
番号 店舗・事業所名 住 所 電話番号 業 種 地区

1 いみず野農協片口支店 新片町5-11 86-1046 金融機関 新湊

2 いみず野農協新湊支店 本町3-17-8 82-8540 金融機関 新湊

3 いみず野農協新湊南支店 沖塚原778-1 82-8560 金融機関 新湊

4 いみず野農協堀岡支店 堀岡301 86-1015 金融機関 新湊

5 新湊信用金庫 中新湊12-20 82-8613 金融機関 新湊

6 海王交通株式会社 本町3-16-3 82-6227 交通機関 新湊

7 油谷燃料店 庄川本町12-8 82-4215 小売店 新湊

8 魚源 中央町6-1 82-3278 小売店 新湊

9 エスキナーソ 中新湊7-21 84-2128 小売店 新湊

10 行政書士本田壽事務所 二の丸町12-21 75-6367 小売店 新湊

11 ケンコーマルシェ 海王１丁目　きときと市場 080-5355-5783 小売店 新湊

12 高木商店 庄西町1-13-2 82-3233 小売店 新湊

13 利波電機商会 本町3-6-11 84-1073 小売店 新湊

14 （株）富山カークリーンサービス 松木314 82-5138 小売店 新湊

15 （株）トラベル新湊 中新湊10-27 84-2055 小売店 新湊

16 中川大福堂 中央町2-24 82-2957 小売店 新湊

17 ファッションスペースファーファラ 西新湊9-18 84-7910 小売店 新湊

18 柳瀬酒店 本町1-8-2 82-2649 小売店 新湊

19 夢創作 作道30-16 090-2126-3888 小売店 新湊

20 （株）アースクリーン21 寺塚原905-3 84-6648 小売店 新湊

21 （株）寺島研磨工業 津幡江643 82-1333 小売店 新湊

22 石松薬局 本町2-11-21 84-4823 薬局、薬剤師会等 新湊

23 平野薬店 中央町2-23 82-2851 薬局、薬剤師会等 新湊

24 射水新湊郵便局 本町3-17-10 82-3290 郵便局 新湊

25 海老江郵便局 東明中町4-7 86-1166 郵便局 新湊

26 新湊庄西町郵便局 庄西町2-8-14 84-3704 郵便局 新湊

27 新湊立町郵便局 立町2-21 84-3705 郵便局 新湊

28 新湊古新町郵便局 港町25-2 84-3703 郵便局 新湊

29 塚原郵便局 松木671 84-3707 郵便局 新湊

30 作道郵便局 作道2095-7 84-3706 郵便局 新湊

31 堀岡郵便局 堀岡新明神108-1 86-0950 郵便局 新湊

32 ヘアモードSKY 庄川本町10-6 84-1703 理美容 新湊

33 理容かじたに 庄西町1-18-24 84-4455 理美容 新湊

34 亀谷理容院 港町21-32 84-2627 理美容 新湊

35 倉町理容院 本町3-11-3 82-5365 理美容 新湊

36 天然温泉　海王 鏡宮361 82-7777 その他 新湊

37 いみず野農協東部支店 加茂中部196 59-2341 金融機関 下

38 下村郵便局 加茂中部1020 59-2042 郵便局 下

39 加藤整形外科脊椎スポーツクリニック 橋下条1447-1 56-1322 医師会、歯科医師会等 小杉

40 いみず野農協小杉支店 三ケ981 55-2525 金融機関 小杉

41 いみず野農協太閤山支店 黒河4728-5 56-3011 金融機関 小杉

42 北陸銀行太閤山支店 中太閤山1-1-7 56-3660 金融機関 小杉

43 小杉タクシー 戸破2226 55-1234 交通機関 小杉

44 （有）青井呉服店 三ケ3332 55-0008 小売店 小杉

45 食事処サンキュー 青井谷822-1 73-6355 小売店 小杉

　　　　　　　　　　    　           認知症の人にやさしいお店一覧
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46 （有）丸昌昆布加工所 戸破2646-3 55-3783 小売店 小杉

