
「UO!トク!商品券」加盟店舗第2弾 8月17日時点
県産品
応援

T

O
YAMA

UO!クーポンはすべてのお店で使用できます。

★MiraPay（アプリ・カード）利用可能店舗　☆MiraPayアプリでのみ利用可能店舗

裏面もご覧下さい

▲UO! クーポン ▲トク! クーポン

商品券が使用できる店舗は、感染症対策を行っております。利用する際は、利用者様ご自身も十分な感染症対策をお願いします。

★ はまや食堂 鴨川町

  アンティーク・コーヒー六蔵 北鬼江

  中国家常菜 竈 吉島

  Trattoria La Luce 三ケ

  甘党の店 竹酔堂 釈迦堂

  そば処 かすま 新宿

飲 食

飲 食

飲 食

★ コーヒーショップ サン 新宿

  らーめん居酒屋 北海 緑町

  まるたかや魚津店 吉島

  彩火 くらした 釈迦堂

  めん処 はまちょう 村木定坊割

★ ホテルグランミラージュ レストランミラヴェール 吉島

  きつねの散歩道 住吉

☆ 焼肉処 十々亭 釈迦堂

★ 和牛肴ヒラサワ 上村木

★ 大黒屋寿司店 中央通り

  城寿し 並木町★ 日本料理 かづみ野 駅前新町

  お食事処 柏 双葉町

★ しゃぶしゃぶ温野菜 魚津店 吉島

★ 桃園 釈迦堂

  石坂とんかつ店 中央通り

★ ８番らーめん 魚津店 上村木

  ヌードルハーツ 吉島

★ 寿し 次郎長 文化町

★ 勇寿し 新金屋

★ 魚津丸食堂 港町

  キッチン富士 新角川

  松風庵 島尻

  ラーメンの店 上村木
  ランブレッタカフェ 仏田

  東京苑 北鬼江

★ ステーキマドンナ 上村木

★ プチ マドンナ 宮津

★ 太助鮨 駅前新町

  八坪食堂 釈迦堂

★ cafe&animo 新金屋

★ 小政寿司 上村木
  小仏蘭西 上村木

  中華料理 御膳香 吉島

★ （株）ホテルニューオータニ高岡 有磯海レストラン下り線 湯上

★ 梵天楼 坊田製麺所 友道

★ 炭火焼肉 米沢亭 魚津店 北鬼江

★ cafe Ray 北鬼江

★ まちかどイタリアンfrontale 上村木

  カレーハウスCoCo 壱番屋魚津吉島店 吉島

★ HANABI 釈迦堂

  インド料理 インディラ魚津店 吉島

  はまべそば店 金浦町

★ 5103（ことさん） 大海寺野村

  水だんご専門店 藤吉 中央通り

  やまや 真成寺町

  鶏よし 魚津店 上村木

  吉野家魚津店 上村木

★ 日本料理 三玄 駅前新町
  居酒屋 語り 駅前新町
  居酒屋いっぺい 駅前新町
  食 たむら 駅前新町

★ 太鼓判 文化町

  炉ばた山海 文化町

  酒房 ひょっとこ 北鬼江

  台湾美食 釈迦堂

  まめな家 上村木

  JIROKICHI 釈迦堂

★ 酒場みやっち食堂 釈迦堂

  酒肴菜しげ 駅前新町

★ 越中 上原屋 釈迦堂

★ ばななのおんがえし 釈迦堂

★ 居酒屋え～ちゃん 文化町

★ 銀河食堂 掛 上村木

  旬菜 円陣 釈迦堂

  多門 東町

☆ 居酒屋越中五色ふうぶつし 釈迦堂

  やきとりの名門 秋吉 小さか店 新金屋

  八っ寸亭 釈迦堂

  四季料理 悠 釈迦堂

★ 串焼きあっちゃん（仮） 釈迦堂
★ 本格炭火やきとり 笑月 釈迦堂

★ 浜多屋魚津駅前店 釈迦堂

★ 浜多屋本店 末広町

★ わび助 新金屋☆ 魚津町ロケット 釈迦堂

★ 魚清 駅前新町

※       内のお店では、トク!クーポンは使用できません。
　UO!クーポンのみ使用可能です。

  glitter 駅前新町

★ SHOT BAR RUFFY TAFFY 駅前新町

★ じゅんさい 釈迦堂

★ BAR Power GRAN 駅前新町

★ Bar フォルテ 駅前新町

☆ のえる 駅前新町

★ 夕 釈迦堂

