267 R3.8.27 上村木一丁目7番23号 徳利 浦島恵利子
飲食

269 R3.8.27 経田西町2番41号 居酒屋なじみ 浜田満昭 飲食

270 R3.8.27 釈迦堂一丁目2番3号 鮨　大門 大門太郎 飲食

274 R3.8.27 駅前新町9番25号 (有)増重 島正美 飲食

277 R3.8.27 上村木一丁目8番1号 満更 前田としゑ 飲食

280 R3.8.27 住吉3129番地6 きつねの散歩道 北山順子 飲食

281 R3.8.27 駅前新町10番13号ニュープラザビル1F 居酒屋どんべぇ 田中秀幸 飲食

287 R3.8.30 新金屋一丁目12番38号 CAFFE LUNCH BOX 大野正晴 飲食

291 R3.8.30 村木定坊割2500番地2海の駅蜃気楼内 めん処　はまちょう 谷﨑麻美 飲食

296 R3.8.30 双葉町3番5号 焼とり　純ちゃん 石垣純二 飲食

299 R3.8.30 中央通り二丁目2番6号 小桜 室山鉄雄 飲食

302 R3.8.30 釈迦堂一丁目13番5号 ありす 横田秀夫 飲食

307 R3.8.30 駅前新町8番17号 のれん・のれん 岩外秀輝 飲食

328 R3.8.30 三ケ2075番地1 カナディアンコーヒーハウス 綿屋保久 飲食

332 R3.8.30 釈迦堂一丁目7番14号 フランコベルゴ 泉原雅治 飲食

333 R3.8.30 本江3126番地3 有限会社国光 代表取締役 森国光 飲食

348 R3.8.31 駅前新町10番3号 食道楽まんてん 吉村大介 飲食

357 R3.8.31 真成寺2番17号 やまや食堂 辻輝男 飲食

381 R3.9.1 釈迦堂一丁目16番1号 魚津群ねんじり亭 三浦幸雄 飲食

392 R3.9.1 北鬼江二丁目17番10号 アンティーク・コーヒー六蔵 片山伸二 飲食

398 R3.9.1 上村木一丁目8番22号　アートビル2Ｆ ＷｉＬＳＯＮ 谷口幸浩 飲食

403 R3.9.1 釈迦堂一丁目16番22号　司ビル2F スナック蘭 国村綾香 飲食

410 R3.9.1 上村木一丁目18番7号 株式会社ｍｉｔｒａ 三嶋千亜紀 飲食

418 R3.9.1 釈迦堂一丁目13番8号 ＢＡＯＢＡＢ　ｃａｆｅ 三田克也 飲食

425 R3.9.2 文化町9番4号 太鼓判 野田純夫 飲食

427 R3.9.2 中央通り二丁目8番14号 スナックウインク 田中佐登美 飲食

442 R3.9.2 釈迦堂一丁目15番15号 リバティ 沢田稔浩 飲食

445 R3.9.2 石垣366番地 式斎館みずほ魚津内会食部 佐々木学 飲食

448 R3.9.2 本新町26番21号 万直し 中村明美 飲食

450 R3.9.2 釈迦堂一丁目15番2号 寿し割烹　万両 岩井菊枝 飲食

459 R3.9.2 新宿4番18号 そば処　かすま 冨居　繁男 飲食

470 R3.9.2 釈迦堂一丁目13番9号 酒場みやっち食堂 宮川芳明 飲食

473 R3.9.2 吉島510番地 インディアンレストラン　インディラ ＳＨＡＩＫＨ　 飲食

474 R3.9.2 釈迦堂一丁目2番25号 本格炭火やきとり笑月 廣瀬拓郎 飲食

475 R3.9.2 上村木一丁目8番5号ジョイフルビル１Ｆ 和牛肴ヒラサワ 平澤忍 飲食

480 R3.9.2 駅前新町　　　109ビル５F スナックＣｈｅｒｒｙ 柏木マリチェ 飲食

481 R3.9.2 仏田3158 ランブレッタカフェ 長澤晋弥 飲食

482 R3.9.2 釈迦堂一丁目１番３号 喫茶スナックモルト 渡部政弘 飲食

484 R3.9.2 新金屋二丁目８番１号 ｃａｆｅ＆ａｎｉｍｏ 石田千也 飲食

522 R3.9.3 三ケ13907番地無料休憩所みんなのみな ｃａｆｅ　ＰＵＭＰ 若林良介 飲食

531 R3.9.3 駅前新町5-30魚津サンプラザ 銀河食堂掛魚津サンプラザ店 丸本郁 飲食

536 R3.9.3 上村木1-12-5 中国料理ふうてん 立野宏 飲食

537 R3.9.3 駅前新町10-3 魚清 清水純一 飲食

554 R3.9.3 上村木413番地アップルヒル内 麺飯店天地人 共田光宏 飲食

567 R3.9.6 吉島260-1 株式会社日本海サービス（大戸屋ごはん処 代表取締役 佐伯知徳 飲食

571 R3.9.6 駅前新町5-30サンプラザ内2F レスト喫茶ラスワード 千代真智子 飲食

589 R3.9.6 新金屋1-12-26 米蛇食堂 米蛇扶美子 飲食

590 R3.9.6 北鬼江2891-2 東京苑 小坂政敬 飲食

599 R3.9.6 釈迦堂1-16-4 旬菜円陣 黒﨑益広 飲食

600 R3.9.6 釈迦堂1-15-1 八坪食堂 黒﨑留美子 飲食

602 R3.9.6 上村木1-1-10 ｐａｒｔｙｒｏｏｍ（パーティルーム） 清水純一 飲食

603 R3.9.6 天神野新6000 株式会社髙輝（味処四季亭） 髙塚勢津子 飲食

607 R3.9.6 釈迦堂1-1208 有限会社大政寿司（ほっかほっか亭魚津駅 浅井宣弘 飲食

619 R3.9.7 釈迦堂1-13-21 びっぐふぁーむ 廣瀬澄美江 飲食

673 R3.9.8 新金屋1-7-16 三蔵屋 加藤政男 飲食

707 R3.9.9 釈迦堂1-13-5 ＫＵＴＩＦＵＫＵＧＲＯＵＰ株式会社海風 美浪呂哉 飲食

712 R3.9.9 釈迦堂1-13-21　オーレックスビル２F ＪＩＲＯＫＩＣＨＩ 成瀬二郎
飲食

718 R3.9.9 東尾崎1449 串焼あっちゃん（仮） 國木敦志 飲食

743 R3.9.10 駅前新町5-30　ショッピングスクエアサ 京風うどん亭 山下剛 飲食

753 R3.9.10 駅前新町5-30 五半屋 鷹取政則 飲食

759 R3.9.10 港町5-1 魚津丸食堂 代表理事組合長　 油本憲太郎 飲食

760 R3.9.10 三ケ1390 魚津丸キッチン 代表理事組合長　 油本憲太郎 飲食
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765 R3.9.10 三ケ1390ミラージュランド内 サンタモニカ 浜田宏 飲食

767 R3.9.13 川縁790 株式会社C4 萩中和久 飲食

791 R3.9.13 釈迦堂1-13-1 どんぴしゃ 吉本菜々 飲食

792 R3.9.13 上村木1-11-6 晩酌屋こころ 松井めぐみ 飲食

805 R3.9.14 吉島2-11-1 インディアンカレー 島崎功太郎 飲食

817 R3.9.15 駅前新町1101-8　KMビル２Ｆ ＢＯＱＵＥＲＩＡ 松本光慈 飲食

824 R3.9.15 緑町3-8 らーめん居酒屋北海 高森之彦 飲食

826 R3.9.15 上村木1-23-7 鶏よし　魚津店 三賀大輝 飲食

838 R3.9.15 吉島4330 ヌードルハーツ 有沢謙一 飲食

845 R3.9.16 火の宮町15-2 有限会社喜楽 後藤力三 飲食

854 R3.9.16 湯上字三ツ穴割848 有磯海サービスエリア下り線 佐野康行 飲食

874 R3.9.17 本江2646-1 有限会社アベニュー 代表取締役 浦野孝一 飲食

883 R3.9.17 本江2558 台湾料理海香村 付躍新 飲食

895 R3.9.21 上村木2-16-30 ラーメンの店 島田宗長 飲食

899 R3.9.21 文化町8-3 寿司佐武 野村三郎 飲食

909 R3.9.21 駅前新町5-30 もつ鍋・焼肉　円笑 鬼原潤 飲食

910 R3.9.21 住吉600 二星製麺所ＭＥＧＡドン・キホーテ魚津店 鬼原潤 飲食

918 R3.9.21 浜経田3338 富山県立魚津工業高等学校後援会 会長 谷口貞夫 飲食

929 R3.9.21 小川寺6081 のらカフェ 磯崎紳一 飲食

937 R3.9.22 吉野215 そば処くぼ多 窪田勉 飲食

939 R3.9.22 駅前新町10-14 太助鮨 架谷直也 飲食

941 R3.9.22 吉島226-1 株式会社DL　中華料理　御膳香 枉　照輝 飲食

953 R3.9.22 釈迦堂一丁目15-13 食道園 全守炳 飲食

966 R3.9.22 諏訪町13-22 四十万食堂 四十万敬子 飲食

975 R3.9.24 文化町9-18　電鉄魚津駅前ストア13 ターさんタイ料理 インタラウィシット　ワッチャレン飲食

1038 R3.9.27 上村木1-13-12 和泉家 橋本峰子 飲食

1128 R3.9.30 文化町2-20 炉ばた山海 杉田雄介 飲食

1139 R3.9.30 中央通り2-8-8 水だんご専門店　藤吉 大野聡一 飲食

691 R3.9.9 駅前新町6-9 有限会社吉田鮮魚店 吉田靖 卸売

1016 R3.9.27 新宿11-22 中正商店 野澤義晴 卸売

1033 R3.9.27 青島63-1 株式会社サンフーズ魚津営業所 代表取締役 大﨑佐英子 卸売

660 R3.9.8 本町2-4-3 カネジン魚問屋 美谷隆一 卸売

669 R3.9.8 本江2288 有限会社村崎タイヤ商会 取締役 村崎利根雄 卸売

675 R3.9.8 本新488 有限会社ニューチンヤ 寺田勝美 卸売

738 R3.9.10 港町4-1 株式会社カネ市魚問屋 蓙谷力 卸売

756 R3.9.10 北鬼江2830 ケイソン北鬼江店 富山県鮭鱒漁業協同

組合代表理事組合長

中島泰成 卸売

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

209 R3.8.25 三田426番地1 有限会社たかもり商店 代表取締役 高森純一 卸売

243 R3.8.26 江口460番地1 有限会社猟場商店 猟場政範 卸売

336 R3.8.30 新宿2番9号 有限会社富山教育企画 代表取締役 岡本安克 卸売

367 R3.9.1 青島691番地3 業務用青果卸カット野菜　タイヘイ 代表 大平篤夫 卸売

516 R3.9.3 持光寺183番地 ヨ八魚問屋株式会社 代表取締役 朝野輝之 卸売

520 R3.9.3 港町5番18号 株式会社ハリタ冷蔵 代表取締役 鍼田隼平 卸売

628 R3.9.7 住吉529 油本包装 油本茂 卸売

681 R3.9.9 港町4-5 株式会社まるわ水産 代表取締役 長井要憲 卸売

742 R3.9.10 新角川2-1-8 石崎青果店 石崎優子 卸売

880 R3.9.17 火の宮町20-29 ヤマイチ魚問屋 石浦幸次 卸売

1096 R3.9.29 江口10-1 株式会社イセ部品商会 代表取締役 伊勢晃 卸売

1118 R3.9.29 吉島1679-15 ヤマイチ株式会社魚津営業所 竹之内誠 卸売

1131 R3.9.30 友道893 株式会社芦﨑金物 芦﨑康夫 卸売

1132 R3.9.30 大海寺野907-13 山本製作所 川上眞平 卸売

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 カラオケ

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 山本将玄 カラオケ

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 教室

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 教室

123 R2.10.28 本新町30番17号 春濤書院 江幡忠子 教室

314 R3.8.30 上村木二丁目17番21号 ピアノ・リトミック　インベンション　上 宮本則子 教室

315 R3.8.30 木下新8165番地16 ピアノ・リトミック　インベンション　木 宮本則子 教室

330 R3.8.30 仏田3686番地8 株式会社NSPいづみミュージックスクール 代表取締役 太田泉 教室

335 R3.8.30 双葉町4番1号 学び舎プラット中央校 塾長 岡本純一 教室

337 R3.8.30 金山谷2892番地17 ヨーガ教室NIKO 天野和美 教室

375 R3.9.1 新角川一丁目10番11号 瀬戸珠算教室 瀬戸高則 教室

387 R3.9.1 本江900番地6　2階 公文式魚津インター通り教室 尾崎真希 教室

388 R3.9.1 北鬼江二丁目16番６号　米沢亭2階 公文式魚津みちした教室 尾崎真希 教室
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488 R3.9.3 本江1462-21 ドレミそろばん教室 長谷川妙子 教室

