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富山市大手町6-7
1076-461-7888

新湊の新鮮な魚とおいしい色とりどりの野菜
を味わえるお店です。おすすめは鯛飯です。
昼￥900　夜コース料理￥3,500～
Enjoy fresh fish of Shinminato and delicious 
colorful vegetables.
Sea-bream rice is recommended.
Lunch: ￥900 Prix fixe dinner:￥3,500+
Closed Sun. and national holidays on Mon.

11:30～13:00
(売り切れ次第終了）
17:30～22:00
(ラストオーダー21:30）

日曜・月曜祝日

富山市総曲輪1-1-13
1076-445-1155

季節替わりの日本酒も料理と一緒に味わ
えます。富山湾の旬をご堪能下さい。
Our seasonal sake is the perfect 
complement. Enjoy the seasonal 
delicacies of Toyama Bay. 
Open every day

11:30～14:00
17:30～23:00

年中無休

富山市桜木町8-25
1076-433-3668

お料理・料金ともに安心していただける
お店です。
季節のおすすめコース￥3,780～
Affordable prices that don't 
compromise the quality. 
Chef's special prix fixe dinner of 
the season: ¥3,780＋
Closed Sun. and national holidays

17:00～22:00
日曜・祝日

和食・居酒屋 Japanese Food & Izakaya（Japanese Style Pub）

日本料理 松川 Japanese Cuisine, Matsukawa ＭＡＰ 2ｰB 3

富山湾の味処・鯛家 Toyama Bay Cuisine, Taiya ＭＡＰ 1ｰC 2

17:30～22:00
年中無休

富山市本町2-17
マンテンプラザB1F
1076-439-0122

富山湾の旬の幸の味を余すところなく堪能で
きます。生簀を眺めながらお楽しみ下さい。
刺身盛合せ ￥4,300
Indulge yourself in Toyama Bay's 
seasonal delicacies while gazing at 
the restaurant's fish-tank.
Assorted sashimi set: ￥4,300 
Open every day

郷土料理 十々八 Local Cuisine, Totoya ＭＡＰ 2ｰB 1

日本料理 雲海 Japanese Cuisine, Unkai ＭＡＰ 3ｰA 5

11:30～14:00
17:00～21:00

年中無休

富山市大手町2-3
ANAクラウンプラザホテル富山5F
1076-495-1114

季節に合わせた会席料理が味わえます。
鉄板焼きコーナーも人気です。
昼￥2,060～ 夜会席￥6,180～
Dine seasonal kaiseki dishes. Our 
grill corner is also popular.
Lunch: ¥2,060＋; Dinner: ¥6,180＋ 
Open every day

漁　亭 Gyosaitei ＭＡＰ 4ｰA 6

越中膳所 海の神山の神 Etchu Cuisine, Umi no Kami yama no Kami ＭＡＰ 3ｰB 4

富山市桜木町10-10
富山第一ホテルB1F
1076-442-4012

富山湾の新鮮な素材が、京料理の伝統、そ
して格式ある技と見事に融合いたしました。
昼¥1,620～　夜会席¥6,480～
Matsukawa's skilled chef blends fresh 
ingredients from Toyama Bay with traditional 
Kyoto cuisine to create flavorful dishes.
Lunch:￥1,620+, Dinner:￥6,480+
Closed 2nd and 4th Thu.

11:30～14:00
17:00～21:00

第2・第4木曜

休

休

休

休

休

休

富山市中心部富山市中心部 Central Toyama CityCentral Toyama City

仄香 Honoka ＭＡＰ 4ｰB 7

17:00～24:00
(ラストオーダー23:00)

日曜・月曜祝日

富山市大手町 3-9-1 
アジェスビル2F
1076‒481‒6188

居心地のいい空間が人気の和食とくつろ
ぎの店。旬の地魚や手作りの料理が評判。
平均予算 ￥5,000
Popular Japanese restaurant known for its 
pleasant space and relaxing atmosphere with 
a reputation for great locally-caught fish and 
homemade dishes.  Average price:￥5,000
Closed Sun. and national holidays on Mon.

会乃風 Ainokaze ＭＡＰ 4ｰB 8

17:00～23:00

日曜
（月曜祝日の場合は営業）

富山市総曲輪2-4-14
1076‒423‒1646

富山の旬が味わえる極上魚料理に県内外から
リピーター多数。 富山の魚ならおまかせあれ。
平均予算￥4,000
Our superior seafood dishes offer a taste of 
Toyama's seasons; we have a number of repeat 
customers from in and out of Toyama. If it is 
Toyama seafood that you are looking for, leave 
it to us. Average price:￥4,000 Closed Sun.(but 
remains open when holidays fall on Mon.)

健康膳薬都（池田屋安兵衛商店2F）Health Meal, Yakuto (Ikedaya Yasubei Shoten 2F) ＭＡＰ 5ｰC 9

11:30～14:00
（昼のみ営業）

水曜

富山市堤町通り1-3-5
1076-425-1873

和漢薬の老舗が提供する安心で体に良い
健康料理です。事前予約をお願いします。
健康膳コース￥2,160～
Healthy food from oriental herbs 
by our experienced and trusted 
shop: Ikedaya Yasubei Shoten.
Health Meal Course: ¥2,160+ 
Closed Wed.

ワンドリンクサービス

千里山荘 Chisatosanso

11:30～14:00 
17:00～21:00 

火曜・水曜
（ただし祝日は営業）
※完全予約制

富山市婦中町千里5866
1076ｰ469ｰ2900

やすらぎの原点を伝える合掌造りで、富山の
豊穣の山海の幸をお楽しみください。
昼¥3,240～　夜¥5,400～　千里会席¥5,400
Enjoy delicious cuisine from the sea and the mountains 
inside a traditional gassho-style structure house.　
*Advance reservation Only Lunch: ￥3,240+, Dinner:￥
5,400+, Chisato kaiseki: ￥5,400 Closed Tue. and 
Wed. (but remains open when holidays fall on Tue. 
and Wed.)     Show this pamphlet to get a free drink

休

休

休

休

中華料理・焼肉 Chinese Food & Yakiniku

中国料理  白楽天 Chinese Food, Hakurakuten ＭＡＰ 2ｰB 41

焼肉レストラン 辛子家 Yakiniku Restaurant, Karashiya ＭＡＰ 1ｰC 40

17:30～22:00
（ラストオーダー21:30）

年中無休

富山市本町2-17
マンテンプラザ1F
1076-441-6444

黒毛和牛が楽しめる本格焼肉レストラン。９つ
の個室でプライベートな空間を演出します。
平均予算￥4,000～
A yakiniku (grilled meat) restaurant 
serving authentic Japanese black 
cattle. 9 private rooms provide an 
ideal atmosphere for yakiniku parties. 
Average price: ￥4,000+
Open every day

富山市桜木町10-10
富山第一ホテルB1F
1076-442-4008

シックでエレガントな空間で、本格広東
海鮮料理と香港飲茶料理をお楽しみい
ただけます。
昼¥1,130～　夜コース¥6,480～
Enjoy authentic Cantonese cuisine 
and Hong Kong dim sum in the 
chic and elegant atmosphere of 
Hakurakuten.
Lunch: ￥1,130+,  Dinner: ￥6,480+
Closed: 1st and 3rd Mon.

11:30～14:00
17:00～21:00

第1・第3月曜

休

休

洋　食 Western Food
ビュッフェレストラン コメドール Buffet Restaurant, Comedor ＭＡＰ 2ｰB 50

そば・うどん・ラーメン Soba, Udon, Ramen

つるや本店 Tsuruya Honten ＭＡＰ 4ｰB 31

西町大喜本店 Nishicho Taiki Honten ＭＡＰ 5ｰB 32

柳の下 末弘軒  Suehiroken ＭＡＰ 5ｰA 30

富山市桜木町10-10
富山第一ホテル1F
1076‒442‒4037

昼・夜ともにバイキング料理をお召し上が
り頂けます。旬の食材をお楽しみ下さい。
ランチ¥1,800　ディナー¥2,700
Buffet-style lunch and dinner.  
Enjoy dishes made with seasonal 
ingredients. 
Lunch: ￥1,800,  Dinner: ￥2,700 
Open every day

11:30～14:00
17:00～21:00

年中無休

富山市総曲輪2-8-15
1076-421-2908

麺・だし等すべて自家製、ヘルシーな自
然の味を味わって下さい。
山菜そば￥900
All noodles and broths are home-made, 
resulting in a healthy and natural flavor. 
Sansai (Wild Vegetable) Soba: ¥900
Closed Wed.

11:00～15:00
（ラストオーダー14:30)

水曜

富山市総曲輪4-6-9
1076-421-7019

創業昭和６年より続く手作りの味。富山のラ
ーメンの原点、一番人気は手打ワンタンメン。
中華そばミニセイロセット￥880
Established in 1931 and the origin of 
Toyama Ramen. The most popular 
selections are the hand-beaten wonton 
noodles. Chinese noodles with steamed 
meat dumplings and rice:¥880
Closed Wed. and 3rd Tue.

11:00～20:00
火曜11:00～15:00

水曜・第3火曜

富山市太田口通り1-1-7
1076-423-3001

全国でも有名な「元祖富山ブラック」と
して70年以上富山の地で味を守り続け
ています。
中華そば（並）￥750
As the original creators of "Toyama 
Black" ramen, we have stayed 
faithful to the traditional taste for 
more than 70 years in Toyama. 
Regular Ramen:￥750 Closed Wed.