  Sanku 駅前新町
  スナックじゃじゃ馬 駅前新町

  スナック イレブン 駅前新町

☆ ナイトロビー七歩 釈迦堂
★ ロード ～道～ 釈迦堂

  スナック喫茶 モルト 釈迦堂
★ ao to ao 釈迦堂
★ すなっく四季 釈迦堂
★ Liberty 釈迦堂

  スナック よこ笛 中央通り

★ すなっく 木乃葉 釈迦堂
  土筆 釈迦堂

  プランタン 駅前新町

  スナック月の女神 駅前新町

  LAUT 駅前新町

  夜会 釈迦堂

★ 愛光～ほっと～ 駅前新町

  party room 上村木

  海鮮食堂 喜見城 村木定坊割

  居酒屋 北の庄 文化町

★ 和の膳うらら 駅前新町

  ドクターズカフェ 心和 本江

  結yui 釈迦堂

☆ 魚津丸キッチン 三ケ

  スナックウィンク 中央通り

  Rigoletto 上村木

  Ranpo 釈迦堂
  BAOBAB cafe 釈迦堂

  レストランヒロタ 本江新町

  ドリーム 中央通り

  食道園 釈迦堂

  ろまん亭 上村木

［順不同］

  ケーズデンキ魚津店 江口
★ ジョーシン魚津店 吉島

家電販売店

最新加盟店情報はこちらから

★ イシサキデンキ 文化町

  （株）ヤマダデンキ テックランド魚津店 吉島

  （有）茶谷電気 浜経田

MEGAドン・キホーテUNY魚津店

魚津ショッピングスクエアサンプラザ

アップルヒル
★  （株）バロー魚津店 食料品

   二星製麺所 魚津店 飲食

★  ココス魚津アップルヒル店 飲食

   麺飯店天地人 飲食
★  おしゃれ工房 アップルヒル店 クリーニング

  MEGAドン・キホーテUNY魚津店 総合スーパー

  BOOKSなかだ 書籍
  office Vox 魚津店 文具

  サンプラザ全館(一部店舗使用不可) 
  （大阪屋ショップはUO!クーポンのみ利用可能）

ガソリンスタンド

   小川建設工業（株）魚津東給油所 吉島

   富山石油（株）魚津サービスステーション 双葉町

  （有）朝日石油 魚津給油所 友道
  （株）シミズ 友道

  エルサカエ魚津店 貴金属

★ Ｖ・drug 魚津店 ドラッグストア

★ （株）昌栄堂アップルヒル店 菓子
  （株）マルチョウ神戸屋アップルヒル魚津店 精肉・惣菜
  そば屋魚津店 飲食

  丸三石油（株）魚津バイパスSS 吉島

ドラッグストア・コンビニエンスストア

★ セブンイレブン魚津吉島２丁目店 吉島

  ＤＣＭカーマ魚津店 上村木

総合スーパー・ホームセンター

  セブンイレブン魚津釈迦堂１丁目店 釈迦堂
  セブンイレブン魚津江口店 吉島
  セブンイレブン魚津上村木店 上村木

  ウエルシア魚津上村木店 上村木
  ウエルシア魚津住吉店 住吉
  ウエルシア魚津吉島西店 吉島

  原信魚津店 江口
  （株）大阪屋ショップ魚津釈迦堂店 釈迦堂

★ Ｖ・drug 魚津南店 大光寺
☆ スギ薬局 魚津本江店 本江

★ シメノドラッグ魚津店 北鬼江

  （株）大阪屋ショップ魚津本江店 本江

この一覧は8月17日時点
のものです。最新の加盟店
はQRからご確認下さい。

★ 日本料理 海風亭 釈迦堂

  三華久 経田中町
★ 喜楽 火の宮町

★ 増重 駅前新町
★ 居酒屋 源助 駅前新町
★ 居酒屋どんべえ 駅前新町

★ 魚津ダイニング三三五五 釈迦堂
★ 和食処 えん 釈迦堂

  とんかつや 新宿

  和創作 五十嵐 釈迦堂

★ 串揚げ ぜんろく 釈迦堂



「UO!トク!商品券」加盟店舗第2弾 8月17日時点
県産品
応援

T

O
YAMA

UO!トク!商品券について MiraPayチャージ券について 魚津商工会議所 TEL 0765-22-1200 魚津市商工観光課 TEL 0765-23-6195