538 R3.9.3 上村木1-11-11 ㈱富山育英センター魚津本部校 大法祐輔 教室

708 R3.9.9 村木町9-10 美術教室パレットハウス 菅野純子 教室

898 R3.9.21 新宿11-4 中田塾 中田宏 教室

913 R3.9.21 真成寺町4-6 ラニフラホア 谷川久仁子 教室

1039 R3.9.27 本江1942-7 ＹＯＧＡ　ＳＶＡＳＴＨＡ 五十嵐健 教室

1112 R3.9.29 東尾崎5497-77 ピアノの会ソネット 小林清美 教室

1 R2.9.1 双葉町6番5号 にいかわ信用金庫 本店 理事長 岸和雄 金融

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 金融

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 本田尚孝 金融

754 R3.9.10 北鬼江1-3-25 富山県信用組合魚津支店 支店長 三浦行雄 金融

853 R3.9.16 中央通り1-1-20 株式会社北陸銀行魚津支店 支店長 飛要 金融

872 R3.9.17 釈迦堂1-1110 株式会社北陸銀行魚津駅前支店 支店長 助川保和 金融

48 R2.9.17 宮津238番地1 日本海電業㈱ 代表取締役 若林健嗣 建築・建設

112 R2.10.23 港町7番8号 ㈱関口組 代表取締役 関口雄介 建築・建設

150 R3.6.28 観音堂1648番地1 富山達観建設株式会社 代表取締役 広瀬達哉 建築・建設

164 R3.8.23 吉野684番地2 冨士運送有限会社 代表取締役 武隈清和 建築・建設

165 R3.8.23 川縁1289番地37 有限会社澤田土石運輸 代表取締役 澤田サツコ 建築・建設

198 R3.8.25 吉島505番地3 株式会社第一興産 代表取締役 田畑勝 建築・建設

206 R3.8.25 慶野870番地13 株式会社ケイ・ワークス 代表取締役 木下健児 建築・建設

207 R3.8.25 川縁146番地1 株式会社マック興業 代表取締役 木下健児 建築・建設

229 R3.8.26 横枕675番地3 小林工業 代表 小林康平 建築・建設

253 R3.8.27 大光寺93番地 酒井住宅株式会社 代表取締役 酒井清光 建築・建設

257 R3.8.27 本新町27番5号 朝野工業株式会社 代表取締役社長 朝野智之 建築・建設

273 R3.8.27 本新町5番6号 吉崎電設株式会社 代表取締役 吉崎剛 建築・建設

300 R3.8.30 黒谷364番地 長田建設株式会社 代表取締役 長田圭輔 建築・建設

334 R3.8.30 浜経田313番地1 有限会社茶谷電気 取締役社長 茶谷勝 建築・建設

340 R3.8.31 経田中町5番2号 有限会社本田工務店 代表取締役 本田晶也 建築・建設

361 R3.9.1 六郎丸676番地 イナバ住宅 稲葉稔 建築・建設

362 R3.9.1 吉島二丁目701番2 株式会社大杉建設工業 代表取締役 松平雪子 建築・建設

363 R3.9.1 東尾崎3635番地5 国木建設 國木伸悦 建築・建設

364 R3.9.1 上村木一丁目8番7号 光音舎 大島英則 建築・建設

370 R3.9.1 湯上1088番地2 有限会社マーキー建築設計 代表取締役 谷口清高 建築・建設

371 R3.9.1 吉島1022番地 ㈱池原谷組 代表取締役 池原谷幸志郎 建築・建設

374 R3.9.1 吉島527番地 有限会社新田建商 代表 新田健太郎 建築・建設

382 R3.9.1 道坂3番地 有限会社武田建機 代表取締役 武田秀吉
建築・建設

383 R3.9.1 袋175番地 株式会社ライフシステム 代表取締役 小坂吐夢 建築・建設

400 R3.9.1 江口396番地 有限会社田中建設 代表取締役 田中優 建築・建設

404 R3.9.1 仏田2782番地 有限会社インテリア原 原信幸 建築・建設

407 R3.9.1 石垣1710-2 有限会社稗畠建設 取締役 稗畠由美子 建築・建設

409 R3.9.1 天神野新899番地6 Aｉ建築株式会社 海野孝幸 建築・建設

415 R3.9.1 江口1602番地1 有限会社浜田工務店 代表取締役 浜田博 建築・建設

417 R3.9.1 六郎丸1255番地１ 有限会社サンダ工務店 三田克也 建築・建設

426 R3.9.2 三ケ397番地 松原建築 松原誠 建築・建設

429 R3.9.2 金山谷906番地 輝三 谷口奈美 建築・建設

430 R3.9.2 浜経田445番地１ 株式会社北陸共和 代表取締役 辻倉俊夫 建築・建設

441 R3.9.2 東町4番16号 経田運輸株式会社 朝野恵一 建築・建設

455 R3.9.2 住吉3739 有限会社コマツ工業 小松浩之 建築・建設

460 R3.9.2 大海寺野277番地 有限会社東山開発 代表取締役 武田秀吉 建築・建設

464 R3.9.2 上村木一丁目11番13号 北陸家電センター 長谷田靖紀 建築・建設

468 R3.9.2 北鬼江348番地6 浦辺工務店 浦辺誠一 建築・建設

471 R3.9.2 上村木一丁目14番14号ルネ宮田1階2号 株式会社MT 新濱光晴 建築・建設

477 R3.9.2 上村木439番地１ 小林タイル工業株式会社 代表取締役 小林畏勢子 建築・建設

489 R3.9.3 山女22番地 株式会社ユアネクス 代表取締役 岩崎正人 建築・建設

492 R3.9.3 吉島1127-12 オダニホーム株式会社 代表取締役 尾谷清光 建築・建設

496 R3.9.3 仏田3239-33 有磯建築 有磯明 建築・建設

509 R3.9.3 吉島758番地 有限会社イトー電工舎 代表取締役 伊東信一
建築・建設

515 R3.9.3 仏田3858-15 竹田塗装 竹田歳昭
建築・建設

518 R3.9.3 大海寺新161-2 共栄工業株式会社 代表取締役 荒川哲夫 建築・建設

529 R3.9.3 諏訪町12-18 浜岸建匠 浜岸和広 建築・建設

533 R3.9.3 北中216 Aテック 谷明夫 建築・建設
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534 R3.9.3 大海寺野316-1 園花丸 玉川実 建築・建設

552 R3.9.3 六郎丸2935 環研令和株式会社 代表取締役 稲場智久 建築・建設

553 R3.9.3 本町1-5-33 有限会社ブルーゾーン 代表取締役 下田貴洋 建築・建設

569 R3.9.6 川縁5-7 株式会社広浜 広浜茂喜 建築・建設

570 R3.9.6 川縁5-7 広浜建材株式会社第一工場 広浜茂喜 建築・建設

574 R3.9.6 金山谷823 左近工務店 左近靖徳 建築・建設

580 R3.9.6 北鬼江大沢313-3 魚津地域建築組合 本田晶也 建築・建設

585 R3.9.6 三ケ1169番地2 浜松工務店株式会社 浜松勇一 建築・建設

591 R3.9.6 浜経田3316-1 株式会社ニイカワ広告社 代表取締役 元野雅樹 建築・建設

592 R3.9.6 本江1002 住宅建築コーディネーターグループトラ 野島齋 建築・建設

610 R3.9.7 六郎丸2935 魚津ストックヤード株式会社 代表取締役 吉田讓 建築・建設

611 R3.9.7 六郎丸2935 株式会社東城 代表取締役 吉田信一郎 建築・建設

617 R3.9.7 天神野新552-5 大久保建工 大久保昌彦 建築・建設

622 R3.9.7 北鬼江1030 川岸設備 川岸芳慎 建築・建設

635 R3.9.7 東尾崎3423-2 有限会社谷口ホーム 代表取締役 谷口昌規 建築・建設

637 R3.9.7 大字大光寺町2511 千田建設株式会社 代表取締役 千田智子 建築・建設

642 R3.9.7 宮津435 有限会社石倉工業 石倉弘明 建築・建設

643 R3.9.7 三田693-6 さそう家具店 佐生宏明 建築・建設

653 R3.9.8 三ケ2660 有限会社松本シーリング 代表取締役 松本茂 建築・建設

654 R3.9.8 宮津204-2 有限会社川渕組 代表取締役 川渕勝行 建築・建設

655 R3.9.8 六郎丸186-3 弘新建築 浦辺良昭 建築・建設

657 R3.9.8 天神野新899-15 株式会社ヒロタ建築 廣田聡 建築・建設

667 R3.9.8 西尾崎1530-2 有限会社村崎組 代表取締役 渡辺隆英 建築・建設

671 R3.9.8 東尾崎5018 株式会社花岡組 代表取締役 花岡立夫 建築・建設

678 R3.9.9 上口1-4-32 吉本建機メンテナンス 吉本孝司 建築・建設

679 R3.9.9 稗畠416 株式会社森長組 代表取締役 森和夫 建築・建設

682 R3.9.9 上村木2-3-22 ホクトミ運輸株式会社 代表取締役社長 澤飯公巨 建築・建設

688 R3.9.9 本江新町10-14 タケクマ興業有限会社 代表取締役 武隈通彦 建築・建設

693 R3.9.9 経田西町698-27 有限会社のむら屋 代表取締役 野村輝明 建築・建設

703 R3.9.9 上口2-18-5 一之建装 下村一之 建築・建設

705 R3.9.9 吉島2106 株式会社水環境センター 三浦保
建築・建設

706 R3.9.9 並木町5-1 有限会社秋本工業 秋本政亮 建築・建設

729 R3.9.10 吉島3741-5 髙岸左官工業 髙岸邦和
建築・建設

739 R3.9.10 長引野568 株式会社東匠工舎 大沢重雄 建築・建設

745 R3.9.10 石垣403-3 太田建築 太田幸道
建築・建設

751 R3.9.10 住吉3559-5 株式会社ナチュラル工房 代表取締役 林正輝 建築・建設

752 R3.9.10 印田1749-2 ナチュラルワークス合同会社 代表社員 林正輝 建築・建設

770 R3.9.13 住吉3173-8 ライトシステム 竹内和彦 建築・建設

771 R3.9.13 青島293-6 有限会社新栄組 代表取締役 小山良太 建築・建設

774 R3.9.13 東山750-2 株式会社小林電設 代表取締役 小林源二 建築・建設

779 R3.9.13 吉島524-2 松倉外装 松倉学 建築・建設

784 R3.9.13 横枕892 広瀬建設 広瀬久雄 建築・建設

785 R3.9.13 江口450 増田建築 増田秀明 建築・建設

786 R3.9.13 北鬼江二丁目7-27 ベースハウス（ＢＡＳＥ　ＨＯＵＳＥ） 林正輝 建築・建設

790 R3.9.13 江口504番地魚津電機ビル３階 北陸電力株式会社新川支店 理事新川支店長 荒木志郎 建築・建設

797 R3.9.14 相木617-1 長谷河工務店 長谷河修 建築・建設

798 R3.9.14 大海寺野5008 有限会社辻口工業 代表取締役 辻口安直 建築・建設

803 R3.9.14 石垣新2765-10 有限会社山下建装 代表取締役 山下由己 建築・建設

806 R3.9.14 三ケ1101 石浦建装 石浦隆 建築・建設

811 R3.9.14 東尾崎5124-5 のりりんシステム 関口英範 建築・建設

812 R3.9.14 吉島4327 倉元電機商会株式会社 代表取締役 島野浩司 建築・建設

813 R3.9.14 本江1731 有限会社笠桐建設 笠桐利保 建築・建設

828 R3.9.15 室田149-5 インテリア武 肥塚武志 建築・建設

832 R3.9.15 木下新128-7 西尾建築 西尾守 建築・建設

836 R3.9.15 島尻746-1 三井住設 三井満晴 建築・建設

837 R3.9.15 住吉908 海苔建築 海苔洋二 建築・建設

842 R3.9.16 立石85-5 YKシステム 吉崎堅翔 建築・建設

846 R3.9.16 並木町2-17 ヨコタ美装 横田博和 建築・建設

850 R3.9.16 印田1617 有限会社岩田設備工業 岩田誠 建築・建設

851 R3.9.16 宮津488 魚津電設株式会社 宮本宗𠮷 建築・建設

860 R3.9.16 本江3507-13 まる工務店株式会社 廣瀬将人 建築・建設
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864 R3.9.16 大字石垣村12 有限会社寺崎設備工業 代表取締役 寺崎博之 建築・建設