11:00～20:00
水曜

休休

休

休

富山ブラック麺家いろは 富山空港店 Menya Iroha, Toyama Airport Branch

富山市秋ケ島30
富山空港ターミナルビル2F
1076‒464‒5101

富山ブラックブームの火付け役！今や中
国、台湾、香港、タイ、ベトナムにも展開中！
昼¥800～　夜¥800～
富山ブラック肉盛そば（味玉入り）¥1,350

8:00～19:30
年中無休休

割烹 丸庄 本田 Kappo Marusho Honda ＭＡＰ 3ｰC 14

額 美和食 Japanese Cuisine Gaku ＭＡＰ 4ｰB 15

富山市白銀町5-1
1076-423-7062

110年の歴史を持つ和食料理店。魚・肉料理
菜食者もOK。　日本語・中国語・英語対応可
鰤しゃぶ会席コース￥4,320
A Japanese restaurant with 110 years 
of history. Fish, meat and vegetalian 
menu aveilable. Japanese, Chinese and 
English available’
Buri-shabu' course meal: ￥4,320 
No regular holidays

11:30～14:00
17:00～22:00

不定休

富山市総曲輪3-2-27
1076-492-0122

厳選された食材を厳選された調度品で贅沢な雰囲気
の中、美術館のような空間でお食事をいかがですか。
昼¥1,800～、夜¥10,000～
Come enjoy your meal at the art museum 
and spend your time being deeply satisfied 
with our luxurious atmosphere, furnishings 
and exquisite ingredients.
Lunch: ￥1,800+,  Dinner: ￥10,000+ 
Closed Wed.

11:30～14:00
17:30～22:00

 水曜

休

休

季節料理・寿司 写楽 Seasonal food & Sushi, Sharaku ＭＡＰ 4ｰB 22

11:30～13:00
17:00～21:00

日曜・祝日・土曜の昼

富山市大手町5-13
1076-491-0700

富山湾鮨、地魚料理が自慢。大広間も有。
昼￥800～　富山湾鮨￥2,700
Known for excellent Toyama Bay Sushi 
and local seafood. We have a large 
banquet hall for groups and parties. 
Lunch ¥800+, Toyama Bay Sushi set: 
¥2,700 Closed Sun., national holidays 
and during lunch hours on Sat.

富山市総曲輪3-2-6
1076-421-1256

氷見港直送の地魚、地酒の店です。
にぎり特上￥2,650
Sushitomi serves locally caught 
fish from Himi Port and local 
sake. 
Tokujo(Top grade) Sushi: ¥2,650 
Closed Mon.

12:00～14:00
17:00～24:00

月曜
寿し富 Sushitomi ＭＡＰ 4ｰB 23

富山市一番町4-29
1076-421-3860

富山湾は魚の宝庫！ 主に氷見漁港より直接
買い付けし、日々の魚を楽しんで握ってます！
昼¥980～　夜¥1,620～　富山湾鮨¥3,240
Toyama Bay is a treasure trove of fish.  
Most of the fish served here is purchased 
directly at the Himi Port and we enjoy 
preparing it every day. 
Lunch:￥980+,  Dinner:￥1,620+,  
Toyama Bay sushi set:￥3,240
Closed: Tue. and during lunch hours on 
Sat., Sun. and national holidays

11:00~13:30
17:00~23:00

土日祝日の昼・火曜
江戸前 寿司正 Sushi Masa ＭＡＰ 5ｰA 24

休

休

休

富山市桜木町8-15
1076-432-4493

富山第一ホテルの裏のそのまた裏にあり
ます。ご予算があればお申しつけ下さい。
おまかせ寿司￥3,500以下
"Sushiken" is located a little behind 
Toyama Dai-ichi Hotel.
Chef's special: ～¥3,500
Closed Sun. and national holidays

17:00～23:00
日曜・祝日

すし健 Sushiken ＭＡＰ 2ｰB 21
休

寿し処 佐々木 Sushi Sasaki ＭＡＰ 3ｰB 26

昼 12:00～14:00
(2日前まで要予約)
夜 17:30～23:30
(ラストオーダー22:30
 21:00以降要予約)

日曜・祝日・年末年始

富山市総曲輪1-6-11

富山の酒と富山の魚にこだわってます。
昼: ￥3,780～、夜: ￥8,000～
富山湾鮨 おまかせ
We fastidiously select seafood and 
sake from Toyama. 
Lunch: ￥3,780+,  Dinner: ￥8,000+
Toyama Bay Sushi Course
Closed Sun., national holidays and 
Year-end and New Year

休

富山市桜木町7-11
松本第7ビル1F
1076-444-1468

1076-431-6788

四季折々の富山湾の旬の食材を楽しめる寿
司割烹。お気軽にどうぞお立ち寄りください。
平均予算￥5,000～
寿司十二種￥4,100
A sushi restaurant you can enjoy fresh 
seasonal ingredients from Toyama 
Bay. Please feel free to stop by. 
Average cost: ¥5,000+ 
12pcs of sushi set: ¥4,100
Closed Sun.

17:00～24:00
日曜

四六八ちゃ 本店  Sushi Kappo, Shirohacha ＭＡＰ 2ｰB 25
休

かまど料理とお酒 くろべ Kamado Cooking and Sake, Kurobe ＭＡＰ 1ｰC 11

17:30-22:00
年中無休

富山市本町2-17
マンテンプラザ2F
1076-439-0121

焼き鳥、おでん、かまど飯をメインとしたお
店。旬の料理や富山の刺身も楽しめます。
くろべ晩酌セット￥1,944
Serving mainly yakitori, oden and 
kamado rice. Enjoy seasonal dishes 
and Toyama sashimi. 
Kurobe Banshaku set: ￥1,944 
Open every day

富山市総曲輪3-2-21
1076-493-8989

富山湾とれたて魚と紀州備長炭焼き串
がお手頃価格でお楽しみ頂けます。
夜￥3,000～
Enjoy fresh fish caught in Toyama 
Bay and Kishu Binchotan charcoal 
grilled skewered foods at a 
reasonable price.
Dinner ￥3,000+　Closed Mon.

平日17:30～23:00
（ラストオーダー22:30）
金土17:30～24:00
（ラストオーダー23:30）

月曜
串もん家 らく Kushimonya, Raku ＭＡＰ 4ｰB 13

休

休

軽食・喫茶 Light Meals, Cafe
松川茶屋（松川遊覧船のりば）Matsukawa Café (Boarding point for the Matsu River Cruise) ＭＡＰ 2ｰB 60

10:00～17:00※
※冬期休業、変更あり

富山市本丸1-34
1076-431-5418

松川べりのお茶屋さん。行きかう船と水辺
の風情を感じながら、落ち着いたひと時を。
平均予算￥500～
Café along the Matsukawa River. Enjoy 
a relaxing moment as you see the 
boats cruise by. Average price:￥500+. 
Closed Mon. and on days following 
holidays. Closed for the winter season. 
Schedule is subject to change.

カフェ＆スペース まるーむ Cafe & Space ma room ＭＡＰ 4ｰA 61

富山市大手町6-14　
富山市民プラザ1F
1076-481-6636

ママ・子が楽しめるお店。キッズメニュー・
離乳食あり。授乳室も完備。
平均予算￥1,000円前後
A fun café for moms and kids.
A kids menu, baby food, and a 
nursing room are available. 
Average price: ￥1,000
Open every day (No regular holidays)

平日10:00~16:00
(ラストオーダー15:30)
土日祝10:00~17:00
(ラストオーダー16:30)

不定休

月曜・祝日の翌日※

休

お城の見えるカフェ Café with the View of the Toyama Castle ＭＡＰ 2ｰB 62

富山市本丸1-33
富山城址公園・佐藤記念美術館1F
1080-8995-8177

富山城を一望できるカフェ。地元の素材にこ
だわったカフェメニューをご堪能ください。
抹茶と選べる和菓子セット￥600
Café with the fabulous view of 
the Toyama Castle. Enjoy Café 
and sweets made from local 
ingredients. 
Powdered green tea set with 
your choice of sweets: ￥600

10:30～16:30
(ラストオーダー16:00)

美術館休館日に準ずる休

休

バー＆スナック Bar & Snack

スカイバー「アストラル」Sky Bar ASTRAL ＭＡＰ 3ｰB 71

17:00～24:00
（日・祝 ～23:00）

年中無休

富山市大手町2-3
ANAクラウンプラザホテル富山19F
1076-495-1116

ホテル最上階からの夜景を眺めながら
味わう、至福のひとときを。
Treat yourself to a blissful moment 
with your favorite cocktail while 
looking out over Toyama's night 
view from the top floor of the ANA 
Crowne Plaza Hotel.
Open every day

佛蘭西屋 洋酒肆（ふらんすや ようしゅし）France-ya Yoshushi ＭＡＰ 3ｰB 70

18:00～24:00
日曜・祝日

富山市総曲輪1-9-15
1076-431-1012

有名人も多数来店のこだわり創業１９６１
年のショットバーです。
平均予算￥3,500～
A shot bar frequented by many 
celebrities since 1961. 
Average price: ￥3,500+ 
Closed Sun. and national holidays