47 めがねの柿谷 戸破2260 55-0552 小売店 小杉

48 アルビス歌の森店 戸破1569 57-1166 スーパー、百貨店等 小杉

49 アルビスパスコ店 中太閤山1-1 56-5551 スーパー、百貨店等 小杉

50 アルビスいみずの小杉店 一条6-5 57-3500 スーパー、百貨店等 小杉

51 （公財）太閤山ランド 黒河字高山4774-6 56-5556 その他 小杉

52 合同会社NCS（DS：Re-have） 太閤山7-108 50-9072 その他 小杉

53 NPO法人　ふらっと 太閤町４ 56-6661 その他 小杉

54 第一生命保険（株）小杉営業オフィス 三ケ1471 050-3782-3518 保険会社 小杉

55 有限会社　馬場保険事務所 三ケ4022-1 30-2178 保険会社 小杉

56 いみずの薬局 南太閤山3-1-14 56-0961 薬局、薬剤師会等 小杉

57 しみず薬局 中太閤山1-1-1パスコ内 56-9933 薬局、薬剤師会等 小杉

58 金山郵便局 青井谷61-2 56-2903 郵便局 小杉

59 黒河郵便局 黒河2677-1 56-2902 郵便局 小杉

60 小杉三ケ郵便局 三ケ本中町3286 55-2901 郵便局 小杉

61 小杉郵便局 戸破1195 56-9220 郵便局 小杉

62 太閤山郵便局 太閤山1-9 56-2990 郵便局 小杉

63 南太閤山郵便局 南太閤山3-1-14 56-7171 郵便局 小杉

64 カットハウス・トミタ 太閤山8-16 56-6033 理美容 小杉

65 竹林理容院 三ケ4068-1 55-0770 理美容 小杉

66 BARBARヨツジ 青井谷77-1 56-0634 理美容 小杉

67 長谷川理容院 戸破1757-3 56-2808 理美容 小杉

68 はやし理容院 三ケ3313-10 55-3028 理美容 小杉

69 まつおかヘアーサロン 三ケ3739-2 55-2300 理美容 小杉

70 三上理容院 戸破2413-3 55-2038 理美容 小杉

71 山口理容院 手崎1232-8 55-3422 理美容 小杉

72 理容川南 戸破3872-1 55-0769 理美容 小杉

73 理容たかぎ 黒河新3269-8 56-3777 理美容 小杉

74 理容タカクワ 太閤山1-5 56-1751 理美容 小杉

75 理容はしもと 戸破4141 55-1193 理美容 小杉

76 理容・花菱 三ケ3310 55-0856 理美容 小杉

77 真生会富山病院 下若89-10　 52-2156 医師会、歯科医師会等 大門

78 いみず野農協南郷支店 串田1374-1 54-1011 金融機関 大門

79 いみず野農協三島野支店 大門本江285-1 52-0262 金融機関 大門

80 グリーンハット 下若89-10　 52-2160 小売店 大門

81 NPO法人　むげん 棚田59 52-1737 その他 大門

82 櫛田郵便局 串田842-2 54-1606 郵便局 大門

83 大門郵便局 二口876 52-4500 郵便局 大門

84 二口郵便局 二口1046-2 52-0952 郵便局 大門

85 水戸田郵便局 生源寺167 54-1850 郵便局 大門

86 いみず野農協大島支店 小島704 52-0109 金融機関 大島

87 いみず野農協大門支店 北野1555-1 52-0415 金融機関 大島

88 いみず野農協本店 北野1555-1 52-0023 金融機関 大島

89 アルビス大島店 本開発１１ 50-2300 スーパー、百貨店等 大島

90 大島郵便局 小島733-1 52-7150 郵便局 大島

91 三井理容院 富山市池多647-3 076-436-6789 理美容 その他