875 R3.9.17 浅生2177 浅井建築 浅井信介 建築・建設

877 R3.9.17 東町12-20 菊池建築 菊池明宏 建築・建設

879 R3.9.17 緑町2-7 ビフォーアフターみやび 大島雅基 建築・建設

884 R3.9.17 六郎丸893-8 鍋島建装 鍋島純 建築・建設

885 R3.9.17 川縁286 有限会社坪崎瓦店 代表取締役 坪崎芳松 建築・建設

888 R3.9.21 本江1462-15 株式会社東装 三日市文彦 建築・建設

889 R3.9.21 大海寺新2662-27 中村板金 中村成正 建築・建設

890 R3.9.21 仏田3630 上野瓦店 上野高義 建築・建設

901 R3.9.21 大海寺野1392番地2 株式会社恵成社 代表取締役 浜田恵美子 建築・建設

921 R3.9.21 小川寺432番地 有限会社海野重機 永栄勇樹 建築・建設

922 R3.9.21 横枕143番地２ 有限会社岡本工務店 代表取締役 岡本貴亘 建築・建設

927 R3.9.21 川縁1280-12 有限会社トーワ 石倉良治 建築・建設

931 R3.9.21 金山谷2913-3 株式会社一期 代表取締役 村瀬良 建築・建設

935 R3.9.22 経田西町10-28　シーサイドハイツ101 M．M住販 宮本祐希 建築・建設

936 R3.9.22 新角川2-5-4 合同会社愛宕工務店 愛宕芳博 建築・建設

938 R3.9.22 吉島2-2-5 畠山工業株式会社 畠山明 建築・建設

945 R3.9.22 住吉2103-3 北陸瀝青工業株式会社 浜潟定義 建築・建設

950 R3.9.22 出462-2 林建築 林常慶 建築・建設

951 R3.9.22 北鬼江357番地6 慶野住設株式会社 代表取締役 慶野大輔 建築・建設

955 R3.9.22 川縁宇治山1220-3 紙建具店 紙民夫 建築・建設

957 R3.9.22 大字下村木町3746-2 角川建設株式会社 池原谷 建築・建設

958 R3.9.22 鹿熊2608 高橋土建 高橋正 建築・建設

963 R3.9.22 金山谷2980-1 川口建設 川口弘成 建築・建設

969 R3.9.22 平伝寺688-1 株式会社平﨑設備 代表取締役 平﨑隆 建築・建設

982 R3.9.24 吉島2-3-5 有限会社テイク断熱 干場毅 建築・建設

984 R3.9.24 寿町4-1 雅建築 高瀬雅明 建築・建設

985 R3.9.24 火の宮町2-14 先名建築 先名則男 建築・建設

989 R3.9.24 弥源寺616 有限会社山西瓦店 山西茂文 建築・建設

1001 R3.9.27 仏田3722 有限会社武伸工業 代表取締役 池原義和 建築・建設

1008 R3.9.27 新宿6-4 大城板金工業所 大城章仁 建築・建設

1009 R3.9.27 東城3238 有限会社若林組 代表取締役 若林修一 建築・建設

1012 R3.9.27 東尾崎2680-1 岡田住設 岡田満 建築・建設

1013 R3.9.27 住吉567-1 セキホーム株式会社魚津店 関口正美 建築・建設

1019 R3.9.27 浜経田3310-1 Ｎ建築ラボ 平﨑昇 建築・建設

1025 R3.9.27 大海寺新732 有限会社新興商事 松田幹雄 建築・建設

1030 R3.9.27 大海寺野859-4 カンタ建築 米澤貫太 建築・建設

1037 R3.9.27 高畠1670-1 南保運輸株式会社 南保正秀 建築・建設

1040 R3.9.27 六郎丸936-11 森内設備 森内善弘 建築・建設

1042 R3.9.27 湯上516 野島建設株式会社 代表取締役 野島比呂司 建築・建設

1044 R3.9.27 仏田2767-7 早勢エクステリア 早勢雅己 建築・建設

1063 R3.9.28 東町10-13 株式会社文興業 代表取締役 経澤文敏 建築・建設

1066 R3.9.28 江口405 株式会社清河工業 代表取締役 清河文博 建築・建設

1071 R3.9.28 本江3130-7 ＹＯＳＨＩＫＥＮ 山本好勝 建築・建設

1075 R3.9.28 小川寺163 岩城建築 岩城昭彦 建築・建設

1076 R3.9.28 住吉3700-4 江島建築工房 江島亮 建築・建設

1077 R3.9.28 道坂103-2 株式会社北陸プラント建設 代表取締役 谷口貞夫 建築・建設

1083 R3.9.28 大光寺62-30 株式会社三水 田中健太郎 建築・建設

1086 R3.9.28 吉島1-3 株式会社ナカムラ 代表取締役 中村孝司 建築・建設

1087 R3.9.28 川原153 湊建材工業株式会社 松崎孝治 建築・建設

1094 R3.9.29 東尾崎5497-32 岡本工業 岡本隆洋 建築・建設

1102 R3.9.29 本江2296-5 有限会社沢井電器 沢井宏毅 建築・建設

1108 R3.9.29 港町7-19 内生蔵設備 内生蔵佳雄 建築・建設

1109 R3.9.29 天神野新1019-1 大坪建築板金 大坪道博 建築・建設

1119 R3.9.29 宮津224-1 井戸屋高慶 高慶信治 建築・建設

1121 R3.9.29 吉島217-5 河﨑設備工業㈱ 河﨑義宏 建築・建設

1127 R3.9.30 吉島1072-2 岸板金 岸清一 建築・建設

1133 R3.9.30 江口11-2 中川板金工業 中川晃成 建築・建設

1136 R3.9.30 住吉2056-7 株式会社坂木工業 代表取締役 坂木孝行 建築・建設

1141 R3.9.30 吉島1-608-2 富山通信サービス株式会社魚津営業所 松浦康郎 建築・建設

1149 R3.9.30 寿町2-47 高久建築板金 高久賢治 建築・建設

1151 R3.9.30 大海寺新2662-31 SKサービス 酒井邦光 建築・建設

271 R3.8.27 大字下村木町3771番地9 株式会社ブロッサム　シャトレーゼ魚津店 代表取締役 佐々木咲子 小売

285 R3.8.30 経田西町2番19号 舘菓子舗 舘政雄 小売
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411 R3.9.1 住吉2164番地 石坂商店 石坂久雄 小売

446 R3.9.2 釈迦堂一丁目13番10号 ｓａｃｈｉ10ｉｒｏ 小泉篤人 小売

465 R3.9.2 中央通り一丁目3番28号 有限会社　香希画廊ギャラリーＫＡＫＩ 宮島香世 小売

467 R3.9.2 中央通り二丁目1番15号 beltempoどーなつとおやつ 井口なつみ 小売

485 R3.9.2 上村木413番地 株式会社昌栄堂アップルヒル店 松田憲昌 小売

486 R3.9.2 友道1398番地10 株式会社昌栄堂一笑庵 松田憲昌 小売

524 R3.9.3 吉島1-6-3 ラルブル 中澤宏幸 小売

525 R3.9.3 吉島1-6-3 フルフル 中澤宏幸 小売

540 R3.9.3 上村木1-23-1 コンディトライ　キント 吉松建 小売

613 R3.9.7 経田西町18-26 Patisserie＆Boulangerie　手作りケーキと 津田悟 小売

618 R3.9.7 新角川2-8-4 常田酒店 常田尚司 小売

624 R3.9.7 中央通り1-3-30 魚津食糧販売企業組合 米多健 小売

627 R3.9.7 大光寺1091-1　リバーサイドハイツ 株式会社ＦＡＣＴ 高橋龍一 小売

631 R3.9.7 宮津1544 山本商店 若松ますみ 小売

641 R3.9.7 釈迦堂1-11-24 有限会社イヴシマダ 代表取締役 島田一史 小売

686 R3.9.9 吉島3086 アルファ企画 菅野裕司 小売

696 R3.9.9 本江1152-2 小出キーロック商会 尾﨑茂 小売

710 R3.9.9 三ケ1390 あかね屋 中島美紀子 小売

717 R3.9.9 中央通り2-1-17 キルトハウスタカギシ 金山眞理 小売

735 R3.9.10 東尾崎3473-2 ｊａｎｅ‘ｓ　ｖｉｎｔａｇｅ 竹内しおり 小売

737 R3.9.10 西尾崎1443 堀電気 堀将 小売

747 R3.9.10 中央通り1-4-5 有限会社神保手芸センター 代表取締役 神保昌子 小売

764 R3.9.10 上村木1-18-5 石﨑米穀店 石﨑敬治 小売

795 R3.9.14 本町2-4-13 うおぎし呉服店 魚岸真一 小売

807 R3.9.14 本町2-3-18 北野青果店 北野志美子 小売

814 R3.9.14 上村木1-1-5　ハリカ魚津店 株式会社三愛 代表取締役 山岸慶治 小売

827 R3.9.15 友道2001-9 魚津小賣酒販組合 理事長 木下清司 小売

829 R3.9.15 大光寺1997-5 魚津漁網 松田一成
小売

844 R3.9.16 佐伯1 チロル 佐伯郁夫 小売

863 R3.9.16 住吉600 フルールリブランＭＥＧＡドン・キホーテ

ＵＮＹ魚津支店

松井薫子
小売

869 R3.9.17 末広町9-3 寺崎食料品店 寺崎幸博 小売

876 R3.9.17 持光寺936-1 有限会社フラワーセンター舘 舘哲也 小売

1027 R3.9.27 釈迦堂1-1-1 魚津駅地場産品＆お休み処ミラマルシェ 山瀬孝 小売

1043 R3.9.27 中央通り1-5-5 レディースアサダ 中村美保 小売

1045 R3.9.27 大海寺野1355-4 もり青果 森健治
小売

1055 R3.9.28 川縁1072-1 雑貨屋ＴＯＢＩ 伊藤愛 小売

1060 R3.9.28 北鬼江1-5-7 メガネのハラダ魚津店 代表取締役 原田隆平 小売

1067 R3.9.28 吉島1106 小川建設工業株式会社魚津東給油所 岡田富治 小売

1074 R3.9.28 真成寺町3-2 株式会社マツダ 代表取締役 松田道廣 小売

1079 R3.9.28 住吉600 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ魚津店 代表取締役 片桐三希成 小売

1080 R3.9.28 印田1227-1 ＷＣＲＥＳＴ 斎藤雅己 小売

1135 R3.9.30 大海寺新村2770-3 有限会社アドバンス 米田務 小売

1137 R3.9.30 上村木2-14-7 ＧＲＡＵ 髙縁雅美 小売

4 R2.9.2 三田274番地5 ㈱長岡酒店 長岡貴啓 小売

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 小売

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 小売

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 小売

21 R2.9.10 釈迦堂一丁目7番13号 ココマカロン 大島恵 小売

47 R2.9.17 本江1277番地8 花処蔵 島﨑洋一 小売

56 R2.9.23 江口236番地 ケーズデンキ魚津店 村山豊 小売

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 小売

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 小売

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 小売

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 小売

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 小売

91 R2.10.20 中央通り一丁目5番22号 鮮魚の山﨑 山﨑定 小売

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 小売

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 小売

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 小売

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 小売

96 R2.10.20 中央通り一丁目7番12号 鷹休漆器店 鷹休雅人 小売
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97 R2.10.20 中央通り一丁目4番5号 （有）じんぼ 神保昌子 小売