おみやげ Souvenirs

富山大和 Toyama Daiwa Department Store ＭＡＰ 5ｰB 81

10:00～19:00
11:00～21:00
（６Ｆレストラン）

水曜不定休

富山市総曲輪3-8-6
1076-424-1111

輸入ブティックやレストラン街、富山の
特産品を取り揃えています。
※免税取扱い店
In addition to import boutiques 
and restaurants, you will find 
shops selling Toyama souvenirs 
and specialty products on the 
underground floor.
※Tax free shop

寿し工房大辻 一番町店 Sushi Creations, Otsuji, Ichiban-machi StoreＭＡＰ 5ｰB 80

9:00～19:00
年中無休

富山市一番町3-26
1076-420-4659

「幻」の看板が目印の一番町店。一番の
おすすめは、肉厚・トロ系の幻のます寿し
です。
Look for the large sign that says 
"Maboroshi". The unusual thick 
and toro (fatty) style masu-zushi 
is especially recommended.
Open every day

休

休

休

休

中尾清月堂 富山大和店 Nakao Seigetsudo Toyama Daiwa Department store

10:00～19:00
水曜不定休

富山市総曲輪3-8-6
富山大和B1F
1076‒407‒6653

代表銘菓どら焼き「清月」をはじめ、
和・洋菓子を販売。富山銘菓「中餅」は
お土産に最適です。
どら焼き１ヶ￥180
We sell a selection of Japanese and 
Western confectioneries, including Seigetsu, 
our signature product . Toyama's famous 
Nakamochi rice cake is an idela souvenir. 
Dorayaki (two cakes sandwiching red bean 
paste): ￥180

休

ＭＡＰ 5ｰB 81

杢目羊かん本舗 鈴木亭 Suzukitei ＭＡＰ 5ｰB 82

8:00～18:00
年中無休

富山市西町6-3
1076-421-4972
70120-21-4972

創業慶応2年（1866年）。綺麗な木目模
様が現れる、全国唯一の“杢目羊羹”をお
楽しみください。
杢目羊羹￥205～
Established in 1866. Wherever you cut 
this jellied adzuki-bean sweet, an 
elegant wood-grain pattern appears. 
This beautiful sweet, called "mokume 
yokan," can only be enjoyed here! 
Mokume Yokan: ¥205+ Open every day

もく　め  よう かん
休

竹林堂 Chikurin-do ＭＡＰ 5ｰC 84

9:00～19:00
水曜

富山市中央通り1-5-2
1076-423-8424

江戸末期から続く甘酒まんじゅう。自家製
の甘酒を用い、昔ながらの味を守り続け
ています。
甘酒まんじゅう 一個￥140
This long-running shop founded in the 
Edo period preserves traditional flavors. 
Try the popular manjuu (sweet bun) 
using home-made amazake (sweet mild 
sake). Amazake Manjuu: ¥140(1piece) 
Closed Wed.

老舗 味の笹義 中央店（池田屋安兵衛商店内）Aji no Sasayoshi ＭＡＰ 5ｰC 85

8:30～17:00
年中無休脂がのった肉厚の特撰ますの寿しはお薦めで

す。ますの寿し手作り体験、有料で予約受付。
ますの寿し手作り体験 受講料１名￥1,800
We highly recommend the special 
masu-no-sushi made with thick 
slices of fatty trout.  
Make your own masu-no-sushi for 
￥1,800. 
Open every day

月世界本舗 Tsuki sekai Hompo ＭＡＰ 6ｰC 83

9:00～18:00
日曜・元日

富山市上本町8-6
1076-421-2398

富山を代表する銘菓「月世界」。日本茶、コ
ーヒーにもピッタリです。おもとめは本店、
きときと市場とやマルシェ等にて。
“月世界”1本￥486　2本入￥1,080
Toyama's noted "Tsuki Sekai" confectionery 
is the perfect compliment to Japanese tea 
and coffee. Available at the main store and 
Toyamarche. Tsuki sekai: ¥486(1piece), 
¥1,080(2pieces)
Closed Sun. and New Year's Day

広貫堂資料館 Kokando Museum

9:00～17:00
年末年始

富山市梅沢町2-9-1
1076-424-2310

富山市堤町通り1-3-5
（池田屋安兵衛商店内）
1076-429-0801

富山の薬の歴史と文化を、展示や映像
で紹介。懐かしのパッケージは見ごたえ
十分です。

源 ますのすしミュージアム Masu-no-Sushi Museum, Minamoto

9:00～17:00
さくら亭 11:00～

年中無休

富山市南央町37-6
1076-429-7400

ますのすし駅弁販売百年以上の歴史を持
つ源。工場見学や職人の技を見る事がで
きます。
平均予算￥1,000～
Minamoto has sold masu-no-sushi 
as train station bento for more than 
100 years. Visit the factory and see 
the artisans' skills.  Average price: 
￥1,000  Open every day

休

休

休

休

6:20～20:00
※航空機の出発時間の変更により
　営業時間も変更になる場合が
　あります。

年中無休休

休

ご来館の方に広貫堂サ
ンリキソV（ドリンク）
プレゼント

富山ます寿し協同組合 Toyama Masu-zushi Makers Association

富山市丸の内2-4-17
1076-421-1424

ます寿しのお求めは、歴史ある老舗の風
味を「ます寿しのれん会」加盟店でご賞
味下さい。
Enjoy Toyama's highly regarded 
Masu- zushi in affiliated Masu-zushi 
restaurants.

富山空港 お土産店「まいどは屋」Maidohaya Toyama-airport Souvenir Shop

富山市秋ヶ島30
富山空港国内線ターミナル2F
出発ロビー
1076-495-3150

富山ならではの銘菓、海産物、地酒な
ど、富山の味を多彩に取り揃え、皆様の
お越しを笑顔でお待ちしております。
Welcoming you with smiles and 
many delicacies from Toyama, such 
as our famous confectioneries, 
seafood, and local sake. 
Open every day

環境にやさしい植物油インキを使用しています。

寿　司 Sushi
寿し処 美乃鮨 Sushidokoro, Minozushi ＭＡＰ 3ｰA 20

昼11:30~14:00
(ラストオーダー13:30)
夜17:30~21:00
(ラストオーダー20:45)

日曜・祝日の月曜または第3月曜

富山市丸の内2-3-4
1076-422-3034

東京目黒創業。新鮮な海の幸にひと手間かけ
た仕事。伝統の味を心ゆくまでご堪能下さい。
昼￥1,500～3,240　夜￥5,000　富山湾鮨￥3,240
Originally founded in Tokyo's Meguro City. Fresh bounties 
of the sea, carefully prepared.  Enjoy the taste of tradition 
to your heart's content. Lunch:￥1,500～￥3,240, Dinner:￥
5,000, Toyama Bay sushi:￥3,240 Closed Sun., 3rd Mon. 
of the month, or national holidays on Mon.

休

炉ばた焼  浜っ子 Robatayaki (Japanese Grill), Hamakko ＭＡＰ 2ｰB 10

富山市桜木町6-8
1076-432-2431

懐かしい炉端焼の雰囲気をお気軽にお
楽しみ下さい。
メニュー￥216～756
Make yourself at home in this 
relaxing old-fashioned Robatayaki 
restaurant. Prices: ￥216～756
Closed Sun. and national holidays

17:30～23:00
日曜・祝日休

磯料理 松月 Japanese Seafood Restaurant, Shogetsu ＭＡＰ 1ｰA 1

富山市岩瀬港町116
1076-438-1188

季節々の富山湾の魚を一番おいしく提
供します。
昼￥6,000～　夜￥8,000～
Serving seasonal fish of Toyama Bay.
Lunch: ¥6,000+, Dinner: ¥8,000+ 
(Reservation necessary)
Open every day (No regular holidays)

11:30～21:00
要予約

不定休休

おみやげ Souvenirs
岩瀬カナル会館 Iwase Canal Hall ＭＡＰ1ｰB 2

酒商 田尻本店 Sake Store, Tajiri Honten ＭＡＰ 2ｰA 3

10:00~19:00
(日曜･祝日 ～18:00)

月曜（月曜祝日の場合は翌日）

富山市東岩瀬町102
1076-437-9674

土蔵の中にある地酒とワインの専門店。店の
半分は巨大セラーで、入ると圧倒されます。
Selling wine and local sake stored in a warehouse with 
thick mortar walls. You will be amazed by the wide 
selection in the cellar when you step into the store. 
Closed Mon. (If Mon. is a national holiday, then the 
next day)

名物どらやき本舗 大塚屋 Local Specialty Dorayaki, Otsukaya ＭＡＰ 2ｰA 4

8:30～18:00
（日曜･祝日 ～16:00）

月曜

富山市岩瀬大町152
1076-437-9678

岩瀬名物三角どらやきは、しっとりとした生
地に上品な甘さの粒あんが詰まっています。
名物三角どらやき（2個入）
The Iwase specialty sankaku (triangular) 
dorayaki has a moist batter and is stuffed 
with red bean paste of a delicate sweetness.
Sankaku dorayaki (2 Pieces)  Closed Mon.

