
店名 業種 住所 電話番号

1 いざかや平太郎 飲食店 富山市西町9-18   ウエストハウスビル1Ｆ 076-422-0109

2 牛若 飲食店 富山市根塚町3-9-13 076-422-4129

3 エイト・ラーメン 飲食店 富山市四方荒屋2039-6 076-435-1320

4 （株）五万石本店 飲食店 富山市桜町1-6-4 076-441-4649

5 かまど料理　ごんべい舎　駅前店 飲食店 富山市桜町1-4-5   東横インJr.Ｂ1F 076-433-5500

6 ごんべい舎　アーバン店 飲食店 富山市牛島町18-7   アーバンプレスB1F 076-445-5522

7 五万石　千里山荘 飲食店 富山市婦中町千里5866 076-469-2900

8 酒と人情料理　だい人 飲食店 富山市新富町2丁目5-1 076-431-0122

9 旬彩千歳 飲食店 富山市千歳町1-3-1   パレプラン高志会館１階  076-441-2255

10 靜月 飲食店 富山市新桜町6-1 076-411-9898

11 富山　柿里 飲食店 富山市総曲輪2-2-6 076-422-7214

12 フランス料理「ルミエール」　 飲食店 富山市桜木町10-10   富山第一ホテル　13Ｆ 076-442-4084

13 ホテルグランテラス富山ルーバン 飲食店 富山市桜橋通り2-28 076-431-2211

14 実りのかしら 飲食店 富山市桜町1-7-15 076-442-5556

15 焼肉けやき本店 飲食店 富山市下赤江2-14-27 076-431-1129

16 焼肉　十八 飲食店 富山市辰巳町2-2-2 076-494-2918

17 焼肉と韓国料理や　汝矣島 飲食店 富山市西中野町1-4-17 076-423-0733

18 焼肉＆BAR グリエTANIGUCHI 飲食店 富山市内幸町1-14   内幸ビルC館2F 076-482-4529

19 焼肉　北斗 飲食店 富山市布瀬町2-2-11 076-492-7735

20 焼肉　梨花苑 飲食店 富山市総曲輪1-3-16 076-433-4440

21 山元食道 飲食店 富山市八尾町鏡町1000-10 076-455-2209

22 和風焼肉　富山育ち 飲食店 富山市桜町1丁目4-24   白倉ビル2階 076-431-2911

23 和風ステーキ　華 飲食店 富山市婦中町西本郷６２１－３　 076-491-2900

24 株式会社マルチョウ神戸屋　アピア店 精肉店 富山市稲荷元町2-11-1 076-445-3237

25 株式会社マルチョウ神戸屋　北の森店 精肉店 富山市森3-2-11 076-438-3925

26 株式会社マルチョウ神戸屋　グリーンモール店 精肉店 富山市山室226-2 076-422-5202

27 株式会社マルチョウ神戸屋　ファボーレ店 精肉店 富山市下轡田165-1 076-466-1637

28 神戸屋北店 精肉店 富山市千代田町8-16 076-432-9387

29 竹田精肉店 精肉店 富山市呉羽町2929 076-436-5329

30 肉のよねだ 精肉店 富山市布目2292-3 076-435-1778

31 肉のよつば 精肉店 富山市愛宕町2-3-18 076-432-9157

32 堀マート 精肉店 富山市水橋的場225 076-478-1420

33 マルジンミート 精肉店 富山市高屋敷857-16 076-421-6758

34 ミートハウス　林 精肉店 富山市粟島町3丁目1-6 076-441-9825

35 ミートショップ岡崎 精肉店 富山市小泉町123 076-424-8821

36 メツゲライ・イケダ 精肉店 富山市古沢651-1 076-427-0666

37 ㈲池多ミート 精肉店 富山市西押川1434 076-436-1829