101 R2.10.21 中央通り二丁目7番8号 銀座屋 沢村悧躬子 小売

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 小売

104 R2.10.22 中央通り二丁目7番9号 （有）タカギシ 高岸修 小売

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 小売

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

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 小売

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 小売

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

117 R2.10.26 中央通り二丁目8番5号 平沢呉服店 平澤貴栄子 小売

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 小売

148 R3.6.22 駅前新町9番12号 株式会社河内屋 代表取締役社長 河内肇 小売

154 R3.8.19 中央通り一丁目718番地 MCRSTORE 原誠 小売

177 R3.8.23 六郎丸4531番地1 有限会社源七 代表取締役 窪田雅之 小売

179 R3.8.24 本江1277番地2 有限会社北島園 取締役 西山たまえ
小売

208 R3.8.25 駅前新町5番30号 有限会社さんせん　彩菜福菜サンプラザ店 代表取締役 高森一政 小売

212 R3.8.25 新金屋二丁目11番1号 (有)TAKEFIVE 髙本清二 小売

217 R3.8.26 新角川一丁目6番8号 和洋菓子の店フジタ 藤田秀治 小売

221 R3.8.26 真成寺町3番1号 滝本はきもの店 瀧本愛子 小売

223 R3.8.26 東町14番7号 朝野商店 朝野浩司 小売

246 R3.8.27 吉島533番地1 ジータ 五島雄二 小売

252 R3.8.27 北鬼江320番地1F-B アルソア化粧品アルソアノーフィ 大原美香 小売

254 R3.8.27 本町二丁目13番7号 前田酒店 前田まり子
小売

258 R3.8.27 江口26番地1 有限会社マツヤ 代表取締役 松田園子 小売

259 R3.8.27 平伝寺511番地 窪田商店 窪田節子 小売

260 R3.8.27 平伝寺523番地 ASA魚津黒部販売所 笹野諭 小売

263 R3.8.27 新金屋二丁目9番6号 エヌテーアール株式会社 代表取締役 松井良子 小売

303 R3.8.30 釈迦堂一丁目13番8号 プルオン 笠間郁子 小売

304 R3.8.30 上口一丁目5番31号 ㈱高木商店 代表取締役 高木姿子 小売

310 R3.8.30 上村木二丁目3番30号 株式会社太陽スポーツ魚津店 明官久司 小売

312 R3.8.30 村木定坊割2500番地2 株式会社シーサイドプラザ 代表取締役社長 水白均 小売

325 R3.8.30 本新町29番3号 有限会社ぱてぃしぇのっき 代表取締役 海原信行 小売

338 R3.8.31 六郎丸709番地8 合同会社sweetness 代表社員 菊地美穂子 小売

341 R3.8.31 中央通り二丁目6番8号 クニキ書店 國木俊幸 小売

358 R3.8.31 新金屋二丁目10番16号 (有)江口屋 中村弘美 小売

373 R3.9.1 経田中町6番18号 林商店 林正恵 小売

378 R3.9.1 新角川二丁目3番17号 ワールドフレンド 藤田博樹 小売

401 R3.9.1 新金屋二丁目2番3号 高瀬商店 高瀬清隆 小売

420 R3.9.2 住吉6000番地 有限会社ヤベ 代表取締役 矢部雅子 小売

432 R3.9.2 仏田3078番地２ 有限会社山竹商店 代表取締役 森英樹
小売

436 R3.9.2 新角川一丁目7番32号 有限会社忠 油本忠雄 小売

472 R3.9.2 上村木一丁目23番11号アクティブＩ ビアンモア 石川静穂 小売

490 R3.9.3 上村木1-23-7 ＫＬＥＵＲ 山本美栄子 小売

491 R3.9.3 経田中町9-3 カネヤ浜田商店 浜田輝光 小売

495 R3.9.3 北鬼江2-14-24 久保田商会 久保田満宏 小売

498 R3.9.3 吉島423番地８ 富山ヤマノ久野センター 久野幹夫 小売

501 R3.9.3 上村木1-10-13 株式会社ナカキ 代表取締役 中木昌幸 小売

511 R3.9.3 本江980-1 有限会社山西商会 山西一哉 小売

513 R3.9.3 真成寺町4-2 ひかわ文雅堂 檜川義弘 小売

514 R3.9.3 真成寺町2-26 丸山鶏肉店 丸山貴美子 小売

556 R3.9.6 鹿熊1668 木下商店 木下正良 小売

573 R3.9.6 真成寺町3-3 有限会社大崎丸善 大崎隆司 小売

578 R3.9.6 中央通り２丁目1-17 飛世印房 飛世龍男 小売

582 R3.9.6 文化町3-1 ふたば 四十万拓 小売

583 R3.9.6 東町14-12 マーメイドＳＣ 伊東達男 小売

584 R3.9.6 釈迦堂1-16-11 大崎酒店 舟崎和子 小売

595 R3.9.6 駅前新町5-30魚津サンプラザ２階 有限会社おおくぼ典礼ＣＡＮＤＹ 大久保太郎 小売

598 R3.9.6 上口一丁目4-21 Ｍａｔｉｎ 浜田孝司 小売

605 R3.9.6 本江新町2-22 五十井商店 五十井義雄 小売

644 R3.9.7 文化町9-8 チャームショップテラサキ化粧品店 大森日出美
小売
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647 R3.9.8 東町10-2 横田酒店 横田順一郎 小売

648 R3.9.8 吉島2-11-28 株式会社オフィステム 坂本勇 小売

649 R3.9.8 住吉3231-1 フラワーショップ夢花 髙木美喜子 小売

651 R3.9.8 文化町７番22号 魚津石油株式会社 富川親信 小売

656 R3.9.8 青島840-1 ローソン魚津青島店 三由孝博 小売

665 R3.9.8 友道1948-3 丸本酒店 丸本秀一 小売

670 R3.9.8 住吉600ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ Ａｐｒｉｃｏｔ 高岸修 小売

674 R3.9.8 六郎丸4531-1 ｋａｒｕｋｉ 窪田穂乃香 小売

677 R3.9.8 双葉町1-14 ＡＴＬＡＳ 吉井ナオミ 小売

692 R3.9.9 新角川1-6-12 パンと焼菓子の店てくてく 板倉和泉 小売

733 R3.9.10 相木新13-2 有限会社ボンジュール 代表取締役 岩﨑真人 小売

757 R3.9.10 駅前新町701 魚づ鱒寿し店 富山県鮭鱒漁業協同

組合代表理事組合長

中島泰成 小売

788 R3.9.13 中央通り2-8-6 センマ鮮魚店 岸本正行 小売

859 R3.9.16 本江876 リカー＆ギフトはまうら 浜浦穣 小売

871 R3.9.17 吉島2-1205 コックピット魚津 吉田厳 小売

897 R3.9.21 本江新町3-20 ローソン魚津本江新町店 横幕慎一 小売

902 R3.9.21 駅前新町5-30サンプラザ１階 有限会社中川時計店サンプラザ店 中川幸明 小売

908 R3.9.21 本江字中ノ坪1082 ＡＯＫＩ魚津店 矢野陽佑 小売

920 R3.9.21 平伝寺508 島鮮魚店 島和伸 小売

924 R3.9.21 新金屋1-12-18 守谷八十一商店 守谷喜博 小売

926 R3.9.21 大海寺野4945 湯上酒店 湯上義信
小売

946 R3.9.22 経田西町2-21 朝野鮮魚店 朝野朋子 小売

948 R3.9.22 上村木1-12-22 サロンｉＲＩＳ 髙田佐代子 小売

965 R3.9.22 本江1100 株式会社しまむら（ファッションセンター 春日直子 小売

968 R3.9.22 本江988 株式会社しまむら（アベイル魚津店） 澤口政幸
小売

970 R3.9.22 新宿7-9 うらやま鮮魚店 浦山富男 小売

978 R3.9.24 文化町2-12 辻化粧品店 木下優子 小売

981 R3.9.24 大海寺野242-2 魚津画廊 窪田悠希 小売

993 R3.9.24 仏田3629-2 ノエビア魚津東部代理店 松本睦子 小売

997 R3.9.24 住吉600　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮ エルサカエ魚津店 栄幸雄 小売

1028 R3.9.27 東尾崎3473-2 ｍｅｕ　ｔｅｍｐｏ 伊藤美沙 小売

1069 R3.9.28 文化町9-2 イシサキデンキ 石﨑道夫 小売

1073 R3.9.28 蛇田457 株式会社キノシタ商事 代表取締役 木下春禧 小売

1106 R3.9.29 東尾崎5497-31 モードイダ 伊田一義 小売

1107 R3.9.29 江口617 ＦＬＡＧＳＨＩＰ 伊田一義 小売

1120 R3.9.29 本町2-9-6 シャルレ宮津 宮津惠子 小売

1123 R3.9.30 上村木2-2-21 有限会社ブランブルー 代表取締役 井上京子 小売

1134 R3.9.30 本江新町5-5 有限会社よねや 米屋慎 小売

1145 R3.9.30 経田中町6-11 朝野東生園 朝野修一 小売

187 R3.8.24 上村木二丁目9番24号 セブンイレブン魚津上村木店 鳥切順一
コンビニ

188 R3.8.24 吉島934番地1 セブンイレブン魚津江口店 鳥切順一 コンビニ

189 R3.8.24 釈迦堂一丁目12番3号 セブンイレブン魚津釈迦堂一丁目店 鳥切順一 コンビニ

230 R3.8.26 住吉1602番地8 ファミリーマート魚津住吉店 岩崎剛 コンビニ

231 R3.8.26 吉島41番地1 ファミリーマート魚津吉島店 岩崎剛 コンビニ

384 R3.9.1 北鬼江二丁目15番24号 ファミリーマート魚津北鬼江店 八倉巻重範 コンビニ

385 R3.9.1 東町21番30号 ファミリーマート魚津東町店 八倉巻重範
コンビニ

408 R3.9.1 吉島二丁目1108番地 セブンイレブン魚津吉島2丁目店 亀川悟 コンビニ

412 R3.9.1 新角川二丁目5番3号 ファミリーマート魚津新角川店 野崎治夫 コンビニ

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 自動車

50 R2.9.17 本江1063番地 トヨタモビリティ富山㈱魚津 店長 山本信也 自動車

113 R2.10.26 上村木438番地 山田自動車整備工場 山田貴司 自動車

169 R3.8.23 相木284番地1 有限会社小西モータース 小西勝己 自動車

301 R3.8.30 北鬼江415番地1 山和自動車整備工場 山田修一 自動車

331 R3.8.30 吉島3047番地1 (有)アカネモータース 取締役 宮坂新太郎 自動車

355 R3.8.31 吉島252番地6 株式会社H3 代表取締役 宮﨑孝志 自動車

399 R3.9.1 吉島768番地1 タカラ自動車株式会社 代表取締役 有澤信次 自動車

405 R3.9.1 持光寺407番地１ 窪田自動車 代表 窪田敏雄 自動車

428 R3.9.2 石垣328番地１ ㈱セントラル自動車 代表取締役 紙谷義雄 自動車

431 R3.9.2 川縁292 浜浦自動車 浜浦哲治
自動車
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438 R3.9.2 住吉2227番地 有限会社金星自動車工業 大道十覚 自動車