桝田酒造店 Masudashuzo ＭＡＰ 2ｰA 5

9:00～17:00
土曜・日曜・祝日

富山市東岩瀬町269
1076-437-9916

富山の旬の幸とともに味わえるようこ
だわって作られるお酒です。
The sake is made to match the 
seasonal tastes of Toyama.
Closed Sat., Sun. and national 
holidays

富山市岩瀬天神町48
1076-438-8446

岩瀬地区の観光の基地として情報を提
供。富山ライトレール岩瀬浜駅すぐそば。
Located right by the Iwasehama Light 
Rail station. This is an ideal base for 
sightseeing in the Iwase neighborhood.
Closed Year-end and New Year

9:30~17:00
年末年始

休

休

休

休

岩瀬
地区
岩瀬
地区

Iwas
e Area 

1

2

A B

富山市秋ケ島30
富山空港1F
1076-428-0070

富山湾の鮮魚をお寿司やお刺身で楽しめ
る回転寿司！店主自ら厳選した朝どれ鮮
魚を是非お楽しみください。
平均予算￥3,000
Enjoy fresh sushi and sashimi in our 
Kaiten-zushi (conveyor belt sushi) 
restaurant. We serve carefully selected 
fresh fish caught each morning.
Averave price: ￥3,000 Open every day
　Show this pamphlet and get your first 
draft beer at half-price (for up to 4 people)

11:00～20:00
年中無休

廻転とやま鮨 富山きときと空港店
休

岩瀬地区岩瀬地区 Iwase Area Iwase Area 

乾杯生ビール（中）半額！
4名様まで。

Kaiten Toyama-sushi (Toyama Airport)

池田屋安兵衛商店 Ikedaya Yasubei Shoten ＭＡＰ 5ｰC 85

9:00～18:00
年中無休

富山市堤町通り1-3-5
1076-425-1871

富山を代表する胃腸薬「越中反魂丹」の製
造販売元。丸薬製造体験が出来ます。
越中反魂丹￥702～
The manufacturer and retailer of 
the nation- wide famous digestive 
medicine "Etchu- Hangontan".
Enjoy making your own pills.
Etchu-Hangontan: ¥702+ 
Open every day

休

コーヒー＆レストラン カフェ・イン・ザ・パーク ＭＡＰ 3ｰB 51

6:00～22:00
年中無休

富山市大手町2-3
ANAクラウンプラザホテル富山１Ｆ
1076-495-1112

朝・昼・夜ともにバイキングを楽しめま
す。 朝食6:00～/ランチ11:30～/
ディナー18:00～
ランチ￥2,000　ディナー￥3,500～
Buffet offered at breakfast, lunch 
and dinner. Breakfast 6AM-, 
Lunch 11:30AM-, Dinner 6PM-,
Lunch: ¥2,000  Dinner: ¥3,500+
Open every day

Coffee & Restaurant, Café IN THE PARK
休

レストラン清風 ＭＡＰ 1ｰB 52

10:00～20:30
県民会館休館日

富山市新総曲輪4-18
富山県民会館8F
1076-432-4110

眺めが良く、ランチにも最適です。
昼￥800～　夜￥5,500～
オムライス￥850
Enjoy your meals with a great 
view.
Lunch: ¥800+ Dinner: ¥5,500+
Rice omelet: ¥850

Restaurant, Seifu
休

富山市総曲輪2-7-22
1076-492-2001

時間をかけて作る愛情料理が自慢の「ほ
そかわ」。人気料理は売り切れることも。
Hosokawa prides itself on cuisine 
made with great care and attention. 
Popular dishes often sell out.
Closed Sun.

17:00～23:00
日曜

居酒屋ほそかわ Izakaya, Hosokawa ＭＡＰ 4ｰB 12
休

■凡例 / Legend

41

P
桜の名所 / Famous place for cherry blossoms

国道 / Route

タクシー乗り場 / Taxi Station
駐車場 / Parking

路面電車 / City Tram

H

〒
警察署 / Police Station
郵便局 / Post Office
コンビニ / Convenience store

ホテル / Hotel
銀行 / Bank

CS

レンタカー店 / Rental car Stationレ

和食・居酒屋 Japanese Food & Izakaya（Japanese Style Pub）

2019.7 35,000

※価格はすべて税込金額です。料金、定休日等内容が変更となっている場合も
あります。（2019年7月現在）

※Prices include tax. Prices and business hours are subject to change without notice. 
(As of July, 2019)

このマークのお店でパンフレットを提示すると、お得なサービスを受けられます。
Show this pamphlet to take advantage of special offers at shops with this mark.

水餃子一皿無料

We started the Toyama Black Ramen boom! You can 
enjoy our ramen even in China, Taiwan, Hongkong, 
Thailand and Vietnam!  Lunch/Dinner: ￥800+
Toyama Black Ramen (with an egg): ￥1,190
Open everyday
　Show this pamphlet to get a free plate of Gyoza dumplings.

Learn about the history and culture 
of Toyama medicine through 
exhibitons and movies. 
Nostalgic packages are on display.
Closed Year-end and New Year
   Show this pamphlet to get a free 
drink "Sanrikiso V". 

MUSLIM FRIENDLY
RESTAURANTS

食
べ
飲
み
マ
ッ
プ

〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3 富山商工会議所ビル1F
ＴＥＬ(076)421‒3300　ＦＡＸ(076)421‒0963
http://toyama-cb.or.jp/

（公財）富山コンベンションビューロー
Toyama Convention Bureau
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Around Toyama Station
富山駅周辺エリア

Enjoy a hot selection of Toyama's fresh local seafood, 
vegetables and juicy meat. Average price: ￥3,000～￥4,500 
Open every day (No regular holidays)     Show this 
pamphlet to get your first draft beer or soft drink for free!

※価格はすべて税込金額です。料金、定休日等内容が変更となっている場合も
あります。（2019年7月現在）

※Prices include tax. Prices and business hours are subject to change without notice. 
(As of July, 2019)

このマークのお店でパンフレットを提示すると、お得なサービスを受けられます。
Show this pamphlet to take advantage of special offers at shops with this mark.

富山市新富町1-2-3
富山エクセルホテル東急15F
1076-432-8282

富山を一望できる落ち着いた店内で、富山の
四季の旬材を使った懐石をご賞味下さい。
昼￥930～　懐石コース￥5,400～
Enjoy a panoramic view in a calm 
atmosphere of Toyama as you relish 
Toyama's seasonal kaiseki dishes. 
Lunch: ¥930+  Kaiseki Course: ¥5,400+
Open every day

11:30～14:00
17:00～21:30
(ラストオーダー21:00)

年中無休

富山市桜町2-2-22
1076-441-9369

地酒・地魚一筋50年。姉妹店の地ビール
「米清」／昼呑み地魚「あらさん」も好評。
Providing excellent fish and local sake for 
50 years. Sister restaurant Komesei serves 
original beer, and Arasan is great for local 
fish and day drinking. Closed Sun. and 
national holidays [Arasan: Closed Tue.]

16:00～23:00
［あらさん11:30～］

日曜・祝日 [あらさん㉁火曜]

富山市新富町2-4-7
1076-439-1988

料理人こだわりの日本海の海の幸、山の
幸、地酒、鱒の寿しなどが味わえます。
昼￥2,500～　夜￥4,500～

11:30～要予約
17:00～23:00

日曜

日本料理 懐石 松や エクセルホテル東急店 Japanese Cuisine, Kaiseki, Matsuya, Excel Hotel Tokyu ＭＡＰ 4ｰB 4

マリエ６階 味わいストリート ＭＡＰ 4ｰB 6

11:00～23:00※
※店舗により異なる

年中無休

富山市桜町1-1-61
マリエとやま6F
1076-445-4511

気分やシーンで選べる
「ダイニング カフェ」レストラン
Choose from a variety of cafes and 
restaurants to fit the mood and 
occasion.
Open every day (Business hours 
differ depending on the restaurant.)

海鮮お食事処 ヤットルゾー五條 Seafood Cuisine, Yattoruzo Gojo ＭＡＰ 4ｰB 7

北陸の食楽 割烹 小川 Hokuriku delicacies, Kappo Ogawa ＭＡＰ 5ｰA 9

大衆割烹 あら川 Taishu-Kappo, Arakawa ＭＡＰ 5ｰB 8

地酒 呑みくらべセット
をグループで１セット

富山市新富町1-3-9
駅前プラザビル1F
1076-442-9009

毎日朝どれの魚と地酒で、富山ならで
はの料理が自慢。鮮度抜群の魚が特
に良し。
Serving daily fresh fish and local 
sake that Toyama is famous for. 
The freshness of our fish is second 
to none. Closed Sun.

17:00～23:30
日曜

休

休

休

休

休

きときと市場 とやマルシェ レストラン Toyamarche Restaurants

MARIE Restaurants（6F）

ＭＡＰ 3ｰB 5

10:00～21:30※
※店舗により異なる

年中無休

富山市明輪町1-220
1076‒471‒8100

富山の旬で、おもてなし。
富山の旬で、お見送り。
富山の味めぐりができるスポット。
From the first taste to the last bite, the various 
restaurants of the market Toyamarche provide you 
with seasonal specialties of Toyama. Come sample 
the best that Toyama has to offer! Open every day 
(Business hours differ depending on the restaurant.)

休

富山市桜橋通り2-28
ホテルグランテラス富山2F
1076-431-8242

富山の旬の食材や高級食材を使用した
本格中華を楽しめます。
ランチ￥1,000　卓料理￥4,500～
Enjoy authentic Chinese food made 
from high-quality and seasonal 
Toyama's ingredients. Lunch:¥1000 
Course meals:¥4,500+ Closed Sun.