令和4年9月4日（日）～ 令和4年11月30日（水）商品券の利用期間
お問い合わせ先

★ ヴォーグ美容室 本新町

理容・美容・エステ

★ 弱酸性美容 マサ美容室 東町

  スティルヘアーササキ 本江

  美容室ファブリス 吉島

  はしもと美容室 新角川

  hair salon ZUCCA 青島

  BARBER SHOP 本新町

★ hair salon Poporass 仏田

  Nameless 北鬼江

  Hair Shop Nishizawa 中央通り

☆ 美容室HEAVEN 吉島

  ヘアサロンまえだ 双葉町
  髪 HOPE 木下新

  hair make Full 本江

★ フェイシャル＆リンパ あいる 中央通り

★ エステサロン ラパス 新角川

  アロマトリートメント zinen 本江

  エステティックトリートメント クオリティ 立石

☆  りんりん館 魚津店 釈迦堂

☆  タカラ自動車（株） 吉島

   オートバックス魚津店 吉島

車・自転車

 山田自動車整備工場 上村木

★  （有）ギャラップ関口自動車 小川寺

 ハマダサイクル 末広町

 澤田自動車販売 吉島

 （株）山和自動車 北鬼江

   魚津鈑金/モービルヤード 吉島

 （有）高縁自動車 宮津

   （株）吉野自動車 大光寺
★  （株）金三津自動車 大光寺

★ （有）小西モータース 新車市場魚津店 相木

★ コクピット魚津 吉島

☆ 浜浦自動車 川縁

  長谷川モータース 住吉
  （有）金星自動車工業 住吉

   （株）さとう 上村木

  フラワーセンター舘 持光寺

花
  花処 蔵 kura 本江

★ （有）沢井生花店 中央通り
  sachi 10iro 釈迦堂

  花まつ魚津本江店 本江
  花まつ魚津釈迦堂店 釈迦堂

   フラワーショップ えぐちや 新金屋

  meu tempo 東尾崎

★ 鷹休漆器店 中央通り

日用品・ギフト・趣味・時計・メガネ・貴金属

★ （株）工房ヤマセン辻佛檀 金浦町

★ ハリカ魚津店 上村木

★ 滝本はきもの店 真成寺町

★ （有）荒木印房 上村木

  ワールドフレンド 新角川

  美吉屋靴カバン店 新宿

★ 香のん 北鬼江
★ メガネのハラダ 魚津店 北鬼江

★ メガネハウス魚津店 住吉

★ ココマカロン 釈迦堂

  スコールプラス 本江

  コンディトライ KINT 上村木

   （株）マツダ 真成寺町

★ 長谷川ふとん店 吉島

★  太陽スポーツ魚津店 上村木

 クニキ書店 中央通り

★  吉田屋靴カバン店 中央通り

  ひかわ文雅堂 真成寺町

★ （株）旅行企画 釈迦堂
★ お宿 いけがみ 北山

★ スカイホテル魚津 駅前新町
★ スカイホテル魚津 アネックス 駅前新町

宿泊・観光サービス・銭湯

★ 新富観光サービス（株）魚津店 上村木

★ 海の見えるホテル美浪館 釈迦堂

★ 元祖仁右衛門家 北山

☆ （株）金閣タクシー 本町

★ 金太郎温泉 光風閣 天神野新

★ 辻わくわくランド 青島

★ ふれあい牧場フロンティア 三ケ

★ 渚泊魚津丸 港町

☆  魚津交通（株） 本江

★ ホテルグランミラージュ 吉島

★ 金太郎温泉 日帰り温泉施設 カルナの館 天神野新
   下田温泉 本町

  川城鉱泉 上口

［順不同］

★ ルシェルシュ 本江

★ GITA（ジータ） 吉島

★ スクールショップ銀座屋 中央通り

★ past PARQS（PARQS UOZU）上村木
★ ブティック ナカキ 上村木

衣 料 品

