
○県産品購入ポイント制度 実施店舗一覧（339店舗） 
(県民みんなで応援！とやまの地産地消) 

 

企業・団体名 企業・団体名 

アルビス(株)      【県下 33店舗】 (有)五福商会 

(株)大阪屋ショップ   【県下 33店舗】 (株)サンコー本店 

三幸(株)         【県下８店舗】 (株)シューコーポレーション 

ユニー(株)        【県下７店舗】 (株)新生マート 

(株)マルワフード    【県下５店舗】 (有)フレッシュ佐武 

(株)三喜有       【県下４店舗】 (有)ユアーズ 

(株)ＪＡライフ富山   【県下４店舗】  

マックスバリュ(株)   【県下４店舗】  

(株)オレンジマート   【県下３店舗】  

(株)丸圓商店      【県下３店舗】 富山青果物商業協同組合 【36店舗・別記】 

イオンリテール(株)   【県下３店舗】 富山県西部青果食品協同組【37店舗・別記】 

(株)大和        【県下２店舗】 富山県花卉球根農業協同組合    

生活協同組合 CO-OPとやま【県下２店舗】 富山県食品産業協会   【85店舗・別記】 

(株)平和堂       【県下２店舗】 農産物直売所      【56店舗・別記】 

(株)まるまん      【県下２店舗】 農家レストラン      【３店舗・別記】 

 



○富山青果物商業協同組合 

（３６店舗） 

 

 