11:30～14:00
17:30～21:30

日曜

富山市桜町1-6-4
1076-441-4649

旬の素材を贅沢に使用。心こめた味わ
いと器のハーモニーをご堪能ください。
昼￥3,240～　夜￥7,560～
Seasonal ingredients are lavishly used here. 
Enjoy the harmony created by the loving 
crafted food and dishes. Lunch：￥3,240+、
Dinner：￥7,560+ Closed 1st and 3rd Mon.

11:30～14:00
16:30～21:00

第1・3月曜

1076-433-8100

中華料理・焼肉 Chinese Food & Yakiniku
中華菜館 福寿林 Chinese Restaurant, Fukujyurin ＭＡＰ 5ｰC 50

越中料理 五万石本店 Gomangoku Honten ＭＡＰ 5ｰB 12

天米 県庁前店 Tenyone, Kencho-mae (front of prefectural office) ＭＡＰ 5ｰB 11

11:00～14:00
17:00～21:00

月曜

富山市桜町2-4-12
1076-441-4324

極上のゴマ油を使い吟味した素材をサクッ
と揚げた天ぷらは香ばしく、熱々の天ぷらを。
昼￥3,240～ 夜￥5,940～ 天丼￥2,160～
Treat yourself to piping hot tempura fried 
with the finest sesame oils. 
Lunch: ¥3,240+ Dinner: ¥5,940+
Tendon: ¥2,160+
Closed Mon.

和食 こし路 Japanese Style, Koshiji ＭＡＰ 5ｰC 13

富山市桜橋通り2-28
ホテルグランテラス富山2F
1076-431-8242

100名収容の大小座敷と宴会場・和食
堂があり、旬の魚介が味わえます。
四季の会席￥5,000～
We accommodate up to 100 persons with 
large/small tatami rooms, dining halls, and 
banquet halls, dine on fresh seasonal seafood. 
Seasonal Kaiseki: ¥5,000+ 
Open every day

17:30～21:30
年中無休

醸家 Joya ＭＡＰ 5ｰA 10

17:00～25:00
日曜

富山市桜町2-6-12
フクタビル1F

キトキトの朝とれ地魚や旬の素材の炉端焼、
豊富な地酒を囲炉裏を囲んで楽しめます。
平均予算￥4,500～
Seasonal ingredients and fish caught 
fresh that morning, grilled to 
perfection. Savor the local sake as 
you gather around the hearth. 
Average price:￥4,500+ Closed Sun.

休

休

休

休

富山市新富町1-4-1
51ビル 2～3F
1076-431-8076

美味しい中華料理とお酒のお店。10～80名まで収容の個
室を5部屋ご用意。会議や2次会、サークルやご家族でな
ど幅広くご利用いただけます。少人数でも気軽にどうぞ。
夜: ￥3,500～、　麻婆豆腐: ￥720
Delicious Chinese restaurant with 5 private 
rooms for up to 80 people. Can be used for 
anything from meetings to club after-parties 
or families. Small groups are also welcome. 
Dinner:￥3,500+,  Mapo Doufu:￥720
Closed Sun.

17:00～24:00
（日曜・祝日17:00～23:00）

日曜 不定休
我家的厨房Big5 Chinese Cuisine, Big 5 ＭＡＰ 4ｰA 51

休

富山市千歳町1-3-1
パレブラン高志会館1F
1076-441-2255

アワビやフカヒレの煮込みをはじめ、魚
介をふんだんに使ったメニューが豊富。
海の幸の壺蒸し　香雪酒の香り¥4,000
Features a menu where a wide variety 
of seafood such as awabi(abalone) 
and shark fin are available.
Steamed seafood in a pot: ￥4,000
Closed Tue.

11:30～14:00
17:30～21:00

火曜
中国料理  リトル上海 Chinese Cuisine, Little Shanghai ＭＡＰ 5ｰC 52

休

休

富山市新富町1-2-3
富山エクセルホテル東急1F
1076-441-5070

We provide carefully selected beef 
at an affordable price. Enjoy it 
with oven-baked pizza and wine.
Open every day (No regular 
holidays),
Closed Year-end and New Year

11:00～15:00
（ラストオーダー14:30）
17:00～24:00
（ラストオーダー23:30）

不定休・年末年始

洋　食 Western Food
ユーロカフェ・エヴー ＭＡＰ 1ｰB 60

6:30～22:00
(金･土 ～23:00)

年中無休

富山市牛島町11-1 オークス
カナルパークホテル富山1F
1076-432-2000

富山駅北コンテンポラリーダイニング。カフェ
メニューから欧風料理までお楽しみ下さい。
昼￥900～　夜￥2,000～
Contemporary dining just north of Toyama 
Station. Feel free to enjoy the casual cafe menu 
or to choose the elegant European-style cuisine. 
Lunch: ¥900+;  Dinner: ¥2,000+
Open every day

レストラン リコモンテ Restaurant Ricco Monte ＭＡＰ 4ｰB 61

ビストロダンザ Bistro DANZA ＭＡＰ 4ｰB 62

Euro Café, Et Vous

富山市新富町1-2-3
富山エクセルホテル東急15F
1076‒441‒0015

ホテル最上階に位置し、昼は立山連峰が、
夜は富山市内の夜景が一望できます。
昼￥1,200～　夜￥4,500～
Enjoy stunning views of the vast Tateyama 
Moutain Range by day and Toyama's striking 
douwntown city lights by night on the top floor 
of the Toyama Excel Tokyu Hotel. 
Lunch:¥1,200+ Dinner:¥4,500+  Open every day

11:30～14:00
17:30～22:00

年中無休

休

休

休

富山市新桜町6-2
1076-441-8496

富山で半世紀、本物の手打うどんを提供
している有名店。
天ざる￥950
For half a century, Tsuruki udon 
shop has been providing its 
famous hand-made udon. Ten-zaru 
(cold noodles with tempura): ¥950
Closed Sun., national holidays and 
New Year.

11:00～14:10
日曜・祝日・正月三ヶ日

富山市明輪町1-220
きときと市場
とやマルシェ内
1076-471-8107

全国でも有名な「元祖富山ブラック」
として70年以上富山の地で味を守り
続けています。
中華そば（並）￥750
As the original creators of "Toyama 
Black" ramen, we have stayed faithful 
to the traditional taste for more than 
70 years in Toyama. 
Regular Ramen:￥750 Open every day.

10:00～21:30
年中無休

そば・うどん・ラーメン Soba, Udon, Ramen
西町大喜とやマルシェ店 Nishicho Taiki　Toyamarche ＭＡＰ 3ｰB 40

鶴喜Tsuruki ＭＡＰ 6ｰB 41

休

休

富山市新富町1-2-3
CiCビル B1F
1076-444-7211

東京ラーメンショーで5回に渡り売上
数第1位の偉業を達成！色は黒いが味
はあっさり！
昼¥800～ 夜¥800～ 
富山ブラックW肉盛りそば（味玉入り）¥1,190

11:00～26:00
日祝11:00～23:00

年中無休
富山ブラック麺家いろは富山駅前CiC店 ＭＡＰ 4ｰB 42

休

餃子一皿無料

Menya Iroha, Toyama Station CiC Branch

The 5-time champion at the Tokyo 
Ramen Show! Our black ramen looks 
very salty but taste suprisingly light!
Lunch/Dinner: ￥800+ Toyama Black 
Ramen (with an egg): ￥1,190
Open every day
　Show this pamphlet to get a free 
plate of Gyoza dumplings. 

富山市明輪町1-220
きときと市場とやマルシェ内
1076-441-9008

10:00～20:40
年中無休

富山の味処 漁火 Toyama Cuisine, Isaribi ＭＡＰ 4ｰA 14

17:00～23:00
不定休

富山市宝町1-6-6
ビブレテン1F
1076-442-8581

その日とれた富山湾の魚介類中心のメニ
ューで新鮮・活き活きがモットーです。
平均予算￥4,000～
Try tasty fresh-caught fish and 
shellfish from Toyama Bay.
Average price: ¥4,000+.
Open every day(No regular holidays)

海幸山幸 越中茶屋 Umisachi Yamasachi, Etchujaya ＭＡＰ 3ｰB 16

磯炙 Isoaburi ＭＡＰ 4ｰB 15

17:00～24:00
日祝 ～23:00

不定休

富山市新富町1-3-2
1076‒442‒9255

富山県産にこだわった鮮度抜群な旬の魚介
や野菜、肉をアツアツでお楽しみ頂けます！
平均予算￥3,000～4,500

休

休

休

暖座クラシック富山駅前店 Danza Classic Toyama ekimae ＭＡＰ 4ｰB 28

17:00～24:00
（ラストオーダー23:30）

不定休・年末年始

富山市桜町2-1-1
1076-441-9500

Don't miss out our speciality, 
Bincho-charcoal grilled skewered 
foods, which go together extremely 
well with sashimi and local sake.
Open every day (No regular holidays),
Closed Year-end and New Year

休

八兆屋 駅の蔵 富山駅店 Hacchoya Eki-no-kura ＭＡＰ 3ｰB 27

11:00～23:00
（ラストオーダー22:30）

年中無休

富山市明輪町1-230
JR富山駅・クラルテ2F
1076-443-1077

地酒と手造り料理のお店。季節毎に旬
の食材を使ったお料理をご用意いたし
ます。富山駅「エキナカ」で、ゆったり
120席完備。
We serve local sake and handmade 
meals using seasonal ingredients. 
Located within Toyama station.
120 seating available.
Open every day

休

バー＆スナック Bar & Snack
カクテルバー ＢＡＲ 白馬舘 Cocktail Bar, Hakuba-kan ＭＡＰ 4ｰB 80

18:00～24:00
不定休（ほぼ無休）

富山市桜町1-3-9
1076-432-0208

創業1937年 親子3代で店に立つ。カクテ
ルコンクールで日本一になる。
平均予算￥2,500
This bar was founded in 1937 and has been 
handed down from generation to generation. 
Received 1st place in a national cocktail 
contest. Average price: ¥2,500  Open every 
day (No regular holidays)   With this 
pamphlet, you have no cover charge.

