
■キャリアー系（利用者限定）サービス （平成２６年１月現在）

No. 分類 地域 呼称 〒住所 コメント

1 ■softbank 福野 南砺市役所福野庁舎 富山県南砺市苗島4880 softbankユーザーのみ利用可能
2 福野 福野文化創造センター 富山県南砺市やかた100
3 福野 福野図書館 富山県南砺市やかた100
4 福野 福野体育館 富山県南砺市寺家字八田島321-1
5 福野 旅川体育館 富山県南砺市院林82-4
6 福野 南砺家庭・地域医療センター 富山県南砺市松原577
7 福野 北陸銀行　福野支店 富山県南砺市福野1831
8 福野 としん　福野駅前支店 富山県南砺市福野671-5
9 福野 ＬＡＷＳＯＮ　福野寺家 富山県南砺市寺家265-1
10 福野 サークルＫ 福野二日町店 富山県南砺市二日町430番地
11 福野 福野タウンホテル　ア　ミュー 富山県南砺市寺家新屋敷384-2
12 井波 南砺市役所井波庁舎 富山県南砺市井波520
13 井波 なんと元気な市民生活・市民活動支援ネット協議会 富山県南砺市山見1739-2
14 井波 井波総合文化センター 富山県南砺市山見1400
15 井波 井波図書館 富山県南砺市山見1400
16 井波 井波物産展示館 富山県南砺市北川81
17 井波 介護福祉支援センター 富山県南砺市井波938
18 井波 南砺市民病院 富山県南砺市井波938
19 井波 竹原自動車 富山県南砺市山斐162
20 井波 サークルＫ 南砺井波店 富山県南砺市山見2228番地1
21 井波 いなみ木彫りの里テニスコート 富山県南砺市北川767
22 井口 南砺市役所井口行政センター 富山県南砺市蛇喰1009
23 井口 ＬＡＷＳＯＮ　井口池尻 富山県南砺市池尻263
24 城端 南砺市役所城端庁舎 富山県南砺市城端1046
25 城端 じょうはな座 南砺市城端伝統会館 富山県南砺市城端1046
26 城端 城端図書館 富山県南砺市城端953
27 城端 城端温水プール 富山県南砺市城端1938
28 城端 起業家支援センター 富山県南砺市城端4316-1
29 城端 北陸銀行　城端支店 富山県南砺市城端564-1
30 城端 富山銀行 城端支店 富山県南砺市野田1127番地の1
31 城端 としん　城端支店 富山県南砺市城端515-1
32 城端 ＬＡＷＳＯＮ　城端町野田 富山県南砺市野田51-1
33 城端 昭和シェル石油　城端ＳＳ 富山県南砺市細木126
34 城端 笹田薬局 富山県南砺市城端99-3
35 城端 桜ヶ池クアガーデン 富山県南砺市立野原東1514
36 城端 ＮＥＸＣＯ中日本　城端ＳＡ（集約） 富山県南砺市立野原東1201
37 福光 南砺市役所福光庁舎 富山県南砺市荒木1550
38 福光 中央図書館 富山県南砺市福光7336-4
39 福光 福光体育館 富山県南砺市福光616
40 福光 北陸銀行　福光支店 富山県南砺市福光6788-1
41 福光 富山銀行　福光支店 富山県南砺市荒木5462番地
42 福光 富山銀行　福光中央支店 富山県南砺市福光6766番地
43 福光 ペッピーキッズクラブ　ＰＫＣ福光 富山県南砺市福光288-1
44 福光 ＬＡＷＳＯＮ　南砺福光 富山県南砺市福光170-1
45 福光 ＬＡＷＳＯＮ　南砺吉江中 富山県南砺市吉江中1218
46 福光 サークルＫ福光荒木店 富山県南砺市荒木671番地の1
47 福光 出光　ジップ旭町給油所 富山県南砺市福光77
48 福光 風の街 福光バイパス店 富山県南砺市福光西町373-1
49 福光 ソフトバンク南砺 富山県南砺市遊部684
50 福光 マドンナ 富山県南砺市福光7465-1
51 福光 サングリーンおおはし 富山県南砺市福光6883-
52 福光 オートバックス福光店 富山県南砺市福光288-1
53 福光 ココカラファイン　福光店 富山県南砺市田中267
54 福光 アローザハイム 富山県南砺市才川七
55 福光 ワイスホルン 富山県南砺市才川七
56 福光 アローザ資料館 富山県南砺市才川七
57 福光 ＩＯＸ－ヘブン 富山県南砺市才川七
58 平 南砺市役所平行政センター 富山県南砺市下梨2240
59 平 平図書館 富山県南砺市下梨2271
60 平 道の駅　たいら　五箇山の味　ふるさと 富山県南砺市東中江215
61 平 五箇山和紙の里 富山県南砺市東中江215
62 平 特産品販売　朝あけ 富山県南砺市東中江217
63 平 ビシターハウスおたに荘 富山県南砺市東中江790



