
富山市食品衛生協会　五つ星取得店一覧

2018年12月現在

★ ： HACCP対応五つ星取得店

★ 1 焼肉牛若

2 ひまわり

3 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ富山中川原店

4 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ富山ｲﾝﾀｰ店

5 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ五福ｱﾘｽ店

6 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ8号線田尻店

7 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ呉羽店

8 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ富山空港通り店

9 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ41号荒川店

10 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ富山東ｱﾋﾟﾀ店

★ 11 ﾚｽﾄﾗﾝ ﾕｰｽ丸

12 神通町田村

13 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ掛尾店

14 ｵｰﾙｳｪｲｽﾞ

15 旬彩ごちそう

16 五万石本店

17 中国酒家　新三陽

18 まるたかや牛島店

19 まるたかや新庄店

20 まるたかや豊田店

21 海鮮ど～ん

22 CHILL OUT&ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ畑

23 つけめん えびすこ

24 とんこつ えびすこ

25 ﾗｰﾒﾝｴｱｽﾄﾘｰﾑ

26 和洋旬菜　新

27 だるま亭

28 本気家　分家

29 粋鮨富山第一ﾎﾃﾙ店

★ 30 粋鮨富山店

31 ㈲食のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄﾌﾞｰｹ

★ 32 ㈱海鮮館　どんどん亭

★ 33 電気ﾋﾞﾙﾚｽﾄﾗﾝ

　（事業所食堂）

飲食店



1 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ

2 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ田中精密工業㈱製造2BL第４食堂

3 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ第一薬品工業㈱内食堂

4 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ朝日印刷㈱内食堂

5 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ田中精密婦中営業所

6 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ ﾊﾞﾙﾁﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ営業所

7 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ田中ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ内食堂

8 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ医師会管理ｾﾝﾀｰ食堂

9 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ石金精機営業所

10 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ不二越ｸﾗﾌﾞ営業所

11 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ田中精密工業㈱食堂

12 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ ㈱ﾘｰﾄﾞｹﾐｶﾙ

13 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ富山ﾄﾖﾀ営業所

14 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ不二越東営業所

15 ㈱ﾕﾆｵﾝﾗﾝﾁ不二越高校営業所

16 ㈱ﾃﾞｨﾗｲﾌ 佐伯病院

17 ㈱ﾃﾞｨﾗｲﾌ めひの野園

1 ｵｰｸｽｶﾅﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ富山 主厨房

2 ｵｰｸｽｶﾅﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ富山 ﾚｽﾄﾗﾝ

4 ﾊﾟﾚﾌﾞﾗﾝ高志会館

5 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ富山 こし路

6 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ富山 福寿林

7 富山第一ﾎﾃﾙ ｺﾒﾄﾞｰﾙ

8 富山第一ﾎﾃﾙ 白楽天

9 富山第一ﾎﾃﾙ ﾙﾐｴｰﾙ

10 富山第一ﾎﾃﾙ 松川

11 ゆ～とりあ越中

12 鯰第一温泉ふじのや

13 ﾋﾞｼﾞﾈｽ富屋旅館

14 ﾎﾃﾙよし原

15 五楽旅館

1 まるぜん精肉

2 ㈱ﾏﾙﾁｮｳ神戸屋 本店卸部

3 ㈱ﾏﾙﾁｮｳ神戸屋 製造部

4 サラダの神戸亭ｱﾋﾟﾀ富山東店 

食品販売業

ホテル・旅館



5 ㈱ﾏﾙﾁｮｳ神戸屋ｱﾋﾟｱ店

6 ㈱ﾏﾙﾁｮｳ神戸屋ｸﾞﾘｰﾝﾓｰﾙ店

7 ㈱ﾏﾙﾁｮｳ神戸屋北の森店

8 神戸屋神明店

9 竹田精肉店

10 ﾏﾙｼﾞﾝﾐｰﾄ

11 ㈲ﾐｰﾄｻﾎﾟｰﾄｲｽﾞﾐ

12 ㈱ﾏﾙｼﾞﾝｽﾄｱ

13 肉のよつば

14 ﾐｰﾄﾊｳｽ林

15 ㈲林屋

16 藤井精肉店

17 堀マート

18 川村精肉店

19 目谷精肉店

20 ㈱金沢ｼﾞｬｰﾏﾝﾍﾞｰｶﾘｰｱﾘｽ店

21 ㈱金沢ｼﾞｬｰﾏﾝﾍﾞｰｶﾘｰ中央通り店

22 神戸屋西店

23 ㈱富山栄養

24 海鮮館

25 生活協同組合ｺｰﾌﾟとやま みなみ店

26 生活協同組合ｺｰﾌﾟとやま城川原店

27 片口鮮魚店

1 ㈱宝来

2 磯野屋菓子舗

3 ㈱ﾎﾞﾝ・ﾘﾌﾞﾗﾝ本社工場

4 北陸ﾐｰﾄ㈱

5 ㈱ﾄﾝﾎﾞ飲料

6 ㈲月世界本舗

7 源ますのすしﾐｭｰｼﾞｱﾑ

8 とやまｱﾙﾍﾟﾝ乳業㈱

9 おわら玉天本舗

10 四方蒲鉾㈱

11 醸造元　水上芳一商店

12 昭和3年創業せんべいの田中屋

13 森永北陸乳業㈱富山工場

14 小蔵亀寿堂

食品製造業



15 新栄堂

16 ㈱中田食品

17 ㈱まつ川

18 ﾐﾆﾖﾝ

19 竹林堂本店

20 餅の苗代屋

21 大野菓子店

22 ㈱三和製玉

23 清進堂

25 かね七㈱

26 フジ七食品工業㈱

27 ㈱内田乳業

28 佐々木千歳堂

29 八尾乳業協同組合

30 ぷちロール

31 鈴木亭

32 ㈱高田屋

32 ㈱平安堂

   梅の花

　 梅香庵

　 味の十字屋

　 割烹宇な義

　 ﾒｯﾂｹﾞﾗｲ・ｲｹﾀﾞ

　 北野ｴｰｽ

　 ｷｬﾋﾟﾀﾙｺｰﾋｰ

　 ｱｲﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

　 CIBO

　 壱丁田

 　南国酒家

　 ゆとりの空間

　 麺房そばの里

 　末弘軒

   ｻﾞ・ﾌﾞｯﾌｪ

　㈱ﾚｽﾄﾗﾝﾀﾞｲﾜ

     ㈱ﾏﾙﾁｮｳ神戸屋

【フューチャーシティーファボーレ】

デパート等施設内店舗

【大和富山店】



     町子母さんのお店

     藤岡園

     ｼｰﾌｰﾄﾞ魚河岸

     ｲﾀﾘｱﾝﾄﾏﾄcafé Jr.

     ㈱金沢ｼﾞｬｰﾏﾝﾍﾞｰｶﾘ-

     萬力屋

     紅虎餃子房

     ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ

     とんかつ さぼてん

     だいこくや

     岡万

     杵屋

     ﾎﾟﾑの樹

     ｶﾌﾟﾘﾁｮ-ｻﾞ

     ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾚｯﾄﾞﾘﾊﾞｰ

     海幸山幸越中茶屋

     西町大喜

     白えび亭

     日本酒ｽﾛｰﾌｰﾄﾞとやま方舟

     廻る富山湾 すし玉

【マリエとやま】

【とやマルシェ】