461 R3.9.2 小川寺389番地2 有限会社ギャラップ関口自動車 代表取締役 関口勝也 自動車

463 R3.9.2 上村木486番地3 株式会社さとう 代表取締役 佐藤徹 自動車

541 R3.9.3 仏田3573 有限会社木内自動車 代表取締役 木内清光 自動車

542 R3.9.3 六郎丸2110-4 太陽自動車 大本剛 自動車

563 R3.9.6 江口107 宮川自動車 宮川啓二 自動車

614 R3.9.7 江口182 追栄自動車 追栄貴幸 自動車

626 R3.9.7 吉島416-1 はやかわオートサービス 早川進二 自動車

820 R3.9.15 大光寺2030-14 株式会社吉野自動車 代表取締役 吉野洋美 自動車

848 R3.9.16 仏田3648 東和自動車株式会社 竹貴士 自動車

930 R3.9.21 大光寺1612-1 株式会社金三津自動車 代表取締役 金三津貢 自動車

972 R3.9.22 中央通り2-3-15 有限会社金谷商会 代表取締役 金谷哲雄 自動車

979 R3.9.24 出34-4 河口自動車 河口信一 自動車

992 R3.9.24 本江新町2-33 有限会社栗岡自動車 栗岡信明 自動車

1003 R3.9.27 大光寺1010-17 有限会社吉田自動車 代表取締役 寺田直人 自動車

1057 R3.9.28 住吉383-2 有限会社北都自動車 代表取締役 林真吾 自動車

1068 R3.9.28 木下新237 マツダオートザム魚津 岡田富治 自動車

1111 R3.9.29 大光寺1167-4 有限会社西坂自動車販売 西坂和正 自動車

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 宿泊・観光サービス

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 宿泊・観光サービス

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 宿泊・観光サービス

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 宿泊・観光サービス

261 R3.8.27 天神野新6000番地 株式会社金太郎温泉 代表取締役社長 木下荘司 宿泊・観光サービス

292 R3.8.30 北山684番地 (有)池上旅館 池上嘉昭 宿泊・観光サービス

294 R3.8.30 吉野549番地1 むかいさんちの農園 向中野芳和 宿泊・観光サービス

369 R3.9.1 上村木二丁目3番39号 ホテルルートイン魚津 清水義浩 宿泊・観光サービス

833 R3.9.15 新角川2-8-20 ｅー企画 木下栄一 宿泊・観光サービス

855 R3.9.16 釈迦堂1-1 アパホテル〈魚津駅前〉 坂井英樹 宿泊・観光サービス

991 R3.9.24 釈迦堂1-16-5 ビジネスホテル美浪 美浪久仁子 宿泊・観光サービス

1004 R3.9.27 釈迦堂1-13-5 ホテル美浪館 美浪利通 宿泊・観光サービス

1029 R3.9.27 北山702 有限会社仁右衛門家 代表取締役 清河衛 宿泊・観光サービス

1125 R3.9.30 釈迦堂1-14-8 魚津マンテンホテル駅前マンテンホテル株 大谷次郎 宿泊・観光サービス

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 スナック・バー

11 R2.9.8 駅前新町10番8号　109ビル3Ｆ ＥＮＶＹ 南優生 スナック・バー

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 スナック・バー

29 R2.9.11 駅前新町10番7号　ウオヅトークビル4 glitter 大畑千美 スナック・バー

30 R2.9.11 釈迦堂一丁目13番20号 Ranpo 綿屋和美 スナック・バー

32 R2.9.14 駅前新町9番21号 スナックKASIN 上野山真由美 スナック・バー

33 R2.9.14 駅前新町9番21号 華HANA 山田里美
スナック・バー

34 R2.9.14 駅前新町10番13号　ニュープラザビル ロード　道 有澤由紀 スナック・バー

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
スナック・バー

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 スナック・バー

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

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 スナック・バー

57 R2.9.23 釈迦堂一丁目15番5号 スナック　OWL 亀田美穂子 スナック・バー

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 スナック・バー

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 スナック・バー

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 スナック・バー

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 スナック・バー

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 スナック・バー

129 R2.11.10 駅前新町10番8号 すなっく木乃葉 麻生雅美 スナック・バー

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 スナック・バー

144 R3.2.4 釈迦堂一丁目15番15号 LEO（レオ） 紙谷隆一 スナック・バー

149 R3.6.24 釈迦堂一丁目16番22号司ビル１階 じゅんさい 亀田尚美 スナック・バー

160 R3.8.23 釈迦堂一丁目15番15号M2000ビル1F 夕ーせきー 山城美由紀 スナック・バー

166 R3.8.23 駅前新町9番2号　メガハウスビル７階 luxury pub 杏s 河村進一 スナック・バー

167 R3.8.23 駅前新町9番18号　コスモビル5F プランタン 長田佳代子 スナック・バー

178 R3.8.24 釈迦堂一丁目15番15号M2000BLD2F ラウンジ紅花 米田義則 スナック・バー

183 R3.8.24 駅前新町9番20号マキノビル２F マリーポーサ 名古屋ルニン スナック・バー

196 R3.8.24 釈迦堂一丁目15番10号ステラビル3F フレーバー 山本夏菜 スナック・バー

201 R3.8.25 駅前新町9番18号コスモビル2F GIRL 島崎功太郎 スナック・バー

202 R3.8.25 駅前新町10番8号109ビル2F バーイブ 島崎功太郎 スナック・バー
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211 R3.8.25 駅前新町9番2号メガハウスビル2F スナック　イレブン 繰菅享子 スナック・バー

222 R3.8.26 大光寺362番地2コーポ野方台101 土筆 谷山みゆき スナック・バー

227 R3.8.26 双葉町1番19号 twenty 籏智一予
スナック・バー

262 R3.8.27 釈迦堂一丁目1番3号2階 ao to ao 五代満美子 スナック・バー

327 R3.8.30 釈迦堂一丁目16番22号司ビル3階 結 名越結花子 スナック・バー

351 R3.8.31 釈迦堂一丁目15番15号M2000BLD8号室 DIOSAS 清水知 スナック・バー

353 R3.8.31 釈迦堂一丁目15番5号レインボータウン Bobby rooM 栗虫友成 スナック・バー

365 R3.9.1 駅前新町10番15号ニュープラザビル2F スナック　月の女神 藤井小百合 スナック・バー

366 R3.9.1 本江1142番地4 スナック　サファイア 慶野恵子
スナック・バー

487 R3.9.3 新金屋2-9-6　1F ｆｕｔｅ 内山忠康
スナック・バー

519 R3.9.3 駅前新町9-18コスモスビル４F ソウルメイト 西島恵子
スナック・バー

560 R3.9.6 上村木1-814-1 ろまん亭 山根はるみ スナック・バー

604 R3.9.6 天神野新6000 カラオケスナックりんりん 髙塚勢津子 スナック・バー

645 R3.9.8 北鬼江1-313 スナックレノン 柿谷正子 スナック・バー

676 R3.9.8 駅前新町9-20牧野ビル ＬＡＤＹ　Ｍ 吉井ナオミ スナック・バー

694 R3.9.9 駅前新町9-19　Ｊ＆Ｍ駅前新町ビル１Ｆ Garden 山田妥子
スナック・バー

755 R3.9.10 駅前新町9-18 Ｂａｒ　　ｆフォルテ 石垣七星 スナック・バー

775 R3.9.13 駅前新町10-10　４F ＦＲＥＥ 上田範行 スナック・バー

780 R3.9.13 中央通り1-8-6 ドリーム 春日町子 スナック・バー

787 R3.9.13 釈迦堂1-13-20アネックスビル２F ｌ’Ａｕｂｅ（ローブ） 川原英樹 スナック・バー

858 R3.9.16 上村木1-8-1 マジョリカ 五十里高良 スナック・バー

882 R3.9.17 中央通り2-5-10 スナック喫茶蝶六 宮坂和子 スナック・バー

886 R3.9.17 釈迦堂1-15-15 カクテルＢａｒＦｅ 濱崎徹也 スナック・バー

917 R3.9.21 新宿4-13 ラ・ロンド 浦山弘幸 スナック・バー

1024 R3.9.27 釈迦堂1-1505 スナック真紀 石崎ひさ子 スナック・バー

1129 R3.9.30 駅前新町10-13　ニュープラザビル３Ｆ ＰＥＡＣＨ 宮﨑しおり スナック・バー

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 生活サービス

13 R2.9.8 東尾崎5445番地 うちの子動物病院 院長 川畑嘉之 生活サービス

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 生活サービス

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 生活サービス

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 生活サービス

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 生活サービス

124 R2.10.28 吉島3097番地3 中国整体　南楽院 横田悟 生活サービス

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
生活サービス

145 R3.2.4 上村木一丁目12番19号 ほぐし屋さん 小林朝美 生活サービス

155 R3.8.20 青島849番地5 魚津ベビーマッサージclover 石﨑明 生活サービス

162 R3.8.23 仏田3312番地13 リフレッシュサロンheal 前田陽子 生活サービス

203 R3.8.25 本町二丁目12番4号 下田温泉 下田博 生活サービス

236 R3.8.26 新金屋一丁目4番2号 平成松の湯 黒﨑宇伸 生活サービス

240 R3.8.26 北鬼江一丁目3番16号 和施術院 草島文代 生活サービス

245 R3.8.27 江口566番地2 有限会社ネギシスタジオ 代表取締役 根岸朗 生活サービス

265 R3.8.27 青島76番地辻ニュータウン103 You遊 橋爪由希子 生活サービス

266 R3.8.27 袋103番地2 山形建鐡株式会社 代表取締役 山形剛 生活サービス

268 R3.8.27 経田中町1番45号 美容室　髪遊ひろ 朝野弘子 生活サービス

272 R3.8.27 釈迦堂一丁目16番12号 株式会社旅行企画 代表取締役 桶屋諭喜 生活サービス

275 R3.8.27 吉島2128番地2 株式会社シーバス 代表取締役 鈴木博史 生活サービス

278 R3.8.27 木下新413番地 株式会社ミールサービス 代表取締役 濱口龍二 生活サービス

284 R3.8.30 本江1519番地3 クリアーテイスト 一木磨衣 生活サービス

288 R3.8.30 慶野141番地2 株式会社TECT 代表取締役 建部敏彦 生活サービス

289 R3.8.30 吉島一丁目12番11号 魚津どっとねっと 嶋川悦郎 生活サービス

342 R3.8.31 火の宮町1番29号 とみやま造花店 富山秀喜
生活サービス

343 R3.8.31 大海寺新736番地 以和貴苑 富山秀喜 生活サービス

350 R3.8.31 相木209番地1 サロンかづみ 森岡美子 生活サービス

372 R3.9.1 吉島730番地2 ＆ｍ 寺田美穂 生活サービス

376 R3.9.1 吉島291番地1 マハロプリズム 南聡子 生活サービス

396 R3.9.1 新角川二丁目４番8号 スタジオK‘S（キッズ） 山本琴恵 生活サービス

416 R3.9.1 中央通り一丁目4番8番　2F ｔｅｔｅ　ｓｔｕｄｉｏ　ｗｏｒｋｓ 鬼塚仁奈 生活サービス

443 R3.9.2 中央通り二丁目1番19号 フェイシャル＆リンパ　あいる 舛田希代 生活サービス
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447 R3.9.2 北鬼江一丁目3番18号 ＢＬＡＮＣＯ 上口恭子 生活サービス