■キャリアー系（利用者限定）サービス （平成２６年１月現在）

No. 分類 地域 呼称 〒住所 コメント

1 ■NTTdocomo 福野 南砺市役所福野庁舎 富山県南砺市苗島４８８０ docomoユーザーのみ利用可能
2 福野 南砺市福野体育館 富山県南砺市寺家字八田島３２１－１

3 福野 セブン-イレブン 南砺やかた店 富山県南砺市やかた393
4 福野 セブン-イレブン 南砺二日町店 富山県南砺市二日町字寺腰島1600-1
5 福野 ドコモショップア・ミュー南砺店 富山県南砺市寺家新屋敷366ア・ミュー
6 福野 BARBER38 富山県南砺市寺家新屋敷399-1
7 福野 ビジネスホテル エフ・ワン 富山県南砺市やかた5
8 福野 まるたかゆ 富山県南砺市松原新1835
9 福野 福和家 富山県南砺市二日町1577-4
10 福野 TORIHIDE駅前店 富山県南砺市福野772 クリゾンテムふくの1F
11 福野 居酒屋 粋正 富山県南砺市福野772
12 井波 南砺市役所井波庁舎 富山県南砺市井波５２０

13 井波 南砺市立井波図書館 富山県南砺市山見１４００

14 井波 いなみ交流館「ラフォーレ」 富山県南砺市山見１３６５

15 井波 井波総合文化センター 富山県南砺市山見１４００

16 井波 井波物産展示館 富山県南砺市北川８１

17 井波 よいとこ井波 富山県南砺市井波３１１０－１

18 井波 井波彫刻総合会館 富山県南砺市北川７３３

19 井波 いなみ木彫りの里創遊館うっど広場 富山県南砺市北川730
20 井波 いなみ木彫りの里創遊館　フロント 富山県南砺市北川730
21 井波 富山銀行　井波支店 富山県南砺市井波3618
22 井波 life cafe cattle 富山県南砺市井波1077-4
23 城端 ローソン 城端町野田店 富山県南砺市野田51-1
24 福光 ローソン 南砺福光店 富山県南砺市福光170-1
25 福光 ローソン 南砺吉江中店 富山県南砺市吉江中1218
26 福光 オートバックス福光店 南砺市福光288-1
27 福光 セブン-イレブン 南砺角田店 富山県南砺市吉江中711-1