チャージ料無し

休

軽食・喫茶
薬膳カフェ 癒楽甘 春々堂 Yurakukan chun chun do ＭＡＰ 4ｰB 70

富山市新富町1-2-3
ＣｉＣビル1F
1076-444-7291

富山のくすり広貫堂の薬膳カフェ。体に優し
く美味しいランチで心も体もリフレッシュ。
ランチ￥864～

10:00～20:00
（お食事メニュー
  11:00～19:00 LO）

第3火曜

This café is affiliated with the 
Kokando pharmaceutical company. 
Refresh both your body and soul 
with a delicious healthy lunch.  
Lunch：￥864+  Closed 3rd Tue. 

休

薬とカフェの丹霞堂富山駅前店 Tankado Toyama Ekimae ＭＡＰ 5ｰB 71

10:00～18:30
（ランチタイム
  11:00~14:00）

日曜（変更の場合あり）

富山市桜町2-2-11
1076-471-5877

An old-folk-house style café located in front of the 
south gate of Toyama Station.  On the 1st floor 
there is a drug shop, and on the 2nd floor is a nice 
cosy cafe. Lunch(+soup and drink): ￥850+ Coffee: 
￥400,　Seasonal parfait: ￥750+　Healthy plate of 
the day(+soup and drink): ￥1,000 　Closed Sun.

休

Light Meals, Cafe

富山市明輪町1-220
きときと市場とやマルシェ内

自社開発「にぎすうおじょうゆ」が当店
かまぼこの味の決め手。とやマルシェ
店でどうぞ
Our original ''Nigisu Uojoyu (fish-based 
soy sauce)'' is what gives our shop's 
kamaboko (steamed fish paste) its 
distinctive flavor. 
Try it in our Toyamarche location!
   Show this pamphlet to get a cute 
mini-kamaboko.

8:30～20:30
とやマルシェに同じ

きときと市場 とやマルシェ ＭＡＰ 3ｰB 90

8:30～20:30
年中無休

富山市明輪町1-220
1076‒471‒8100

1076‒441‒1176

富山の名産品・特産品が勢ぞろい！！
最高の富山みやげをお買い求めいただ
けます。
A huge selection of Toyama's 
famous and specialty products, 
all in one place!! Perfect for those 
looking for gifts and souvenirs of 
Toyama. Open every day

おみやげ Souvenirs

かまぼこの「梅かま」Kamaboko, Umekama ＭＡＰ 3ｰB 90

フルールリブラン とやマルシェ店 FLEUR de LIS BLANC Toyamarche ＭＡＰ 3ｰB 90

8:30～20:30
とやマルシェに同じ

とやマルシェに同じ

富山市明輪町1-220
きときと市場とやマルシェ内
1076-433-1088

代表銘菓「甘金丹」「富也萬」をはじめ、富山
らしいお土産品を多数取り揃えております。
甘金丹6個入¥1,080（税込）
Selling various famous local 
confectioneries, like the Kankontan 
and Toyaman, which make great 
souvenirs from Toyama.
Kankontan package(6 pc.): ￥1,080

8:30～20:30

若鶴酒造㈱Wakatsuru Brewery ＭＡＰ 3ｰB 90

砺波市三郎丸208
10763-32-3032

ふくよかなコクと力強さ。清酒「苗加屋」の
お買い求めは、とやマルシェ「蔵の香」へ。

"Nokaya", our refined sake, features 
a vigorously full and deep flavor.
It can be purchased at our shop 
"Kura no ka" in Toyamarche.

Marketplace Toyamarche

かわいいミニかまぼこ
プレゼント

休

休

休

休

ととやま To Toyama ＭＡＰ 4ｰB 91

富山市新富町1-2-3
CiCビル1F
1076-444-7137

富山県のアンテナショップ「ととやま」
は富山県産の食品や工芸品を多数揃
えています。 ※免税取扱店
ミニます寿し￥650
ToToyama is a specialty shop, 
where Toyama-grown foods and 
crafts are available.
Closed 3rd Tue.
*Tax free shop.

鮨蒲本舗「河内屋」 Sushikama Shop, Kawachi-ya ＭＡＰ 5ｰB 81

81

ＭＡＰ 3ｰB 90

90

富山市総曲輪3-8-6
大和富山店B1F
1076-407-6644

富山市明輪町1-220
きときと市場とやマルシェ
1076-445-4702

北陸を代表する蒲鉾の名店。保存料無
添加の美味しさ。看板商品の「鮨蒲」は
逸品。
One of the most famous kamaboko 
(cake of boiled fish paste) makers in 
the Hokuriku region. Delicious flavor 
with no artificial preservatives added. 
The flagship product, sushikama, (sushi 
fish cake) is highly recommended.

ささら屋 とやマルシェ店 Sasaraya Toyamarche ＭＡＰ 3ｰB

8:30～20:30
とやマルシェに同じ

富山市明輪町1-220
きときと市場
とやマルシェ内
1076-443-2331

富山県産米100%を使用した富山を代表
するしろえびせんべいの老舗直売店です。
しろえび撰¥540～ お買い上げの方に

ちょっぴりプレゼント

休

休

90

富山市以外の地域富山市以外の地域 Other AreasOther Areas

IMONO KITCHEN

10:00～18:00
（ラストオーダー17:30）

年末年始

高岡市
オフィスパーク8-1
10766-63-0050

能作新社屋内にあるカフェ。県産食材
のランチなどを能作自慢の錫の器で
提供します。
平均予算￥1,500、
職人カレーセット（スープ付）￥1,500
We serve meals on NOUSAKU tin 
tableware. Using finely selected 
ingredients in Toyama, we offer a 
special dish and experience. 
Average price: ￥1,500, Curry set: 
￥1,500 Closed Year-end and 
New year
［8-1 Office park,Takaoka,Toyama］

高岡市木舟町12

代表銘菓とこなつを中心に、厳選し
た素材を生かしたお菓子を取り揃え
ております。
とこなつ12個入￥972
We offer a selection of excellent 
confectionaries, made from select 
ingredients. Try our specialty cake, 
the Tokonatsu! 
Tokonatsu: ¥972/dozen
Closed Wed. 
[12 Kifunemachi, Takaoka, Toyama］

8:15～19:30
日曜･祝日～19:00

水曜

おみやげ Souvenirs
大野屋 Ohnoya

高岡市　Takaoka City

高岡市　Takaoka City

10766‒25‒0215

休

軽食・喫茶 Light Meals, Cafe
とみやCafé Tomiya Café

11:00～15:00
日曜・祝日・年末年始

滑川市常盤町17-1
1076-482-3379

地元のこだわり農家が作った野菜をつ
かった料理を提供。女性に一番人気の
アンチエイジングランチは素材を生か
した味付けが特徴。
昼のみ￥918～、
アンチエイジングランチ￥1,080
Providing fresh vegetables produced by 
selective local farmers. The "Anti-aging 
lunch", the most popular menu item with 
women, uses seasonings that bring out the 
best in the ingredients. 
Lunch:￥918+、Anti-aging lunch：￥1,080 
Closed Sun., national holidays and 
Year-end & New year
［1791-1 Kamikoizumi,Namerikawa,Toyama］

滑川市　Namerikawa City
休

休

アーバンプレイス飲食店街14Ｆフロアー Urban Place Dinings (14F)ＭＡＰ 2ｰB 2

11:30～21:30※
※店舗により異なる

不定休※

富山市牛島町18-7
1076-433-9992

お食事処 連山 岩くら
豆腐・湯葉・肉料理日本橋俵屋
Renzan Iwakura, Tofu/Yuba/Meat 
Dishes Nihonbashi Tawaraya
※Open every day 
(Business hours differ depending 
on the restaurant.)

休

アーバンプレイス飲食店街 地下フロアー Urban Place Dinings (B1F)ＭＡＰ 2ｰB 2

11:30～24:00※
※店舗により異なる

不定休※

1076-433-9992

かまど料理ごんべい舎、天ぷら小泉た
かの、Café&bar Cfarm、中国四川麺
飯店一燈

アーバンプレイス飲食店街１・２Ｆフロアー Urban Place Dinings (1/2F) ＭＡＰ 2ｰB 2

11:30～22:00※
※店舗により異なる

不定休※

富山市牛島町18-7
1076-433-9992

蕎麦居酒屋けやき亭、喫茶アーバン
ビュー、創作料理まいもんや、
Fabulous
Soba Izakaya Keyaki-tei, Cafe 
Urban View, Creative cuisine 
Maimonya, and  Fabulous ※Open 
every day (Business hours differ 
depending on the restaurant.)

Kamado cuisine Gombei-sha,Tempura 
Koizumi Takano, Café&bar Cfarm, 
Szechuan food Ittou ※Open every 
day (Business hours differ depending 
on the restaurant.)