  大阪屋洋装店 中央通り

★ KLEUR 上村木

  TAKE FIVE 新金屋

★ みんなのはろうぃん 中央通り

  うおぎし呉服店 本町

★ モードイダ 東尾崎

★ 総合衣料 むつみや 新宿

★ FLAGSHIP 江口

★ 子供服GRAU 上村木

☆ DIVA（ディーバ） 中央通り
☆ クボタドレスユニフォーム 中央通り

  Matin 上口

★ MCR STORE 中央通り

  （有）よねや 本江新町

  ユニフォーム タカギシ 中央通り
★ レディースアサダ 中央通り

  ファッションセンター しまむら魚津店 本江
  アベイル魚津店 本江

  （株）おお沢 友道

化粧品・薬

建 設

★ クスリのいでや 中央通り
★ 薬の五十嵐 本江

  アルソア ノーフィ 北鬼江
★ チャームショップ テラサキ化粧品店 文化町

★ 伊田直樹建築設計事務所 吉島
★ （有）マーキー建築設計 湯上

  オダニホーム（株） 吉島

★ お餅屋（有）源七 六郎丸

★ 鮨蒲本舗 河内屋 本店 駅前新町

  横田酒店 東町

  手作りケーキとパンのお店 LA・PAIN（ラ・パン）経田西町

★ 尾崎かまぼこ館 友道

★ （株)ハマオカ海の幸 港町

酒・米・みそ

青果・鮮魚・精肉・食料品

茶・菓子・その他食品

☆ （有）ぱてぃしぇ・のっき 本新町

  忠鮮魚店 村木定坊割

  宮本みそ店 宮津

  藤井魚問屋 東町

★ とみかわ珈琲 仏又

★ 大崎丸善 吉島店 吉島

  エスポアおおさき（大崎酒店） 釈迦堂

  鮮魚うらやま 新宿

  シャトレーゼ 魚津店 下村木

  丸本酒店 友道

  和洋菓子フジタ 新角川

☆ ミラマルシェ 釈迦堂

★ （株）高木商店 上口

  朝野商店 東町

★ （有）木下酒店 中央通り

★ 守谷八十一商店 新金屋

★ （株）かねみつ 併設直売店 大光寺

★ （株) 棚橋商店 中央通り

  石崎青果店 新角川

★ 魚卸問屋はりたや 港町
★ 魚づ鱒寿し店 駅前新町

★ ケイソン冷蔵 北中
★ ケイソン冷蔵北鬼江店 北鬼江

  センマ鮮魚店 中央通り
  鮮魚の山﨑 中央通り

  島崎松月堂 新角川

  高谷製パン 金浦町

★ （株）立山酒店 中央店 釈迦堂

  湯上酒店 大海寺野
★ （株）長岡酒店 三田

  （有）稲盛ファーム 石垣新
  （有）大野商店 真成寺町

  パンと焼き菓子の店 てくてく 新角川

  （有）北島園 本江

  mitra（ミトラ） 上村木

★ （株）昌栄堂 一笑庵 友道
  朝野東生園 経田中町

  舘菓子舗 経田西町

☆ （有）浜浦水産 上口

  bel tempo どーなつとおやつ 中央通り

  セントベリーコーヒー 本江

★ 海の駅蜃気楼 売店じゃんとこい市 村木定坊割

★  介護タクシー えんらく 友道

そ の 他

★  （有）石﨑家具店 吉島
☆  五十井商店 本江新町

   ビースリム魚津 吉島

 Re:Body 青島

★ 富山第一ドライ大阪屋ショップ 魚津本江店 本江
★ 富山第一ドライ大阪屋ショップ 魚津釈迦堂店 釈迦堂
★  富山第一ドライ 魚津工場店 三ケ
★  富山第一ドライ 原信魚津店 江口

★  ハッピー・カンパニー 中央通り

★ Breathe Life骨盤矯正パーソナルトレーナー 北鬼江

   （株）NSPいづみミュージックスクール 仏田

★ スタジオbe魚津インター店 本江
  介護タクシー あっぷる 仏田
  あっぷる代行 仏田

※富山県産品消費拡大にご協力お願いします。

  クレープ馬あ馬 高畠