■キャリアー系（利用者限定）サービス （平成２６年１月現在）

No. 分類 地域 呼称 〒住所 コメント

1 ■ａｕ(KDDI) 福野 南砺市役所福野庁舎 富山県南砺市苗島４８８０ auユーザーのみ利用可能
2 福野 福野文化創造センター ヘリオス 南砺市やかた100番地
3 福野 福野図書館 南砺市やかた100番地
4 福野 園芸植物園 南砺市柴田屋128番地
5 福野 福野体育館 南砺市寺家八田島321番地1
6 福野 福野産業文化会館 南砺市二日町1545番地13
7 福野 ローソン(福野寺家店) 富山県南砺市寺家２６５‐１
8 福野 （有）タカギオート商会 富山県南砺市高儀11
9 福野 カフェド・ジル 富山県南砺市高儀10-17
10 福野 有限会社　晩田モータース 富山県南砺市高儀221-1
11 福野 ビジネスHOTEL　ASAHI壱番館 富山県南砺市松原本町1236
12 福野 福野自工 富山県南砺市二日町2229-4
13 福野 拳カイロプラクティック 富山県南砺市二日町1556
14 福野 有限会社　とりひで 富山県南砺市福野14-19
15 福野 喜久 富山県南砺市福野14-8
16 福野 居酒亭　恵伊太満 富山県南砺市福野1516
17 福野 細川写真場 富山県南砺市福野1836-1
18 福野 EnotecaBar　和伊之介 富山県南砺市福野772
19 福野 味処　まる嘉 富山県南砺市福野1477-1
20 福野 らーめん真太 富山県南砺市松原真1790-2
21 福野 豊栄自動車工業所 富山県南砺市やかた127
22 福野 〆奴 富山県南砺市やかた5
23 福野 六光商事（有）石油部 富山県南砺市やかた68
24 福野 アルカスコーポレーション（株）福野中央給油所 富山県南砺市やかた138
25 福野 サンタナハウス 富山県南砺市やかた140
26 福野 となみ衛星通信テレビ(株） 富山県南砺市八塚568-2
27 福野 お食事処　ささき 富山県南砺市安居80
28 福野 （有）オートメンテナンス佐々木 富山県南砺市安居420-1
29 井波 南砺市役所井波庁舎 富山県南砺市井波520
30 井波 井波総合文化センター 南砺市山見1400番地
31 井波 井波図書館 南砺市山見1400番地
32 井波 あずまだち高瀬 南砺市北市128ー4
33 井波 埋蔵文化財センター 南砺市高瀬736番地
34 井波 井波社会体育館 南砺市井波700番地110
35 井波 井波ラフォーレ 南砺市山見1365番地
36 井波 井波彫刻総合会館 南砺市北川733番地
37 井波 井波物産展示館 南砺市北川81番地
38 井波 よいとこ井波 南砺市井波3110番地1
39 井波 鮨よし 富山県南砺市坪野536
40 井波 （有）松井自動車工業 富山県南砺市坪野1732-1
41 井波 シマサービス（井波ＳＳ）（出光） 富山県南砺市北川53-2
42 井波 くいどころ　仲喜 富山県南砺市北川128-2
43 井波 蛇の目寿し 富山県南砺市北川1822
44 井波 Life Caf  キャトル 富山県南砺市井波栄町1077-4
45 井波 居食家　ひかり 富山県南砺市本町4-151
46 井波 日建学院（井波校） 富山県南砺市本町3-13
47 井波 福光屋食堂 富山県南砺市本町1-18-2
48 井波 cafeだんひる 富山県南砺市井波597-1
49 井波 松屋 富山県南砺市井波3599
50 井波 ギャラリー瑞庵 富山県南砺市八日町3105
51 井波 井波健康浴泉 富山県南砺市山見1125-1
52 井波 井波交通広場 富山県南砺市山見
53 井口 南砺市役所井口行政センター 富山県南砺市蛇喰1009
54 井口 いのくち椿館 富山県南砺市宮後188
55 井口 ゆ～ゆうランド・花椿 富山県南砺市井口字持掛谷35
56 井口 タカサキ（株） 富山県南砺市久保181
57 井口 トナミロイヤルゴルフクラブ 富山県南砺市井口字小山13-1
58 城端 南砺市役所城端庁舎 富山県南砺市城端1046
59 城端 城端伝統芸能会館「じょうはな座」 南砺市城端1046番地
60 城端 城端図書館 南砺市城端953番地
61 城端 城端曳山会館 南砺市城端579番地3
62 城端 城端陶芸工房 南砺市城端1413番地3
63 城端 城端勤労青少年ホーム 南砺市城端969番地27
64 城端 城端温水プール 南砺市城端1938番地
65 城端 城南屋内グラウンド 南砺市城端字吉兵衛島310
66 城端 城端西部体育館 南砺市野田78-2
67 城端 城端東部体育館 南砺市理休429番地
68 城端 起業家支援センター 南砺市城端4316番地1
69 城端 桜ヶ池自然活用施設「自遊の森」 南砺市立野原東字丸山1767
70 城端 ローソン(L_城端町野田店) 富山県南砺市野田51-1
71 城端 南砺市観光協会城端観光案内所 富山県南砺市是安206-22
72 城端 （有）山根モータース 富山県南砺市野田1346-1
73 城端 丸福 富山県南砺市野田56-4
74 城端 城端石油（城端ＳＳ）（出光） 富山県南砺市野田1153-2
75 城端 きよべ呉服店/蔵布都 藍 富山県南砺市城端499
76 城端 寿司恵 富山県南砺市城端190
77 城端 幸ずし 富山県南砺市城端205
78 城端 トミイ写真館 富山県南砺市城端203
79 城端 料理かねしま 富山県南砺市城端473-1
80 城端 森崎モータース 富山県南砺市城端796-1
81 城端 （株）TSTテクノ 富山県南砺市千福113-2
82 福光 南砺市役所福光庁舎 富山県南砺市荒木1550
83 福光 中央図書館 富山県南砺市福光7336-4
84 福光 福光美術館 富山県南砺市法林寺2010
85 福光 棟方志功記念館「愛染苑」 富山県南砺市福光1026-4
86 福光 福光福祉会館 富山県南砺市福光5260
87 福光 福光青少年センター 富山県南砺市福光1137
88 福光 福光体育館 富山県南砺市福光616
89 福光 IOX-AROSAスキー場 富山県南砺市才川七21
90 福光 なんと一福茶屋（道の駅福光） 富山県南砺市中ノ江21
91 福光 ぬく森の郷 富山県南砺市小又３311
92 福光 ａｕショップ（南砺店） 富山県南砺市吉江中1224