453 R3.9.2 青島851番地24 サロンラスール 佐々木映子 生活サービス

493 R3.9.3 釈迦堂1-2-1 水森の旅 吴乃洪 生活サービス

497 R3.9.3 本江1559-2 エスティック・ラボ松崎 松崎政憲 生活サービス

500 R3.9.3 駅前新町10-8UOZU109ビル503 楽々 高秀紅 生活サービス

521 R3.9.3 駅前新町1-17大同林業ビル２F 健生館 東山忠裕
生活サービス

526 R3.9.3 本江905-1 サウンドグレイス 代表取締役 大坪雄浩
生活サービス

555 R3.9.3 住吉1057-1 有限会社山崎石油 代表取締役 山崎昭一 生活サービス

581 R3.9.6 村木町10番5号 有限会社林新聞舗 代表取締役 林弘之 生活サービス

616 R3.9.7 青島76-3　センティアインドアテニスス Re:Ｂｏｄｙ 森内千裕 生活サービス

652 R3.9.8 文化町７盤22号 有限会社魚津石油エネルギー 富川親信 生活サービス

666 R3.9.8 上口二丁目18-25 川城鉱泉 松田富美子 生活サービス

690 R3.9.9 青島894-8 ヒダ治療院 飛弾芳晴 生活サービス

713 R3.9.9 東尾崎5497-21 愛犬の美容室モダンドッグ 浜守由美子 生活サービス

719 R3.9.10 住吉3002-10 健守整体治療院 入井義明 生活サービス

721 R3.9.10 江口34 富山第一ドライ原信魚津店 松井仁 生活サービス

722 R3.9.10 三ケ739-1 富山第一ドライ魚津工場店 松井仁 生活サービス

723 R3.9.10 本江1-1 富山第一ドライ大阪屋ショップ魚津本江店 松井仁 生活サービス

724 R3.9.10 上村木413 おしゃれ工房アップルヒル店 松井仁 生活サービス

725 R3.9.10 駅前新町5-30 みやこドライサンプラザ店 松井仁 生活サービス

726 R3.9.10 釈迦堂1-801 富山第一ドライ大阪屋ショップ魚津釈迦堂 松井仁 生活サービス

730 R3.9.10 北鬼江2-10-6 コンパニオンレディ　みゆき 住吉恭子 生活サービス

749 R3.9.10 末広町6-28 ほね元気 魚岸直美 生活サービス

750 R3.9.10 駅前新町9-20牧野ビル3F 瀚ヒロイ 杜云杰 生活サービス

761 R3.9.10 双葉町1-14 カイロ整体ｆｉｎｅ 春日晴輝 生活サービス

762 R3.9.10 東町経田漁港背後地 経田マリーナ 代表理事組合長　 油本憲太郎 生活サービス

772 R3.9.13 有山684-3 Ｃ’ｅｓｔ　ｌａ　ｖｉｅ 廣世年枝 生活サービス

782 R3.9.13 三ケ227 安全技術株式会社 永井直人 生活サービス

800 R3.9.14 東町22-21 リフレッシュサロンらくらくや 徳田浩之 生活サービス

804 R3.9.14 大光寺1457-3 Ｎａｉｌｓ　Ｂｅ 澤田由紀子 生活サービス

823 R3.9.15 上村木1-18-7 ネイルサロンＴｉａｒａ 大西めぐみ 生活サービス

835 R3.9.15 本江1215-19 じゅうべい施術院 木下耕三 生活サービス

868 R3.9.17 大光寺字坊丸1115 株式会社新川清掃 代表取締役 廣瀬和夫 生活サービス

873 R3.9.17 川縁783-1 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　リル 多東美穂 生活サービス

891 R3.9.21 北鬼江2-20-22 石倉整体院 石倉康彦 生活サービス

900 R3.9.21 大海寺新732 有限会社マ・ツ・ダ 代表取締役 松田幹雄 生活サービス

903 R3.9.21 新金屋1-5-37 旭クリーニング店 沖経一 生活サービス

905 R3.9.21 上村木一丁目14-1 リラクゼーションｍｏｉｍｏｉ 本井尚美 生活サービス

906 R3.9.21 本町一丁目2番地26 有限会社フォトショップ魚津 能松満 生活サービス

932 R3.9.21 三ケ725-1 天狗荘 松倉正喜 生活サービス

942 R3.9.22 仏田3730 株式会社働力　中国整体　成楽院 木下富成 生活サービス

954 R3.9.22 諏訪町17-4 ベンリ屋ヨネタニ 米谷衛 生活サービス

999 R3.9.27 住吉535-1 満天の湯魚津店 辻涼介 生活サービス

1002 R3.9.27 吉島2-1-1 株式会社美来 代表取締役 右井博幸 生活サービス

1005 R3.9.27 並木町1401 写真のいしかわ 石川博登 生活サービス

1011 R3.9.27 鴨川町2-5 竹中クリーニング 竹中秀一 生活サービス

1064 R3.9.28 北中187 有限会社青土舎 寺田清 生活サービス

1081 R3.9.28 印田1227-1 リフクリロジー＆ボディケア　ＡＬＯＡＬ 斎藤寛子 生活サービス

1101 R3.9.29 仏田3630 ペットサロンアニマル 森由加 生活サービス

1138 R3.9.30 新金屋1-8-1 青寿館療院 原信人 生活サービス

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 製造

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 製造

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

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

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 製造

200 R3.8.25 横枕647番地1 株式会社石﨑建材社 代表取締役 石﨑敏 製造

210 R3.8.25 三田426番地1 有限会社さんせん　デリカ工房 代表取締役 高森一政 製造

220 R3.8.26 横枕645番地 株式会社アイ・ケー技工 代表取締役 石崎敏 製造

224 R3.8.26 北鬼江900番地7 株式会社山澤 代表取締役 山澤誠 製造

228 R3.8.26 本江2855番地7 有限会社商栄工芸 代表取締役 中林寛 製造

235 R3.8.26 友道1335番地 株式会社𠮷森ガラス 代表取締役 𠮷森完治 製造

241 R3.8.26 新金屋一丁目1番11号 株式会社若林工房 代表取締役 若林忠嗣 製造
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248 R3.8.27 本新町27番13号 魚津印刷株式会社 代表取締役 八木拡道 製造

283 R3.8.30 村木町6番5号 平野紙工所 平野喜代子 製造

295 R3.8.30 東山545番地 ㈱武田鉄工 武田祐一 製造

297 R3.8.30 友道1582番地6 有限会社河岸建材 代表取締役 浜本朗 製造

308 R3.8.30 石垣新3590番地 有限会社稲盛ファーム 代表取締役 稲盛嘉治郎 製造

329 R3.8.30 相木995番地2 オーアイ工業　政二作業場 政二しげ美 製造

352 R3.8.31 住吉3956番地10 株式会社野澤木工 代表取締役社長 野澤良民 製造

390 R3.9.1 相木350番地 有限会社青山 代表取締役 青山一成 製造

391 R3.9.1 仏田2310番地 和興食品開発株式会社 代表取締役 石川晴将 製造

423 R3.9.2 新宿6番18号 富川株式会社 代表取締役 富川修 製造

435 R3.9.2 大海寺野856番地2 オーアイ工業宮﨑作業場 宮﨑松子 製造

439 R3.9.2 舛田956番地 日本サーブ株式会社 代表取締役 吉崎達也 製造

440 R3.9.2 宮津265番地 アイ・ディック株式会社 代表取締役 吉崎達也 製造

444 R3.9.2 吉島886番地１ カトーインダストリー株式会社 代表取締役 加藤樹永 製造

457 R3.9.2 東町6番37号 朝野昌美（オーアイ協力工場） 朝野昌美 製造

499 R3.9.3 江口48番地 株式会社ウエキ技研 代表取締役 植木歩 製造

510 R3.9.3 吉野709-13 有限会社山越鐵工 山越教登 製造

517 R3.9.3 石垣新2486番地 有限会社サンティック 代表取締役 金盛行雄 製造

549 R3.9.3 東町16-26 有限会社ヤマサ冷蔵 経澤新樹 製造

550 R3.9.3 東山817 武田機工 武田幸子 製造

562 R3.9.6 青島501-7 アーキテクト 一木裕一 製造

566 R3.9.6 本江850番地 オーアイ工場寺本作業場 寺本ひろ子 製造

575 R3.9.6 仏田3157-1 蒼梨工業 梨本昭 製造

577 R3.9.6 宮津字中川原195番地1 有限会社陶苑 代表取締役 室山朗 製造

593 R3.9.6 北鬼江1-2-27 新誠堂 西尾健一 製造

594 R3.9.6 上村木1-13-23 有限会社荒木印房 代表取締役 荒木剣 製造

615 R3.9.7 宮津229 株式会社MC吉﨑 代表取締役 吉﨑秀夫 製造

620 R3.9.7 本町2-14-9 有限会社中村蒲鉾 中村繁文 製造

634 R3.9.7 金山谷3063 高縁工業 高縁謙二 製造

636 R3.9.7 吉野664 有限会社久田工業 代表取締役 久田幸作 製造

650 R3.9.8 住吉3184 梅田製材所 梅田政孝 製造

658 R3.9.8 大海寺野621 石川製麵株式会社 代表取締役 石川勝康 製造

662 R3.9.8 道坂242 テクノプラス株式会社 代表取締役 小林聡志 製造

663 R3.9.8 道坂243-3 立山精密株式会社 代表取締役 小林和彦 製造

683 R3.9.9 観音堂1638-6 富山プレスメンテ 武隈善昭 製造

711 R3.9.9 友道702 有限会社笹田木工 笹田達成 製造

715 R3.9.9 宮津1187 宮本みそ店 宮本晃裕 製造

728 R3.9.10 横枕870-1 沖田泰心堂 沖田浩嗣 製造

732 R3.9.10 吉島1167-1 共栄印刷株式会社 代表取締役 宮﨑繁幸 製造

748 R3.9.10 友道933-1 株式会社ジェイ，アール，エス内張 高畠博 製造

768 R3.9.13 島尻191 有限会社小林鉄工所 代表取締役 小林勉 製造

773 R3.9.13 山女8 グレイン 村山伸一 製造

789 R3.9.13 寿町8番12号 有限会社宮崎工業 代表取締役 越後和幸 製造

799 R3.9.14 道坂400 株式会社黒田精型 代表取締役社長 黒田国泰 製造

809 R3.9.14 石垣新2200 株式会社ファインカット富山 代表取締役 稲盛保廣 製造

810 R3.9.14 石垣新2200 株式会社プラファイン 代表取締役 稲盛保廣 製造

815 R3.9.14 相木995-1 ＲＥＤＺＯＮＥ 中田洋 製造

819 R3.9.15 新宿10-26 家具のおがわ 尾川重雄 製造

825 R3.9.15 吉野452 有限会社宮口建材 宮口隆志 製造

830 R3.9.15 大光寺1350 株式会社かねみつ 金三津貢
製造

856 R3.9.16 仏田1325 株式会社松崎精機 松﨑貞夫 製造

861 R3.9.16 川縁1289番地37 広浜建材株式会社第二工場 広浜茂喜 製造

892 R3.9.21 印田1556番地 稗畠鉄工所 稗畠秀夫 製造

896 R3.9.21 友道1312 黄色いくじら 岩上徹行 製造

907 R3.9.21 三ケ字砂田195番地1 よしの工業株式会社 代表取締役社長 𠮷野宗雄 製造

912 R3.9.21 江口1881-1 株式会社宮坂工業 宮坂英行 製造

956 R3.9.22 三ケ1450 松田工業 松田侑樹 製造

986 R3.9.24 東山167-1 株式会社セイキ 代表取締役 森重潔 製造

990 R3.9.24 三ケ1895 株式会社橋詰鉄工所 代表取締役 橋詰敏男 製造

996 R3.9.24 寿町8-25 オーモリ食品 大森大輔 製造

1000 R3.9.27 上口2-2-1 有限会社石﨑平兵衛商店 石﨑由男 製造

1015 R3.9.27 新角川1-6-5 有限会社松田漁具店 代表取締役 松田憲治 製造

1018 R3.9.27 三ケ227 辻精機株式会社 代表取締役 大浦直満 製造
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1026 R3.9.27 上口1-1-26 有限会社浜浦水産 浜浦成生 製造