富山市牛島町18-7

休

休

寿　司越中の台所 きのか Etchu Kitchen, Kinoka ＭＡＰ 4ｰA 3

17:00～
月曜

富山市宝町1-5-11 タカラビル2F
1076-432-3355

「富山こだわり食材」の店
平日限定¥3,000～コース料理有
We use carefully selected ingredients 
from Toyama.
Course meals(weekdays only): ￥3,000+
Closed Mon.

休

富山駅周辺富山駅周辺 Around Toyama StationAround Toyama Station
和食・居酒屋 Japanese Food & Izakaya（Japanese Style Pub）
れすとらん杜里 Restaurant Morisato ＭＡＰ 1ｰC 1

11:30～14:00
16:00～要予約

年中無休

富山市奥田新町8-1
1076-431-1113

落ち着いた雰囲気の中で、リーズナブルでボ
リューム満点の和洋の定食が味わえます。
日替り和食ランチ￥800
You can taste hearty Japanese 
and Western dishes at affordable 
prices in a relaxed atmosphere. 
Daily Japanese Lunch: ¥800. 
Open every day 

休

ボルファートとやま１Ｆリラシティ名店街 Wohlfahrt Toyama Rirashiti Dinings ＭＡＰ 1ｰC 1

11:00～21:00※
※店舗により異なる

不定休※

富山市奥田新町8-1
1076-431-1113

ばってん、だるま寿司、カフェ・モエール、ちゃぼん、
aji食彩はる など和洋中の各名店が楽しめる。
平均予算￥800～
Enjoy Japanese, Chinese and Western 
dishes at Batten, Daruma-zushi, Café Moeru, 
Chabon, and Aji Shokusai Haru. Average 
price: ￥800+ ※Open every day (Business 
hours differ depending on the restaurant.)

休

厳選ビーフの希少部位をお手頃価格でご提
供。窯焼きピザなど各種ワインとご一緒に。
お肉（グリル）各種￥734～、
グラスワイン￥518～

We use seasonal, local ingredients including 
Himi udon, Yatsuo soba and sake. Menus in 
English/Chinese/Thai are also available.
Average price: ￥1,200, Omakase set: ￥1,180
Open every day

氷見うどん・八尾そばを使用し、四季の食材や地
元の食材、地酒にこだわっています。外国語対応の
メニュー有（英語・中国語・タイ語・日本語）
平均予算￥1,200 おまかせセット￥1,180

備長炭火で焼き上げる当店自慢の串焼は外せな
い一品。お刺身と地酒の相性も抜群です。
とやま旨いもんプレート￥1,609

のう　か　や

10:00～20:00
第3火曜

千里山荘 とやマルシェ店 Chisato Sansou Toyamarche shop ＭＡＰ 3ｰB 90

富山市明輪町1-220
きときと市場
とやマルシェ内
1076-471-5727

味も見た目もすべてが新感覚！厳選された
極上の素材と職人の技が創り出す、こだわ
りしゅうまいとわっぱ飯をお届けします。
職人の出汁しゅうまい￥650～
The appearance and the tastes 
make you feel new sensations!  We 
offer shumai and wappa-meshi(rice 
with toppings served in a wooden 
container) made with ingredients 
carefully selected by skilled artisans.  
Shumai: ￥650+  Open every day

休

休

8:30～20:30
とやマルシェに同じ

富山市桜町2-3-27 

店主自ら漁港へ競りに行きその日の新鮮
な地魚を提供させていただいております。
平均予算￥3,000～4,000
Serving freshly-caught local fish 
bought directly from the fishing 
port auctions by the owner. 
Averege price: ¥3,000～¥4,000
Closed Sun. (and once a month 
Mon.)

17:00～23:00
日曜・月1回月曜

1076-471-8158

浜とみ Hamatomi ＭＡＰ 5ｰB 29
休

ファーストドリンク 生ビールか
ソフトドリンクサービス

コース料理予約(4名以上)に限り
1名分料理無料。※月～木曜のみ

富山市新富町2-3-16
1076-432-4770

17:00～23:00
(ラストオーダー22:30)

不定休
季節料理とお酒 ひよこ Seasonal cuisine and sake, Hiyoko ＭＡＰ 5ｰA 18

旬撰料理 順風満帆 Junpumanpan ＭＡＰ 5ｰB 17

17:00～24:00
(ラストオーダー23:30)

日曜

富山市新富町1-3-3　
ルートイン富山駅前 B1F
1076-411-9355

自ら競り落とす朝獲れ地魚の刺身・寿司の鮮度
はバツグン！日本酒・肉料理「うまいもん」揃い。
朝獲れ地魚寿司握り三種￥734～
Outstanding sashimi and sushi made from 
fresh local fish caught each morning and 
purchased at auctions. An amazing lineup of 
delicious meats and sake. 3 piece sushi made 
from morning-caught fish:￥734+ Closed Sun.

休

休

Japanese cuisine made with fresh local fish and 
seasonal ingredients. Average price: ￥3,000～
4,000  Open every day　(No regular holidays)
　  When you make a course meal reservation for 4 
or more people, show this pamphlet to get a free 
course meal for 1 person. (Only from Mon. to Thu.)

地物朝採れ鮮魚中心に旬の食材を使った板
前料理。
平均予算￥3,000～4,000

カレー＆ハヤシ 電気ビル ブリーズ Curry & Hayashi Denki Bldg. Breeze ＭＡＰ 6ｰB 63

11:00～14:30
土曜・日曜・祝日

富山市新桜町5-3
第2富山電気ビル1F
1076-441-3933

伝統の電気ビルカレーとハヤシライスが
手軽に食べられるお店です。
ポークカレー￥620
Try delicious curry and hayashi 
rice in the historical Denki Building. 
Pork curry and rice: ¥620 
Closed Sat., Sun. and national 
holidays

休

富山電気ビルディングレストラン Toyama Denki Bldg. Restaurant, 4F Restaurant ＭＡＰ 6ｰC 64

11:30～21:00
不定休

富山市桜橋通り3-1
富山電気ビル4F
1076-432-4111

創業80年の伝統の味をお楽しみ下さい。
昼￥1,300～　夜￥6,000～
Enjoy the traditional taste still 
highly regarded after 80 years 
since its foundation.
Lunch: ¥1,300+  Dinner: ¥6,000+
Open every day (No regular 
holidays)

休

ビストロデュマルシェ ゴッツォーネ ＭＡＰ 5ｰA 65

17:00～24:00
年中無休

富山市内幸町1-8
1076-431-5448

富山の海の幸や山の幸を堪能できるビストロ。2～
70名様まで収容可能な貸切スペースあり。県産牛
の熟成肉や富山湾の鮮魚を様々な技法で提供。
平均予算￥4,000
Enjoy delicious cuisine from the Toyama sea and 
mountains in this bistro. We offer aged steak or fresh 
fish cooked with various methods. Average price: ￥
4,000 Open every day　  Show this pamphlet and get 
your first draft beer at half-price (for up to 4 people)

休

ボンジュールSAKATA富山駅前店 Bonjour SAKATA Toyama ekimae ＭＡＰ 4ｰA 66

17:00～24:00
月曜

富山市新富町1-1-15
1076-411-9515

We offer casual Italian and French cuisine you can easily 
enjoy. Come have fun with the varied menus. Average 
price: ￥4,000 Closed Mon.　  Show this pamphlet and 
get your first draft beer at half-price (for up to 4 people)

休

乾杯生ビール（中）半額！
4名様まで。

乾杯生ビール（中）半額！
4名様まで。

気軽に楽しめるイタリアン・フレンチを
手間暇かけてご用意しております。
たくさんのメニューにワクワク楽しんで
いただければと思います。
平均予算￥4,000

Bistro du marche Gozzone

■凡例 / Legend

P
桜の名所 / Famous place for cherry blossoms

タクシー乗り場 / Taxi Station
駐車場 / Parking

路面電車 / City Tram

H

〒
警察署 / Police Station
郵便局 / Post Office
コンビニ / Convenience store

ホテル / Hotel
銀行 / Bank

CS

レンタカー店 / Rental car Stationレ

富山すし居酒屋 花より魚 Toyama Sushi Izakaya, Hana Yori Sakana ＭＡＰ 4ｰA 22

17:00～25:00
金曜・土曜・祝日前
　　　   ～26:00

年中無休

富山市新富町2-1-4
1076-471-7015

【地元漁師直送】新鮮な魚を使用したお寿司と
お刺身！ 富山駅より徒歩３分。個室あり。
お造り七種盛り合わせ ￥1,500
[Direct delivery from local fishermen] Satisfy 
yourself with fresh sushi and sashimi. 3 min 
walk from Toyama station. Private rooms 
available.  7 assorted sashimi : ￥1,500
Open every day

地魚地酒 うお清 Local Fish Local Sake, Uokiyo ＭＡＰ 4ｰB 23

17:00～24:00
日曜

富山市新富町1-3-9
駅前プラザビル1F
1076‒432‒8811

毎朝店主自ら白えびの里、岩瀬漁港で競り落
とした地魚と地酒が堪能できるお店です。
地魚コース（要予約）￥3,240～
Every morning, the shop owner carefully selects fresh fish 
at the auction in Iwase fishing harbor, known for its white 
shrimp. Come enjoy the fish and sake! Local seafood 
course (reservation required): ¥3,240+  Closed Sun.
     Show this pamphlet to get a free order of fried white 
shrimp!

