
◆タクシー（魚津交通・金閣タクシー・佐々井タクシー） ◆魚津市民バス ◆富山地鉄バス（黒沢・大沢線・東蔵線）

¥200 無料未就学児は

『東回り』
8：50 9：50 10：50 12：50 13：50 14：50 15：50

『西回り』
10：06

17：55
1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便

11：06 12：06 14：06 15：06 16：06 17：06 19：06

10：08 11：08 12：08 14：08 15：08 16：08 17：08 19：08

10：14 11：14 12：14 14：14 15：14 16：14 17：14 19：14

2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便

市街地巡回ルート

ありそドーム
会場間の移動は便利な
無料シャトルタクシーで！！

無料シャトルタクシーは
随時運行します。

協賛：魚津タクシー協会
　　　〈魚津交通㈱・㈱金閣自動車商会〉

運行時間 午前10時～午後5時
午前10時～午後4時

19日（土）

20日（日）

海の駅 蜃気楼

魚津駅前（発）
8：54 9：54 10：54 12：54 13：54 14：54 15：54 17：59ありそドーム前（着）
8：56 9：56 10：56 12：56 13：56 14：56 15：56 18：01海の駅蜃気楼（着）

海の駅蜃気楼（発）
ありそドーム前（発）
魚津駅前（着）

1便

バス料金
小・中学生、高校生 ￥100魚津市民バス魚津市民バス

東回り 西回り

無料シャトルタクシー

こちらの交通機関で○○魚津金券がご利用になれます

利用可能日 10月19日、20日

○○魚津へのご来場にはぜひ公共交通機関をご利用ください

多人数でご利用の方にはお得な回数券（13枚綴り2,000円）もあります。

魚津駅前から乗車される
場合、会場にお越しの際は
「東回り」、お帰りの際は
「西回り」が便利です♪

その他のバス停の停車
時刻等は下のQRコード
からご確認ください

魚津市民バス
ホームページ

富山地方鉄道

魚津港

あいの風とやま鉄道

魚津市民バス
無料シャトルタクシー

魚津市役所魚津商工会議所

道下小学校

西部中学校

米沢亭

日本カーバイド工業

魚津市
浄化センター

サンプラザ

電鉄
魚津駅

滑川方面迂回路
ありそドーム付近は渋滞が
予想されますので、滑川方
面へ向かわれる方は迂回し
て下さい。

滑川方面迂回路
ありそドーム付近は渋滞が
予想されますので、滑川方
面へ向かわれる方は迂回し
て下さい。

魚津駅魚津駅

新魚津駅新魚津駅

周辺MAP周辺MAP

ありそドームありそドーム

海の駅 蜃気楼海の駅 蜃気楼
埋没林博物館

１等

他に、お菓子、
出展者特別賞など景品多数

他に、お菓子、
出展者特別賞など景品多数お買い物は、お得な抽選券つき共通金券で！お買い物は、お得な抽選券つき共通金券で！

米沢牛
飛騨牛
米沢牛
飛騨牛
米沢牛
飛騨牛

◆赤い羽根共同募金街頭募金
◆㋜朝野商店
◆インディラ
◆インスパイア
◆魚津魚商協同組合
◆魚津建築組合青年部

◆魚津左官組合
◆魚津漁業協同組合
◆魚津警察署
◆海の駅 蜃気楼
◆鮨蒲本舗　河内屋
◆経田魚商協同組合

（50音順）

（50音順）

出展及び協力企業・団体

出展及び協力企業・団体

◆株式会社アイザック　パッケージ事業本部
◆株式会社アイザック・ユー
◆株式会社四十物昆布
◆赤い羽根共同募金街頭募金・
　「子どもたちの募金箱コンクール」作品展示
◆アフラックサービスショップ シンライフ㈲
◆有川花蜂園
◆石川製麺株式会社
◆株式会社石﨑建材社
　MADOショップ魚津かづみ野店
◆魚津飲食業組合
◆魚津ご城下の台所　藤吉
◆魚津市管工事業協同組合青年部
◆魚津市銀行会
◆魚津市シルバー人材センター
◆魚津市地域住宅相談所
◆魚津市農業協同組合
◆魚津市農業者協議会
◆魚津地場産直売倶楽部（おいで安）
◆魚津商工会議所女性会
◆魚津商工会議所青年部
◆株式会社魚津清掃公社
◆魚津石工業組合青年部

◆㈲魚津鈑金/Ｍｏｂｉｌｅ Ｙａｒｄ
◆魚津仏壇組合
◆魚津埋没林博物館
◆魚津緑ヶ丘病院
◆魚津麺類飲食業組合
◆魚津ライオンズクラブ
◆越中魚津しおもん屋　ハマオカ海の幸
◆Ｍ’ｓ Ｏｎｅ（エムズワン）
◆オーアイ工業株式会社
◆御菓子司㈲大崎丸善
◆岡山県井原市（魚津市友好親善都市）
◆おなまえシール　雑貨屋ＴＯＢＩ 
◆お餅屋　㈲源七
◆おりじなる工房ナカキ
◆家具庵ＴＯＫＵ
◆がん検診普及啓発キャンペーン
◆クリアらーめん
◆COOL CHOICEコーナー
◆くろべ牧場　まきばの風
◆コーヒーのとみかわ
◆国際ソロプチミスト富山－東
◆昆布じめ刺し身㈱かねみつ
◆株式会社シキノハイテック