1031 R3.9.27 吉野537-2 BH電装 谷原敬志 製造

1059 R3.9.28 三ケ227 株式会社桜井工業 代表取締役 松倉喜義 製造

1061 R3.9.28 本江新町3-23 境石材 境伸 製造

1072 R3.9.28 蛇田457 有限会社木下工業 代表取締役 木下春禧 製造

1078 R3.9.28 経田中町2-14 後藤タンス 後藤清茂 製造

1090 R3.9.28 寿町78-20 メカ工房 板倉博人 製造

1097 R3.9.29 金山谷1037-17 黒崎工業 黒崎修 製造

1098 R3.9.29 並木町10-9 有限会社真田製餡所 竹澤剛 製造

1103 R3.9.29 上口2-3-6 岡本商店 岡本恵子 製造

1104 R3.9.29 道坂103 株式会社北陸精機 代表取締役社長 谷口直樹 製造

1117 R3.9.29 東尾崎3428-1 有限会社正美創作 佐度正美 製造

1122 R3.9.29 石垣新543 ハーネス宮田 宮田悦子 製造

1124 R3.9.30 仏又8 A・K　ＦＡＣＴＲＹ 浅井康平 製造

8 R2.9.7 吉島一丁目12番5号 アシステム税理士法人 本田百合子 専門サービス

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 専門サービス

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 専門サービス

159 R3.8.23 友道1158番地 石原法務事務所 石原世四明 専門サービス

181 R3.8.24 友道1158番地 佐近裕太税理士事務所 佐近裕太 専門サービス

239 R3.8.26 末広町9番6号 株式会社ライフコンサルティング 代表取締役 熊本新一 専門サービス

276 R3.8.27 吉島3100番地 鹿熊税理士事務所 鹿熊浩貴 専門サービス

286 R3.8.30 本町二丁目1番20号 新田久税理士事務所 新田久 専門サービス

293 R3.8.30 新金屋一丁目12番38号 道下正志税理士事務所 道下正志 専門サービス

469 R3.9.2 吉島一丁目2番14号 松倉司法書士事務所 松倉良知 専門サービス

530 R3.9.3 駅前新町11-17大同林業駅前ビル2F21号 魚津法律事務所 小路泰彦 専門サービス

565 R3.9.6 吉島2丁目1205 岩井社会保険事務所 岩井均 専門サービス

597 R3.9.6 西尾崎1443 ホリデザイン制作室 堀知美 専門サービス

608 R3.9.6 相木497-1 とわ合同会社 安原公恵 専門サービス

609 R3.9.7 中央通り2-8-3machi-co内 ハッピー・カンパニー 寺﨑健一 専門サービス

672 R3.9.8 本新町27-17 税理士法人すずかぜ 石原知二 専門サービス

684 R3.9.9 本江900-6　ハウツーワンビル１階 アクシスコンピュータ株式会社 本田諭 専門サービス

685 R3.9.9 新角川2-5-9 鍜治合同事務所 青山洋 専門サービス

695 R3.9.9 釈迦堂1-7-8 アイ・エス企画 稲場勲 専門サービス

697 R3.9.9 上村木1-13-28 株式会社佐々木総合保険 代表取締役 佐々木広之
専門サービス

709 R3.9.9 本江2532-1 エム・エンターテメント合同会社 代表社員 大浦正春 専門サービス

714 R3.9.9 友道1158番地 有限会社M＆P 代表取締役 石原世四明 専門サービス

731 R3.9.10 中央通り1-4-8　３F ＭＩＮＧＬＥ 吉本光里 専門サービス

818 R3.9.15 宮津253 株式会社アカウント 長勢總一郎 専門サービス

822 R3.9.15 江口1558-1 宮川奈津美社会保険労務士事務所 宮川奈津美
専門サービス

831 R3.9.15 大海寺新694-1 有限会社羽黒 代表取締役 髙下峰則 専門サービス

839 R3.9.15 三ケ1181-1　ミラージュハウス内 NP×AHA＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ 野上一志 専門サービス

847 R3.9.16 宮津253 長勢總一郎税理士事務所 長勢總一郎 専門サービス

852 R3.9.16 三田402 有限会社黒崎総合保険サービス 黒﨑貴嗣 専門サービス

887 R3.9.21 浜経田3251-3 ｓａｕｓａｇｅ　ｗｏｒｋｓ 石川樹 専門サービス

911 R3.9.21 本町1-9-6 行政書士・石﨑義英法務事務所ＡＺ-ＢＲＡ 石﨑義英 専門サービス

914 R3.9.21 住吉1636 エコ財務株式会社 松本健 専門サービス

915 R3.9.21 住吉1636 税理士法人ＣＦＯ 松本健 専門サービス

940 R3.9.22 本江910-1 マルチメディア工房陽 古川陽一 専門サービス

947 R3.9.22 本新町2-11 株式会社北陸コンピュータービジネス 代表取締役 窪田育夫 専門サービス

1014 R3.9.27 友道1532-1 有限会社酒井保険事務所 酒井賢二 専門サービス

1021 R3.9.27 釈迦堂1-13-5　第一鶴田ビル３Ｆ 美浪清税理士事務所 美浪清 専門サービス

1056 R3.9.28 住吉3173-7 社会保険労務士法人みらい 社員 朝田通安 専門サービス

1065 R3.9.28 青島377-2 株式会社ワイズデザイン企画 八倉巻涼子 専門サービス

1070 R3.9.28 吉島246 ＭＯＮＮＹ　ＤＥＳＩＧＮ 東海文香 専門サービス

1089 R3.9.28 青島8 税理士法人よつば 船平実 専門サービス

1100 R3.9.29 大光寺1524-3 税理士法人タックス総研魚津事務所 出戸端剛 専門サービス

1116 R3.9.29 仏田3461-2 あたご株式会社 愛宕彰 専門サービス

1126 R3.9.30 石垣新1250-83 フューネス 木下裕治 専門サービス

1140 R3.9.30 本江434-7 スタジオ糸 上田愛子 専門サービス

1142 R3.9.30 吉島121-2 堤谷公雄公認会計士・税理士事務所 堤谷公雄 専門サービス

1143 R3.9.30 吉島121-2 アドバンス株式会社 堤谷文雄 専門サービス

1144 R3.9.30 吉島121-2 株式会社ビックトウモロウ 堤谷公雄 専門サービス
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1147 R3.9.30 金浦町5-2 明治安田生命保険相互会社魚津営業所 小林充 専門サービス

1148 R3.9.30 上村木1-12-27　アイザック魚津駅前ビ 明治安田生命保険相互会社魚津中央営業所 森本幸伸 専門サービス

255 R3.8.27 経田中町1番43号 合同会社vigilage 大村圭司 その他・不明

309 R3.8.30 上村木一丁目20番28号 株式会社キキ 代表取締役 佐近肇 その他・不明

559 R3.9.6 横枕 有限会社塚本 塚本起代美 その他・不明

586 R3.9.6 末広町10-10 Ｄｏｇｓａｌｏｎ＆Ｈｏｔｅｌフラフィー 前本薫 その他・不明

587 R3.9.6 北鬼江142-1 株式会社オレンジ 代表取締役 八倉巻隆 その他・不明

588 R3.9.6 本江434-3 株式会社ＤｅｎｔａｌＳｔｕｄｉｏｆｏｒ 米山亮多 その他・不明

668 R3.9.8 駅前新町5-3サンプラザ１F ＳｈａｒｅｌｌｙＮａｉｌシェアリーネイ 小川弘子 その他・不明

680 R3.9.9 吉島2-3-5 有限会社マイハート 代表取締役 長田栄 その他・不明

689 R3.9.9 北中550-1 有限会社重松 代表取締役 本元俊久 その他・不明

727 R3.9.10 三ケ1754-11 株式会社髙塚 代表取締役 髙塚昌宏 その他・不明

1062 R3.9.28 吉島2-407-1 ＵＤＴ　ＮＥＸＴ合同会社 代表社員 本庄拓也 その他・不明

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 タクシー・代行

42 R2.9.16 友道2077番地 介護タクシーえんらく 川原田巧 タクシー・代行

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

213 R3.8.25 仏田2985番地4 あっぷる代行 内山英男 タクシー・代行

462 R3.9.2 本江3155番地1　208 ヒデちゃん代行 後藤秀樹 タクシー・代行

523 R3.9.3 緑町7-15 富士代行 田中成美 タクシー・代行

687 R3.9.9 吉島1-608-2 株式会社ａｑｕａ　魚津営業所 河村進一 タクシー・代行

944 R3.9.22 観音堂1643-2 相木代行 寺崎毅 タクシー・代行

41 R2.9.16 六郎丸1441番地 伊東康彦りんご園 伊東康彦 農業・漁業・林業

298 R3.8.30 本町一丁目11番6号 喜代丸 宮島政利 農業・漁業・林業

424 R3.9.2 駅前新町11番17号 大同林業 山澤満
農業・漁業・林業

558 R3.9.6 吉島480 カネシゲりんご果樹園 富居俊成 農業・漁業・林業

596 R3.9.6 相木195 南章りんご園 南章 農業・漁業・林業

606 R3.9.6 友道1009 清水果樹園 清水宏和 農業・漁業・林業

698 R3.9.9 東尾崎3415 新川森林組合 代表理事組合長 吉田讓 農業・漁業・林業

746 R3.9.10 吉島261 西田りんご園 西田哲也 農業・漁業・林業

758 R3.9.10 北中691-1 富山県鮭鱒漁業協同組合 代表理事組合長　 中島泰成 農業・漁業・林業

763 R3.9.10 東町5-1 魚津漁業協同組合経田支所 代表理事組合長　 油本憲太郎 農業・漁業・林業

794 R3.9.14 東尾崎3415 有限会社新川グリーン興産 代表取締役 辻泰久 農業・漁業・林業

816 R3.9.14 長引野311 佐々木りんご園 佐々木昌宏 農業・漁業・林業

821 R3.9.15 友道966 林秋男果樹園 林えつ子 農業・漁業・林業

840 R3.9.15 大海寺新676-2 桃山ぶどう園 松井城大 農業・漁業・林業

843 R3.9.16 東尾崎3415 新川森林組合木材加工場 代表理事組合長 吉田讓 農業・漁業・林業

866 R3.9.17 相木1116-1 魚津青果商業協同組合 代表理事 寺崎幸博 農業・漁業・林業

881 R3.9.17 小川寺3023 有限会社入井造園 代表取締役 中嶋浩一 農業・漁業・林業

894 R3.9.21 川縁83 (農)ゆかり営農組合 飛世憲良 農業・漁業・林業

928 R3.9.21 友道3071 谷口梨園 谷口萬里子 農業・漁業・林業

933 R3.9.22 長引野312 沢山りんご園 澤山博実 農業・漁業・林業

952 R3.9.22 吉島645 長谷川りんご園 長谷川宗明 農業・漁業・林業

971 R3.9.22 三ケ1860 農業組合法人かがやき営農組合 代表理事組合長 高橋博信 農業・漁業・林業

973 R3.9.22 吉島82 北博信りんご園 北博信 農業・漁業・林業

974 R3.9.24 友道1544 中島果樹園 中島治夫 農業・漁業・林業

976 R3.9.24 大海寺新742 ＯＲサービス 大沢浩司 農業・漁業・林業

977 R3.9.24 友道295 宮嶋梨園 宮嶋貞美 農業・漁業・林業

980 R3.9.24 本町1-2-23 魚津水産株式会社 油本憲太郎 農業・漁業・林業

983 R3.9.24 長引野996 谷﨑雅彦りんご園 谷﨑雅彦 農業・漁業・林業

987 R3.9.24 友道1480 木下梨園 木下眞 農業・漁業・林業

994 R3.9.24 六郎丸173 魚津農場　味良寿園 伊東幹治 農業・漁業・林業

995 R3.9.24 友道2158 佐竹梨園 佐竹昭治 農業・漁業・林業

998 R3.9.27 六郎丸139 川西清則りんご園 川西清則 農業・漁業・林業

1006 R3.9.27 六郎丸743-2 川西芳一りんご園 川西芳一 農業・漁業・林業

1020 R3.9.27 小川寺347-1 佐々木もも・りんご園 佐々木清和 農業・漁業・林業

1032 R3.9.27 友道616 林寿男果樹園 林寿男
農業・漁業・林業

1041 R3.9.27 友道1001 中島牧場 中島勲 農業・漁業・林業

1046 R3.9.27 六郎丸4191 伊東仁志りんご園 伊東仁志 農業・漁業・林業

1047 R3.9.27 友道745 はやし梨花園 林誠人 農業・漁業・林業

1048 R3.9.27 小川寺2824-1 藤岡正樹ぶどう園 藤岡正樹 農業・漁業・林業

1049 R3.9.27 小川寺3044 谷地元ぶどう園 谷地元康子 農業・漁業・林業

1050 R3.9.27 小川寺2947 古川ぶどう園（古川博明） 古川博明 農業・漁業・林業
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1051 R3.9.27 小川寺3033 入井正ぶどう園 入井正 農業・漁業・林業

