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2901160001 プティダンス 射水市戸破3046－2
2901160003 アコルデス 射水市小島3724
2901160007 株式会社安田創作 中新川郡立山町日俣48-1
2901160008 有限会社高木鉄工所 中新川郡立山町前沢新町635
2901160009 株式会社Style 射水市橋下条2095
2901160010 野尻石材店 射水市戸破4142
2901160011 三好塗装店 高岡市福岡町赤丸1015-3
2901160012 有限会社　藤城工務所 中新川郡立山町大清水537-2
2901160013 有限会社　森勇自動車工学 射水市新開発260番地の6
2901160014 みくにや 南砺市城端５２３－２
2901160015 よしだ総合設備 富山市八尾町東町１９５９
2901160016 有限会社 松崎自動車工業 富山市八尾町福島3-145
2901160017 株式会社冨士製畳 富山市八尾町井田新1193
2901160018 株式会社　クリア 射水市南太閤山8-42-2
2901160019 株式会社小林工業 高岡市福岡町下老子13
2901160020 山海の御馳走　お食事処　楠亭 射水市射水市戸破宝町1382-5
2901160021 イソヤ接骨院 射水市戸破3103-2
2901160023 おき接骨院 富山市婦中町速星799-1
2901160024 Cafe&Waffle Blauw 富山市婦中町速星646-1
2901160026 tea shop けしき 富山市婦中町長沢5767
2901160027 小蔵亀寿堂 富山市八尾町上新町2714
2901160028 有限会社　北吉 富山市八尾町鏡町997
2901160029 武晃自動車工業 富山市八尾町杉田791
2901160030 有限会社　片口屋 射水市戸破6362
2901160032 丸玉株式会社 中新川郡立山町沢端91
2901160033 パフォーマーハルキ事務所 中新川郡立山町浦田1552-1
2901160034 株式会社アート工房 下新川郡入善町田中１６４－１
2901160035 ケーズメタル株式会社 高岡市下麻生字天洞4524番地
2901160036 有限会社矢倉 南砺市開発133-5
2901160037 和食亭　こもり 富山市八尾町井田5781
2901160038 有限会社木工坊房ひらい 中新川郡上市町正印526-1
2901160039 有限会社　清八楼 下新川郡入善町入膳６２６５
2901160040 中山建設株式会社 下新川郡入善町入膳１９６６
2901160041 前田組 下新川郡入善町小杉２２３
2901160043 趣味の店　シバガキ 下新川郡入善町入膳５２４３
2901160044 トップボーイZEN 下新川郡入善町入膳２９４２－１１
2901160045 株式会社ウィルコン 富山市笹津1区139-1
2901160046 有限会社西ノ宮 富山市中大久保78-10
2901160048 大沼燃料店 小矢部市中央町2-30
2901160049 有限会社 樫山商店 富山市八尾町下新町1438
2901160050 ヘアーハウス　Ｇｒａｎｄｉｒ 高岡市滝55
2901160051 太左エ門 下新川郡入善町神林２７３
2901160052 堺谷建築 高岡市山下22番地
2901160053 (有)大島建設 高岡市中田4792
2901160054 伸幸塗装株式会社 高岡市中田451-1
2901160055 (有)井上板金工業 高岡市小泉新5
2901160056 林盛堂本店 富山市八尾町福島3-8
2901160057 大砺プレス工業株式会社 高岡市戸出栄町17
2901160059 株式会社ＦＡＤrone 高岡市福岡町木舟161
2901160061 焼肉レストラン　からしし 中新川郡上市町上市町法音寺4
2901160062 クレール×クレール 中新川郡上市町南町1-4
2901160063 有限会社ベストホーム 中新川郡立山町二ツ塚85-1
2901160064 吉田屋 富山市八尾町井田新1495-2
2901160065 日環計量管理株式会社 南砺市梅ヶ島167-1
2901160066 株式会社エイチエフェクト 富山市婦中町下井沢3069-1
2901160067 Bistro　ふらいぱん 富山市本郷西部2234－1
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2901160068 五箇山旬彩工房　いわな 南砺市中ノ江２１３-４
2901160069 たに川食堂 富山市婦中町速星626-2
2901160070 カフェ＆カルチャー　Waku　Waku 富山市八尾まち水谷2059-12
2901160071 痩身館さや 富山市婦中町速星957エクセレント11　202号
2901160072 松田電機工業株式会社 富山市八町4836
2901160073 株式会社ティエルマーケット 富山市茶屋町7279番地1
2901160074 FUJII　GUITARS 富山市富山市秋吉199-1　ビエントプラーサ201
2901160075 有限会社文華堂吉田印刷 高岡市戸出町２丁目１２－１５