93 福光 ローソン(L_南砺吉江中店) 富山県南砺市吉江中1218

94 福光 ローソン(L_南砺福光店) 富山県南砺市福光170-1
95 福光 紙居石油（福光旭町ＳＳ）（出光） 富山県南砺市福光77
96 福光 オートバックス（福光） 富山県南砺市福光288-1
97 福光 日の出屋製菓産業（株）ささら屋福光本店 富山県南砺市吉江中1213
98 福光 みぞぐち元気堂 富山県南砺市田中148



■キャリアー系（利用者限定）サービス （平成２６年１月現在）

No. 分類 地域 呼称 〒住所 コメント

99 福光 一番鶏 富山県南砺市荒木5519-1
100 福光 飲み食い処　さかえ 富山県南砺市荒木1566
101 福光 （有）ティーエスヨシモト 富山県南砺市梅原8711
102 福光 テックランド（南砺店） 富山県南砺市福光246-1
103 福光 中華料理　青龍 富山県南砺市福光168
104 福光 かんにんや 富山県南砺市福光7331-1
105 福光 小西菓子店 富山県南砺市福光7267
106 福光 伊藤昆布店 富山県南砺市福光6895
107 福光 カフェ＆洋風居酒屋　ひょうたん村 富山県南砺市福光1376
108 福光 居酒屋　大政 富山県南砺市福光6808-6
109 福光 秀芳園 富山県南砺市福光5330-21
110 福光 法林寺温泉 富山県南砺市法林寺4944
111 平 南砺市役所平行政センター 富山県南砺市下梨2240
112 平 平図書館 富山県南砺市下梨2271
113 平 五箇山和紙の里（道の駅平） 富山県南砺市東中江223
114 平 たいらマウンテンスクール 富山県南砺市東中江790
115 平 越中五箇山相倉集落 富山県南砺市相倉
116 平 道の駅たいら　五箇山和紙の里 富山県南砺市東中江215
117 平 カントリーキッズ 富山県南砺市杉尾126
118 平 手打ちそば　渓流荘 富山県南砺市下出
119 平 民宿　与茂四郎 富山県南砺市相倉395
120 上平 南砺市役所上平行政センター 富山県南砺市上平細島８７９
121 上平 五箇山民俗館 南砺市菅沼436番地
122 上平 ささら館（道の駅上平） 富山県南砺市西赤尾町72-1
123 上平　 くろば温泉 富山県南砺市上平細島１０９８
124 上平 越中五箇山菅沼集落 富山県南砺市菅沼
125 上平 タカンボースキー場 富山県南砺市西赤尾町
126 上平 塩硝の館 富山県南砺市菅沼134
127 上平 五箇山温泉　赤尾館 富山県南砺市西赤尾町396-1
128 利賀 南砺市役所利賀行政センター 富山県南砺市利賀村１７１
129 利賀 利賀中村体育館 南砺市利賀村上百瀬50番地
130 利賀 利賀瞑想の郷 南砺市利賀村上畠１０１
131 利賀 利賀国際キャンプ場 南砺市利賀村上百瀬字東山88番地
132 利賀 スターフォレスト利賀 南砺市利賀村坂上18番地
133 利賀 天竺温泉の郷 富山県南砺市利賀村上百瀬４８０
134 利賀 TOGAみどりの一里塚（道の駅利賀） 富山県南砺市利賀村高沼下北山43ー7