1052 R3.9.27 小川寺3308 入井孝夫ぶどう園 入井孝夫 農業・漁業・林業

1053 R3.9.27 小川寺2969 吉井毅ぶどう園 吉井毅 農業・漁業・林業

1054 R3.9.27 小川寺6073 横超ぶどう園 横超慶雄 農業・漁業・林業

1088 R3.9.28 印田1517 大城梨梅園 大城克明 農業・漁業・林業

1091 R3.9.28 小川寺2938 古川ぶどう園(古川仁一） 古川仁一 農業・漁業・林業

1092 R3.9.28 小川寺2495-10 伊東ぶどう園 伊東昭夫 農業・漁業・林業

1093 R3.9.28 北鬼江364 株式会社天空 大﨑浩司 農業・漁業・林業

1105 R3.9.29 小川寺55-3 吉井ぶどう園 吉井実 農業・漁業・林業

1114 R3.9.29 小川寺6070 谷口ぶどう園 谷口松呂 農業・漁業・林業

1115 R3.9.29 木下新331 木下もも園 木下辰美 農業・漁業・林業

311 R3.8.30 吉島553番地1 こみゅにてぃはうす愛夢 近藤宗明 福祉

389 R3.9.1 本江新町9番8号 専正寺デイサービスまごころ 久津谷俊行 福祉

503 R3.9.3 友道777番地 ぬくもりハウス 宮本汎 福祉

505 R3.9.3 吉島200-1 ぬくもりハウス２号館 宮本汎 福祉

506 R3.9.3 吉島200番３ 魚津病院吉島デイサービス 宮本汎 福祉

507 R3.9.3 友道789番地 魚津老人保健施設通所リハビリセンター 宮本汎 福祉

547 R3.9.3 大光寺1010-14 特定営利活動法人わかくさ会(わかくさ作業 理事長 林久嗣 福祉

548 R3.9.3 寿町12-28 特定営利活動法人わかくさ会(こっころ) 理事長 林久嗣
福祉

700 R3.9.9 新角川1-8-4 デイケアステーションかがやき 医療法人社団宮本内

科小児科医院理事長

宮本汎
福祉

701 R3.9.9 本江3354 ガーデンヒルズ本江 医療法人社団宮本内

科小児科医院理事長

宮本汎 福祉

702 R3.9.9 本江3354 キッズベアー 医療法人社団宮本内

科小児科医院理事長

宮本汎 福祉

801 R3.9.14 北山714 ヘルパーセンタータイアップ 米澤彰啓 福祉

802 R3.9.14 北山476-1 住宅型有料老人ホーム北山 米澤彰啓 福祉

916 R3.9.21 本江1-26 医療法人社団ホスピィー　スコールフレイ 理事長 浦田哲郎 福祉

959 R3.9.22 石垣389 グループホームちょうろく 理事長 浦田哲郎 福祉

960 R3.9.22 本江1616 本江ちょうろくハウス 理事長 浦田哲郎 福祉

961 R3.9.22 石垣388-2 ショートステイ/デイサービスちょうろく 代表取締役 浦田紀子 福祉

962 R3.9.22 経田西町10-90 経田ちょうろく 理事長 浦田哲郎 福祉

1034 R3.9.27 上村木1-6-5 魚津地域福祉事業所スマイルぽぴー 田嶋羊子 福祉

1035 R3.9.27 吉野476-2 魚津地域福祉事業所えがおのぽぴぃ 田嶋羊子 福祉

1036 R3.9.27 慶野字砂田1207-7 魚津地域福祉事業所みんなのぽぴぃＳＵＮ 田嶋羊子 福祉

1095 R3.9.29 本江1030 八光エステイト有限会社 代表取締役 小坂郁雄 福祉

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 三由博美 不動産

250 R3.8.27 江口26番地1 ステラ賃貸マンション事業所 松田幹夫 不動産

360 R3.8.31 釈迦堂一丁目3-9 M1ビル 大嶋静子 不動産

386 R3.9.1 駅前新町11番17号 有限会社ヤマト商事 代表取締役 山澤博美 不動産

449 R3.8.30 新金屋一丁目12番38号 インテリジェントセンター株式会社 代表取締役 三由博美 不動産

456 R3.9.2 吉島一丁目10番3号 コーポ有沢 有澤庄蔵 不動産

466 R3.9.2 吉島一丁目801番地2 五光 松倉勇 不動産

476 R3.9.2 上村木439番地１ ありえすパートナーズ株式会社 代表取締役 伊東良浩 不動産

478 R3.9.2 上村木439番地1 ありそみ不動産評価研究所 代表 小林正伸 不動産

483 R3.9.2 末広町１番10号 有限会社正栄不動産 谷口正明 不動産

527 R3.9.3 上村木1-18-5 ふどうさんの北陸 山本章士 不動産

539 R3.9.3 相木617-7 日本ファミリア不動産株式会社 木下和夫 不動産

612 R3.9.7 六郎丸1046 有限会社立山不動産 代表取締役 吉田讓 不動産

621 R3.9.7 北鬼江1030 有限会社川岸住宅 代表取締役 川岸芳雄 不動産

640 R3.9.7 本江3155-1 岡本不動産株式会社 代表取締役 岡本樹典 不動産

716 R3.9.9 本江新町1-24 株式会社大城不動産 代表取締役 小峰正文 不動産

862 R3.9.16 吉島1127-12 有限会社尾谷 尾谷清光 不動産

904 R3.9.21 上村木一丁目10番５号 不動産ワークス合同会社 綿屋知章 不動産

923 R3.9.21 釈迦堂一丁目2-23 東部不動産 四十竹健一 不動産

934 R3.9.22 出1402 ㈱プレジオン 代表取締役 肥塚高之 不動産

1058 R3.9.28 上村木1-11-8 株式会社Ｈａｎｄ　Ｂ 山口ゆかり 不動産

1082 R3.9.28 釈迦堂1-4-17 有限会社森内地所 取締役 森内景子 不動産

22 R2.9.10 本新町23番12号 ヴォーグ美容室 対馬文雄 理美容

69 R2.9.30 中央通り一丁目6番4号 Snip Snip 山瀬久美 理美容

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 理美容

122 R2.10.28 住吉126番地4 美容室　エスポワール 政二稔枝 理美容

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

134 R2.11.18 緑町3番25号 バンビ美容室 平田洋子 理美容

146 R3.3.9 文化町1番15号 株式会社ハッピーワン 石倉一昭 理美容
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180 R3.8.24 友道1450番地6 STANDARD BARBERどれっしんぐ 小坂登 理美容

184 R3.8.24 釈迦堂一丁目7番14号 美容室マリオネット 藤井菅子 理美容

185 R3.8.24 本江1556番地 スティルヘアーササキ 佐々木一 理美容

204 R3.8.25 駅前新町11番20号KMビル1F Salon Ito 伊東弘美 理美容

214 R3.8.26 北鬼江二丁目2番15号 ほそだ美容室 細田千賀子 理美容

215 R3.8.26 仏田1285番地2 hair salon poporass 櫻坂千亜希 理美容

216 R3.8.26 北鬼江一丁目5番2号 理容やまざき 山崎秀紀 理美容

218 R3.8.26 末広町2番22号 先名理容所 先名純子 理美容

226 R3.8.26 北鬼江一丁目5番1号アルファビル1F PARADIS 上島弘之 理美容

233 R3.8.26 双葉町1番21号 ヘアサロンまえだ 前田英志 理美容

244 R3.8.26 本新町20番24号 le mieux 猟場真紀 理美容

247 R3.8.27 本江1430番地17 有限会社チャーム 取締役 北村充子 理美容

251 R3.8.27 青島202番地7 hair salon ZUCCA 稲塚ひかり 理美容

279 R3.8.27 上村木二丁目2番26号 美容室ITAKURA 板倉貴子 理美容

282 R3.8.30 諏訪町7番13号 セブン美容室 林恵津子
理美容

305 R3.8.30 吉島901番地2 nest 富居潤子 理美容

306 R3.8.30 上村木一丁目1番10号 有限会社大島　オセル・ヘアデザイナーズ 大島隆央 理美容

313 R3.8.30 本町一丁目5番32号 HAIR　IEKI 家城敏一 理美容

316 R3.8.30 上口一丁目3番22号 ヘアールームよねざわ 米澤英子 理美容

317 R3.8.30 佐伯116番地15 HAIR-DESIGN　MIX 河口孝隆 理美容

318 R3.8.30 住吉458番地5 ビューティサロンおおえ 大江久子 理美容

319 R3.8.30 北鬼江一丁目3番2号 arche 高木恵美 理美容

320 R3.8.30 鴨川町2番25号 美粧倶楽部 米田京子 理美容

321 R3.8.30 友道704番地 ビューティサロンミヤジマ 宮島照子 理美容

322 R3.8.30 新角川一丁目10番5号 はしもと美容室 橋本真理子 理美容

323 R3.8.30 本江新町7番22号 ame hair 渡邉政希 理美容

324 R3.8.30 友道1535番地 いしばし美容室 石橋明美 理美容

326 R3.8.30 大海寺野4891番地3 美容はまたに 浜谷恵美子 理美容

339 R3.8.31 本新町12番11号 出張さんぱつ屋さんトモ 奥本知久 理美容

344 R3.8.31 本江3408番地15 hair make Full 左近礼子 理美容

345 R3.8.31 住吉173番地2 ヘアハウス・トロワ 寺田奈緒子 理美容

346 R3.8.31 友道1949番地30 アンビション 島澤幸裕 理美容

347 R3.8.31 真成寺町3番17号 ヘアーサロン　ヤング 濱田吉隆 理美容

349 R3.8.31 立石85番地6 エステティックトリートメント　クオリ 吉崎香里 理美容

354 R3.8.31 北鬼江168番地2 FAMCICK 佐藤小百合 理美容

356 R3.8.31 北鬼江一丁目5番23号J&Mビル1F Nameless 鹿木優 理美容

359 R3.8.31 中央通り二丁目2番26号 ヘアーショップニシザワ 西澤宏昭 理美容

368 R3.9.1 上村木一丁目3番6号 ビューティパーラー年美 澤田年美 理美容

379 R3.9.1 上村木一丁目18番9号 節子美容室 竹山友美 理美容

380 R3.9.1 立石85番地11 カットボーイ 横田敏人 理美容

393 R3.9.1 横枕855-2 ヘアーサロンひらの 平野正則 理美容

394 R3.9.1 相木828番地４ シーメム 相馬由美子 理美容

397 R3.9.1 駅前新町7番4号 アトリエ・ヒロコ 島博子 理美容

402 R3.9.1 吉島一丁目209番地 美容室ファブリス 荒地浩一 理美容

406 R3.9.1 新角川二丁目8番2号 理容カミクラ 神倉繁 理美容

413 R3.9.1 新角川一丁目10番5号　２Ｆ エステサロン　ラパス 邑本千晶 理美容

414 R3.9.1 上村木一丁目10番3号 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　ｐｅｃｈｋａ 美浪梨沙 理美容

419 R3.9.2 火の宮町13番26号 Salon etoile 猟沢　清佳 理美容

421 R3.9.2 大海寺野807番地 Ｒｅｃｒｅ 金川直美 理美容

422 R3.9.2 釈迦堂一丁目2番18号 美容室サンロード 長谷河恵子 理美容

433 R3.9.2 東町10番7号 マサ美容室 浦﨑麻里子 理美容

451 R3.9.2 経田中町13番14号 みち子美容室 油本紀子 理美容

452 R3.9.2 新宿6番9号 ヌキナ美容室 貫名静佳 理美容

494 R3.9.3 本江1277-10 サロンド・ラッキー美容室 廣濱征子 理美容

508 R3.9.3 北鬼江2805 株式会社ワイズガーデン美容室ｃａｌｍ 國田雄一 理美容

512 R3.9.3 文化町5-37 魚津美容院 田代順子 理美容

528 R3.9.3 上村木1-23-11 ｈａｉｒ　Ｈａｌｅｌｌ 浜岸晴代 理美容

532 R3.9.3 本江1462 雅夢ガム 橋本雅子 理美容

535 R3.9.3 友道1435 Ｐｏｌｅ　Ｐｏｌｅ 前川和子
理美容

544 R3.9.3 本江1535-7 すぎもり美容室 杉森千代子 理美容

545 R3.9.3 本江新町5-12 ビューティサロンゆみ 中山裕美子 理美容

546 R3.9.3 本町1-9-15 もりおか美容室 森岡夕美 理美容
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551 R3.9.3 吉島771-3 美容室ＨＥＡＶＥＮ 堀田久恵
理美容

557 R3.9.6 北鬼江320 美容室くっくろびん 中西ますこ 理美容

561 R3.9.6 本江3371-2 Ｂ－ＢＯＸ 美谷淳子 理美容

564 R3.9.6 本江1272-15 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ｎｏｔｔｏ 米山琢也 理美容

568 R3.9.6 東尾崎5497-51 イチエ美容室 荒木市恵 理美容

572 R3.9.6 三ケ1754-8 理容いかい 五十井正義 理美容

576 R3.9.6 上村木1-23-7野田ビル2F Ｏ／ＶＡＬ 市尾枝里 理美容

623 R3.9.7 北鬼江1-3-18　アルファ第２ビル１Ｆ SLOW　JAM　BARBER　SHOP 前川健斗 理美容

625 R3.9.7 駅前新町11-17 ヘアサロンｉｔｏ 伊東美千代 理美容

630 R3.9.7 六郎丸1122-5 ヘアーテラサキ 寺﨑順一 理美容

639 R3.9.7 本江3471 エステティックジュビランｍｏｍｏ 三谷恵美 理美容

646 R3.9.8 出39-2 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ＳhｕＳhｕ 山口純子 理美容

720 R3.9.10 新角川1-9-27 サロンヴィフ 下澤啓吾 理美容

734 R3.9.10 上村木1-16-8 バズ．セッション 中田朋子 理美容

741 R3.9.10 友道940 ビューティサロンシミズ 清水亜希子 理美容

766 R3.9.13 東尾崎5497-60 クレイジーダイアモンド 加藤正徳 理美容

769 R3.9.13 仏田1322-1 マーキュリー 田中公美 理美容

776 R3.9.13 東町12-60 ヘアサロンシャンプー 高瀬昌美 理美容

777 R3.9.13 友道1949 シマサワ理容室 島澤佐妃 理美容

778 R3.9.13 江口167-2 サロンシェルシェ 江蔵由紀
理美容

783 R3.9.13 新角川1-7-5 北村理容院 北村律子 理美容

793 R3.9.13 並木町3-5 サロン・ドふぁんしい 石塚雅子 理美容

834 R3.9.15 木下新31-1 髪HOPE 関口善紀 理美容

865 R3.9.16 六郎丸992番地 ヘアーカットオアシス 野村祐子 理美容