2901160076 蜻蛉玉丙午 富山市古沢237-3-4A
2901160078 ＬｉｌｙＢｅｒｒｙ 射水市三ケ４００７-１
2901160079 ameagua 南砺市香城寺76-1
2901160080 堀田板金 富山市水橋朝日町1319-1
2901160081 株式会社田子製作所 射水市赤井２２８－４
2901160082 水間精機株式会社 富山市婦中町地角１７番地
2901160083 七澤商店 下新川郡朝日町山崎4288
2901160084 合同会社　HOPE 富山市四方荒屋1988
2901160085 日之出建材株式会社 富山市水橋的場242
2901160087 福岡観光旅行社 高岡市福岡町福岡1078-7
2901160088 株式会社　長谷川興産 富山市四方荒屋497-29
2901160089 株式会社今井板金工業 高岡市戸出狼316-1
2901160090 株式会社北陸流通企画 高岡市醍醐878
2901160091 珈琲パーラーP.berry 高岡市戸出大清水311
2901160092 かき小屋大島 射水市三ケ９７６コーポイースト１０６
2901160094 株式会社TBエンタープライズ 下新川郡朝日町山崎442-2
2901160095 南部白雲木彫刻工房 南砺市井波2174
2901160097 谷口信夫工房 南砺市藤橋100
2901160098 アルパサンサン 高岡市醍醐455
2901160100 ふとんの大井 南砺市井波3088
2901160101 健康・美容・癒し　カツダ 下新川郡朝日町草野49-4
2901160102 ㈲福光屋 南砺市本町三丁目24番地
2901160103 有限会社ひすい 下新川郡朝日町境25-1
2901160105 ウッドスタジオ株式会社 富山市婦中町下邑29-2
2901160106 hair’s　mama 下新川郡朝日町道下1292
2901160107 ホーライサンワイナリー株式会社 富山市婦中町鶚谷１０
2901160108 グレイス雅 富山市八尾町天満町23-9
2901160111 松本瓦店 富山市中滝493
2901160112 いおざき印刷株式会社 富山市中老田８５２-２
2901160113 Carefully株式会社 富山市西金屋１５０
2901160114 UKIPAPA 富山市下大久保1907-17
2901160116 ウエル・コム株式会社 富山市上大久保136番地4
2901160117 有限会社　ファーム・ファーム 富山市万願寺144
2901160118 扇原清月堂 下新川郡入善町入膳５４９０
2901160120 シープス　オーダー 下新川郡入善町椚山新１９９－７
2901160121 土地家屋調査士・行政書士　柳沢事務所 下新川郡入善町入膳５２１６
2901160123 丸善醤油株式会社 下新川郡入善町入膳７０６８－４
2901160126 山本塗装 南砺市才川七1726-1
2901160127 はちみつや 富山市茶屋町206
2901160128 株式会社村山製作所 富山市八尾町西神通466
2901160129 神島印刷株式会社 小矢部市岡253
2901160130 株式会社　松井機業場 南砺市城端３３９３
2901160134 美容室リフ 下新川郡朝日町荒川739-22
2901160138 株式会社創進 高岡市福岡町土屋712
2901160139 ペッツスペース・ワンハート 高岡市福岡町上向田１２８
2901160141 株式会社ネクスト建築板金 富山市水橋新保170-3
2901160142 いばやし建築 高岡市上渡170立野市営住宅A棟201号室
2901160144 ビューティスペース葉月 下新川郡入善町入膳5446
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2901160145 パティスリートレジエム 下新川郡入善町入膳3778－5
2901160147 長谷川醸庫 高岡市和田16
2901160148 森昆布〆専門店 富山市水橋辻ケ堂2162-9
2901160149 (有)プロスパー金井クリーニング 下新川郡朝日町泊新113
2901160150 酒蕎楽くちいわ 下新川郡朝日町平柳667-5
2901160151 有限会社おおくぼ典礼 下新川郡朝日町桜町764
2901160152 ヨネオカデンキ 下新川郡朝日町道下181
2901160153 ドンキー 下新川郡朝日町泊306
2901160155 鹿熊工業株式会社 下新川郡朝日町殿町1471-3
2901160156 田仲司法書士行政書士法務事務所 射水市小島５８１番地１
2901160157 板本木工所 下新川郡朝日町横水106
2901160158 大江鮮魚店 下新川郡朝日町大家庄628
2901160159 株式会社アラカワ 下新川郡朝日町沼保681
2901160160 畑畳店 下新川郡朝日町道下1040
2901160161 有限会社黒東モータース 下新川郡朝日町横尾
2901160162 橘屋呉服店 下新川郡朝日町道下167
2901160163 お食事処　結 下新川郡朝日町宮崎1234
2901160164 そば処　草の子 下新川郡朝日町東草野522-4
2901160165 柴田電気商会 小矢部市水島523
2901160166 有限会社大谷運輸 下新川郡朝日町草野178-2