白エビ唐揚げサービス

休

休

富山市桜町1-1-1
電鉄富山駅ビルエスタ4F
1076-441-5211

鮮度にこだわった味、その日の素材に
よって変わる「本日のおすすめ」が喜
ばれています。
Our chef's daily special, made 
from the freshest ingredients, is 
highly regarded. Closed Mon.

17:00～23:30
月曜

炉端長屋 一一 "Robata Nagaya" Ichi-Ichi ＭＡＰ 3ｰB 20いちいち

休

富山市桜町1-4-10
パティオさくら2F
1076-471-6109

富山湾の鮮魚をはじめ富山牛や旬の
食材の手造り料理や寿しを堪能できま
す。ちょっと贅沢なひとときをどうぞ。
昼￥990～　夜￥4,000～
Enjoy handmade dishes and sushi made from fresh fish 
from Toyama Bay, Toyama beef, and other seasonal 
ingredients. Come share luxurious moments here. Lunch:￥
990+   Dinner:￥4,000+ Closed Year-end and New Year

年末年始
長八富山駅前店 Chohachi Toyama Ekimae store ＭＡＰ 4ｰB 19

休

富山市新富町2-4-23
1076-433-1500

氷見や新湊でとれた魚介を手頃な価
格で味わえる海鮮居酒屋。
平均予算 ￥3,500～
Enjoy fresh seafood caught in Himi 
and Shinminato at a reasonable 
price.  Average price: ￥3,500+ 
Open every day (No regular holidays)

17:00～24:00
(ラストオーダー22:45)

不定休
富山湾鮮魚たべ処 いろりToyama Bay Seafood, Irori ＭＡＰ 5ｰA 21

休

たべ処 一粋 Eatery Issui ＭＡＰ 5ｰB 24

地産食彩 越中舞華 Local Cuisine, Etchu Maika ＭＡＰ 5ｰB 25

17:00～24:00
金曜・土曜・祝日前
　　　   ～26:00

年中無休

富山市桜町1-7-17
ラ・トゥール2F
1076-442-1020

【地元漁師直送】漁師さんがはじめたお店で
おなじみ！ 富山駅より徒歩５分。個室あり。
お造り七種盛り合わせ￥1,500
[Direct delivery from local fishermen] 
A well-known restaurant established by a 
fisherman. 5 min walk from Toyama station. 
Private rooms available. 7 assorted sashimi 
: ￥1,500 Open every day

17:00～23:00
日曜

富山市桜町2-6-3
1076‒431‒0856

富山湾の旬の魚を新湊より朝どれを中
心に安心価格で。
コース￥2,500～3,500　平均予算￥4,000～5,000
Savor the seasonal fish of Toyama Bay, 
delivered fresh every morning from 
Shinminato fishing harbor, at affordable 
prices. Prix fixe dinner: ¥2,500～3,500   
Avarage price: ¥4,000～5,000 Closed Sun.

休

休

富山の彩 かさ桜亭 Toyama no Irodori Kasazakuratei ＭＡＰ 5ｰB 26

18:00～22:30
（ご予約17:00～)

日曜・祝日

富山市桜町1-6-18
1076-482-3032

富山ならではの旬の食材を使用したお料理。厳
選した地酒をお料理と共にご堪能ください。 
平均予算 ￥5,000～
We serve Toyama's seasonal food. 
Enjoy our specially selected local 
sake with each meal. 
Average price:￥5,000+
Closed Sun. and national holidays

休

芝寿し とやマルシェ店 Shibazushi Toyamarche ＭＡＰ 3ｰB

8:30～20:30
とやマルシェに同じ

富山市明輪町1-220
きときと市場
とやマルシェ内
1076-445-4546

厳選した食材を使い、金沢名物「笹寿し」や
季節限定のお弁当を豊富にラインナップ。
三味笹寿し10個入り（紅鮭・小鯛・鯖）
￥1,177
We offer “Sasazushi”, a Kanazawa 
specialty, as well as a great selection 
of seasonal bento made with 
carefully selected ingredients.
Assorted Sasazushi selection:￥1,177

90

昼11:30~14:30
(ラストオーダー14:00)
夜17:30~23:00
(ラストオーダー22:30)

A selection of dishes revered by chefs: seafood from 
the Sea of Japan, locally brewed sake, mountain 
cuisine and trout sushi. Lunch: ¥2,500+ Dinner: 
¥4,500+  Closed Sun.   　　Show this pamphlet to 
get a sampler set of local sake (1 per group)

※価格はすべて税込金額です。料金、定休日等内容が変更となっている場合も
あります。（2019年７月現在）

※Prices include tax. Prices and business hours are subject to change without notice. 
(As of July, 2019)

このマークのお店でパンフレットを提示すると、お得なサービスを受けられます。
Show this pamphlet to take advantage of special offers at shops with this mark.

このマークのお店は、富山県推奨のムスリムフレンドリーレストランです。
Muslim friendly restaurants recommended by Toyama Tourism
Organization

Sushi
寿し 割烹 夢八 Sushi Kappo, Yumehachi ＭＡＰ 5ｰA 30

富山市新富町2-5-18
1076-433-2016

地物中心の魚、旬をにぎります。夢八オリジナ
ルの地酒で、語らう一時をいかがでしょう。
前日予約コース￥4,200～
Yumehachi specializes in sushi 
made with fresh local fish in each 
season with original local sake. Prix 
Fixe Dinner(reservations required at 
least one day in advance): ¥4,200+,
Open every day (No regular 
holidays)

17:00～22:00
（時間外前日予約可）

不定休

寿　司
休

廻転とやま鮨 富山駅前店 ＭＡＰ 4ｰB 31

富山市桜町1-4-9 1F
1076-431-5448

11:30～21:00
年中無休休

お座敷 とやま鮨 富山駅前店 ＭＡＰ 4ｰB 31

富山市桜町1-4-9 2F
1076-442-3131

富山湾の鮮魚をお寿司やお刺身で楽しめる寿
司居酒屋！トラムトレインを眺めながらのロケー
ションは抜群。ゆったりとした掘りごたつ席で
接待から会食まで幅広くご利用いただけます。
平均予算￥4,000
Enjoy fresh sushi and sashimi of Toyama Bay in this 
sushi-Izakaya with nice views of the trams and 
tramway. Come relax in the comfortable sunken 
Kotatsu seating. Open every day (No regular 
holidays)　 Show this pamphlet and get your first 
draft beer at half-price (for up to 4 people)

17:00～24:00
不定休休

乾杯生ビール（中）半額！
4名様まで。

乾杯生ビール（中）半額！
4名様まで。

乾杯生ビール（中）半額！
4名様まで。

富山湾の鮮魚をお寿司やお刺身で楽しめる回転寿
司！富山湾の漁港や市場から毎朝新鮮な鮮魚を目
利きの仲買さんや店主自ら厳選しております。
平均予算￥3,000

Kaiten Toyama-sushi (Toyama Ekimae)

Ozashiki Toyama-sushi (Toyama ekimae)

四六八ちゃ 富山駅前店 ＭＡＰ 4ｰB 33

富山市桜木町2-1-10
陽光堂ビル地下1F
1076-442-1468

四季折々の富山湾の旬の食材を楽しめる寿司
割烹。お気軽にどうぞお立ち寄りください。
昼￥2,000～　夜￥4,000～ 大名巻￥1,940
A sushi restaurant you can enjoy fresh 
seasonal ingredients from Toyama 
Bay. Please feel free to stop by.
Lunch: ¥2,000+    Dinner: ¥4,000+
Rolled sushi: ¥1,940　Closed Sun.

11:30～14:00
17:00～23:30

日曜休
 Sushi Kappo, Shirohacha

炙庵とやま鮨 ＭＡＰ 4ｰB 32

富山市桜町1－3
ダイワロイネットホテル
富山駅前1F
1076‒432-8780

富山に来られたお客様が、「富山を味わえる場所」。
地元の方たちが「富山といえばここ」と連れてくる場
所。当店は「富山の山海の幸の炙り焼き」や「とやま
鮨自慢のお寿司」をご堪能いただけるお店です。
平均予算5,000円
Here is the right place to go to can taste local food 
in Toyama. You can enjoy "grilled foods from sea 
and mountains in Toyama" and "Our pride： 
Toyama-sushi". Open everyday (No regular holidays)
　 Show this pamphlet and get your first draft beer 
at half-price (for up to 4 people)

17:00～23:30
年中無休休

Aburian Toyama-sushi

Enjoy fresh sushi or sashimi in our Kaiten-zushi 
(conveyor belt sushi) restaurant. We serve 
carefully selected fresh fish from Toyama Bay. 
Averave price:￥3,000.  Open every day
　  Show this pamphlet and get your first draft 
beer at half-price (for up to 4 people)

富山駅南前の古民家風カフェ。1Fは「富山
のくすり」を販売、2Fは寛ぎ空間のカフェ。
ランチ（スープ、ドリンク付）¥850～ コーヒー¥400、
季節のパフェ¥750～ 
日替わりヘルシープレート（スープ、ドリンク付）¥1,000

MUSLIM FRIENDLY
RESTAURANTS

An old established manufacturer and 
retailer of glass shrimp rice crackers 
made from 100% Toyama-grown rice. 
Glass Shrimp rice crackers: ￥540+  
Open every day
   Show this pamphlet to get a free 
small gift with your purchase.

Cafeリニューアル中
につき、ご来店前に
ご確認ください。