■キャリアー系（利用者限定）サービス （平成２６年１月現在）

No. 分類 地域 呼称 〒住所 コメント

1 ■TST 福野 南砺市役所福野庁舎 富山県南砺市苗島４８８０ TSTネットユーザーのみ利用可能
2 福野 福野文化創造センター ヘリオス 南砺市やかた100番地
3 福野 福野図書館 南砺市やかた100番地
4 福野 園芸植物園 南砺市柴田屋128番地
5 福野 福野体育館 南砺市寺家八田島321番地1
6 福野 福野産業文化会館 南砺市二日町1545番地13
7 福野 （有）タカギオート商会 富山県南砺市高儀11
8 福野 カフェド・ジル 富山県南砺市高儀10-17
9 福野 有限会社　晩田モータース 富山県南砺市高儀221-1
10 福野 ビジネスHOTEL　ASAHI壱番館 富山県南砺市松原本町1236
11 福野 福野自工 富山県南砺市二日町2229-4
12 福野 拳カイロプラクティック 富山県南砺市二日町1556
13 福野 有限会社　とりひで 富山県南砺市福野14-19
14 福野 喜久 富山県南砺市福野14-8
15 福野 居酒亭　恵伊太満 富山県南砺市福野1516
16 福野 細川写真場 富山県南砺市福野1836-1
17 福野 EnotecaBar　和伊之介 富山県南砺市福野772
18 福野 味処　まる嘉 富山県南砺市福野1477-1
19 福野 らーめん真太 富山県南砺市松原真1790-2
20 福野 豊栄自動車工業所 富山県南砺市やかた127
21 福野 〆奴 富山県南砺市やかた5
22 福野 六光商事（有）石油部 富山県南砺市やかた68
23 福野 アルカスコーポレーション（株）福野中央給油所 富山県南砺市やかた138
25 福野 となみ衛星通信テレビ(株） 富山県南砺市八塚568-2
26 福野 お食事処　ささき 富山県南砺市安居80
27 福野 （有）オートメンテナンス佐々木 富山県南砺市安居420-1
28 井波 南砺市役所井波庁舎 富山県南砺市井波520
29 井波 井波総合文化センター 南砺市山見1400番地
30 井波 井波図書館 南砺市山見1400番地
31 井波 あずまだち高瀬 南砺市北市128ー4
32 井波 埋蔵文化財センター 南砺市高瀬736番地
33 井波 井波社会体育館 南砺市井波700番地110
34 井波 井波ラフォーレ 南砺市山見1365番地
35 井波 井波彫刻総合会館 南砺市北川733番地
36 井波 井波物産展示館 南砺市北川81番地
37 井波 よいとこ井波 南砺市井波3110番地1
38 井波 鮨よし 富山県南砺市坪野536
39 井波 （有）松井自動車工業 富山県南砺市坪野1732-1
40 井波 くいどころ　仲喜 富山県南砺市北川128-2
41 井波 蛇の目寿し 富山県南砺市北川1822
42 井波 Life Caf  キャトル 富山県南砺市井波栄町1077-4
43 井波 居食家　ひかり 富山県南砺市本町4-151
44 井波 cafeだんひる 富山県南砺市井波597-1
45 井波 松屋 富山県南砺市井波3599
46 井波 ギャラリー瑞庵 富山県南砺市八日町3105
47 井波 井波健康浴泉 富山県南砺市山見1125-1
48 井波 井波交通広場 富山県南砺市山見
49 井口 南砺市役所井口行政センター 富山県南砺市蛇喰1009
50 井口 いのくち椿館 富山県南砺市宮後188
51 井口 ゆ～ゆうランド・花椿 富山県南砺市井口字持掛谷35
52 井口 タカサキ（株） 富山県南砺市久保181
53 井口 トナミロイヤルゴルフクラブ 富山県南砺市井口字小山13-1
54 城端 南砺市役所城端庁舎 富山県南砺市城端1046
55 城端 城端伝統芸能会館「じょうはな座」 南砺市城端1046番地
56 城端 城端図書館 南砺市城端953番地
57 城端 城端曳山会館 南砺市城端579番地3
58 城端 城端陶芸工房 南砺市城端1413番地3
59 城端 城端勤労青少年ホーム 南砺市城端969番地27
60 城端 城端温水プール 南砺市城端1938番地
61 城端 城南屋内グラウンド 南砺市城端字吉兵衛島310
62 城端 城端西部体育館 南砺市野田78-2
63 城端 城端東部体育館 南砺市理休429番地
64 城端 起業家支援センター 南砺市城端4316番地1
65 城端 桜ヶ池自然活用施設「自遊の森」 南砺市立野原東字丸山1767
66 城端 南砺市観光協会城端観光案内所 富山県南砺市是安206-22
67 城端 （有）山根モータース 富山県南砺市野田1346-1
68 城端 丸福 富山県南砺市野田56-4
70 城端 寿司恵 富山県南砺市城端190
71 城端 幸ずし 富山県南砺市城端205
72 城端 トミイ写真館 富山県南砺市城端203
73 城端 料理かねしま 富山県南砺市城端473-1
74 城端 森崎モータース 富山県南砺市城端796-1
75 城端 （株）TSTテクノ 富山県南砺市千福113-2
76 福光 南砺市役所福光庁舎 富山県南砺市荒木1550
77 福光 中央図書館 富山県南砺市福光7336-4
78 福光 福光美術館 富山県南砺市法林寺2010
79 福光 棟方志功記念館「愛染苑」 富山県南砺市福光1026-4
80 福光 福光福祉会館 富山県南砺市福光5260
81 福光 福光青少年センター 富山県南砺市福光1137
82 福光 福光体育館 富山県南砺市福光616
83 福光 IOX-AROSAスキー場 富山県南砺市才川七21
84 福光 なんと一福茶屋（道の駅福光） 富山県南砺市中ノ江21
85 福光 ぬく森の郷 富山県南砺市小又３311
87 福光 日の出屋製菓産業（株）ささら屋福光本店 富山県南砺市吉江中1213
88 福光 みぞぐち元気堂 富山県南砺市田中148
89 福光 一番鶏 富山県南砺市荒木5519-1
90 福光 飲み食い処　さかえ 富山県南砺市荒木1566
91 福光 （有）ティーエスヨシモト 富山県南砺市梅原8711
92 福光 中華料理　青龍 富山県南砺市福光168
93 福光 かんにんや 富山県南砺市福光7331-1
94 福光 小西菓子店 富山県南砺市福光7267
95 福光 伊藤昆布店 富山県南砺市福光6895
96 福光 カフェ＆洋風居酒屋　ひょうたん村 富山県南砺市福光1376
97 福光 居酒屋　大政 富山県南砺市福光6808-6
98 福光 秀芳園 富山県南砺市福光5330-21
99 福光 法林寺温泉 富山県南砺市法林寺4944
100 平 南砺市役所平行政センター 富山県南砺市下梨2240
101 平 平図書館 富山県南砺市下梨2271