38 ㈲ミート＆デリカハウス西田 精肉店 富山市辰巳町2丁目2-2 076-425-9296

 □富山　エリア

とやま県産肉提供店（牛肉） 



店名 業種 住所 電話番号

1 (株)延楽 飲食店 黒部市宇奈月温泉347-1 0765-62-1211

2 (株)Ｋ・ＭＥＡＴ 精肉店 中新川郡上市町若杉16-2 076-472-2994

3 肉のたなはし 精肉店 黒部市三日市3411-1 0765-52-2909

4 肉のまつひら 精肉店 黒部市三日市1217-7 0765-54-0298

5 三ツ輪精肉店 精肉店 中新川郡上市町上中町11 076-472-0265

店名 業種 住所 電話番号

1 雨晴温泉　磯はなび 飲食店 高岡市太田88-1 0766-44-6050

2 グリルはやし 飲食店 射水市黒河2032-1 0766-56-5827

3 茶寮　柿里 飲食店 高岡市末広町1-8 0766-32-1820

4 カトーミート株式会社 精肉店 高岡市定塚町1-7 0766-25-5529

5 （株）くぼた本店 精肉店 高岡市川原町11-15 0766-22-3226

6 株式会社マルチョウ神戸屋　パスコ店 精肉店 射水市中太閤山1-1-1 0766-56-8102

7 肉の城石 精肉店 射水市戸破4200-9 0766-55-2810

店名 業種 住所 電話番号

1 小川屋 飲食店 小矢部市本町5-1 0766-67-0554

2 おやべクロスランドホテル　梅の庭 飲食店 小矢部市鷲島65-1 0766-67-1700

3 小矢部サービスステーション株式会社 飲食店 小矢部市浅地135-2 0766-61-4352

4 カレーショップJinＪin 飲食店 小矢部市後谷716 0766-67-6972

5 食堂　おばた 飲食店 小矢部市岩武（津沢）842-1 0766-61-2062

6 精肉　豪州屋 精肉店 小矢部市新富町6-7 0766-67-0175

7 （有）白川栄養食品 精肉店 小矢部市石動1-30 0766-67-1261

店名 業種 住所 電話番号

1 柿里本店　花御堂 飲食店  砺波市高道113-4 0763-33-1051

2 砺波そだち 飲食店 砺波市宮沢町3-11 0763-34-4141

3 鳥越の宿　三楽園 飲食店 砺波市庄川町金屋839 0763-82-1260

4 神戸屋精肉店 精肉店 南砺市荒木5544 0763-52-3780

5 神戸屋西店 精肉店 砺波市本町7-13 0763-32-2657

6 小西精肉店 精肉店 砺波市庄川青島1099 0763-82-0634

 □砺波・南砺　エリア

 □高岡・射水　エリア

 □小矢部　エリア

 □黒部・上市　エリア



店名 業種 住所 電話番号

1 イタリアンキッチン　オリーブ 飲食店 氷見市十二町301-1 076-674-5345

2 割烹　秀月 飲食店 氷見市幸町9-78 0766-74-5941

3 九殿浜温泉　ひみのはな 飲食店 氷見市姿400 0766-79-1324

4 鉄板・お好み　RANA 飲食店 氷見市鞍川1418 0766-30-2822

5 氷見温泉郷　魚巡りの宿　永芳閣 飲食店 氷見市阿尾3257 0766-74-0700

6 氷見牛専門店　たなか
飲食店
精肉店

氷見市朝日丘3931-1 0766-73-1995

7 焼肉しゃぶしゃぶHimi 牛屋 飲食店 氷見市朝日丘1-41 0766-72-0029

8 洋食屋ハロー　番屋街店 飲食店 氷見市北大町25-5 0766-72-2286

9 レストラン　トロイカ 飲食店 氷見市窪788-1 0766-91-1378

10 肉のしみず 精肉店 氷見市中田771 0766-79-1058

11 肉の長井 精肉店 氷見市丸の内13-18 0766-72-5544

 □氷見　エリア