富山市 平井青果店 富山市 八百屋 西ノ宮 

富山市 尾島商店 富山市 桔梗屋 

富山市 岡部青果店 富山市 ヨシオカ・フルーツ＆ベジタブル 

富山市 ﾌﾚｯｼｭ梅田ｼﾖｯﾌﾟ 富山市 牛島ストアー 

富山市 ｼﾞｬﾝﾎﾞなかひら 富山市 ｻﾝﾌﾚｯｼｭおがわ 

富山市 奥田食糧 富山市 いけぶち 

富山市 坂井商店 富山市 ふじさわ 

富山市 清水ストアー 富山市 有倉青果 

富山市 上野青果（八尾町西町店） 立山町 むらい食品㈱ 五百石店 

富山市 (株)フレック 富山市 ﾌﾚｯｼｭしまばやし 

富山市 シャレーブロン 富山市 中平青果 

高岡市 フルーツ善光 富山市 ｻﾝﾌﾚｯｼｭおおい 

富山市 みかみストアー 富山市 フルーツ高木 

富山市 野村商店 富山市 久郷青果店 

富山市 八百屋 まつばら 富山市 (有)安川食料品店 

立山町 伊井商店 富山市 (株)サンショウ有沢店 

富山市 堀井商店 富山市 (株)サンショウ栄町店 

富山市 久郷青果物店 富山市 富山青果物商業協同組合 



○富山県西部青果食品協同組合 

 （３７店舗） 

射水市 マルヨシ中央店 射水市 杉本食料品店 

射水市 カネトストアー 射水市 岡田青果店 

射水市 竹田ストアー 高岡市 越井食品店 

射水市 ナラヤ 高岡市 池田商店 

射水市 かねよし 南砺市 柴田商店 

射水市 広太商店 小矢部市 紋七屋 

射水市 清水食品ストアー 高岡市 沢幸 

氷見市 丸吉食品 高岡市 島信商店 

氷見市 こしだスーパー 高岡市 車商店 

高岡市 ながせ商店 高岡市 シ水 

高岡市 全日食ハスミ店 高岡市 スーパーほしば 

高岡市 佐野甚 高岡市 フレッシュフードきたがわ 

高岡市 フレッシュフーズアルファ 高岡市 新谷商店 

高岡市 新鮮館せきもと 高岡市 野村商店 

高岡市 (有)伏木食品 高岡市 かなもり 

高岡市 奥村商店 高岡市 スマイル 

高岡市 ヤマザキストアー 高岡市 かねまん 

南砺市 はやし食品 高岡市 富山県西部青果食品協同組合 

小矢部市 宇治屋   



○富山県食品産業協会 

（８５店舗） 

黒部市 銀盤酒造（株） 高岡市 シクヤ製麺（株） 

高岡市 犬田製麺（株） 富山市 谷井餅店 

富山市 新栄堂 高岡市 （株）とぎや 

富山市 (株）源 富山市 鈴木亭 

滑川市 (株）川村水産 富山市 数見菓子舗 

南砺市 日の出屋製菓産業（株） 射水市 （有）へちま産業 

滑川市 （株）滑川蒲鉾 富山市 （株）梅かま 

富山市 （農）味彩おおやま 黒部市 横山冷菓（株） 

魚津市 石川製麺（株） 富山市 宮崎餅店 

富山市 （有）田中商店 入善町 扇原清月堂 

氷見市 向島商店 魚津市 和洋菓子の店フジタ 

南砺市 三和食品（株） 富山市 （有）竹林堂本店 

魚津市 （株）リンデンバウム 立山町 （農）食彩工房たてやま 

黒部市 木下菓子舗 富山市 モカ洋菓子店 

黒部市 （株）四十物昆布 小矢部市 旭醤油味噌（株） 

氷見市 ハルピンベーカリー 射水市 （有）鈴香食品 

滑川市 （有）とと屋 富山市 （有）ファーム古井 

富山市 南日味噌醤油（株） 魚津市 （有）稲盛ファーム 

南砺市 （株）ヨネダ 高岡市 山元醸造（株） 

富山市 食と福祉と環境を考えるネットワーク 富山市 （株）ごんろく水産 

魚津市 （有）源七 高岡市 おいはら餅店 

高岡市 菱富食品工業（株） 富山市 （有）月世界本舗 

魚津市 （株）まるなか 南砺市 ふるさとの味加工組合 

富山市 たけしま食品 南砺市 （農）サカタニ農産 

富山市 （株）有沢食品 南砺市 （農）富山干柿出荷組合連合会 

射水市 アサダ食品総業（株） 高岡市 さわや食品(株) 

高岡市 （有）斉藤商店 富山市 (有)シャルロッテ 

立山町 藤本食品工業（株） 富山市 (株)蛯米水産加工 

砺波市 となみ野農業協同組合 射水市 (有)丸龍庵 

滑川市 （株）富山ホーム食品 上市町 日本海味噌醤油(株) 

射水市 （株）新湊かまぼこ 富山市 大野菓子店 

富山市 磯野屋菓子舗 小矢部市 沼田製粉(株) 

砺波市 トナミ醤油（株） 富山市 かね七(株) 

射水市 （有）片口屋 黒部市 (株)SS製粉 

射水市 （株）米田 富山市 (有)瀧味堂 

朝日町 大むら菓子舗 富山市 (有)女傅商会 

富山市 新村こうじみそ商店 高岡市 太洋軒あわやま製麺 

富山市 月の屋堂 小矢部市 （株）高澤食品本舗 

魚津市 （株）河内屋 朝日町 清水製パン 

魚津市 （有）大崎丸善 富山市 （株）中田保商店 

南砺市 （株）丸米製菓 南砺市 （株）なかしま 

朝日町 （株）ＴＢエンタープライズ 魚津市 （株）かねみつ 

射水市 （有）京吉   
 



○農産物直売所 （５６店舗） 
富山市 ＪＡなのはな農産物直売所 
  とやま地産・味こだわりの会 
  地場もん屋総本店 
  宮川にこにこ市 

 
そよかぜ農産物直売所豊田店 

  そよかぜ農産物直売所掛尾店 

 
そよかぜ農産物直売所藤ノ木店 

  音川ふれあい市 

 
あおばの里 ほほえみ館 

 
ゆめの森味工房(八尾農林産物加工施設) 

  ふれあい青空市 山田の案山子 
高岡市  あぐりっち佐野店 
  あぐりっちアグリピア店 
  あぐりっち戸出店 
  あぐりっち中田店 

  
あぐりっち矢田店 
そよかぜ農産物直売所高岡野村店 
そよかぜ農産物直売所戸出店 

魚津市  松倉もちより市 
  銀座ワイワイもちより市 
  
  

山の駅もくもく 
経田漁港わいわい市 

氷見市  氷見農業特産品推進協議会 おらっちゃの店 
  氷見農業特産品推進協議会 おらっちゃの店（上庄店） 

 
ＪＡグリーンひみ 

  ひみ番屋街 みのりの番屋 
  グリーンステーション 

滑川市 
滑川ひかる市 
(株)ＴＯＣＯ とみや 

黒部市  地産の黒部 
  道の駅直売所うなづき食菜館 
  JAくろべアグリプラザ農産物直売所 
砺波市  道の駅 となみ野の郷 
  道の駅 庄川 
  夢の平コスモス荘 旬菜直売所 
  若林青空市 
  栴檀野地場産野菜直売所 
小矢部市  道の駅「メルヘンおやべ」農産物売場 
  かあちゃんの新鮮野菜の店 
  (有)カンダファーム 

 
なんぶ農産物市 

 
(農)松永うの花農園 

  たがやす 
南砺市  ヨッテカーレ城端(南砺市桜ヶ池農産物直売所) 
  旬菜市場ふくの里(ふくの産地直売所運営協議会) 
  いっぷく市(道の駅福光) 
射水市 村の駅菜っちゃん新湊店 
  村の駅菜っちゃん太閤山店 
上市町  フリーファームかきざわ 
  音杉農産物直売組合 

 
おらっちゃの店 

  広野直売店 
立山町  アルプス農協たてやま農産物直売所 
入善町  ＪＡみな穂あいさい広場 
朝日町  なないろＫＡＮ 
  食彩あさひ 
 
 
 
 



○農家レストラン （３店舗） 
氷見市 Café 風楽里 
砺波市 農家レストラン大門株式会社 
砺波市   旬菜彩菓ラ・ナトゥーラ 
 