■キャリアー系（利用者限定）サービス （平成２６年１月現在）

No. 分類 地域 呼称 〒住所 コメント

103 平 越中五箇山相倉集落 富山県南砺市相倉
104 平 道の駅たいら　五箇山和紙の里 富山県南砺市東中江215
105 平 たいらマウンテンスクール 富山県南砺市東中江790
106 平 ふれあい温泉センター「ゆ～楽」 富山県南砺市大崩島９６ー２
107 平 国民宿舎「五箇山荘」 南砺市田向字大平333番地1
108 平 カントリーキッズ 富山県南砺市杉尾126
109 平 手打ちそば　渓流荘 富山県南砺市下出
110 平 民宿　与茂四郎 富山県南砺市相倉395
111 上平 南砺市役所上平行政センター 富山県南砺市上平細島８７９
112 上平 五箇山民俗館 南砺市菅沼436番地
113 上平 ささら館（道の駅上平） 富山県南砺市西赤尾町72-1
114 上平　 くろば温泉 富山県南砺市上平細島１０９８
115 上平 越中五箇山菅沼集落 富山県南砺市菅沼
116 上平 タカンボースキー場 富山県南砺市西赤尾町
117 上平 塩硝の館 富山県南砺市菅沼134
118 上平 五箇山温泉　赤尾館 富山県南砺市西赤尾町396-1
119 利賀 南砺市役所利賀行政センター 富山県南砺市利賀村１７１
120 利賀 利賀中村体育館 南砺市利賀村上百瀬50番地
121 利賀 利賀瞑想の郷 南砺市利賀村上畠１０１
122 利賀 利賀国際キャンプ場 南砺市利賀村上百瀬字東山88番地
123 利賀 スターフォレスト利賀 南砺市利賀村坂上18番地
124 利賀 天竺温泉の郷 富山県南砺市利賀村上百瀬４８０
125 利賀 TOGAみどりの一里塚（道の駅利賀） 富山県南砺市利賀村高沼下北山43ー7