◆株式会社昌栄堂
◆鈴家
◆瀬戸珠算教室
◆セントベリーコーヒー
◆ソリューション・ラボＲ
◆鷹休漆器店
◆高山商工会議所（魚津商工会議所姉妹提携）
◆㈲宝屋
◆滝本はきもの店
◆たこ焼　たこ八
◆㈱ダスキン北陸 魚津営業所
◆つくるＵＯＺＵプロジェクト実行委員会
◆株式会社東城
◆株式会社富山銀行魚津支店
◆富山県看護協会　黒部・魚津支部
◆富山県ナースセンター
◆富山県電気工事工業組合　新川支部
◆富山県立魚津工業高等学校 機械科・電気科
◆富山産業保健総合支援センター
◆株式会社富山第一銀行
◆ＮＩＣＥ ＴＶ
◆公益社団法人　新川青年会議所
◆新川高校　コミュニティビジネス部

◆株式会社ナカノ
◆にいかわ信用金庫
◆日本カーバイド工業株式会社
◆日本海電業株式会社
◆日本交通興業株式会社
◆人形のまきの家
◆ネッツトヨタ富山㈱  魚津店
◆㈲ぱてぃしぇ．のっき
◆ビニフレーム工業株式会社
◆フェアリーキッズ
◆株式会社北陸銀行
◆北陸職業能力開発大学校 こどもものづくり体験教室
◆北陸電力株式会社新川支店
◆株式会社北國銀行魚津支店
◆ホテルグランミラージュ
◆ます寿しの植万
◆株式会社丸八
◆mitra（ミトラ）
◆ミラージュランド　ミラたんふあふあ
◆株式会社山下ホーム
◆米沢商工会議所（魚津商工会議所友好提携）
◆ＹＫＫ ＡＰ株式会社

海の駅 蜃気楼海の駅 蜃気楼

ありそドームありそドーム

会場内で使用できる共通金券（１０枚１組１,０００円）に抽選券が１枚ついています。
ありそドーム、海の駅 蜃気楼の両会場インフォメーションにて販売致します。
※お１人様の購入金額の上限がありますのでご了承お願いします。

会場内で使用できる共通金券（１０枚１組１,０００円）に抽選券が１枚ついています。
ありそドーム、海の駅 蜃気楼の両会場インフォメーションにて販売致します。
※お１人様の購入金額の上限がありますのでご了承お願いします。 ※写真はイメージです。

◆新川地区獣肉生産組合
◆有限会社浜浦水産
◆伏木海上保安部
◆伏木税関支署
◆藤田石材店

大抽選会大抽選会大抽選会大抽選会まま ままるる るる

■本社／魚津市大光寺61ｰ1
　TEL0765-22-0311㈹  FAX0765-23-0536

地球、自然、人の環境を私たちの手で守りたい。

■第2リサイクルセンター／魚津市石垣331ｰ2
　TEL0765-22-2202  FAX0765-22-9220

魚津市銀行会
本店営業部

魚 津 支 店

魚 津 支 店

にいかわ信用金庫
富 山 第 一 銀 行
富 山 銀 行

魚 津 支 店

魚 津 支 店

魚 津 支 店

北 國 銀 行
富 山 県 信 用 組 合
北 陸 銀 行

広告

広告

広告

広告

広告

広告

人と自然を大切にしたい

広告

広告

広告

好評発売中

広告

広告

土木工事・建築工事・測量・地質調査・各種土質試験

本社／富山県魚津市六郎丸2935番地
TEL:0765-23-1110　FAX:0765-23-0200

超高圧ウォータージェット工法、排水菅詰まり・清掃・更生、
駐車場・道路清掃、コンクリート構造物補修

富山県魚津市六郎丸2935番地
TEL:0765-23-1255　FAX:0765-23-1256

◆自衛隊富山地方協力本部
◆富山県鮭鱒漁業協同組合（ケイソン冷蔵）
◆富山県建築板金技能士会
◆富山県東部消防組合
◆富山県表具師文化協会
◆新川森林組合

土土 日19 202019 日

2019年
10月

2019年
10月

魚津市商工観光課 TEL：0765-23-6195　魚津市農林水産課 TEL：0765-23-1033　魚津商工会議所 TEL：0765-22-1200お問い合わせ

魚津市イメージ
キャラクター

「ミラたん」

回1515第

ありそドーム & 海の駅 蜃気楼ありそドーム & 海の駅 蜃気楼
■19　　／AM10：00～PM5：00
■20　　／AM10：00～PM4：00
■19　　／AM10：00～PM5：00
■20　　／AM10：00～PM4：00

■19　　／AM8：30～PM2：00
■20　　／AM8：30～PM2：00
■19　　／AM8：30～PM2：00
■20　　／AM8：30～PM2：00

会 

場
日

土

日

土

19日土「第25回魚津市環境フェスティバル」
同時開催!! （会場：ありそドーム）

来て楽しい！
食べておいしい！
魚津のいいもの
まるごとお見せします！

～できることからはじめよう　
　　　　　　　山から海 自然を守り 未来へつなごう 水・潤・歓（水循環）～

●開催日時　10月19日（土）10:00～17:00　※20日は開催しません
●会　　場　ありそドーム　研修室
●プログラム
・最近見かける「COOL CHOICE」ってなに？『未来のために、いま選ぼう。』
・大好評！らんま先生によるeco実験パフォーマンス
・知っているかな？環境○×クイズ
・スタンプラリーで賞品をゲットしよう

「第２５回魚津市環境フェスティバル」同時開催！！「第２５回魚津市環境フェスティバル」同時開催！！

一部のプログラムは
ありそドーム

イベントステージで開催
！

小杉 拓也�



