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Enjoy
toyam!

Toyam

理事長あいさつ
ようこそ富山へお越しくださいました。

公益社団法人日本青年会議所第６８回全国大会富山大会がこの

富山の地で開催され、全国各地から多くのメンバーの皆様にお越し

いただけたこと、開催地ＬＯＭを代表いたしまして、心から感謝と歓
迎を申し上げます。

現在、富山市では、都市の機能を集約させて、
ＬＲＴを始めとする

理事長

在田

吉宏

公共交通機関で結びつけたコンパクトシティ構想を推進しており、
Ｓ

ＤＧｓ未来都市として持続的発展を目指しております。
また、
まちのり
自転車アヴィレの利用や住民が歩いて暮らせるまちづくりによって

健康にもよく過ごしやすいまちをご体験いただけます。さらに３,００

０m級の北アルプスから流れ出る清流によって育まれた水の都とし
て、富岩運河環水公園周辺の富山市総合体育館や富山県美術館な

どの文化施設や、鱒の寿司や握り寿司といった食文化もお楽しみい

ただけます。また、県内各地には、映画「黒部の太陽」でも有名な黒
部ダムや新しいまちづくりにチャレンジし続ける伝統産業の高岡鋳

物、寒ブリで有名な氷見漁港で楽しめる新鮮な魚介類など観光いた

だける場所も多くございます。
「 富山ＪＣガイド」では、そんな富山の

魅力をたっぷりと盛り込みました。皆様が富山での滞在期間を有意
義に過ごせる一助となればと考えております。

全国大会富山大会での時間が皆様にとって、記憶に残る素晴らし

いものとなりますことを心よりご祈念申し上げて、歓迎のご挨拶とさ
せていただきます。

※LRT／ライトレールトランジットモール

次世代型軌道系交通システム
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G!

﹁ セ ン ト ラ ム ﹂に 乗 � て

コンパクトシテ�を

体験しよう！

Toyama JC
guide

市内電 車 環状 線「セントラム」

富山駅から街なかをぐるりと囲むように走る市内電車環状
線「セントラム」。富山駅から市街地を一周約��分で走り、大き
な窓からは雄大な立山連峰や富山城址公園など、富山ならで
はの景色を楽しむことができます。全国大会富山大会では、コ
ンパクトなまちづくりを活かし、大会ファンクション会場の全て
が�.�km圏内に位置していますので、移動にはセントラムの利
用が便利です。
第��回全国大会富山大会では、大会期間中に利用できる特
別乗車券を富山市よりご提供いただきました。大会期間中の移
動の際にご活用いただき、コンパクトシティを体験ください。

富山駅前エリア

大会期間中に
利用できる

特別乗車券

富山第一
ホテル

富山市LRTネットワーク
環状線（セントラム）
市内電車
ライトレール
03

LighRai!

桜木町エリア

総曲輪エリア

セントラムに
乗って富山を
満喫しよう！
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自転車共同利用システム「アヴィレ」
シェアサイクル（アヴィレ）

市内各所に設置された
「ステーション」
から、
自由に自転車を利用し、
任意のステー
ションに自転車を返却することができる新しいレンタサイクルのことです。
環境に
やさしい自転車による公共交通として注目されており、
近年欧州を中心に普及して
おり、
日本ではコミュニティサイクルと呼ばれ、
各地で社会実験などの取り組みが
始まるなど、
新たな交通サービスとして非常に高い関心を集めています。

上記地図
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〜

ステーション

Avill!

アヴィレは、
従来のバイクシェアリングと違い、
➀貸出しステーションが多い➁年中何時でも利用可能
➂好きなステーションで借りて、
好きなステーションへ返却が可能です。
ステーションは中心市街地��
カ所に設置されており、
利用��分以内であれば追加料金はかかりません。
ウェブサイトは右記二次元バーコードより▶▶▶
また、
県外から来県された方にオススメのご利用方法は�日パスになります。
是非ご利用下さい！

1日パス

➀利用当日に申込み ➁料金は現金で支払い ➂本人確認書類が必要
➃富山市内宿泊施設��ヶ所で申し込み可能です。
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駅北エリア オススメスポット

01

駅北エリア

食べる

01

精肉店直営だからできる『安心・安全・高
品質』のステーキをご提供。ステーキに
は、王道のサーロインからランプステー
キ、イチボなど変り種もご用意しており
ます 。また 、ステ ーキのほ か 洋 食メ
ニューも合わせてご用意しております。

Toyama JC
guide

TEL

食べる

ステーキハウス IZUMI

076-471-8950

いたち 川

神通川

%富山市下新本町��-�� 7��：��～��：��（LO.��：��） ㊡
月 【ランチ】¥�,���～¥�,���【ディナー】¥�,���～¥�,���

●下新町
中央公園

木場町
（南）

02

●こども館

05

●富山理容美容
専門学校 奥田双葉町

TEL

04

076-431-2711

% 富 山 市 木 場 町 � - � � 7 � : � � ～ � � : � �（ 入 館 は � � : � �まで）
／ 屋 上 庭 園 � : � � ～ � � : � � ㊡ 水（ 祝 日 除く）祝 日の翌 日・年
末年始
食べる

05

076-445-1200

%富山市木場町��-� 7ダイニング（�F）ランチ ��：��～��：��（L.O.��：��）、ディナー
��：��～��：��（L.O.��：��）／ブラッセリー（�F）ランチ ��：��～��：��（L.O.��：��）、ティ
ー ��：��～��：��、ディナー ��：��～��：��（L.O.��：��） ㊡火・水（祝日は通常営業）

アートとデザインをつなぐ美術館。屋上
庭園「オノマトペの屋上」やワークショッ
プが体験できるアトリエもあり、見る、創
る、学ぶといった双方向で美術を楽しめ
ます。カフェ、レストランも併設しており、
景色を楽しみながらお食事ができます。

TEL

スターバックスコーヒー 富山環水公園店

TEL

076-482-3308

%富山市湊入船町�-� 7Lunch ��：��～��：��（L.O.��：��）、
Dinner ��：��～��：��（��：��LO） ㊡火、第�月曜 【ランチ】
¥�,���～¥�,���【ディナー】¥�,���～¥�,���
観る

06

鳥のさえずりや蝉の声を聞きなが

ら時間や季節の移ろいをコーヒー

●ノースランド
富山駅北店

とともにお楽しみいただけます。

●富山市総合
体育館

TEL

奥田新町

7�:��～��:��

06

208
奥田新町
（南）

食べる

07

●タイムズカーレンタル
富山駅北店

08
●牛島公園

牛島町

●オーバード・ホール
富山駅北口

もり

㊡不定休

��席

TEL

TEL

食べる

さと

08

れすとらん 杜里

奥田新町
（西）

076-431-1113（ボルファートとやま）

%富山市奥田新町� -�ボルファートとやま内
��（ L.O.��：��） ㊡不定休
� �席

076-439-2200

%富山市奥田新町 �-�� 7��時 ～��時（最終入 館��：��）
㊡水曜（祝日の場合は翌平日） 8 一般���円

ボルファートとやま�階のリラシ
ティにあるボルファート直営レスト
ラン。
麺類や定食などリーズナブル
な価格で気軽に味わえる。
平日のみ
の�種類の数量限定日替りランチ
（和風・洋風・パスタ）
がオススメ。

07

牛島町
（西）

07

076-439-2630

%富山市湊入船町�

7��：�� ～��：

樂翠亭美術館
樂翠亭美術館はもともと個人の住宅として使わ
れていた建物をリノベーション、日本庭園はほぼ
そのままの状態で����年�月に開館しました。四
季の移ろう庭園の美とともに日本建築の匠の技
や和の空間で見る工芸や絵画、そして現代美術
までをゆっくりと鑑賞していただけます。

景色を眺めたり、テラス席からは

赤十字病院前

ラ・ロカンダ デル ピットーレ環水公園
環水公園を望むすばらしいロケーショ
ン。富山を代表する観光地の一つ。季
節ごとの美しい風景を楽しませてく
れ、天気が良い日は立山連峰が一望で
きます。環水公園のお散歩とピットー
レでお食事をご堪能ください。

ガラス張りの店内からは、水辺の

港入船町

キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス
自然ゆたかな富岩 運 河 環 水 公
園 内 に あ る 、フレン チレストラ
ン 。� F は予 約 制 、� F は予 約 なし
で利用できます。

食べる

富山県美術館

04

富岩運河

03

観る

03

02

ユーロ カフェ・エブー
富山湾をはじめ、各地の旬の素材を
厳選し、
いまもっとも味わっていただ
きたいメニューをご用意。
ホテルなら
ではの洗練された空間とモダンなス
タイル、
きめ細やかなサービスでとっ
ておきの口福をお愉しみ下さい。

TEL

076-432-2000

%富山市牛島町��-� オークスカナルパークホテル富山 �F
7 �：��～��：��（金・土は��：��まで営業） ㊡無休

08

富山駅前西

まちなかエリア オススメスポット

電鉄富山駅・エスタ前

まちなかエリア

宝町

Toyama JC
guide

観る

01

桜町1丁目
中央郵便局前
新富町

千歳橋

TEL

宮下橋

県庁前

電気ビル前

市役所前

●県庁前公園

01

東田地方

02

03

●富山県民会館

●松川公園
●富山第一ホテル

TEL

04

44

諏訪川原

城址公園前

丸の内

●ANAクラウン
プラザホテル富山

国際会議場前

076-425-8440（お問い合わせ・予約センター）

観る

05

荒町
（西） 荒町

●白銀町公園

中町
（西町北）

●大和富山店
グランドプラザ前
一番町
（南）

08
千石町三丁目

富山市LRTネットワーク
環状線（セントラム）
市内電車
09

05

堤町通り
1丁目

西町

06 07

西町
（南）

TEL

上本町
（南） 南田町1丁目
上本町

富山城・郷土博物館

076-461-3100

買う

07

TEL

076-425-1871

%富山市堤町通り�-�-�

7 �：��～��：��

076-425-1871

%富山市堤町通り�-�-�

観る

08

富山県物産館

㊡無休

池田屋安兵衛商店
かつての生薬倉庫や移住空間を吹き抜けに
した店内。富山の中心市街地では最も古い
木造建築物の一つです。白壁と瓦の土蔵造
りに、大きく「越中反魂丹」を染め抜いた店
暖簾。店内には、珍しい金看板や、当店で実
際使っていた古い道具も展示しています。

富山特産のますずし、かまぼこ、ホタルイ
カや白エビの加工品、そして地酒の数々、
どれも富山で産出、製造したものばか
り。所狭しと陳列されている商品は、池
田屋安兵衛商店が自信をもってお勧め
する選りすぐりの品々ばかりです。

TEL

076-432-7911

% 富山市 本丸 �- � � 7 �：��～��：��（ 入館は��時��分まで）
㊡年末年始（臨時休 館があります） 8 大人���円 、特別展示
大人���円
買う

%富山市西町�-� ＴＯＹＡＭＡキラリ内 7通常開館時間／�：��～
��：��
（金・土は～��：��まで） ㊡第�・第�水曜、
年末年始 8常設
展／大人���円 ※企画展は別途

上本町
（北）

星井町1丁目

TEL

平成 ��年 �月、西町南地区再開発ビル
「TOYAMAキラリ」に開館した、現代グラス
アートを中心に展示する美術館です。富山
市が取り組む「ガラスの街づくり」の集大
成の施設として、国内外に現代グラスアー
トが持つ魅力と可能性を発信しています。

荒町

土日祝��：

佐々成 政や富山藩主前田家の居
城であった富山城。富山城内は郷
土博物館として、���年以上にわ
たる富山城の歴史を、模型や映像
も使いながら分かりやすく紹介し
ています。

06

富山市ガラス美術館

41
大手モール

076-443-2023

%富山市新桜町�-�� 7月～金 �：��～��：��
��～��：�� ㊡なし 8 無料
観る

%富山市本丸�-��
（遊覧船乗り場） 7運行時間／��:��, ��:��, ��:��, ��:��,
��:��, ��:��, ��:��, ��:��
（��月�日～��月��日） ㊡なし 8一般大人
（中学
生以上）¥�,���※��名様以上で団体割引あり。
（※�週間前までに要予約）

●富山城
（富山市郷土博物館）

TEL

松 川 遊 覧 船 は 富 山 城 を 守 った
神通川の名残り 松 川をゆったり
と運 航します。個 性あ ふ れる船
長 達 が 約 � � 分 の 歴 史 クル ーズ
をご案内いたします。

桜橋

●富山城址公園

富山市役所展望塔
地上 約��ｍから���度の大パノ
ラマ を 楽し める展 望 台 。晴 れ た
日に は 雄 大 な 立 山 連 峰 が 一 望
でき、贅沢な気分が味わえます。

04

松川遊覧船

●富山マンテンホテル

03

安住橋

076-431-5492

%富山市舟橋南町�-�� 7 �：��～��：��（ 入館は��時��分ま
で） ㊡火（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始 8大人���円
体験する

●富山県庁
船橋南町

万 葉 歌 人・大 伴家持 から現 代に
至 るま で の 文 学 者 や 、映 画 、漫
画 、アニメなど 富 山 県 ゆ かりの
文 学の魅 力を幅 広く紹 介してお
ります。また��月は不二子・Ａ・
不二夫展も開催しております。

地鉄ビル前
新桜町

観る

02

高志の国文学館

7 �：��～��：��

㊡無休

森記念秋水美術館
日本 刀を中 心 に 展 示を行う全
国でも数 少ない 美 術 館 です。富
山 で 作られ た 刀 をはじ め 平 安
か ら 現 在 に わ たる 名 刀 を 鑑 賞
できます。

TEL

076-425-5700

% 富山市千石町�-� - � 7��：��～��：��（入館は��：��まで）
㊡ 月（ 祝 日 の 場 合 は 開 館 、翌 日 休 館 ）、年 末 年 始 8 一 般
�,���円
10

みどころ
いっぱい！

Introduc th touris

県内観光地紹介

I I T O K O 富山

01

Kurob kyou

kok

黒部 峡谷
トロッコ電車で大自然を満喫！

富山駅から
電車で
約�時間

春の新緑、
夏の清流、
秋の紅葉といった四季折々の見所が満載。
いくつも
の橋やトンネルを抜けながら、トロッコ電車に乗って片道�時間��分の
大自然の旅ができます。途中には黒薙川（くろなぎがわ）に架かる高さ
��mの後曳
（あとびき）
橋、
鐘釣
（かねつり）
温泉の秘湯露天風呂、
紅葉の
名所として知られる錦繍関
（きんしゅうかん）
といった絶景がいっぱい！
途中の鐘釣駅や欅平駅にはレストランやおみやげショップがあり、
休憩
や食事をとることもできます。
黒部峡谷の大自然を堪能しましょう！

02

Kurob dam



黒部ダム

富山駅から
約�時間～
※乗り継ぎあり

迫力満点の放水シーンは大人気

平成��年�月に黒部ダムは、完成から��周年を迎えました。黒部
ダムは、黒部川最上流に建設されたアーチ式ドーム越流型ダム
で、���mの高さは現在も日本一です。建設工事は、そのスケール
の大きさと困難さから「世紀の大事業」と呼ばれました。毎年�月
��日から��月��日の間、黒部ダムから観光放水を行っており観
光に訪れる方々を魅了しています。※天候によっては、放水を中
止する場合があります。

03


Masunosusg

musiu

ますのすしミュージアム
ますのすし文化が満載！

富山駅から
車で
約��分

ますのすし本舗 源 本店の
「ますのすしミュージアム」
では、
���年の歴

史を持つ
「ますのすし」
の技と伝統をいろいろな形で感じることがで
きます。
ますのすし伝承館では、
ますのすし職人の熟練の技と昔なが
らの製法の過程を実際に見ることができます。
また、
大きなプロジェ
クターでますのすしの歴史などのVTRを見たり、
レストハウスで富山
の山海の幸を中心とした
「会席御膳」
をいただくこともできます。
予約
をすれば、
ますのすしの手作り体験
（�，
���円税込）
もできますよ。
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05

Takaok da

ibuts

高岡大仏

奈良・鎌倉と並ぶ日本三大仏のひとつ

日本三大仏に数えられる高岡大仏は、
地元の銅器製造技術の粋を
集め、
����年より��年の歳月をかけて完成したものです。
はじまり
はおよそ���年前、
承久の乱をさけて越中に入道した源義勝が木造
大仏を造営したことだといわれています。
その後何度も荒廃や焼失
といった危機にあいましたが、
人々の願いにより再建を繰り返し今の
形となっています。
出来栄えが素晴らしいことから、
日本一の美男と
も呼ばれ銅器日本一の高岡の象徴的存在で愛され続けています。

04

Z u i r y u j
国宝瑞 龍寺

富山駅から
電車と徒歩で
約��分

壮大な伽藍配置で有名な国宝瑞龍寺

壮大な伽藍配置様式の豪壮にして典雅な美しさに圧倒される、
加賀藩百二十万石の財力を如実に示す建 造物です。高岡の開
祖、加賀前田家２代当主前田利長の菩提寺であり、曹洞宗の名
刹です。�代当主前田利常の建立で、����年に山門、仏殿、法堂
が建造物として国宝に指定されています。また総門、禅堂、大庫
裏、大茶堂、回廊三棟が重要文化財として指定されており、江戸
初期の禅宗寺院建築として高く評価されています。

富山駅から
電車と徒歩で
約��分

06

Amaharash

kaiga

雨 晴海岸
富山湾に浮かぶ立山連峰

浜から眺める岩礁、
富山湾越しに見る�,���m級の立山連峰の雄大な
眺めは、
四季それぞれに変化し、
息を呑む美しさです。
万葉の歌人、
大
伴家持は、
この雨晴の風景をこよなく愛し、
多くの歌を詠みました。
雨
晴海岸から氷見市の松田江の長浜までは「白砂青松百選」
・
「日本の
渚百選」
に選ばれています。
源義経が奥州へ落ちのびる途中、
にわか
雨の晴れるのを待ったという
「義経岩」
があり、
地名
「雨晴」
の由来とも
なっています。
ぜひ、
雨晴海岸の絶景を目にしてみませんか？

07

Him banya

ga

ひみ 番屋街

富山駅から
車で
約�時間

食事もおみやげも、
氷見の魅力をまるごと楽しめる！

富山湾の海の幸、
氷見うどん、
氷見牛など、
氷見でしか味わえない特

産物が盛りだくさん。
新鮮な鮮魚や手の込んだ加工食品など、
氷見み
やげも多数そろえています。また総湯は、癒しと健康の両面でリフ
レッシュできる源泉掛け流しの天然温泉です。
泉質は塩化物強塩泉
で、
血液循環を促進させるほか、
痛みをやわらげる鎮静効果がありま
す。
海越しの立山連峰の眺望は、
世界的に見ても稀少なこの立地なら
ではの絶景です。
氷見の魅力をまるごと＆ゆったり体験してください。

富山駅から
電車で
約��分

08

Gokayam
五箇山
美しく懐かしい日本の原風景へ

富山駅周辺から
車で約�時間半
※相倉集落まで

五箇山 は富山県の南西端、
庄川沿いに位置する自然豊かな地域で��

の小さい集落の総称です。その中で、相倉（あいのくら）集落と菅沼
（すがぬま）
集落が岐阜県白川郷荻町集落と一緒に����年「世界遺
産」
に登録されました。
立ち並ぶ合掌造りの建物、
のどかな山村風景、
どこか懐かしい小さな山里が点在します。
「合掌造り」
は、
仏を拝むと
きに左右の掌を合わせた腕の形に由来します。
昔ながらの生活が息
づく山間の小さな集落で、
日常を忘れ穏やかな時を過ごしてみては。
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味の笹義

3

3

レア感

押し

2

3

レア感

押し

3

4

3

甘み

3

塩み

information
%富山市鵯島�区���
☎��� - ���-����

Minamoto
酸味

ますのすし本舗

3

%富山市石倉町�-��
☎��� - ���-����

4

information

4

レア感

3

塩み

「バランスのいい老舗の味」

酸味

押し

4

甘み

源
3

5

%富山市安野屋町�- � - �
☎��� - ���- ����

4

3

塩み

%富山市丸の内�丁目�-��
☎��� - ���- ����

レア感

information

2

塩み

3

information

押し

4

押し

4

甘み

「あっさりとした後味」

「笹の香りと酸味のバランスが絶妙」

%富山市諏訪川原�丁目�番��
☎��� - ���- ����

3

レア感

2

「旨味、バランスの良いますの寿し」

3

レア感

3

甘み

酸味

information

今井商店

酸味

「優しいあっさりとした旨み」

塩み

Imaisyouten

吉田屋鱒寿し本舗

千歳

鱒寿し本舗

押し

2

Yoshidaya masunosushihonpo

%富山市本町�丁目�-��
☎��� - � ��-����

3

3

レア感

%富山市丸の内�丁目�- �
☎��� - ���-����

3

塩み

information

酸味

4

甘み

information

3

甘み

Chitose

高田屋

押し

3

押し

4

塩み

3

塩み

%富山市新富町�丁目� - �
☎��� - ���-����

3

酸味

3

甘み

酸味

3

甘み

3

4

「旨味をぎゅっと閉じ込めたますの寿し」

information

3

レア感

4
3

「鱒の芳しい香り」

レア感

3

Takataya

元祖関野屋

3

高芳

2

「あっさりとした味わい」

%富山市一番町�-��
☎��� - ��� - ����

酸味

「ジューシーで色鮮やかな鱒」

Takayoshi

塩み

Gansosekinoya

川上鱒寿し店

%富山市田中町�丁目�-��
☎��� - ��� - ����

酸味

information

Kawakamimasuzushiten

1

塩み

information

押し

4

甘み

%富山市新富町�丁目� - �
☎��� - ���-����

5

甘み

%富山市小中���
☎��� - ��� - ����

3

3

3

塩み

information
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レア感

押し

3

押し

2

レア感

3
3

甘み

4

information

元祖せきの屋

2

「素材の味をひきだしている鱒寿司」

レア感

大辻

寿し工房

5

押し

青山総本舗
「バランスの良い酸味」

1

塩み

Gansosekinoya
酸味

「しっとりとしたレア感と強い甘味」

酸味

2

Ootsuji
酸味

2

4

甘み

※あくまで富山JCメンバーの食べ比べによる味覚のチャート表です。ご購入の際
にご参考になれば幸いです。

Aoyamasouhonpo

レア感

「酢飯からはみ出るほどの鱒」

富山名物『ますの寿司』もお店によって味わいが
全 然 違 います 。味 わいチャートを参 考にしなが
ら、ぜひ自分好みのますの寿司を見つけてみてく
ださいね。

わいチ ート

なかの屋鱒寿し本舗

酸味

老舗

押し

ますの寿司
ャ
味

asuno
sushi

Nakanoya

3

M

Masunosush

Ajinosasayoshi

3

甘み

4

塩み

information

%［富山インター店］富山市上袋���-�-�
☎��� - ���-����
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お土産紹介
Souvenir information

04

Souvenirs

大門そうめん

食

C

he

ck

!

一念で最も寒い時期に、絹ふるいにかけて精選し
た小麦粉を、地元を流れる庄川の清流の伏流水を
使って何回もこね、鉢伏山から吹き下ろす寒風にさ
らして仕上げるのが、この麺の伝統的な製法であり
ます。一般的な棒状ではなく、細く長い面をまるま
げ状に丸めてある全国的にも珍しい手延べそうめ
んです、
食通の間では高い知名度を誇っています。

細工蒲鉾

03

食

Souvenirs

冠婚葬祭の引出物として鯛や水引などの形に蒲鉾を整形
したものです。富山県では種類は様々あり、大きい物で体
長��センチほどの尾頭付きの鯛や、鶴・亀・富士山・松・宝船
末広・巾着などが描かれたものがあります。持ち帰った細
工蒲鉾は切り分けられ、親しい人々に配られ、めでたさのお
裾分けをする習慣になっています。幸せを皆で分かち合い
たいと願う富山の人々の想いが蒲鉾に込められています。

05

Souvenirs

とろろ昆布

Souvenirs

富山県の昆布消費量はとろろ昆布を含め日本
一
（全国平均の約２倍）
で、
とろろ昆布のおにぎ
りなど昆布を使った料理が郷土料理として数
多く食べられています。
その中でも富山県では、
お吸い物の代わりに、
椀に入れたとろろ昆布に
醤油を入れ、
刻んだネギ・ゆず・調味料を入れて
熱湯をかけて賞味することがあります。

食

透明で美しい姿から「富山湾の宝石」と呼ばれてい
ます。日本沿岸の固有種で、商業漁獲が行われるの
は富山湾のみです。ぶりやホタルイカと並んで「富
山県のさかな」に指定され、広く販売されるように
なった富山の名産品です。その白えびを贅沢に使い
富山県産うるち米を使って焼き上げましたパリッと
した歯ごたえをお楽しみください

06

食

白えびせんべい

ブラックラーメン

食

１９５５年頃、
富山市中心部で富山大空襲の
復興事業に従事していた食べ盛りな若者の昼
食として、
また汗をかく肉体労働者の為の塩分
補給として、
醤油を濃くしたスープのラーメンを
作ったのが起源です。
富山が誇るB級グルメ
「富
山ブラック」
。
濃厚でパンチの効いた味わいを
お楽しみ下さい。

ご 紹 介したお土 産を買えるのはここ！
きときと市場

とやマルシェ

富山名物の銘菓やます寿司をはじめ、ホタルイカや白海老の珍 味、地酒など幅 広
く揃っています。富山グルメの名物「白えび 天 丼」をはじめ、ブラックラーメンや
回転寿司、郷土料理のお店があります。

TEL 076-471-8100
http://www.toyamarche.jp
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住 富山県富山市明輪町�-���

営 物販 �：��～��：��／飲食 ��：��~��：��

07

Souvenirs

休 無休

氷見うどん

食

ルーツは輪島のそうめんで、����年（宝暦元
年）に「高岡屋」が輪島から技法を取り入れて
作り始めたとされます。このうどんは加賀藩
御用達のうどんでありました。
麺がおれにくい
ようにあえてコシを出さない手延べうどんが
多いなか、手延べの滑らかさと手打ちのコシ
を共に備え持つ特徴があります。

10

Souvenirs

巻きかまぼこ

食

富山県では、板の付いたかまぼこ「板かま」ではなく、巻き
状になったかまぼこが一般的で、中でも特徴的なのが、
「昆布巻きかまぼこ」です。かつて北前船で運ばれた北海
道の昆布を使って、すり身を巻いたのが始まりで、郷土食
豊かな味わいで人気を誇っています。他にもすり身に赤
や青の着色をして昆布の代わりに用いる巻きかまぼこ
も、富山の食卓にはなじみの深い食品となっています。

!

イカの黒づくりは、スルメイカの身を細かく切り、イカ
スミ、肝臓を混ぜ合わせ熟成させたもので、塩辛の一
種です。酒の肴に最適な富山県独特の珍味です。加賀
藩主が参勤交代のおりに将軍家に献上したことを記
した文書が残り、江戸時代にはすでに名産品として定
着していました。イカ墨には、老化防止の効果があるこ
とが分かり、健康食品としても注目されています。

02

Souvenirs

ck

食

he

イカの黒づくり

C

01

Souvenirs

08

Souvenirs

ホタルイカ沖漬

09

食

Souvenirs

ホタルイカが水揚げされている富山県の富山市から魚
津市にかけての富山港沿岸は、ホタルイカの群遊海面
として有名であり、ホタルイカは春の風物詩として知ら
れています。ホタルイカ沖漬は、ホタルイカを美味しい
姿のまま醤油や砂糖で味付けした旨味たっぷりの塩辛
です。お酒の肴として、ご飯のお供としてよし、古くから
愛されてきた富山伝承の味をお楽しみください。

11

Souvenirs

錫製品

工芸品

融点が低く、やわらかい金属の錫は比較的加工のしやす
い金属として、スズ箔（はく）にして包装用に用いられた
り、さびにくいので食器に使用されたりと用途は色々。見
た目も美しい銀白色でツヤがあり、イオン効果が高いた
め水を浄化し、飲み物をまろやかしてくれるので、錫製品
の中でもタンブラーは人気が高く、熱伝導率も高いので
使い勝手も◎。お酒を飲むには最高の一品です。

日本酒

お酒

富山は、
良質で豊富な水に恵まれた日本屈指
の名水の里。
その清らかな水と美味しいお米か
らできる富山の地酒は、
全国でも名高い銘酒が
多く、
杜氏の技術が生きた逸品がそろっていま
す。
富山自慢の新鮮な旬の魚介とともに美酒を
堪能すれば、
この上ない贅沢。
また、
個性派ぞろ
いの酒蔵巡りも人気を集めています。

12

Souvenirs

越中和紙

工芸品

五箇山和紙、八尾和紙、蛭谷紙の富山県内三
つの産地を総称したもので、原材料から紙漉
き、加工まで職人の手仕事で丁寧に作られて
いる。全国的にも最も若い後 継者のいる産
地で、伝統的な楮紙や染紙等の古典和紙は
もとより、新しい工芸和紙や和紙加工品、観
光土産品等にも積極的に使用されています。

ご 紹 介したお土 産を買えるのはここ！

ととやま

「普段使い」
と
「上質」
が交差する富山の中のアンテナショップ
「ととやま」
「
。街ととやま」
「人
ととやま」
「物ととやま」をコンセプトに富山の食・観光・文化のアンテナショップとして、富
山全域にわたる物産・酒・水・くすり・工芸が一同に約�,���品目が店内にならびます。

TEL 076-444-7137
http://www.ikiiki-toyama.co.jp/

住 富山市新富町�-�-� CiCビル�階 ととやま
営 ��：��～��：��

休 無休
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富山青年会議所
シニア会有志からの

協賛紹 介

代表取締役

塩井 保彦

（本社・本社工場）
〒���-����
富山県富山市梅沢町�-�-�
TEL ���-���-����（代）

株式会社

ユニオンランチ
代表取締役

遊道義則

株式会社 ジェル
会長 笹山 治一
専務取締役 笹山 紘章

〒���-���� 富山市西大泉��-�
TEL ���-���-����

みずの歯科クリニック
院長

東亜石油販売株式会社
〒���-����

富山市住吉町二丁目 � 番 �� 号
代表取締役

奥野

義一郎

水野 二郎

有限会社 カトー

ラビット婦中店

〒���-���� 富山市婦中町上轡田 ���-�
TEL ���-���-���� FAX ���-���-����

代表取締役

和 泉

亘

〒931-8452 富山市東富山寿町2丁目3-43
TEL：076 -438 - 6879 FAX：076 -438 -4605
E-mail：izumi@izumidenki.co.jp
http://izumidenkii.co.jp/
営業項目

富山縣護國神社
〒930-0077 富山市磯部町1-1
TEL 076-421-6957

■各種メーカーモータ修理 ■新品・中古モータ売買貸付
■工業電熱製品修理 ■空調機器、ポンプ修理

堀井鉄工株式会社

取締役相談役

岩崎

株式会社

今泉 安 明

和夫

代表取締役社長

堀井

鉄也

〒���-���� 富山市八町����番地�
TEL（���）���-����（代表） FAX（���）���-����
E-mail：horiitekko.co.jp

〒���-���� 富山市向新庄 町 �丁目��番��号
TEL（���）���-���� FAX（���）���-���� URL http://www.nar iki.com/

堀 税 理士法 人
代表社員
代表社員

公認会計士・税理士
税理士 坂木一也

堀

仁志

うけ つが れる 建 設を あなたに
代表取締役

針田 正尚

リサイクルで豊かな環境づくり！

総合建設業

株式会社

竹原 工 務店

〒930-0813 富山市下赤江町2丁目2-27
TEL 076-433-2277
（代表） FAX 076-432-0602
http：//www.takehara-k.co.jp
http：//www.t-renovation.net

清 潔環 境をプロデュースする日本海綿業グループ

日本海 綿業株式会社
代 表 取 締 役 社長

婦中本店

〒939-2748 富山市婦中町町田屋381-1
TEL 076-465-5688
FAX 076-465-3588

水橋支店

〒939-3542 富山市水橋開発277-8
TEL 076-479-2585
FAX 076-479-2586

郷

幸利

本 社 ／富山市飯野�-� TEL（���）���- ����

株式会社

寿屋 富山本部

〒���-���� 富山市上赤江町�-��-��

長野工業有限会社

北陸ペット葬儀社
代表取締役

宮嶋

博悦

〒931-8332 富山県富山市森3丁目10-13

www.h-p-s.co.jp

代表取締役 長野

株式会社 ケア・ワールド
代表取締役社長
本社

有限会社

若林真由美

〒939-8208 富山市布瀬町南2丁目9番地2
TEL 076-422-7003 FAX 076-422-7334
http://www.cwn-web.co.jp/

代表取 締役社長

花方

淳

http://www.hanagata.co.jp/

代 表取 締 役

代表取締役社長

柏谷

浅野

飯 商店
代表取締役

公敏

浅野

智幸

〒���-���� 富山市上滝���番地

総合寝具リース
リネンサプライ

〒���-���� 富山市稲荷元町�丁目�-��
TEL.���-���-���� FAX.���-���-����
E-mail：kabuhotta@gmail.com
http://hotta-nt.net/

端

株 式会 社
代表取締役

飯

宏之

代表取締役 松本

由次

丸 本 朝日園

朝日 伸一

雅史

〒 9 3 0 -13 0 5 富山 県富山 市 下 番 2 0 番 地

焼肉専門店
代表取締役

桜木町店
山 室 店

島田 俊晴

デジタルインデックス

富山市総曲輪�丁目�-� ☎���-����
富山市山室���-��
☎���-����

三由建 設 株 式会社
〒939-8073 富山市大町19番地10
TEL
（076）425-7331 FAX（076）425-0344
URL: http://www.miyoshi-kensetsu.co.jp

笹岡 雅宏

富山めぐみ製薬株式会社
相談役

代表取締役

中村

孝司

株式会社トラヤ

〒939-8124 富山市八川92
TEL 076-420-8770 FAX 076-420-8771
http://nakamura-co.net

有限会社タウンネットワールド・ミュー
モーターワン
TEL ���-���-����

AIG損害保険株式会社

代理店

株式会社 ティーエヌアンダーライタース
代表取締役

形川

貴也

富山中央税理士法人
代表社員

五十嵐靖郎

代表取締役社長

森田

幸

中央管機カクユー
株式会社

代表取締役

近藤

秀樹

笹山

和紀

日枝神社
宮司

平尾

旨明

山崎機工株式会社
代表取締役

山崎

均

JVS株式会社
代表取締役

宮﨑

一郎

ヤマイチ株式会社
廣瀬

貴志

ヘアーサロン ドイ
代表

土肥

伸治

オーエーリンク
代表取締役

林

政光

F-design
代表取締役

幅

憲彦

医療社団法人
大城歯科
富山市中野新町２丁目２−２９
副院長

鈴木

寧

富山五福ショッピングセンターアリス

（株）千草屋商舗

（有）
土佐生花店
代表取締役社長 森﨑 雅久
取締役土木部長 千澤 満
〒930-0916 富山市向新庄町三丁目7番22号
TEL451-4563 FAX451-8296

土佐

代表取締役
公認会計士・税理士
代表社員

岩 河

禎一郎

剛

（株）
水間建築設計事務所
水間 久 雄

〒���-���� 富山市五福末広町����
tel：���-���-���� Fax：���-���-����
メール：mizuma@quartz.ocn.ne.jp

株式会社稲田印刷
代表取締役

五本水産株式会社
五本

代表取締役

幸二

稲田

礼司

浅田登記測量
事務所
代表

浅田

正明

呉羽油脂工業
株式会社
代表取締役

浅木

和朗

株式会社
ナイン自動車
代表取締役

酒井

康光

日商建材株式会社
代表取締役

田代

代表取締役

松井

平

喜美子

営業時間 AM��：��～PM�：��
アルビス アリス店 夜�:��まで営業
富山市五福����-� ☎���-���-����

院長

松岡

利彦

有限会社
吉塚工務店

日本海商事株式会社
代表

佐々木 大二

池田食品株式会社
代表取締役

専務取締役

代表

岡﨑

光晴

代表取締役

山崎

勝久

松岡内科胃腸科
クリニック

池田

昌徳

有限会社アルファ

松井土石興業
有限会社

〒���-����
富山市向新庄町�丁目�-�

広和工業株式会社

長崎

喜行

〒��� -����
富山市 婦中町麦島181

■（株）
インテック

■（有）
濱田修建築研究所

■ 国民製薬
（株）

■

■（有）
ＭＹ企画

■（株）
ヤマシタ

■（株）
太陽スポーツ

■（株）
イーピーエム・コーポレーション

■（有）
乗智保険事務所

■

■ 大陸建設
（株）

■

■（株）
総務部

■（株）
大井仙樹園

■ 太成

■（株）
向出電設

■（株）
エクス

■

石田（株）

■ 菅田歯科医院

■（株）
雲外蒼天

藤田石装（株）

■ 富山交易
（株）

■（株）
ＫｙｏｕＥ
ｉ

上田建築設計事務所

(株)

アイラパートナーズ（株）

細野商事（株）

■

増山電業（株）

■

■

若井英忠税理士事務所

■（株）
オダ建設

■ 大屋組

■（株）
北辰工芸社

■（株）
木村経営会計事務所

■（株）
富山市場青果

■（株）
スワン

■（株）
タムラ設計

■（株）
ほっとすたっふ・（株）オフィスてるてる

■（有）
黒田組

■（株）
アルト

■（株）
エムダイヤ

■（株）
かねこ

■

富山いすゞ自動車 ( 株 )

■ 大谷美術学園

■

北陸ファイリング
（株）

■

浄土真宗本願寺派

■ 勝原塗装
（株）

■

石山努事務所

■（株）
ミヤジマ

■ 山本司法書士事務所

■

損保ジャパン日本興亜保険サービス（株）

■（株）
マルジンストア

■（株）
はまざき

■（株）
アサオ

■（株）
クローバー興産

■

琴・三絃野田屋

富山店

■（有）
沢端商店

■

コロムビア電設工業（株）

■（株）
玉家建設

富山支店

満徳寺

城址公園

●TAMURA
ビル
●日医工

ANA
クラウンプラザ
ホテル富山

JC茶道同好会

時
時

� �

MAP

城址公園前

ようこそ富山へ全国のJAYCEEに感謝

�� ��

いいがに
横
丁

日︵ 金 ︶ 時 ～ 翌
日︵ 土 ︶ 時 ～ 翌

�� ��

なっとっちゃ

月
月

�� ��

「みのり茶会 」

「いいがになっとっちゃ」
とは、
富山弁で
「いい感じに仕上がってる」
という意味で、
横丁に来れば、
いい感じになります！
是非一度お越しくださいませ。

ガリガリ君 The Bar

創菜酒楽

靜月

富山市物産振興会

立山舟橋商工会
土曜のみ営業

41

土曜のみ営業

富山ＪＣ
シニアメンバー
にて販売中！
！

［

［

日時／10月12 日（ 土 ）9：30 〜 13：00
場所／JR 富山駅南北自由通路（ 新幹線中央改札口前 ）
※お菓子がなくなり次第終了

［

北口

JR富山 駅
構内図

［
総合案内所

土曜のみ営業

売！
10月11日（金）だけの数量限定販
あの糸庄の
モツ煮込みも

新幹線を降りたら、ちょっといっぷく。
ふらっと立ち寄れる茶席をご用意して皆様のお越しをお待ちして
おります。
様々な人が行き交う駅という場所で、
富山の作家の作品や
縁のあるお道具を楽しみながら、抹茶とお菓子でほっと一息
とやま時間をお過ごしください。

クラルテ
（店 舗）

出入口

中央口

開催
場所

改札

改札

あいの風
とやま鉄 道

北 陸 新幹 線

とやマルシェ
（店 舗）

おみやげ（店 舗）
路面電車

出入口

南口
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1

お好み焼き

ぼてやん多奈加

富山駅前

2

岡万

30 〜 40 分程度かけてじっくり
焼き上げる長方形のお好み焼
きは、中はふっくら。もちもち
の焼きそばとお好み焼きのハー
フ & ハーフも人気です。ぜひ
ご賞味ください！

飲
食
店

TEL 076-442-2152

懐石・会席料理

来人喜人はぎ原

4

割烹

海鮮割烹

朝とれの鮮魚や、手間ひまか
けて育てられた季節の野菜を
はじめ、富山の食材をふんだ
んに盛り込んだ品々を 3 つの
コースでご提供しております。
鮮やかに五感を刺激する美味
たちを、どうぞたっぷりとご堪
能ください。

TEL 076-482-3739

5

舞膳

厳選された地魚や山菜・地酒
で富山ならではのお料理を堪
能してください。※会席コース
料理ご予約のお客様生ビール
お一人様 1 杯サービス

TEL 076-444-3066
富山市宝町 1-5-11
無し
44 席（カウンター／テーブル／座敷／個室）
17:00 〜 23:00

15

かさ桜亭

富山駅前

6

割烹

実りのかしら

富山市桜町 1-7-15
13 日
32 席（カウンター／テーブル／座敷）
16:00 〜 23:00

富山駅前

8

グリエ TANIGUCHI

9

焼肉

和風焼肉

富山育ち

富山駅前

10

富山駅前

スペイン料理

UNiCO

大会期間中はコース（6,000 円
（税別）
、ドリンク別）のみの
ご対応となります。事前に電話
でのご予約をお願い致します。
店内は禁煙（電子タバコのみ
可）となっております。

TEL 076-442-7749
富山市内幸町 3-22
無し
40 席（テーブル／個室）
17:30 〜 0:00

富山駅前

居酒屋

たべ処

飲
食
店

富山市内幸町 1-14 内幸ビル C 館 2F
13 日
64 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 23:00

ＪＡ全農とやま直営店！富山
県産黒毛和牛 A5 ランクの「と
やま和牛 No.5」
、直営農場で
長期（30 か月以上）肥育した
雌牛「とやま和牛クイーン・レッ
ド」を心ゆくまでご堪能くださ
い。

11

富山駅前

TEL 076-482-4529

富山市桜町 1-5-25 アパヴィラビル 1F
13 日
70 席（カウンター／テーブル／小上がり／個室（有料）
）
17:00 〜 22:00

富山駅前

焼肉

入善町にある農場「ファーム谷
口」直営の焼肉店です。提供
する「谷口牛」は、惜しみない
手間とたっぷりの愛情によって
育てられております。厳選した
素材と直営店でしか味わえな
い焼肉をお楽しみいただけま
す。

TEL 076-431-2911

富山の旬の地魚・食材を使っ
た季節感あふれる料理でおも
てなし。四季折々の味わいを、
五感全 体でご堪能しながら、
心地良い時間をお楽しみくださ
い。

TEL 076-442-5556

鯛家

粋と活気があふれる生簀（い
けす）をぐるりと囲むカウンター
席と小上り席をご用意。富山
湾の朝どれ鮮魚を豊富に仕入
れ、富山の幸をご満喫頂けま
す。

富山ならではの白エビ、ホタル
イカ、ぶり、カニなどその時期
の旬の食材を使用したお料理、
コース料理がお楽しみいただけ
ます。富山の地酒勝駒や店主
が厳選した地酒が 20 種類ござ
いますのでお料理と共にご堪能
ください。

富山市桜町 1-6-18
13 日
41 席（カウンター／テーブル／個室／座敷）
18:00 〜 22:00

富山駅前

日本料理

富山湾の味処

富山市本町 2-17 富山マンテンホテル南館 B1F
無し
84 席（カウンター／テーブル／個室）
17:30 〜 22:00

TEL 076-482-3032

富山市堀端町 1-11
無し
20 席（カウンター／個室）
12:00 〜 14:00 ／ 18:00 〜 22:30

割烹・日本料理

TEL 076-439-0122

富山市桜町 1-1-61 マリエとやま 6 Ｆ
無し
14 席（テーブル／座敷）
11:00 〜 23:00

郊外

7

駅隣で愉しむ、旬の味わいと
旨い酒。鉄釜で炊釜めし、富
山の旬の魚や野菜、氷見牛な
どを使った本格和食のお店で
す。富山の美味を愉しんでい
ただけるように心からおもてな
しします。

TEL 076-444-3908

富山市新富町 1-2-3 CiC ビル B1F
無し
20 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 23:00

3

富山駅前

割烹・日本料理

ひよこ

12

富山駅前

フレンチ・BAR

AOZORA

富山駅前に移転し、従来と変わ
らず鮮度、旬の食材にこだわった
メニュー。座敷は半個室・完全
個室のオール掘りごたつで、プラ
ス和洋テーブルも増席し、2 名〜
60 名様まで対応可能。鮮度にこ
だわった湾内朝とれ魚の豪快な
刺身盛りの他、職人の手仕事で
季節折々の食材を十分に使った
手作りメニューが大人気です。

厳選された素材をシンプルに
いただく喜びを。素材のよさを
そのままに活かす自然派フレン
チビストロ。自然派ワインとご
一緒に炭火焼のお肉と、あた
たかい手作り料理をどうぞ。

TEL 076-432-4770

TEL 076-442-3331

富山市新富町 2-3-16
無し
109 席（カウンター／テーブル／座敷／個室）
17:00 〜 0:00

【ページの見方】

富山市内幸町 2-10 サカエビル 2F
無し
26 席（カウンター／テーブル／座敷／個室）
18:00 〜 1:00

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

16

13

居酒屋

ちょい呑み

あらさん

富山駅前

14

和洋旬菜

富山の肴を富山のお酒で。オ
ススメは富山県産を中心とした
日本酒。四季折々の魚介や白
エビやホタルイカなどの富山湾
の幸を肴にちょい呑みしていた
だけます。

飲
食
店

TEL 076-411-9367

15

一番鳥

TEL 076-444-0550

16

イタリアン

cafe ＆ Bar Yʼs

イタリア料理と自家 製シャル
キュトリー（ハムやソーセージ）
のお店。コース料理や軽く一
杯…パーティーからひとり飲み
まで様々なシーンでご利用下さ
い。

TEL 080-8693-4863
富山市桜町 1-3-4 東洋ビル 12・7F
無し
45 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 2:00

越中舞華

18

イタリアン・フレンチ

ゴッツォーネ

21

富山市内幸町 1-8 内幸ビル B 館
無し
82 席（カウンター／テーブル／個室）
17:00 〜 0:00

酒菜工房だい

居酒屋

うまいもんや 桜亭

富山市内幸町 2-14 内幸ビル 2F
13 日
28 席（カウンター／テーブル／小上がり）
17:00 〜 0:00

富山駅前

22

順風満帆

岩瀬浜を中心に県内名港から
直送された超鮮度の地魚を取
り揃えております。また、店主
自ら目利きし、全国津々浦々か
ら集めた「うまいもん」を産地
直送。訪れるたびに変わる旬
な味わいをぜひ堪能してくださ
い。

TEL 076-411-9355
富山市新富 1-3-3 ホテルルートイン富山駅前 B1F
13 日
89 席（カウンター／テーブル／座敷／個室）
17:00 〜 0:00

富山駅前

居酒屋

醸家

富山駅前

居酒屋

新湊漁港の採れたてキトキト
の幸を堪能できます。リーズ
ナブルでボリューム満点ですの
で、富山のおいしい魚を思いっ
きり楽しんでいただけます。

23

飲
食
店

TEL 076-441-2223

富山市桜町 2-1-1 アミューズビル 1F
無し
15 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 22:00

富山駅前

富山駅前

居酒屋

「おいしいの、ちょっとその先
へ。
」笑顔のもとになれるよう
に、豊かな富山の恵み富山の
魚、肉、野菜を刺身や炭火焼
きなどでご提供しております。
地酒も多数取り揃えています。

TEL 076-444-6737

「肉も魚も野菜も、美味しいお
酒もたくさん飲んでいっぱい食
べたい。
」そんなお店を目指し
ました。富山の山海の幸や当
店独自の熟成庫でエイジング
した熟成肉を揃える大人のビ
ストロです。

TEL 076-441-6002

20

旬の地元の素材を活かした料
理をリーズナブルに提供してい
ます。厨房内スタッフと会話が
楽しめるオープンカウンターや
丸窓から外を見渡せるテーブ
ル席ほか、ささやかながらひと
工夫をしております。

漁師が始めた居酒屋さん、漁
師直送で鮮度が自慢で値段も
リーズナブル！地元食材をふん
だんに使った鮮魚料理や刺身、
寿司をご用意しております。

富山市桜町 1-7-17 ラ・トゥール 2F
無し
70 席（テーブル／個室）
17:00 〜 2:00

富山駅前

米清あら川

富山市新富町 1-3-19
無し
31 席（カウンター／テーブル／小上がり）
17:00 〜 23:00

富山駅前

居酒屋

富山駅前

居酒屋

TEL 076-441-8000

TEL 076-442-1020

富山市新富町 1-4-7 かめやビル 1F
無し
24 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 23:00

19

厳選された四季折々の富山な
らではの料理と地酒をお楽し
みください。仲間と一緒に、会
社の打上げに、接待や会合な
ど様々なシーンに合わせてご
利用ください。

駅前から徒歩 3 分！良心的な
価格で大将の絶品の手料理が
人気。新鮮な鳥刺しやタタキ、
名物の手羽先は甘辛いタレと
ジューシーなお肉はビールがす
すみます♪

17

富山駅前

富山市新富 2-4-22 第 2KK ビル 2 Ｆ
13 日
59 席（カウンター／テーブル／個室／座敷）
17:00 〜 22:30

富山駅前

居酒屋

新

TEL 076-442-5655

富山市新富町 1-2-3 CiC ビル B1F
無し
19 席（カウンター／テーブル）
10 日・11 日 11:00 〜 14:00 ／ 16:00 〜 23:00
12 日・13 日 11:00 〜 23:00

17

居酒屋

24

居酒屋

創菜酒楽

富山の旬の食材や富山の地酒
を囲炉裏を囲んでわいわいガ
ヤガヤ楽しめます。古き良き日
本の情緒を感じられ、どこか
ホッとする空間をご用意してお
ります。

静月

富山駅前

心あたたまる和やかな店内と
シーンに合わせたプラン。選り
すぐった富山の食の彩で山海
の幸をふんだんに盛り込んだ
当店自慢の逸品と私たちのご
縁をお楽しみください。

TEL 076-433-8100

TEL 076-411-9898

富山市桜町 2-6-12 フクタビル 1F
無し
46 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:00 〜 0:00

富山市新桜町 6-1
13 日
70 席（カウンター／テーブル／個室）
17:00 〜 0:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

18

25

居酒屋

空飛ぶうさぎ

富山駅前

26

居酒屋

大衆割烹

全国の日本酒を豊富にそろえ、
お客様が召し上がられる酒に
対して肴をセレクト致します。
他店では味わえない珍しい魚
や希少部位もご用意しておりま
す。

飲
食
店

TEL 076-443-1122

居酒屋

居酒屋

たから

28

TEL 076-433-0737

ちゃぶ有

くろべ

焼き鳥、味噌おでん、釜飯が
売りです。中でも焼き鳥はゴロ
リと大ぶりカットで外はこんが
りパリッと中はジュワッジュー
シー。ぜひ冷たいビールと一緒
にほおばってください。個室は
最大 34 名可能です。

TEL 076-439-0121
富山市本町 2-17 富山マンテンホテル南館 2 Ｆ
無し
90 席（テーブル／個室）
17:30 〜 22:00

19

30

居酒屋

居酒屋 艶次郎

33

愉しまずにはいられない、大人
の隠れ家居酒屋。地元の漁港
で毎日買い付ける厳選の食材
が堪能できます。豊富に取り揃
えた富山の地酒とも相性抜群
です。

TEL 076-441-0884
富山市桜町 2-1-14 夜光城ビル 2F
無し
18 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 0:00

富山市桜町 1-7-7
無し
85 席（テーブル／個室／座敷）
17:00 〜 2:00

居酒屋

Fattoria del GRASSO

富山駅前

34

居酒屋

旬と鮮

伊真沁

肉と野菜が特に美味しい、気
軽に立ち寄れるトラットリアで
す。カジュアルなおつまみから
低加水パスタ、炭火で焼く肉
料理など幅広いメニューを楽し
むことができます。

35

富山駅前

新湊漁港から直接仕入れる、
お手頃価格でボリュームたっぷ
りのお刺身盛り合わせがイチ
オシです。腕は本格的、価格
はお手頃を実現したお料理の
数々をご堪能ください。

TEL 076-431-8839
富山市新富町 1-1-4
無し
33 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:00 〜 0:00

富山駅前

居酒屋

飲
食
店

TEL 076-443-1129

富山市内幸町 9-2 オレンジビル 2F
13 日
30 席（カウンター／テーブル）
11:30 〜 13:30 ／ 17:30 〜 2:00

富山駅前

富山駅前

居酒屋

本物のやきとん 筑前屋 富山駅前店
家庭で味わえない豚のホルモ
ンにこだわり、
“旨いものを安く”
というお客様の欲求に全力で
応える。ファミリーからサラリー
マン、カップルと幅広く楽しん
で頂ける豊富な料理とボリュー
ムが自慢の大衆居酒屋です。

TEL 076-456-9444

富山市新富町 2-5-14
13 日
50 席（カウンター／座敷／堀りごたつ）
17:00 〜 23:30

富山駅前

居酒屋

32

自家製の串焼き・もつ鍋が自
慢の居酒屋です。豊富なカク
テル・一風変わった日本酒と、
調子のよいおもてなしで、素敵
な飲み会をご提供します。

ちゃぶ有は富山駅から徒歩 5
分にあり、富山湾の幸や旬の
素材を使って伝統的な和食を
ベースにしたオリジナル料理を
モダンな空間で楽しめる、新
感覚の居酒屋です。

TEL 076-432-8502

富山市新富町 2-3-2 新富ビル 1Ｆ
13 日
32 席（カウンター／テーブル／個室／座敷）
17:00 〜 23:30

居酒屋たすき

富山市新富町 1 丁目 3-9
無し
39 席（カウンター・個室・座敷）
17:30 〜 26:00

富山駅前

居酒屋

富山駅前

居酒屋

TEL 076-441-3553

富山市桜町 2-2-22
無し
57 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:00 〜 23:00

富山駅前

31

地元の酒と魚に頑固にこだわ
りながら、リーズナブルにお客
様に提供できるように日々心が
けております。大衆割烹らしく
地物を使った丁寧なお料理で
お待ちしております。

富山駅から徒歩 5 分。落着い
た空間で、富山ならではにこだ
わった食材を季節ごとに味わ
え、富山湾の旬の魚介を心ゆ
くまで堪能していただけます。

29

富山駅前

TEL 076-441-9369

富山市内幸町 3-1 エイゼンビル 1F
不定休
68 席
18:00 〜 0:00

27

あら川

36

Restaurante Sueno LASA

郷土料理・麺類

和食飲楽

県内産の食材をたくさん使用し
たバラエティ豊かなメニューで
おもてなし♪シーンに応じて使
い分けれられる多彩なフロア
を完備！あれこれ楽しめるレス
トラン☆パーティーやご宴会に
もぜひ。

だいこくや

富山駅前

富山駅から徒歩 1 分。富山の
食材（白エビ、ホタルイカ、昆
布締め、甘海老）などを盛り
込んだセットメニューやちょい
飲みの肴としての一品料理など
を取り揃えております !

TEL 076-444-4744

TEL 076-444-5060

富山市新桜町 5-5 ONE BLDg 1F 〜 3F
不定休
250 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 2:00

富山市桜町 1-1-61 マリエとやま 6F
無し
36 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 22:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

20

37

中華

中華料理

粋宏閣

富山駅前

38

イタリアン・フレンチ

SAKATA

しっかりお食事されたい方も飲
んだ後の〆を食べたい方にも。
営業時間は 18:00 〜 6:00 です
ので、深夜にも昔ながらの本
格中華をお楽しみください。

飲
食
店

TEL 076-431-2702

そば太郎

40

小料理

小料理

ゆあさ

割烹

扇

日本全国の日本酒を豊富に取
り揃えていますので、美味しい
料理と一緒にご堪能ください。
※ 3 日間限定で富山を堪能で
きるコース（6,000 円税別）の
みの営業とさせていただきま
す。

TEL 076-444-7530
富山市総曲輪 1-6-11 kelly ビル 2F
13 日
31 席（カウンター／テーブル／座敷／個室）
18:00 〜 0:00

21

42

お肉の種類やサイドメニューも
豊富に取り揃えております。タ
レはもちろん、手作り薬味 5
種 類をご用意しておりますの
で、お好みに合わせてお楽し
みいただけます。

富山市総曲輪 1-1-5
無し
67 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:30 〜 1:00

44

桜木町

居酒屋

芋つる

鹿児島黒豚、富山立山ポーク
をオリジナルの塩だしでいただ
く豚しゃぶです。塩だしは、野
菜が豊富にそして最高に美味し
くいただけ、豚肉の脂をより一
層美味しく引き出してくれます。

45

居酒屋

旬彩

けん坊

富山市桜木町 9-21 第 2 サンナインプラザ 1F
13 日
34 席（カウンター／個室／座敷）
18:00 〜 0:00

桜木町

46

桜木町

イタリアン

燈花

季節にあった四季折々の地魚
をメインに、一品一品丁寧に
ご提供しております。特に、箸
で食べやすくなった蟹はこだわ
りの一品ですのでぜひお召し
上がりください。

47

ジャズが流れる落着いた雰囲
気の鉄板焼・創作イタリアン
の店。店主こだわりのオススメ
のワインや季節メニューなども
豊富に取り揃えていますのでぜ
ひお気に入りを見つけてくださ
い。

TEL 076-432-0018
富山市総曲輪 1-8-2 サンクイ- ンビル 1F
13 日
33 席（カウンター／テーブル）
17:30 〜 23:30

桜木町

郷土料理

十々八

飲
食
店

TEL 076-442-0038

富山市桜木町 8-22 サンライズビル 1F
無し
20 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 23:00

焼肉の名門 南大門 桜木町本店

TEL 076-433-1463

桜木町

TEL 076-482-4668

桜木町

焼肉

梨花苑

富山市の繁華街［桜木町］に
ある本格焼肉店です。お肉は
産地にとらわれずその時期一
番おいしいものを選んでいるた
め、風味豊かで新鮮。仕事帰
りやご宴会にも本格的な焼肉
をお召し上がりください。

富山湾の旬の魚貝と季節の食
材を絶やすことなくふんだんに
取り揃え、
自家製のます寿し
（お
土 産に地方は発送 承ります）
など、品数多くご用意しており
ます。どうぞご堪能下さい。

富山市桜木町 7-4
無し
100 席（カウンター／テーブル／座敷／個室）
17:30 〜 22:00

桜木町

焼肉

富山市総曲輪 1-3-16
13 日
60 席（テーブル／個室／座敷）
17:00 〜 2:00

TEL 076-432-3998

41

焼肉

TEL 076-433-4440

桜木町

割烹

朝 4 時まで営業していますの
で、小腹がすいた時、飲みの
〆の一杯にぜひお立ち寄りくだ
さい。出汁が効いたスパイシー
なカレーうどん・そばが人気で
す！

富山市総曲輪 1-8 ニュー総曲輪ビル 1F
13 日
14 席（カウンター／テーブル）
19:30 〜 4:00

43

食材にこだわり、枠にとらわれ
ない技法で経験豊富なシェフ
が五感を幸せで包み込むお料
理をご提供致します。また個
室も充実していますので多彩
なシーンで楽しんでいただけま
す。

富山市新富町 1-1-15
無し
138 席（カウンター／テーブル／個室）
17:30 〜 0:00

桜木町

そば・うどん

富山駅前

TEL 076-411-9515

富山市桜町 1-6-13
無し
40 席（カウンター／テーブル／座敷）
18:00 〜 6:00

39

富山駅前店

48

居酒屋

炉ばた焼

” 天然の生簀 ” 富山湾で水揚
げされたばかりの新鮮な季節
のお魚を市場から買い付け、
地元名産のお酒、お米、山の
幸などにこだわり、自身を持っ
て美味しいお料理を提供して
おります。

浜っ子

桜木町

富山市内唯一の本格的な炉ば
た焼きをお気軽にお楽しみい
ただけます。ズラリと並んだ食
材から好きなものを選んでオー
ダしていただくと目の前で焼い
てご提供します。気の合う仲間
とアツアツのお料理をどうぞ！

TEL 076-433-3668

TEL 076-432-2431

富山市桜木町 8-25
13 日
200 席（カウンター／テーブル／個室）
17:00 〜 22:00

富山市桜木町 6-8
13 日
28 席（カウンター／テーブル）
17:30 〜 22:30

【ページの見方】
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49

桜木町

居酒屋

来楽

50

華楽

旬の野菜などを使った、気さく
な家庭料理のお店。数種類の
「おばんざい」や「おでん」な
どもご用意しております。おひ
とり様でもフラッとぜひお立ち
寄りください。

飲
食
店

TEL 076-444-7055

金泉

52

銀泉

創業 23 年、
金泉グループ本店。
色々な用途に合わせたお席を
ご用意しております。富山の美
味しいお酒、丁寧なお料理を
ぜひ金泉グループでお楽しみ
ください。

TEL 076-441-6163（担当：端村）

53

銅泉

大人の隠れ家的な落ち着いた
雰囲気で、全てのお席の足元
が掘りごたつになっています。
富山の名産を食べるのにももち
ろん。大人なデートにもオスス
メの空間です。

TEL 080-1968-5223（担当：沢田）
富山市本町 8-1
無し
18 席（カウンター／座敷）
18:00 〜 3:00

23

54

金泉（別館）

桜木町

ついに、金泉風ブラックラーメ
ンが完成しました。富山ブラッ
クラーメンの伝統を残しつつ、
しょっぱくない優しいブラック
ラーメンです。金泉グループ全
店舗でご提供していますので
ぜひ一度ご賞味ください。

TEL 076-441-6163（担当：宮島）
富山市本町 8-1
無し
19 席（カウンター／個室／小上がり）
18:00 〜 3:00

大衆串酒場

57

桜木町

飲
食
店

富山市総曲輪 1-4-3 桜木町レストタウンビル 1F
無し
40 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 5:00

桜木町

居酒屋

58

たこ焼ハイボール酒場大統領

居酒屋

いざかや

たこ焼きとハイボールで気軽に
一 杯。たこ焼き 500 円から !
お酒が 290 円から ! 安く飲める
たこ焼きメインの居酒屋です !
各種おつまみメニューもあるの
でちょっと飲み足りないときや
〆にもピッタリ。テイクアウトも
あります♫

59

新世界

TEL 076-433-4320

食べごろ

桜木町

注文を受けてから作るます寿
司や昔懐かしのあんばやし、
おでん、牛すじ煮込みがオス
スメのアットホームなお店です。
ふらっとは入れることもできて、
お酒だけでも OK。お気軽に
お立ち寄りください。

TEL 076-431-3768

富山市総曲輪 1-4-5 山崎ビル 1F
13 日
14 席（カウンターのみ）
20:00 〜 4:00

居酒屋

居酒屋

低価格・お手軽な、リーズナブ
ルメニューがたっくさんのつま
みからご飯ものまで、豊富な品
揃えも嬉しい。週末は朝 5 時
まで営業しておりますのでゆっ
くりじっくりお過ごしください。

TEL 076-442-4322

富山市本町 8-1
無し
34 席（カウンター／座敷）
18:00 〜 3:00

桜木町

居酒屋

56

コラーゲンたっぷりのホルモン
を使用し、
「もつ鍋」
「もつ焼き」
「ちりとり鍋」をメインに、各
種居酒屋メニューが揃います。
中でもモンゴル産の塩で仕上
げた塩味のもつ鍋は絶品。食
べれば食べる程ホルモンに魅
了される事間違い無し！

落着いた雰囲気で大人の居酒
屋スタイルとして愛されている
銀泉。1 階は大きな木のゆった
りとしたカウンターテーブル、2
階は最大 30 名程が座れる大
座敷となっています。

TEL 080-1968-5223（担当：小峯）

富山市本町 8-1
無し
27 席（カウンター／テーブル／個室）
18:00 〜 3:00

さじかげん

富山市総曲輪 1-3-9 トヤマグリーンビル 1F
13 日
32 席（カウンター／テーブル／小上がり）
18:30 〜 4:00

桜木町

居酒屋

桜木町

居酒屋

TEL 076-442-8889

富山市総曲輪 1-1-12
13 日
54 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 23:00

桜木町

居酒屋

55

お酒によく合う日替わりのおば
んざいが中心でお肉料理やホ
ルモン焼きラーメンが絶品で
す。少人数でも気楽に、グルー
プでもワイワイと楽しめますの
でぜひお立ち寄りください。

TEL 076-464-6977

富山市総曲輪 1-3-25
13 日
23 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 2:00

51

桜木町

居酒屋

富山市桜木町 8-25 サフランビル 1F
13 日
19 席（カウンター／小上がり）
18:00 〜 2:00

桜木町

居酒屋

婆娑羅

60

パブ

舶来居酒屋

雰 囲 気 抜 群 の店内で、四 季
折々の新鮮かつ種類豊富な料
理をご堪能あれ！新鮮な魚料
理から肉料理など、お客様の
ニーズにお応えできる豊富なメ
ニューを揃えております。ゆっ
くりと早朝までお楽しみいただ
けます。

愚羅馬邸

桜木町

ムーディなジャズが流れる店
内。食事は能 登 地 鶏 や立山
ポークなど素材に拘り和洋折
衷のメニューが充実。カクテル
の種類も豊富なのでパーティな
どにもオススメです。

TEL 076-433-4646

TEL 076-433-0772

富山市総曲輪 1-4-3 桜木町レストタウン 1F
13 日
50 席（カウンター／座敷／個室）
18:30 〜 5:00

【ページの見方】

富山市本町 10-7 柿沢ビル 2F
無し
33 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 3:00

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

24

61

居酒屋

食彩

えん

桜木町

62

中華

中華菜館

「量より質」
。地産地消、新鮮
素材の味を存分に活かし、通
も唸らせる料理に舌鼓を打つ
隠れ家です。海の幸を中心に
したコ―ス料理は、要望や予
算、仕入れ状況により変幻自
在の富山の恵みを堪能できる
内容です。

飲
食
店

TEL 076-441-8988

中華

菜香厨房

富山店

64

創作料理

富山育ち ふなはし亭

TEL 076-439-6639

酒菜家

おあじ総曲輪店

富山市中心街にあります！近海
で獲れた新鮮なお魚や厳選し
た食材などを、店内で丁寧に
調理し提供しております。広い
座敷は 50 名様迄に対応！※期
間中はお昼より営業しておりま
す。

TEL 076-422-7227
富山市総曲輪 3-3-22
無し
68 席（カウンター／テーブル／座敷）
12:00 〜 0:00（10 ／ 11・12 営業時間）

25

総曲輪

66

68

富ノ旨ミ 28BY

69

富山市大手町 3-9-1 アジェスビル 2F
13 日
49 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:00 〜 0:00

総曲輪

居酒屋

丸一

70

「その日の一番美味しいものを
提供する」をコンセプトに地物
を中心に素材にこだわった和
食と自然派ワイン・地酒を味
わっていただく総合居酒屋で
す。

TEL 076-422-7328
富山市荒町 1-1
13 日
38 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 1:00

居酒屋

季節料理とお酒

創業 67 年を迎える老舗の和
食料理店です。地魚の持ち味
を生かした魚料理と自家製の
おでんを是非ご賞味ください。
午前中から通し営業していま
す。

71

飲
食
店

TEL 076-481-6188

総曲輪

わさび

富山の旬の素材を使った豊富
な一品料理と美味しいお酒の
数々に舌鼓を打ちながら、存
分にお楽しみください。飲み放
題付きのプランもご用意◎ 35
名様までの貸切も可能ですの
で、お気軽にご相談ください。

TEL 076-421-7014

総曲輪

仄香

居心地の良いほっこりできる空
間が人気の、和食とくつろぎの
お店。白エビ、のどぐろをはじ
め、旬な富山の食材を使った
季節を感じる料理が自慢です。
掘り炬燵でゆったりくつろげる
居酒屋割烹です。

TEL 076-493-8822

富山市総曲輪 3-2-11
無し
46 席（カウンター／テーブル／座敷）
10:30 〜 22:00

居酒屋

総曲輪

居酒屋・割烹

ダーツやシミュレーションゴルフ
がある遊べるダイニングバーで
す。豊富な肉料理が自慢のファ
ンキーズは、コンパや 2 次会な
ど幅広く楽しめます。ジューシー
なステーキや肉鍋など、コース
料理もご用意しておりますので
肉食系に嬉しいお店です！

「とやま和牛」
「とやまポーク」
「旬の野菜」をいかしたお料理
と、
選び抜いたワインや地酒を、
完全個室のくつろぎの空間で
お愉しみいただけます。※事
前予約制のため、2 日前までの
予約をお願いします。
（予約受
付 時 間 月〜 金 15：00 〜 21：
00）

富山県富山市七軒町 3-5
13 日
20 席（全席個室）
17:00 〜 22:00

総曲輪

居酒屋

FUNKY's

富山市総曲輪 2-8-6 8 番館ビル 1F
無し
45 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 3:00

TEL 076-433-2784

富山市桜木町 7-16 金森ビル 2F
13 日
70 席（テーブル／個室）
17:30 〜 5:00

総曲輪

ＢＡＲ

TEL 076-493-6005

富山市総曲輪 1-4-3 レストタウンビル 1F
13 日
62 席（テーブル／座敷）
18:00 〜 4:30

桜木町

67

桜木町のド真ん中の本格中華
料理 店！飲みに行く前のお食
事、宴会等に最適です。本場
の料理人が作る中華を気軽に
味わえます。お酒もメニューも
豊富にとりそろえてありますの
でゆっくりワイワイくつろいで下
さいませ！

本場仕込みのクオリティー☆
本場中国の技と味を知る料理
人が食と味に繊細な日本で更
に腕に磨きをかけました♪餃子
の餡はもちろん皮も一つひとつ
丁寧に手作り !

65

桜木町

TEL 076-444-6669

富山市桜木町 7-2 ミカド第二ビル 1F
13 日
22 席（カウンター／テーブル）
17:30 〜 3:00

63

茶藝庭

富山市総曲輪 3-3-7
無し
61 席（カウンター／テーブル／座敷）
18:00 〜 1:00

居酒屋

総曲輪ハイボール酒場

総曲輪

72

総曲輪

焼肉

大衆酒場

パイ生地を使用したサクサク
食感のオリジナルの絶品パイ
ピザやナポリタンなどを味わえ
るお店です ! 強炭酸ハイボール
や氷点下の生ビール「スーパー
ドライ エクストラコールド」も
ご用意しています。

ハラミセンター

昼から『お肉』焼きませんか ?
ガッツリ焼肉でご飯を食べませ
んか？17 時までは地域最安♫
強炭酸ハイボールが飲めるお
店です。焼肉囲んで乾杯しま
しょう！

TEL 076-421-5567

TEL 076-422-2321

富山市総曲輪 2-1-9
無し
60 席（カウンター／テーブル／個室）
12:00 〜 0:00（10 ／ 11・12 営業時間）

富山市総曲輪 3-2-10
無し
28 席（テーブル）
12:00 〜 23:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

26

73

居酒屋

うさぎとトラ

総曲輪

74

イタリアン

Italian Bar Beone

富山湾で水揚げされる新鮮な
魚介がアットホームな雰囲気の
店内でお楽しみいただける居
酒屋です。店主自慢の富山の
地魚に地酒と家庭料理をお楽
しみください！

飲
食
店

TEL 076-493-3232

イタリアン・フレンチ

Le Glouton

76

うどん・そば・雑炊

村田家

ワインにこだわった西洋居酒屋
です。アラカルト主体で、予算
に合わせたコースもご用意して
います。楽しく、美味しく、心
地よく、お客さまに笑顔で喜ん
でもらえる店を目指しています。

TEL 076-461-3931

77

糸庄

富山県民なら誰もが知っている
ソウルフード、煮込みうどん・
もつ煮込み「糸庄」
。熱々でグ
ツグツの煮込みうどんを汗をか
きながら食べてみませんか？富
山市にお越しの際はぜひ「糸
庄」にお寄りください。

TEL 076-425-5581
富山市太郎丸本町 1-7-6
無し
41 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 15:30 ／ 17:00 〜 23:30

27

郊外

78

日本料理・懐石

御料理

ふじ居

81

富山市東岩瀬町 93
無し
19 席（カウンター／座敷）
12:00 〜 15:00 ／ 18:00 〜 22:00

吟彩

和ぶき

富山市太郎丸本町 1-8-1
無し
25 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:00 〜 23:00

天ぷら

天ぷら小泉 たかの

郊外

82

居酒屋

酒菜家

おあじ

郊外

焼肉

辛子家

県産のこだわりの食材はもち
ろん、全国から選びぬいた新
鮮な旬の食材の一つひとつを、
紅花油 100% で揚げて関西風
の軽い食感の薄衣に。おまか
せコースは昼 3,500 円（税別）
〜、夜 8,000 円（税別）〜。

83

飲
食
店

TEL 076-422-5188

黒毛和牛をメインとした本格焼
肉レストラン。円卓を囲んだ個
室を多く揃え、和気あいあい
の焼肉パーティーがお楽しみ頂
けます。プライベート感覚の個
室（9 部屋有り）でゆったりと
焼肉をお楽しみ下さい。

TEL 076-441-6444

富山市牛島町 18-7 ア - バンプレイス B1
無し
16 席（カウンター／テーブル）
12:00 〜 13:30 ／ 17:30 〜 21:00

郊外

郊外

居酒屋

落ち着きある和室で、お酒に
よく合う割烹料理を楽しめる和
風居酒屋です。旬の季節の食
材をふんだんに取り入れたメ
ニューと充実な品揃えの日本
酒が自慢です。

TEL 076-441-1356

日本料理の伝統を活かし、そ
の技術を現代に生かした御料
理をご提供しております。山海
の幸に恵まれた富山の旬の食
材をふんだんに使った郷土愛
あふれる御料理をどうぞ。店
内はカウンターの他、個室を 2
つご用意しております。

TEL 076-471-5555

80

富山市岩瀬港町にある、明治
44 年創業の料亭。土壁と黒瓦
の建物は創業当時の姿をとど
め、老舗の歴史が感じられま
す。四季折々の富山湾の新鮮
な魚介類が食べられ、白えび
料理は特に絶品です。

村田家といえば名物土鍋うど
ん、雑炊、カツ丼で、そのす
べてが自家製です。大人から
子供まで食べられる優しい味
わいとなっております。ぜひ一
度ご賞味ください。なお、ご
予約は不可となっております。

富山市大島 1-143
13 日
49 席（カウンター／テーブル／小上がり）
11:00 〜 15:00

郊外

うどん

松月

富山市岩瀬港町 116
無し
130 席（個室／座敷）
11:30 〜 21:00

TEL 076-464-5500

富山市総曲輪 2-6-4
13 日
38 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 0:00

郊外

日本料理

TEL 076-438-1188

富山市総曲輪 2-6-17
13 日
24 席（カウンター／テーブル）
（月〜金 11:30 〜 14:00）／ 17:00 〜 0:00

総曲輪

79

本場イタリアの食材を大切する
だけでなく、富山の旬の魚や
野菜・お肉などを使った料理と
イタリアワインが気軽に楽しめ
るお店です。彩り豊かなイタリ
アンをどうぞお楽しみください。

TEL 076-481-6343

富山市総曲輪 2-3-2 メリー荒町ビル 2F
無し
21 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 1:00

75

総曲輪

富山市本町 2-17 富山マンテンホテル南館 1F
無し
90 席（テーブル／個室）
17:30 〜 22:00

郊外

84

布瀬店

NO MAP

居酒屋

酒菜家

天井 9m の吹き抜け空間で楽
しむ富山の味覚 ! 近海で獲れ
た新鮮なお魚や厳選した食材
などを、店内で丁寧に調理し
提供しております。

おあじ

郊外

飯野店

お魚屋さんのように氷を敷き
詰めたディスプレイ。富山の海
鮮料理と地酒をご提供いたし
ます ! 自慢の一品ばかりですの
で、ご来店の際は、是非一度
ご賞味下さい。

TEL 076-492-7997

TEL 076-471-6355

富山市布瀬町南 2-10-1
無し
124 席（カウンター／テーブル／個室）
17:00 〜 1:00

富山市新屋 4-1
無し
76 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 1:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

28

85

居酒屋

酒菜家

おあじ

郊外

天正寺店

86

カレー

かれー屋伊東

ランチ営業が好評なお店 ! 桶
盛りのお造りや低温調理したヒ
レカツなどの定食も充実 ! 自慢
の一品ばかりですので、ご来
店の際は、是非一度ご賞味下
さい。

飲
食
店

TEL 076-493-3130

中華

RADO

DINING

88

焼肉

焼肉

いなせ

富山県産の美味しい食材にこ
だわった本格中華料理。お洒
落な内装や、食材の飾り切り
も自慢。富山一の繁華街とい
う場所柄、夜遅くのお食事も
満足頂けるよう、お酒の〆に合
うお料理も豊富。※貸切は 50
名様まで

TEL 076-471-6680

89

イタリアン

Ristotante WINISTA

コース料理の一皿ごとに相性
の良いワインがグラスで適量に
添えられる、オーナーソムリエ
によるペアリングがワイニスタ
最大の魅力です。そのスタイル
を貫き、お陰様で 10 周年を迎
えました。

TEL 076-405-6162
富山市総曲輪 2-4-15
13 日
14 席（カウンター／テーブル）
11:30 〜 13:30 ／ 18:00 〜 22:30

29

富山駅前

90

本店

高岡

92

93

絶妙のタイミングで焼き上げた
ステーキやイチボ・ヒレなどの
赤身のお肉が安く、美味しく食
べれます。サイドメニューやお
酒の種類も充実していますので
心ゆくまでお過ごしください。

大重亭

高岡

94

富山駅前

音楽好き、カラオケ好きが集ま
るダイニングカフェ。ステージ
にはギターやドラムが揃ってお
り、ルールに沿って自由に演奏
していただけます。
2 次会やパー
ティーの貸切もオススメです。

TEL 076-482-4888
富山市内幸町 9-2 オレンジビル 3F
13 日
26 席（カウンター／テーブル）
19:30 〜 2:00

95

旬菜亭

夢さき

隠れ家的な雰囲気の居酒屋。
品揃え豊富な富山の食材を中
心に手間暇かけた家庭料理が
味わえます。特に、自家製で
作られる富山の郷土料理・ま
すの寿司は人気の一品ですの
でぜひ一度お試しください。

TEL 0766-25-7784
高岡市下関町 1-25
13 日
31 席（カウンター／テーブル）
15:00 〜 0:00

居酒屋

居酒屋

高岡

居酒屋

高岡でステーキを食べるなら
大重亭！老舗の洋食レストラン
が 28 年振りに営業を再開しま
した。大阪で修業を積んだシェ
フが、老舗洋食レストランの味
をさらに進化させました。その
とき手に入る最高の食材をお
出ししています。

TEL 0766-22-1669

STUDIO Café PeKePeKe

飲
食
店

高岡市御旅屋町 72 ビル 1F
無し
28 席（カウンター／テーブル／座敷）
19:00 〜 2:00

高岡市末広町 38 大重亭ビル 2F
無し
35 席
11:30 〜 13:30 ／ 18:00 〜 0:00

ダイニングカフェ

Ja ばる

TEL 0766-23-8660

ステーキ

レストラン

高岡

ステーキ

高岡市にある昔ながらの焼肉
屋さんです。高岡 JC の方々も
よく利用してくださいます。テ
ムジンといえばオススメはネギ
タン塩！ぜひ一度ご賞味くださ
い。

『粋宏閣』の姉妹店として、隣
にオープンした焼肉店。良質
なお肉をリーズナブルな価格で
提供しています。朝まで営業し
ているので、もうちょっと食べ
たい、飲みたいときにも是非ご
利用ください。

富山市桜町 1-6-12
無し
40 席（テーブル）
18：00 〜 6：00

総曲輪

焼肉鉄木真

高岡市桐木町 31-4 ルミネ A1 ビル B1F
13 日
40 席
17:30 〜 2:00

TEL 076-482-3929

富山市総曲輪 1-1-14
無し
88 席（カウンター／テーブル／個室）
11:00 〜 4:30

焼肉

TEL 0766-23-1630

富山市大泉町 1-2-9
11 日、13 日
63 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 15:00 ／ 17:00 〜 21:00

桜木町

91

リピーターも多い、富山で有名
な「やさ玉カレー」
。特製のブ
レンドソースにマヨネーズ、炒
めた玉ねぎの甘みも加わった
絶品のカレーです。

TEL 076-425-1888

富山市秋吉 59-1
無し
42 席（カウンター／テーブル／個室）
12:00 〜 0:00

87

郊外

たかまさ

高岡

96

居酒屋

越中鮮魚居酒屋

海の幸、おでんに日本酒。高
岡の地酒「勝駒」もあります。
富山のキトキトのお刺身は、地
元の方はもちろん県外の方に
も大好評です。富山にお越し
の際は、
ぜひ「居酒屋たかまさ」
へ。

高岡

かざくら

鮮魚と馬肉料理が同時に楽し
めるお店です♪馬刺しはいろん
な部位を楽しめます。高岡市
でも珍しい魚屋直営店なので
魚が旨い。魚には地の日本酒、
馬には熊本焼酎でじゃんじゃ
ん味わって下さい。

TEL 0766-24-5745

TEL 0766-26-2101

高岡市末広町 42
無し
23 席（カウンター／テーブル）
15:00 〜 0:00

高岡市宮脇町 1003 インサイトビル 1 〜 3F
13 日
140 席（テーブル／個室／貸切り）
17:00 〜 0:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

30

97

居酒屋

浜焼旬菜居酒屋

矢波

高岡

98

居酒屋

呑み処

穴蔵

氷見や新湊から仕入れた魚介
を浜焼きや塩焼きでお楽しみ
下さい。素材の味をそのまま、
アツアツで食べる、これがうま
さの秘訣です！料理に合う美味
しい日本酒もご用意しておりま
す。

飲
食
店

TEL 0766-22-3989

居酒屋

割烹居酒屋

匠の山海

100

割烹

割烹

寿文

北陸の四季の移ろいを表現し
た日本料理を堪能出来るお店。
一押しの「コラーゲンたっぷり
豚味噌しゃぶ鍋」
。2 階は無料
カラオケルーム、3 階には大広
間もご用意しています。

TEL 0766-25-5600
高岡市末広町 1010-11
無し
192 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:00 〜 23:00

101

中華

中国料理

美好

高岡

高岡市大手町 7-32
不定休
50 席
11:30 〜 14:00 ／ 17:30 〜 0:00

31

高岡

105

巴屋

高岡

107

高岡市御旅屋町 30-1
13 日
28 席（カウンター／座敷）
18:00 〜 3:00

高岡

居酒屋

居酒屋

頂

射水市民病院近く。モダンな
空間で、富山湾の新鮮な魚と
一品料理をご堪能ください♪地
元直送の新鮮な魚料理や釜飯
がオススメです。地酒だけで
はなく、県外の日本酒も揃えて
います。

TEL 0766-30-2105
高岡市中曽根 914-3
無し
45 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:00 〜 0:00

居酒屋

Guu-gohanyasan

ビールと相性抜群の炭火で焼
かれたジューシで大振りな美味
しい焼き鳥を、安く食べたいな
らここ。絶品のタントロが人気
ですので、ぜひ一度ご賞味く
ださい。

TEL 0766-26-9825

106

高岡駅すぐそこ！飲み足りない
時や、深夜にお好み焼きを食
べるなら「巴屋」へ。繁華街
の中にあるのでスナック等への
出前やテイクアウトも対応して
います。

高岡市末広町 36 エビスビル 1F
13 日
30 席（カウンター／ボックス）
21:00 〜 LAST

飲
食
店

高岡市御旅屋町桐木町 32
13 日
18 席（カウンター／テーブル）
19:00 〜 1:30

高岡

TEL 0766-21-8338

やきとり太珠

角丁

TEL 0766-22-2205

お好み焼き

高岡市末広町 1010-15
13 日
45 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 22:00

焼き鳥

高岡

そば・うどん

深夜 1 時 30 分まで営業してお
ります！やさしい出汁のうどん
とそばは小腹がすい時も、飲
み会のシメとしてももってこい
です。ラーメンやカツ丼、やき
めしもご用意しています。

高岡市御旅屋 1032-1
無し
150 席（カウンター／テーブル／小上がり）
17:00 〜 23:30

TEL 0766-21-9555

102

104

職人が匠の技で一本一本丁寧
に焼き上げています。安い、旨
い、早い！！焼鳥を食べるなら
秋吉へ。気取らず気軽に家族
や友人とビールと焼鳥で乾杯し
ましょう。

和室、和料理に日本酒。個室
で割烹料理が楽しめます。地
元のお客様も他府県のお客様
もご満足いただけるよう精一杯
頑張っています！皆様のご来店
をお待ちしています！！

高岡大仏を過ぎて少し入った
場所、高岡駅からもほど近い！
中華料理ならここ。美味しくて
リーズナブルでボリューム満点
1 次会でもシメでもどちらでも
どうぞ。

TEL 0766-24-9694

高岡

焼き鳥

やきとりの名門秋吉 高岡駅前店

TEL 0766-22-3333

高岡市末広町 1010-11 末広センタービル B1
不定休
14 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 0:00

高岡

103

穴蔵ではメニューのほとんどが
ワンコインの 500 円という安心
価格です。四季折々の旬の旨
い料理を安く。できるだけ地
元のものを中心にお出ししてい
ます。お待ちしております！

TEL 080-3046-5943

高岡市御旅屋町 62-1 YSB80 ビル 2F
13 日
50 席
17:30 〜 0:00

99

高岡

小矢部

108

小矢部

居酒屋

MANDO

Guu では、皆様にお出しする
お水やコーヒー、紅茶などの
ドリンクに、からだにやさしい
ミネラル水素水を使用していま
す！！おすすめのホワイトラーメ
ン鍋をみんなでつつきながら
ほっこりしませんか？

14 時〜 18 時はカラオケタイム。
18 時以降は居酒屋タイムとな
ります。併設されている姉妹店
「馬上門」からオーダーするこ
とも可能です。ぜひお立ち寄り
ください。

TEL 0766-54-6377

TEL 0766-68-0175

小矢部市西中 5982
10 日
41 席
11:00 〜 22:00

小矢部市岡 158
無し
30 席
11:30 〜 14:00 ／ 18:00 〜 3:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

32

109

居酒屋

コラーレダイニング

小矢部

110

亜鳥舞

地産地消をコンセプトとしてお
り、メルヘンポークや稲葉牛、
とれたて小矢部たまごなど小矢
部の食材を多く使ってい小矢
部の魅力満載の洋風居酒屋で
す。

飲
食
店

TEL 0766-68-3855

小矢部

馬上門

112

roji

小矢部市で美味しい焼肉を食
べるなら「馬上門」へ。こだ
わりのお肉たちをご堪能くだ
さい。併設されている姉妹店
「MANDO」にもお寄りください。

TEL 0766-68-2929

113

カフェ

バッシュワーバリー

小矢部の里山にある、親子で
過ごせる自然派カフェです。発
酵食、麹を取り入れたものや
地産地消を意識した地物のも
のばかりをご提供しています。
日々の忙しい生活の中でホッと
癒されてください。

TEL 0766-50-8404
小矢部市安楽寺 1120
無し
34 席
11:00 〜 19:00

33

117

居酒屋

食処

114

カフェ

喫茶メルト

鶏八

富山で英国風ティータイムを。
メイドのいるティールーム喫茶
メルト。イギリスの伝統的なメ
イド姿の店主が、イギリス邸宅
をイメージした空間で手作りの
お菓子と紅茶・珈琲で、くつろ
ぎの時間をお手伝いします。

TEL 0766-68-0654
小矢部市埴生 3232 ロイヤルメドウゴルフ倶楽部内
無し
19 席
12:00 〜 17:00

とりきち

小矢部市本町 4-49
不定休
66 席（カウンター／テーブル／宴会場）
17:30 〜 23:00

砺波

118

和風レストラン

虎徹

ふなとの里

庄川の水で育った鮎・イワナ
はいかがですか？日本酒立山
と庄川の魚はお相性抜群です。
送別会、歓迎会、女子会♪
宴会メニューございます。ご来
店お待ちしております。

TEL 0763-82-5009
砺波市庄川町金屋 1550
無し
80 席
10:00 〜 21:00

砺波

居酒屋

砺波

日本料理

昼は定食メニューやうどんやそ
ばなどが。夜になれば九州産
「桜鶏」の手羽先、炭火あぶり
など国産にこだわった鶏料理
とお酒をご堪能ください。

119

飲
食
店

TEL 0766-67-4542

砺波市庄川町示野 449-6
無し
25 席（カウンター／座敷）
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 0:00

小矢部

小矢部

焼き鳥

地域に根ざしたやきとり居酒
屋。焼鳥・お刺身・揚げ物・ピザ・
カラオケなど幅広く、ご用意し
ております。少人数からグルー
プ・団体様（30 名）まで！

TEL 0763-23-4444

小矢部市石動町 1-19
無し
24 席
10:00 〜 14:00 ／ 15:00 〜 19:00

小矢部

116

鉄板を囲んで楽しいお酒をどう
ぞ！アツアツのお好み焼、鉄板
焼は店主が一品一品仕上げま
す。もんじゃ焼きはお客様に楽
しみながら焼いていただいてお
ります。

ケーキにも珈琲にもこだわりた
いあなたに来てほしい！人気の
季節のフルーツをふんだんに
使ったタルトと豆にこだわった
自家焙煎の珈琲をご堪能くだ
さい。

TEL 0766-50-9262

小矢部市岡 158
無し
63 席（テーブル／個室）
11:30 〜 14:00 ／ 17:30 〜 2:00

テコの鉄

小矢部市本町 5-21 タカラビル 1F
無し
26 席（カウンター／テーブル／小上がり）
17:00 〜 0:00

小矢部

カフェ

小矢部

お好み焼き

TEL 0766-67-3550

小矢部市埴生 56
無し
40 席（テーブル／カウンター）
12:00 〜 23:00

焼肉

115

ジャズが流れる山のカフェダイ
ニングです。店内から砺波平
野を一望し、オールドスピー
カーと真空管アンプが奏でる
ジャズに浸りながら、創作料理
でおくつろぎください。

TEL 0766-67-2262

小矢部市石動町 4-27
無し
20 席
18:00 〜 0:00

111

小矢部

居酒屋

120

砺波

割烹

食堂 633

虎徹といえばおいしくて安い♪
なんと深夜 3 時まで元気に営
業中 （
! ^^）! 最 大 約 30 名 様
まで入れる座敷もあり宴会には
もってこい！飲み放題承り中！
なんと種類は 100 種以上♪誰
でも気軽に入れる大衆居酒屋
です。

砺波駅前すぐ近く。スタイリッ
シュな空間で、新鮮で旬な食
材を、ジャンルを超えたスタイ
ルでお楽しみください。酒の肴
からお食事まで豊富にご用意し
ていますのでお近くの際はぜひ
お立ち寄りください。

TEL 0763-33-6334

TEL 0763-32-6331

砺波市表町 5-32
無し
61 席（カウンター／小上がり）
17:00 〜 3:00

砺波市表町 5-28
不定休
50 席
11:30 〜 14:30（予約制）／ 17:30 〜 0:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

34

121

居酒屋

食彩飲処

彦々亭

砺波

122

居酒屋

食酒房

真ゆき

JR 砺波駅から徒歩 3 分。和を
基調とした店内では、腕を磨
いた料理人がつくる繊細な料
理の数々を、おいしいお酒と
ゆっくり味わうことができます。
料亭出身の料理人が繰り出す
本格和食をお楽しみください。

飲
食
店

TEL 0763-32-7223

居酒屋

地元の台所

季味の庵

124

割烹

鮮魚亭

かんにんや

庄川町にある鮎や岩魚など地
元にこだわる食材を使用した
居酒屋レストラン。人気の南砺
ポークの「塩だししゃぶしゃぶ」
をぜひご堪能ください。各種
宴会、オードブル、お弁当も承
ります。

TEL 0763-82-5808

125

焼肉

炭火焼

はな牛

「ほっぺが落ちる」を体感して
ください！炭焼き和牛のおいし
い店。肉屋生まれの肉のプロ
が営むこだわりの焼き肉店で
す。品質がよく稀少な牛肉が楽
しめ、新鮮なホルモンの豊富
にご用意！！

TEL 0763-22-8790
南砺市福野 772
13 日
58 席
17:00 〜 22:00

35

砺波

129

NO MAP

花華

砺波

TEL 0763-23-4578

日本料理

五箇山旬菜工房

居酒屋

居酒屋

藏

飲
食
店

TEL 0763-67-3267
南砺市西赤尾町 72-1 道の駅上平 ささら館
無し
40 席
11:00 〜 21:00

砺波

130

砺波

イタリアン

Cutina

城端別院横にある居酒屋。メ
ニューも豊富に揃っており、老
若男女が楽しめます。お酒を
飲みながらワイワイガヤガヤ楽
しい時間をお過ごしください。

131

砺波

いわな

五箇山の清流で育った岩魚を
くまなく堪能できる活いわなの
専門店！名物は全国的にも珍し
い「いわなのにぎり寿し」です。
「飛騨牛炙りにぎりといわなの
握りセット」も人気です。

Nobu

築 100 年の古民家をリノベー
ションしたイタリアン。店主自
ら手造りした薪窯で焼き上げる
ピッツァは生地に塩麹を練り込
むことで冷めても固くなりにくく
テイクアウトにもピッタリです
♫

TEL 0763-62-0878

落着いた雰囲気の地元の食材
を使ったおばんざいが楽しめ
る小料理屋です。ホッとするよ
うな温かいお料理をご用意し
て、南砺市でお待ちしておりま
す。

南砺市福野 1349
13 日
24 席
17:30 〜 23:30

128

NO MAP

TEL 0763-22-5611

南砺市城端 202
無し
30 席
18:00 〜 1:00

居酒屋

口福食彩

砺波

堅く大豆の味が凝縮した五箇
山豆腐や、冷たい清流で育っ
た岩魚、風味豊かな栃餅など、
五箇山には個性的で味わい深
い食材が数多くあります。五箇
山の家庭の味をベースにした
おもてなし料理をご賞味くださ
い。

カニ鍋やカニしゃぶなどのカニ
料理をはじめ、旬の魚や地場
素材の良さを生かした料理が
楽しめる店。居酒屋メニューも
豊富ですのでお気軽にお越し
ください。

126

坂出

南砺市下梨 2180-1
無し
33 席
11:00 〜 15:00 ／ 17:00 〜 21:00

南砺市福光 7331-1
無し
84 席（カウンター／座敷）
17:00 〜 22:00

砺波

お食事処

TEL 0763-66-2580

TEL 0763-52-7850

南砺市井波 3110-1
無し
35 席（テーブル／小上がり）
11:00 〜 15:00 ／ 17:00 〜 21:00

日本料理

鮮度と素材にこだわった鶏を
紀州備長炭でじっくり丁寧に焼
き上げた本格的な焼き鳥です。
人気の「ちょうちん」は一口で
食べると口の中で卵が弾けま
す。ぜひお試しください。

砺波市中央町 10-47 78 ビル 1Ｆ
13 日
16 席（カウンター／小上がり）
17:30 〜 23:30

砺波

127

NO MAP

TEL 0763-32-3331

砺波市表町 5-5
不定休
70 席（カウンター／テーブル／座敷／個室）
17:30 〜 0:00

123

砺波

南砺市広安 205
13 日
23 席（カウンター／テーブル）
11:30 〜 14:00 ／ 17:30 〜 21:00

ハンバーグ・ステーキ

自由 ELE

砺波

132

氷見

割烹

割烹

ホテルで腕を奮っていたシェ
フが作り出す自慢の「A5 ラン
ク氷見牛 & 富山ポーク使用ハ
ンバーグ」は肉汁がジュワッと
ジューシー！最後までアツアツ
でお楽しみいただけます。

若竹

「新鮮な氷見の地魚と氷見牛、
氷見のうどん、季 節の料理」
氷見の旬を食する味わい処。
徒歩 5 分の氷見漁港からの新
鮮な地魚を調理し、リーズナ
ブルにご提供しています。

TEL 0763-88-9112

TEL 0766-72-3000

南砺市やかた 174
無し
32 席
11:30 〜 15:00 ／ 17:30 〜 21:00

氷見市本町 17-19
13 日
40 席（囲炉裏／宴会場）
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 21:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

36

133

割烹

割烹

しげはま

氷見

134

割烹

割烹

創業昭和十五年より大切に守
り続けてきた伝統の味、郷土
料理はもちろん、氷見ならで
はの氷見漁港から直送の魚を
ご提供させていただいておりま
す。

飲
食
店

TEL 0766-72-0114

きときと舎

136

民宿

137

民宿

民宿

あさひや

地元の幸を活かした特別な料
理をご用意しています。富山湾
の恵みを心ゆくまでご堪能くだ
さい。100％天然温泉しょうり
んの湯でぜひ日頃の疲れを癒
やしてください。

37

城山

氷見

138

140

141

TEL 0766-92-2200

氷見市島尾 2195
不定休
40 席
10:30 〜 15:00 ／ 16:00 〜 21:30

氷見市小杉 232-1
無し
40 席
11:00 〜 15:00 ／ 16:00 〜 LAST

氷見

居酒屋

はらや

142

射水

居酒屋

Gomes さん

どんな料理もおまかせ！海外
の一流ホテルのシェフでもあっ
たおいしいを知り尽くしたゴメ
スさんのお料理！本格インドカ
レーも食べられる居酒屋です。
週末は賑わいますので、まずは
お電話を。

TEL 0766-52-6564
射水市小林 229-1
無し
28 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 14:30 ／ 17:30 〜 1:30

射水

居酒屋

海老屋

“ 海越しの立山連峰 ” を望みな
がら、富山の山海の幸をお楽
しみ頂けるカジュアルオーベル
ジュ。新鮮なお食事をご提供
するだけでなく、雰囲気や空間
までも含めた “ 食事空間 ” をご
提供致します。

TEL 0766-91-2045

氷見市中央町 3-13
無し
20 席（カウンター／座敷）
16:30 〜 23:00

魚に限らず、地元産食材を中
心に手作りをモットーに、家族
で様々な料理をお出ししており
ます。季節により、
なべ宴会（氷
見牛すき焼き等）でもご利用く
ださい。

143

飲
食
店

TEL 0766-72-5559

氷見市中央町 1-18
無し
38 席（カウンター／座敷）
17:00 〜 23:00

移り住みたくなる宿 イミグレ

あじ蔵

氷見漁港まで徒歩 10 分という
地の利をいかし、新鮮な地魚
をリーズナブルに味わえる。こ
じんまりした店内は地元の人々
でいつも賑わっており、その輪
の中で氷見ならではの旬の幸
を楽しめる。

TEL 0766-72-5280

氷見

フレンチ

氷見

居酒屋

日本 海 氷見の小さな隠れ 味
宿。厳選した氷見ならではの
食材を使った様々な料理を真
心をこめて一品一品を提供して
います。どうぞ皆様のご来店を
お待ちしております。

旬のキトキトの氷見魚を使った
お料理に舌鼓。あらかじめ決
まった料理コースもありますが
「ぜひ◯◯食べたい」などのご
要望をどんどんお聞かせくださ
い。みなさんにお会いできる日
を楽しみにしています。

氷見市阿尾 527
13 日
50 席
10:30 〜 15:00 ／ 16:00 〜 21:30

氷見

魚恵

TEL 0766-72-3744

TEL 0766-72-1431

氷見市丸の内 9-1
13 日
25 席
11:00 〜 14:30 ／ 17:00 〜 0:00

氷見

民宿

氷見市北大町 7-38
無し
30 席
11:00 〜 13:00 ／ 18:00 〜

民宿

隠れ家的な雰囲気の中でジャ
ズを聞きながらゆっくりお過ご
しください。ランチは御菜が盛
り沢山でご飯のお代わり自由、
ボリューム満点！！夜は居酒屋
として営業しています。

TEL 0766-72-0546

139

鮮度にこだわり氷見の魚や地
元食材を堪能できる割烹です。
朝どれの地物にこだわって、素
材を活かしたシンプルな料理
が自慢です。新鮮なおつくり
や氷見牛などをお楽しみくださ
い。

氷見市本町 17-17
無し
20 席
17:00 〜 22:00

氷見

居酒屋

氷見

TEL 0766-72-3399

氷見市丸の内 2-18
13 日
団体 OK（カウンター／座敷）
12:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 22:00

135

かみしま

144

射水

割烹

割烹かわぐち

富山の旬の海鮮をはじめとした
会席料理をご提供しており、富
山の名物を中心に四季折々の
料理をお楽しみください。富山
の幸を個室でゆっくりと大切な
人と特別な時間をお過ごし頂
けます。

白エビやズワイガニなど富山湾
の海の幸が自慢の「割烹かわ
ぐち」です。主人自ら、新湊
漁港で直接競り落とした富山
湾ならではの新鮮な魚介類を、
さまざまな料理で味わえます。

TEL 0766-55-4654

TEL 0766-84-1331

射水市三ケ 1183-1
無し
60 席
9:00 〜 22:00

射水市中央町 19-31
無し
80 席
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 21:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

38

145

割烹

割烹

丸屋

射水

146

居酒屋

口福食堂

地元の旬の魚や野菜を使用し
て食材で季節を感じ、ほっこ
りする空間で人と人のつながり
や、温かさを感じながら、お一
人様でも、気の合う仲間で・・
・
ゆっくりのんびり時間を過ごし
ていただけたら幸いです。

飲
食
店

TEL 0766-84-6123

居酒屋

やきとり

にくさん

TEL 0766-55-2929

148

居酒屋

麺酒場

射水

カフェ uchikawa 六角堂

内川のほとりで愉しむ、オーガ
ニックコーヒーとサンドウィッチ
のカフェです。サンドウィッチ
をはじめとする食材も、可能な
限り旬のオーガニックのものを
使い、調理に使うすべてのもの
を化学調味料・保存料など無
添加にするようにしております。

TEL 0766-30-2924
射水市八幡町 1-20-13
無し
39 席
10:30 〜 22:00

39

かぐや

射水

150

海鮮料理

かじやばし

滑川市吾妻町 426 市民交流プラザ 4F
無し
82 席
11:30 〜 22:00

152

てっぱん居酒屋

153

焼肉

ブッチャー食堂

居酒屋

居酒屋

うちわ

飲
食
店

滑川市辰野 1362（公園通り）
無し
37 席（カウンター／小上がり）
17:00 〜 0:00

滑川

154

滑川

割烹

割烹

希少部位が食べられるお肉屋
さんが経営するお店です。当
店では
「宮崎牛」
「宮崎和牛」
「飛
騨牛」の中から厳選した黒毛
和種を安心安全にご提供して
います。ぜひお待ちしておりま
す！

155

滑川

まるさん

TEL 076-475-0391

あらき

保存料、化学調味料を一切使
用せず、天然素材の味を生か
し、富山の魚を中心に昆布と
鰹節の出汁を基本にした和食
を提供しています。富山の味
「ほ
たるいか沖漬け」を日本酒と一
緒にいかがですか？

TEL 076-476-0101

滑川市常盤町 181-17
無し
30 席
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 22:00

滑川

居酒屋

まるさん特製の秘伝の味噌ダ
レのアツアツ鉄板料理をご賞
味ください！個室は 1 部屋限り
のご用意ですので、ご予約の
際はお早めに♪お気軽にお問
い合わせ下さい。

TEL 076-476-1729

創業 100 年以上の老舗鮮魚店
直営として、滑川漁港捕れたて
の旬の新鮮な魚と食材で彩っ
たお客様のための特別なコース
をご提供しています。
「穴子天
丼」は 2 匹の穴子がそのまま丼
にのった、ボリューム満点、食
べ応え十分のおすすめの一品。

TEL 076-476-5511

滑川

北陸産の銘柄鶏と豚肉を使っ
た焼鳥をメインにしています。
少し甘辛い醤油だれと、甘み
のある岩塩のどちらかで提供し
ております。お近くの際はぜひ
お立ち寄りください。

店内が全部小上がりの純和風
の佇まいのお店です。麺、ご
はん、肴すべてが本物。店主
が旨いにこだわる店。昼は麺
類や丼物、夜は居酒屋。二郎
系ラーメンもあります !

射水市戸破宝町 1418-1
無し
41 席（カウンター／座敷）
11:00 〜 15:00 ／ 18:00 〜 0:00

カフェ

ちょんた 3・9

滑川市常盤町 1362-7-2
無し
20 席（カウンター／テーブル）
17:30 〜 23:00

TEL 0766-57-8882

射水市三ケ 471-4
無し
69 席
17:00 〜 0:00

居酒屋

TEL 076-475-0139

射水市下若 75-1
無し
33 席（カウンター／テーブル／座敷）
11:30 〜 14:30 ／ 17:00 〜 0:00

射水

151

「旨い肉をお安くお客様に」を
モットーに信頼する精肉店と
タッグを組んだ、肉料理の居
酒屋です。こだわりの炭火焼き
と串焼きでみんなを幸せにした
い！

備長炭でじっくりと焼き上げる
「やきとり」をお手頃な価格で！
手頃な価格の秘訣は、精肉店
時代に築いた、独自の仕入れ
ルート！自宅で「やきとり」を楽
しみたい際には、テイクアウト
も OK。大人数も対応できます !

149

射水

TEL 0766-30-2990

射水市立町 3-15
無し
48 席（カウンター／テーブル／座敷）
16:00 〜 22:30

147

げん太

滑川市上小泉 1841
無し
20 席
17:00 〜 21:00

滑川

156

居酒屋

居酒屋工房

仕事帰りにまずは一杯、ほろ
酔いセット。カウンターでお隣
さんと気さくに会話を楽しみま
せんか ?「うちわ」では水割り
に滑川の海洋深層水を使用し
ております。

がってん

滑川

「滑川で 2 番目に美味しい」コ
ラーゲンたっぷり !! 海洋深層
水入りもつ鍋はにんにく・しょう
がが利いていてスタミナ満点料
理です。
「もつ」がとてもクリー
ミーで何度も食べたくなる味。

TEL 076-476-1555

TEL 076-476-2067

滑川市常盤町 181-36（公園通り）
無し
30 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 14:00 ／ 17:30 〜 0:00

滑川市田中町 432
無し
36 席
17:00 〜 23:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

40

157

割烹

大衆割烹 喜安

滑川

158

居酒屋

名古屋の金ちゃん

旨い酒と美味しい魚を食べに来
られ！富山湾の新鮮な魚を厳
選してご提供している絶品料理
のお店。是非気の合う仲間と
ワイワイ楽しいひとときをお過
ごしください。

飲
食
店

TEL 076-475-1252

まちかどイタリアン frontale

160

まんてん

旬のものや鮮度の良いものに
こだわったイタリアンのお店。
子供連れでも年配の方でも誰
もが入りやすくアットホームな
雰囲気です。気軽にイタリアン
を満喫してください。

TEL 0765-32-3555

161

魚津

Rigoletto

名店の味を継承するイタリアン
と、豊富なワインで魚津の夜
はいかがですか？イタリアンの
巨匠・片岡護氏の下で修業を
積んだオーナーシェフの確かな
腕が光る、魚津駅前のトラット
リア。

TEL 0765-24-7114
魚津市上村木 1-11-6
無し
30 席
18:00 〜 0:00

41

165

162

越中五色

ふうぶつし

魚津

魚津

悠

166

TEL 0765-32-3065
魚津市釈迦堂 1-14-17 農協会館 1F
13 日
28 席（カウンター／座敷）
17:00 〜 0:00

寿司割烹

万両

恵まれた米・水・魚。心を込めて
握ります。ブリに白エビ、ホタル
イカ・ズワイガニ、
岩ガキ。地酒も、
日本酒から焼酎まで…。季節ご
とに、富山の「旬」が味わえます。
お口がほころぶ、笑顔が飛び交
う、
「寿司・割烹 万両」で富山・
魚津の味を満喫して下さい。

TEL 0765-24-7796
魚津市釈迦堂 1-15-2 丸の内ビル 1Ｆ
13 日
32 席
11:00 〜 14:00 ／ 17:00 〜 23:00

居酒屋

やきとりの名門秋吉

定番料理を斬新に！上品な雰
囲気が漂う店内で、地魚を中
心とした料理を。富山の旬の
魚にこだわった自慢の一品を
お楽しみください。仕事帰りや
女子会などで気軽に足を運ん
で下さい。

飲
食
店

魚津

割烹

大自然に囲まれた漁師町『魚
津』で四季折々の恵みを楽しく
味わえます。魚介、山菜、野
菜や狩猟肉、清らかな水から
醸される地酒とワイン。地元の
職人の手で造られたワンランク
上の空間で富山の『食』を気
軽に楽しんでください。

167

三三五五

魚津市釈迦堂 1-14-17
無し
74 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 1:00

魚津市釈迦堂 1-15-20
13 日
30 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:30 〜 23:00

居酒屋

魚津ダイニング

TEL 0765-24-5262

日本料理

四季料理

魚津

居酒屋

落着いたモダンでお洒落な空
間で、この土地でしか出会え
ない幸せを皿に。丁寧に料理
された新鮮な富山の幸をご堪
能ください。深夜 1 時まで営業
しております。

TEL 0765-24-5980

魚津市駅前新町 10-3
無し
24 席
17:30 〜 0:00

イタリアン

164

地元でとれた朝どれのキトキト
の魚を使い、美味しく体に優し
いお料理を。水、米、魚、肉、
卵、油、調味料全てにこだわっ
て自慢のお料理をご用意してお
りますのでぜひ、一度お寄りく
ださい。

「安い、美味いをモットー」の
和食 & エスニック料理の居酒
屋。お肉屋さんがオーナーだ
からお肉が美味いのは当たり
前です！お肉屋さんの手作りコ
ロッケは 1 個 50 円です！

TEL 0765-24-7332

魚津市上村木 1-2-11
無し
22 席
18:00 〜 23:00

海風亭

魚津市釈迦堂 1-13-5
無し
30 席（カウンター／テーブル／座敷／個室）
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 21:00

魚津

居酒屋

魚津

日本料理

TEL 0765-22-7303

滑川市田中新町 21
無し
35 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:00 〜 0:00

魚津

イタリアン

163

中滑川駅のすぐそばで美味し
い手羽先を食してみませんか ?
アットホームは雰囲気の中で、
美味しい名古屋飯を楽しんで
いただけます。手羽先とビー
ル、これに勝るものはありませ
ん！！

TEL 076-476-0147

滑川市中川原 74
無し
33 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:00 〜 23:00

159

滑川

魚津

168

小さか

居酒屋

本格炭火やきとり

職人が匠の技で一本一本丁寧
に焼き上げています。安い、旨
い、早い！！焼鳥を食べるなら
秋吉へ。気取らず気軽に家族
や友人とビールと焼鳥で乾杯し
ましょう。

魚津

笑月

青森産「あべどり」を使用した
鶏料理が自慢の店。無農薬飼
料で育った新鮮・安全な鶏肉
を備長炭でじっくり焼き上げ、
秘 伝のタレが冴える「やきと
り」は絶品！！飲み放題もあり
ます！

TEL 0765-24-0022

TEL 0765-24-7080

魚津市新金屋 2-2-10
無し
88 席
16:30 〜 23:30

魚津市釈迦堂 1-2-25
13 日
22 席
17:30 〜 0:00

【ページの見方】
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大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業
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169

魚津

中華

台湾美食

170

いろは

旨みを引き立てられた美味しい
台湾料理がリーズナブルに食べ
られます！超お得な食べ飲み放
題プランは料理 85 種類＋ドリ
ンク 75 種類の中から好きなモ
ノを好きなだけ選べて、激安
の一人様 3，480 円！！

飲
食
店

TEL 0765-24-4688

171

黒部市三日市 807 平野ビル 1F
無し
30 席
17:00 〜 0:00

黒部

カフェ

安い！うまい！当店は “ ふつう ”
の居酒屋さんです！！季節の旬
な魚、刺身（地物）を用意して
います。サラダ、揚げ物、その
他メニュー盛りだくさん。きっ
と満足して頂けると思います！

TEL 0765-54-1139

魚津市釈迦堂 1-15-15 M-2000 ビル 1F
無し
36 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:00 〜 5:00

カフェ & セレクトグッズ 花いかだ

172

TEL 0765-32-5941

北洋の館

黒部市生地芦崎 330
無し
24 席
10:00 〜 17:00

黒部

中華

藍菜坊

女性を魅了するスタイリッシュ
な中華が人気です。地元黒部
の野菜や魚介類を主に使った
お料理を提供しております。小
さいお子様とご一緒でも安心し
てお利用いただけます。

TEL 0765-54-5022
黒部市天神新 353-1 ホテルアクア黒部 1F
無し
40 席
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 21:30

中水産の古い木造倉庫を利用
したギャラリーカフェと、地元
名産品を取り扱うお店です。洋
上凍結した新鮮な「恵比須サ
ンマ」の加工販売をはじめ、た
くさんの商品をご用意してお待
ちしております。

TEL 0765-56-9138

黒部市三日市 3137 くろべハートフル館 1F
13 日
20 席
10:00 〜 18:00

173

黒部

カフェ

黒部市の喫茶店とセレクト食
品・雑貨の店。移りゆく季節を
感じる、地元の人たちの憩い
の場。オリジナルコーヒーをは
じめ、カプチーノやフルーツ甘
酒などバラエティに富んだ飲み
物を提供します。

43

黒部

居酒屋

174

居酒屋

酒場

音次郎

入善

落ち着いた温かみのある雰囲
気の店内で美味しい手料理を
日本 酒・焼 酎 で 一 献どうぞ。
仲間とワイワイでもお一人様で
も。入善においでの際は、ぜ
ひお立ち寄りください。

TEL 0765-74-2383
下新川郡入善町入膳 7099-1
13 日
25 席
19:00 〜 LAST

1

寿司

とやま鮨

富山駅前店

富山駅前

2

寿司／割烹

四六八ちゃ

富山駅より徒歩 2 分♪富山のき
ときとな鮮魚をお召し上がり頂
ける回転寿司です。富山の地
魚、地酒、店内内装も富山の
素材に拘りました。富山の幸を
存分にご賞味ください。

寿
司

TEL 076-431-5448

寿し晴

4

富山駅から徒歩 10 分ほど。ビ
ルの 2 階に小さなお店がひっ
そりあります。人気はバイのた
たき、うなぎ、白エビ。店内は
混み合いますのでご来店の際
はお気軽にお電話ください。

TEL 076-441-5853

廻る富山湾 すし玉 富山駅店
富山駅直結、行き帰りにぜひ
当店へ！！漁港直送こだわりの
活きのいいネタを最高の味で
ご提供いたします。四季折々の
海の幸をさらにおいしく、旬の
時期にお楽しみ下さい。すし玉
こだわりの寿司をぜひご堪能
下さい。

TEL 076-471-8127
富山市明輪町 1-220 きときと市場 とやマルシェ
無し
38 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 21:00

45

すし 琉之輔

富山駅前

6

寿司／割烹／居酒屋

炙庵とやま鮨

8

9

TEL 076-433-8218

桜木町

寿司

寿し処 佐々木

10

TEL 076-432-8780
富山市桜町 1-3 ダイワロイネットホテル富山駅前 1F
無し
122 席（カウンター／テーブル／個室）
17:00 〜 23:30

桜木町

寿司

すし健

富山駅から徒歩 7 分。
「美味し
いものを少しずつ」をモットー
に、真心のこもったおもてなし
料理を。店主の巧みな包丁さ
ばきを楽しみつつ、ゆったりと
上質な時間を過ごすことがで
きます。21 時以降は要予約の
上、ご来店下さい。

11

寿
司

富山市総曲輪 1-1-14
無し
12 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 23:00

店内は禁煙。
大会期間中はコー
スのみ、要予約となります。※
大会期間中の特別コース 主
人のお任せ富山湾コース 8,000
円（税別）／個室利用 10,000
円（税別）＋お飲み物別料金

TEL 076-432-4493

富山市総曲輪 1-6-11
13 日
16 席（カウンター／テーブル）
17:30 〜 23:30

地元の方たちが「富山といえば
ここ」と連れてくる場所。富山
県産食材にこだわった、お寿
司 & 山海の幸の炙り焼きが自
慢ですのでぜひ堪能してくださ
い。

鮨一番

地産地消！富山湾の新鮮な旬
地魚を心を込めて握ります。時
期によって様々な魚が獲れる
富山県、旬の魚を毎日吟味し
てお客様にお出ししています。
富山湾の幸を是非ご賞味くだ
さい。

TEL 076-431-6788

富山駅前

桜木町

寿司

魚は毎日、地元漁師より直送！お手
頃な価格でご提供できるよう努めて
おります。白エビ、ホタルイカ、紅
ズワイガニ、ブリ、のど黒など、き
ときとのお寿司や富山ならではのメ
ニューをご用意して、お待ちしてお
ります。1F が個室・2F が大広間で
少人数から団体まで対応可能です !

旨い寿司と地 酒が楽しめる、
富山駅にも近い大人の隠れ家。
地酒を中心に日本酒も充実。
主人自慢の新鮮な握りを雰囲
気のある店内でぜひお楽しみ
ください。

富山市桜町 1-3-11 AI ビル 2F
13 日
27 席（カウンター／座敷）
11:30 〜 14:00 ／ 17:30 〜 1:00

富山駅前

寿司

花より魚

富山市新富町 2-1-4
無し
88 席（テーブル／座敷）
17:00 〜 2:00

TEL 076-444-8887

富山市内幸町 9-2 オレンジビル 2F
13 日
17 席（カウンター／小上がり）
18:00 〜 2:00

5

寿司

富山駅前

寿司／居酒屋

TEL 076-471-7015

富山市桜町 2-1-10 陽光堂ビル B1F
13 日
40 席（カウンター／座敷／個室）
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 23:30

富山駅前

寿司

7

北陸の新鮮なお魚を楽しく味
わう寿司割烹。四季折々の富
山湾の海の幸をお寿司やお造
りでどうぞ。また富山の地酒
を豊富に取り揃えておりますの
で、ぜひご一緒に楽しみくださ
い。

TEL 076-442-1468

富山市桜町 1-4-9-1F
無し
28 席（カウンター／テーブル）
11:30 〜 21:00

3

富山駅前

富山駅前店

富山市桜木町 8-15
13 日
32 席（カウンター／テーブル／個室）
17:00 〜 22:00

桜木町

寿司／居酒屋

とわだ

12

寿司／居酒屋

寿司居酒屋こざる

「とわだ」では新鮮さと安さを
追及して、水揚げされたばかり
の新鮮な魚介を、お手頃価格
でご提供しております、たっぷ
りご堪能ください！また全国の
希少なお酒を多数取り揃えて
おります。大会期間中はお昼か
ら営業しております。

総曲輪

落ち着いた雰囲気の店内で、
富山湾の朝どれ魚介をどうぞ
お召し上がりください。居酒屋
メニューからお寿司まで豊富な
品揃え ! 本格的なお寿司をご
堪能下さい。お待ちしておりま
す。

TEL 076-442-7006

TEL 076-493-5515

富山市総曲輪 1-4-3 桜木町レストタウン 2F
13 日
26 席（カウンター／座敷）
12:00 〜 2:00（大会期間特別営業）

【ページの見方】

富山市常盤町 1-46 フロンティアビル 1F
無し
52 席（カウンター／テーブル／座敷）
11:30 〜 14:00 ／ 17:30 〜 23:00

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

46

13

寿司

寿司栄

総曲輪店

総曲輪

14

幅一

昭和 23 年創業「寿司栄」で
富山の寿司をご堪能ください。
お寿司をおいしく食べて頂く為
に、アルコール類は一切置い
ておりません、煙草もご遠慮
いただいております。またお席
のご予約は不可となっておりま
す。

寿
司

TEL 076-421-7035

美乃鮨

16

TEL 076-422-3034

えび寿し

17

寿司正

当店は千石町通り商店街の中
にあり、庶民的な値段で美味
しい魚たちを提供しております。
寿司ばかりでなく焼き物、揚
げ物などの一品料理も多数ご
ざいます。
（要予約が必要です。
）

TEL 076-421-3860
富山市一番町 4-29
13 日
34 席（カウンター席／座敷）
11:00 〜 13:30 ／ 17:00 〜 0:00

47

21

寿司

寿司栄

18

寿司／居酒屋

すし居酒屋

大海

郊外

富山市千石町 3-7-20
無し
65 席（カウンター／座敷／個室）
17:00 〜 23:00

とやま鮨

郊外

22

寿司

寿司栄

掛尾店

郊外

富山の幸を最大限に生かした
握りをどうぞ。定番のメニュー
はもとより、メニューにない注
文にもできる限りお応え致しま
す。お席はカウンター、小上り、
個室のご用意ございますので、
シーンに合わせてご利用くださ
い。

TEL 076-492-3535
富山市掛尾町 285-1
無し
34 席（カウンター／座敷／個室）
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 21:30

郊外

寿司

寿
司

富山市秋ケ島 30 富山空港ターミナルビル 1F
無し
28 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 20:00

ゆったりを落ち着いた雰囲気
の中で、おまかせ寿しを中心
に、その日の一品料理を厳選
してお出ししております。一味
違う満足感を味わいたい方、
是非一度ご来店下さい。ご来
店の際はお電話にてご予約く
ださい。

23

富山空港本店

TEL 076-428-0070

富山市太郎丸西町 2-7-1
無し
19 席（カウンター／小上がり）
12:00 〜 14:00 ／ 17:00 〜 21:00

富山湾の新鮮な幸を味わえる
居酒屋「大海」
。お品書きの内
容は毎日変わり、刺身で味わ
える魚介の名がズラリ！富山の
美味い魚を堪能しにいらしてく
ださい。要予約でお願い致し
ます。

TEL 076-425-0775

華やぎ

郊外

寿司

空港内にある、著名人も多く訪
れる、富山湾の【旨い】が揃
う回転寿司です。富山の地魚、
地酒、店内内装も富山の素材
に拘りました。富山の幸を存分
にご賞味ください。

TEL 076-411-7717

富山市豊川町 2-13
無し
48 席（カウンター／小上がり／個室）
17:00 〜 0:00

総曲輪

寿司

20

あの「美味しんぼ」に登場した
お店です。富山自慢の新鮮な
海の幸をごゆっくりご堪能いた
だけます。ランチも営業してお
ります。ご来店前にはお気軽
にお電話ください。

昭和 37 年創業。店主が吟味
した、新鮮なネタをひとつひと
つ真心込めて握ります。富山の
老舗で美味しいお寿司と季節
のお魚を揃えてお待ちしており
ます。

TEL 076-423-6063

富山市丸の内 2-3-4
13 日
29 席（カウンター／個室）
11:30 〜 14:00 ／ 17:30 〜 21:00

松乃寿司

富山市山室 123-2
無し
75 席（カウンター／テーブル／小上がり／座敷）
12:00 〜 14:00 ／ 17:00 〜 22:00

総曲輪

寿司

東京目黒で創業。富山湾が育
む季節の魚を伝統の技による
「仕込み」と「技」は、富山の
地魚の旨みを最大限に引き出し
ます。謙虚さと真心がこもった
極上のおもてなし料理をご堪能
ください。

郊外

寿司

TEL 076-421-1250

富山市総曲輪 2-8-22
13 日
22 席（カウンター／テーブル／座敷）
18:00 〜 22:00

総曲輪

寿司

19

気軽に立ち寄れる寿司居酒屋
で、一品メニューも多くご用意
しております。もちろん旬の食
材で握った自慢のお寿司もつ
まんでいただきながら、カウン
ターでお 1 人様でも良し、仲間
で過ごすのも良しです。〆は寿
司で富山を味わってください !!

TEL 076-422-2100

富山市総曲輪 2-8-22
無し
12 席（カウンター）
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 21:00

15

総曲輪

寿司／居酒屋

24

廻る富山湾 すし玉 富山掛尾店

寿司

回転寿司

シャリ、塩、甘ダレ、味噌、醤油、
魚。漁港直送こだわりの活き
の良いネタを最高の味でご提
供いたします。四季折々の海の
幸をさらにおいしく、旬の時期
にお楽しみ下さい。すし玉こだ
わりの寿司をぜひご堪能下さ
い。

とらふぐ

郊外

個室で食べる。気楽でゆった
り「回転寿司とらふぐ」
。プライ
ベート空間を重視した個室 &
北陸初の配膳システムで新鮮
で美味しいお寿司を心ゆくまで
堪能できます。

TEL 076-491-1897

TEL 076-461-3372

富山市掛尾栄町 5-8
無し
50 席（カウンター／ボックス）
11:00 〜 21:30

富山市太郎丸西町 2-6-14
無し
120 席（全て半個室／個室最大 20 名）
11:00 〜 15:30 ／ 17:00 〜 21:30

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

48

25

寿司／割烹

四六八ちゃ

桜木町店

桜木町

26

奴鮨

北陸の新鮮なお魚を楽しく味
わう寿司割烹。富山ならでは
の海の幸を是非、お造りやお
寿司にてお召し上がりくださ
い。美味しい地酒を多数ご用
意してお待ちしております。

寿
司

TEL 076-444-1468

きよ水

28

亀寿司

毎朝、市場で直接セリおとさ
れた魚がならぶ網元が営む寿
司屋！！実家が魚屋と網元を営
んでいるため、毎朝新鮮な旬
の魚が入ります。個人からグ
ループまで気軽に利用いただ
けます。部屋は最大 20 名まで
収容可能！

TEL 0766-72-2511

29

松葉寿司

30

旬の氷見の魚を堪能し満足し
ていって下さい。お座敷でゆっ
たりとお寿司を楽しめるお店。
安定価格だから安心！昼・夜と
も同じ価格でにぎりをご提供さ
せていただきます。

TEL 0766-72-0266
氷見市丸の内 7-21
13 日
20 席
11:30 〜 13:30 ／ 17:00 〜 21:00

49

氷見

朝日

33

氷見市朝日本町 7-9
無し
16 席（カウンター／座敷）
16：00 〜 23：00

滑川

寿司

小杉

和み

34

小政寿司

魚津漁港を中心とした新鮮な
旬の地魚を堪能できます。ブ
リ大根など一品料理も豊富に
取り揃え、お酒の種類も充実。
平日は朝 4 時 30 分までの営
業なので、お客様は深夜に立
ち寄り寿司を味わうことも可能
です。

TEL 0765-22-5383
魚津市上村木 1-6-9
無し
48 席
11:30 〜 4:30

魚津

寿司

太助鮨

魚津

寿司

数年前に老舗の寿司屋を若手
の職人が引き継ぎリニューアル
オープンしました。富山湾らし
い、寒ぶりや白えびなどのネタ
はもちろん厳選したものをご提
供しています。ぜひご賞味くだ
さい。

35

寿
司

射水市手崎 1213-6
無し
56 席
11:00 〜 21:00

氷見市にある氷見駅付近の寿
司屋さん。氷見の魅力が伝わ
るように心をこめて美味しいお
寿司をお作りします。富山湾の
海の幸をとことん堪能していっ
てください！

TEL 0766-72-4327

旭寿司

TEL 0766-55-3200

滑川市常盤町 1095
無し
42 席（カウンター／テーブル／個室／座敷）
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 21:00

寿司

射水

寿司

きときとな地元の魚をご堪能あ
れ ! 握りはもちろん、格安でふ
ぐ尽くし、カニ尽くしのフルコー
スも楽しめます。富山湾の恵み
を楽しみたい方、お気軽にお
越し下さい。

TEL 076-475-8048

氷見市本町 5-26
無し
13 席
15:00 〜 22:00

氷見

寿司

32

氷見のお米と氷見の魚で握り
を提供する店です。醤油だけ
でなく、他の味でめし上がるこ
とも出来ます。地元の新鮮な
地魚のおまかせにぎりやおつま
みもあります。お待ちしており
ます！！

昭和 53 年創業の氷見のおいし
さを知り尽くした旬の味を堪能
できるお寿司屋さんです。氷見
漁港で毎朝仕入れた旬の魚を
使い、寿司はもちろん焼き物、
煮物、小鉢などでも新鮮な味
がお楽しみいただけます。

TEL 0766-74-3310

氷見市中央町 8-22
無し
40 席（カウンター／個室）
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 21:00

すし屋の城光

氷見市間島 1-50
無し
8 席（カウンター）
11:30 〜 22:00

氷見

寿司

氷見

寿司

TEL 0766-72-6167

小矢部市小矢部町 2-17
無し
20 席（カウンター／小上がり）
11:00 〜 14:00 ／ 17:00 〜 0:00

氷見

寿司

31

小矢部と魚のことなら何でも聞
いてかれ ! こだわりの魚でひと
つひとつ心を込めて握ります。
海鮮ちらし 1,700 円もオススメ
です。ぜひ一度お立ち寄りくだ
さい！

TEL 0766-68-0654

富山市桜木町 7-11 マツモト第 7 ビル 1F
13 日
32 席（カウンター／座敷）
17:00 〜 0:00

27

小矢部

寿司

36

入善

寿司

新橋

魚津駅すぐ近く。魚津漁港直
送の新鮮なネタを楽しめます。
お米は太助鮨のネタに合う様
に契約農家に作ってもらう太助
鮨専用米を使用しています。厚
みのある新鮮なネタとふわっと
崩れるシャリを体感してくださ
い。

入善町の深層水仕込み牡蠣が
味わえる料亭。貸切宴会では
50 名様まで対応できます。ご
予算ご要望などございました
ら、お気軽にご相談ください。
※深層水仕込みカキをお召し
上がる場合は前日までに要予
約。

TEL 0765-24-7357

TEL 0765-72-0048

魚津市駅前新町 1101
無し
16 席
17:00 〜 22:00

下新川郡入善町入膳 7683
無し
20 〜 50 席対応可能
11:30 〜 23:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

50

1

富山駅前

スナック

CLUB NEO 寧桜

2

アットホームなスナックです。
人気店のため、電話予約お願
いします。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-432-1525

富山市桜町 2-1-12 TS ビル
13 日
ボックス 20 席
19:30 〜 1:00

富山市桜町 2-1-14 夜光城ビル１Ｆ
13 日
カウンター 9 席／ボックス 10 席
20:00 〜 1:00

富山駅前

スナック

スナック

ユミ

4

富山駅前

スナック

Snack Ohana

富山駅から徒歩 3 分。多国籍
の女性が大人の空間にてお待
ちしております。

かわいいスタッフがお待ちして
います〜♡

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-442-2440

ナ
イ
ト

TEL 076-471-5545

富山市桜町 1-3-11 AI ビル 1F
13 日
カウンター 8 席／ボックス 21 席
20:00 〜 1:00

5

マロン

全席ＢＯＸで素敵なキャストが
ドレスで楽しませてくれます。
事前予約で時間と人数くださ
い。お待ちしております。

TEL 076-411-9890

3

富山駅前

スナック

富山市新富町 1-3-9
13 日
カウンター 10 席／ボックス 14 席
19:00 〜 1:00

富山駅前

スナック

イザックレイミー

6

桜木町

スナック

IVY

気さくなママが笑顔で迎えてく
れます！！おばんさいも手作り
で美味しいと評判です。

若いスタッフが多いのが特徴、
みんなでワイワイと楽しみたい
方はぜひ来てください。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-471-8751

TEL 076-431-8920

富山市桜町 2-6-20 福澤ライオンビル 2F
13 日
カウンター 10 席／ボックス 8 席
20:00 〜 2:00

【ページの見方】

富山市総曲輪 1-2-20 桜木町センタービル 2F
13 日
カウンター 8 席／ボックス 12 席
20:00 〜 0:00

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

52

7

桜木町

スナック

風立ちぬ

桜木町

スナック

きゃ羅

14

スナック

パントルージュ Candy

桜木町

毎日元気いっぱいに営業中♪
カラオケもあり、みんなで一緒
に盛り上がれるアットホームな
お店です。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-439-0077

桜木町

スナック

Ｄ o きらら

TEL 076-433-2160

富山市桜木町 12-1 中央ホールビル 1F
13 日
カウンター 6 席／ボックス 25 席
20:00 〜 2:00

10

桜木町

スナック

久遠

カラオケがなく、ゆったりとし
た空間で落ち着いて飲んでい
ただけるお店です。皆様のお
越しをお待ちしております。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-442-8355

くらくら

12

CLASS

桜木町

クラブ

司

16

17

桜木町

スナック

クリマ

幅広い年齢層の女の子を揃え
ております。気の利いたママと
可愛い女の子が接客してくれ
る富山桜木町らしい良いお店
です。団体室、カラオケブー
ス完備！
※期間中特別料金 60 分 7,000
円、5 名様以上 90 分 6,000 円

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-433-6433
富山市桜木町 7-12 千龍ビル 1F
13 日
カウンター 10 席／ボックス 16 席
20:00 〜 1:00

桜木町

スナック

COCORO

18

桜木町

スナック

スナック早本

カラオケがなく、落ち着いて会
話を楽しめるお店です。ご来
店の際にはご連絡お願いしま
す♪

ＢＯＸメインでゆっくりお飲み
いただけます。ＢＯＸは大人数
も対応可能です。

アットホームな雰囲気で皆様を
お迎えいたします。天使の歌
声を聴きにいらしてください。

明るいママとにぎやかなスタッ
フが和気あいあいと営業してい
ます。ご来店前にはご連絡を
お願いします♪

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-431-2727
富山市桜木町 12-1 中央ホール 1F
13 日
カウンター 10 席／ボックス 16 席
19:00 〜 0:30

TEL 076-433-5030
富山市桜木町 9-8 フレンドビル 1F
13 日
カウンター 6 席／ボックス 23 席
19:00 〜 0:00

ナ
イ
ト

落ち着いた雰 囲 気 のお店 で
ゆっくりとお飲みいただけます。

富山市総曲輪 1-4-29
13 日
ボックス 40 席
20:00 〜 2:00

桜木町

スナック

15

富山市桜木町 8-8 第 1 三愛ビル 2F
13 日
カウンター 10 席／ボックス 10 席
19:00 〜 1:00

TEL 076-431-7276

富山市総曲輪 1-9-11 やま基ビル 1F
13 日
カウンター 6 席／ボックス 15 席
19:00 〜 0:30

桜木町

スナック

TEL 076-441-4677

富山市桜木町 10-20 1F
13 日
カウンター 6 席／ボックス 24 席
18:30 〜 0:30

小人数はもちろん、広い店内
で大人数で楽しく飲むことが
出来ます！

富山市総曲輪 1-2-4 桜木町センタービル 1Ｆ
13 日
カウンター 8 席／ボックス 21 席
20:00 〜 1:00

53

13

ゆったりと落ち着いた雰囲気の
なかで、ピアノの演奏を聴きな
がらゆっくりとお過ごしいただ
けます。

TEL 076-442-5033

11

Corazon

若い子が多く、カラオケ有り、
ゆっくりワイワイもできる店。11
日と12日は臨時営業15：00 〜3：
00 まで！

富山市桜木町 9-4
13 日
カウンター 8 席／ボックス 18 席
19:00 〜 0:30

9

桜木町

スナック

落ち着いた雰囲気のお店です。
ゆっくりとした時間をお楽しみ
ください。

TEL 076-442-2588

ナ
イ
ト

8

TEL 076-444-0608

TEL 076-433-2116

富山市桜木町 6-16 第 3 マツモトビル 1F
13 日
カウンター 6 席／ボックス 20 席
19:00 〜 1:00

【ページの見方】

富山市桜木町 14-6 サンナインプラザ 2F
13 日
カウンター 7 席／ボックス 15 席
20:00 〜 1:00

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

54

19

桜木町

スナック

Cielcarre（シエルキャレ）

20

志摩

親しみやすく飾らない、アット
ホームで落ちつけるお店です。
ぜひお立ち寄りください。

ナ
イ
ト

21

姉妹

Jack,Pot

27

Lounge 美桜

時間がゆったりと流れていくよ
うな落ち着いた雰囲気のお店
で、くつろぎながら美味しいお
酒を楽しんでください。

アットホームな空間と爽やかな
色気で心安らぐひとときを。た
くさんのスタッフでお待ちして
います。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-441-9422

富山市総曲輪 1-2-4 桜木町センタービル 6F
13 日
カウンター 9 席／ボックス 10 席
19:00 〜 1:00

桜木町

スナック

桜木町

スナック

富山市桜木町 12-6 西野ビル 1F
13 日
カウンター 8 席／ボックス 32 席
19:30 〜 1:00

桜木町

スナック

28

Splash（スプラッシュ）

桜木町

スナック

た羅

カラオケは無く落ち着いて飲め
るお店です♪一緒に楽しい時
間を過ごしましょう♪

20 〜 40 代まで、常時 5 〜 6
名の女の子がいます♪幅広い
年齢層のお客様に楽しんで頂
けると思います♪

カウンターには庭がございま
す。ボックスではカラオケをお
楽しみいただけます。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-442-9779

富山市桜木町 8-5 ビックアベニュービル 1F
無し
カウンター 8 席／ボックス 12 席
20:00 〜 1:00

水曜美の朝

TEL 076-441-2113

富山市桜木町 8-8 第一三愛ビル 1F
13 日
カウンター 10 席／ボックス 12 席
20:00 〜 1:00

桜木町

スナック

24

桜木町

スナック

すず

29

富山市桜木町 11-15
13 日
カウンター 6 席／ボックス 20 席
19:00 〜 0:00

桜木町

スナック

月夜花

30

桜木町

スナック

Tomorrow

少数精鋭ですが、落ち着いて
ゆっくり飲めるアットホームな
お店です。一緒に楽しみましょ
う♪

落ち着いた雰 囲 気 の店内で
ゆっくり楽しい時間を過ごして
下さい。ママはゴルフ大好きで
す。

美熟女、少数精鋭で頑張って
おります。よかったらどうぞ！

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

富山市桜木町 6-16 松本第 3 ビル 2F
13 日
カウンター 10 席／ボックス 22 席
19:30 〜 0:30

TEL 076-442-9133
富山市総曲輪 1-2-20 桜木町センタービル 1F-102
13 日
カウンター 8 席／ボックス 10 席
20:00 〜 1:00

ナ
イ
ト

TEL 076-442-2116

富山市桜木町 6-19 第一 KS ビル 1F
13 日
カウンター 6 席／ボックス 20 席
20:00 〜 1:00

オシャレで居心地の良いお店
です。女の子たちもフレンドリー
で可愛い子ばかりなので癒や
されますよ♪

TEL 076-441-5706

55

22

26

初めてでも楽しく過ごしていた
だけるアットホームな雰囲気か
つ若い女性が揃っています。13
日は特別営業致します。

TEL 076-442-0288

23

ストリーム

TEL 076-443-0007

富山市桜木町 7-29
13 日
カウンター 9 席／ボックス 25 席
18:30 〜 1:00

桜木町

スナック

桜木町

スナック

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-431-7686

富山市桜木町 14-12 カルナビル 1F
13 日
カウンター 10 席／ボックス 8 席
20:00 〜 1:00

25

気楽に入っていただけるお店で
す♪ベテランママをはじめ、美
人スタッフがお出迎え致します。
ボックス 20 席完備しているの
で団体での利用も可能です。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-442-3667

桜木町

スナック

TEL 076-442-0717

TEL 076-442-7071

富山市桜木町 9-21 第 2 サンナインプラザビル 1Ｆ
13 日
カウンター 7 席／ボックス 18 席
19:30 〜 1:00

【ページの見方】

富山市桜木町 14-12 TS ビル 1F
13 日
カウンター 8 席／ボックス 20 席
19:00 〜 0:00

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

56

31

桜木町

スナック

ナラーバー

32

桜木町

クラブ

ピース

ゴルフ好きの集まるフレンド
リーなお店です。大会期間中、
開店時間より早くお越しになり
たい場合はお電話でご相談く
ださい。

37

ら☆美優

大人がくつろげる癒しの空間
で皆様のご来店をお待ちして
おります。
※期間中特別料金 80 分 8,000 円

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-441-3535

TEL 076-444-1170

富山市桜木町 8-5 ビッグアベニュー 2 Ｆ
13 日
カウンター 9 席／ボックス 10 席
19:30 〜 1:00

ナ
イ
ト

33

PUSH-b（プッシュ‐ ベー）

桜木町

グランドピアノの生演奏を聴き
ながら、ゆったりとした時間を
お過ごしください。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-431-5735
富山市総曲輪 1-3-10 サンシャインビル 3F
13 日
カウンター 20 席／ボックス 25 席
19:30 〜 0:00

桜木町

スナック

朱鳥羽（あすは）

40

桜木町

スナック

Duo（デュオ）

お料理、おつまみに自信あり！
お酒と楽しい会話と共に。

カラオケがなく落ち着いた店内
で、ゆっくりとお過ごしいただ
けます。

いつでも気軽に立ち寄れるアッ
トホームな空間です♪心からの
笑顔と落ち着いた楽しい時間
をお届けいたします。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-433-7188

富山市総曲輪 1-3-10 サンシャインビル 1F
13 日
カウンター 10 席／ボックス 12 席
20:00 〜 2:00

美加月

TEL 076-443-8720

富山市総曲輪 1-3-21 日の出ビル 1F
13 日
カウンター 10 席／ボックス 10 席
18:00 〜 4:00

桜木町

スナック

36

桜木町

スナック

由井

41

富山市総曲輪 1-2-4
13 日
カウンター 8 席／ボックス 12 席
20:00 〜 1:00

桜木町

スナック

RAAZ

42

桜木町

スナック

Lirio

落ち着いた雰囲気の良いお店
です。是非お待ちしております！

アットホームで楽しく飲みたい
なら RAAZ ♪元 気なスタッフ
が皆様をおもてなし♡さらに
PayPay もご利用出来ます♪

富山で楽しい夜を過ごすなら
間違いなくLirio！！美味しいお
酒を飲みながら、富山ナイトを
楽しんじゃおう。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

富山市桜木町 12-1 中央ホールビル 1F
13 日
カウンター 8 席／ボックス 20 席
19:30 〜 1:00

TEL 076-444-3780
富山市桜木町 14-6 サンナインプラザビル 2F
13 日
カウンター 6 席／ボックス 15 席
20:00 〜 1:00

ナ
イ
ト

TEL 076-441-5663

富山市桜木町 8-22 サンライズビル 1Ｆ
13 日
カウンター 7 席／ボックス 13 席
19:00 〜 0:00

美人なママとスタッフがお出迎
え。気軽におしゃべりを楽しん
でください。落ち着いて飲める
お店です。

TEL 076-433-5022

57

まま家

39

SNACK ルージュ

しっとりと落ち着いたお店で
す！大人の雰囲気で楽しい時
間をお過ごしください！

富山市桜木町 8-5 ビッグアベニュー 1F
13 日
カウンター 10 席／ボックス 20 席
19:00 〜 0:00

桜木町

スナック

スナック

落ち着いた雰囲気の中、初め
てのお客様もゆったりと安心し
て楽しめるお店です。

TEL 076-433-3425

35

34

38

TEL 076-442-3337

富山市総曲輪 1-4-6 YSB ビル
13 日
ボックス 25 席
20:00 〜 1:00

桜木町

スナック

桜木町

スナック

TEL 076-482-3773

TEL 076-432-6556

富山市桜木町 12-5 桜木町プラザビル B1
13 日
カウンター 8 席／ボックス 12 席
20:00 〜 1:00

【ページの見方】

富山市総曲輪 1-2-20 桜木町センタービル 2-205
13 日
カウンター 8 席／ボックス 15 席
20:00 〜 2:00

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

58

43

桜木町

スナック

Ｈ ”click

44

琴月

アットホーム！！

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-444-6969

45

輝 キラリ

50

桜木町

スナック

ポルファボール

スタッフ皆が酒を飲むことが好
きなので盛り上がること間違い
なし！富山のローカル情報に詳
しいかも！

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-432-1045

桜木町

スナック

ピアノ

TEL 076-444-2348

富山市総曲輪 1-3-21 日の出ビル 2F
13 日
カウンター 9 席／ボックス 12 席
20:00 〜 2:00

51

富山市桜木町 12-6 西野ビル 2F
13 日
カウンター 9 席／ボックス 18 席
20:00 〜 2:00

桜木町

スナック

嘉利（かり）

52

スナック

ラウンジしおん

桜木町

前回の全国大会富山大会も経
験しているママが、おにぎりと
ゆで卵をご用意してお待ちして
います。

富山の中心で、南国を味わえ
るスナックです。富山の夜を
ゆっくり過ごしませんか？

カラオケは無いけれど JAZZ を
聞きながら寝ない程度にまった
りしましょう。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-433-7900

富山市桜木町 7-5 フィフティーンハウス 2F
13 日
カウンター 11 席／ボックス 14 席
20:00 〜 1:00

スナック

Luciano（ルチアーノ）

TEL 076-460-0939

富山市桜木町 8-5 ビッグアベニュー 2F
13 日
カウンター 7 席／ボックス 10 席
19:00 〜 0:30

桜木町

48

スナック

スナック AS（アース）

桜木町

53

富山市桜木町 13-14 桜木町中央ビル 1F
13 日
カウンター 4 席／ボックス 15 席
20:00 〜 1:00

桜木町

スナック

Lien

54

桜木町

スナック

葉月

カラオケがなくて落ち着いたお
店です。明るいママのおもてな
しで素敵な時間をどうぞ。

アットホームが売りで、ゴルフ
好きの女の子がそろっていま
す！カラオケもあります！

20 〜 40 代まで幅広い女性を
揃えてます。アットホームなお
店でくつろいで富山 NIGHT を
お楽しみ下さい。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

富山市総曲輪 2-20 桜木町センタービル 3F
13 日
カウンター 9 席／ボックス 10 席
20:00 〜 1:00

TEL 076-433-5430

TEL 076-431-6855

富山市桜木町 12-5
13 日
カウンター 9 席／ボックス 10 席
20:00 〜 2:00

富山市桜木町 8-10 平和ビル 1F
13 日
カウンター 9 席／ボックス 15 席
20:00 〜 1:00

ナ
イ
ト

TEL 076-444-4671

富山市桜木町 14-6 サンナインプラザビル 103
13 日
カウンター 7 席／ボックス 10 席
19:30 〜 1:00

炭酸は別途ですが、20 代のマ
マ、スタッフがお待ちしており
ます！カラオケも歌い放題です
♪ぜひお愉しみ下さい。

TEL 090-2838-0258

59

After You

30 代のスタッフが多いのが特
徴です。幅広いお客様が楽し
んでいただけるお店です。

TEL 076-431-0180

47

46

桜木町

スナック

20 周年迎えました。女の子が
4 人いるアットホームなお店で
す。

富山市総曲輪 1-4-4 グリーンタウン 1F
13 日
カウンター 9 席／ボックス 12 席
20:00 〜 1:00

桜木町

スナック

49

若く元気なスタッフが多いので
どんな世代でも楽しめるお店
です。

TEL 076-433-2335

富山市桜木町 11-10 ふるさとビル 1F
13 日
カウンター 9 席／ボックス 10 席
20:00 〜 2:00

ナ
イ
ト

桜木町

スナック

TEL 076-441-2256
富山市桜木町 12-5 桜木プラザビル 2F
13 日
カウンター 8 席／ボックス 12 席
20:00 〜 1:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

60

55

スナック

EAGLE（イーグル）

桜木町

56

つねざわ

20 代女の子多数！！若くて美人
なママはゴルフが上手く、ゴル
フが好きな方にはオススメな
お店です。素敵な時間を過ご
して行ってください。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-482-3837

57

BENTEN

れいら

TEL 076-441-8870

富山市総曲輪 1-4-14 第 2 松本ビル 1F
13 日
カウンター 5 席／ボックス 20 席
19:30 〜 0:30

桜木町

63

富山市総曲輪 1-4-14 第 2 松本ビル 2F
13 日
カウンター 8 席／ボックス 7 席
20:00 〜 1:00

桜木町

スナック

CLUB COCO

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-442-7119

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-433-0525
富山市総曲輪 1-4-3 桜木町レストタウン 1F
13 日
カウンター 7 席／ボックス 12 席
20:00 〜 1:00

60

ラウンジ

Lounge

まつり

64

ゆったりくつろげる落ち着いた
雰囲気のお店です。ボックス
は 25 名様まで入れますので、
大 人 数 でのご予 約はお早め
に！！

65

Lounge BLUE LABEL

富山市桜木町 1-4-1 サンライトビル 1F
13 日
カウンター 8 席／ボックス 25 席
21:00 〜 3:00

ナ
イ
ト

富山市総曲輪 1-2-13 ザ・ロイヤルビル 3F
無し
80 席
21:00 〜 LAST

桜木町

キャバクラ

clubAZUL

66

桜木町

クラブ

CLUB 蘇州

北陸最大級 １５０名収容可
能、ＶＩＰルーム ６部屋完備、
在籍７０名、是非ご来店お待
ちしております！

楽しく飲み歌いながら中国語
の勉強もできる。明るく親切に
対応いたします。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-482-4440

桜木町

TEL 076-482-4999

富山市総曲輪 1-4-15
13 日
ボックス 28 席
20:00 〜 LAST

桜木町

スナック

団体様大歓迎♪なんと100 名
様まで入れます！富山のきとき
とな女の子がまっとっちゃ〜♪
♪

TEL 076-432-3999

富山市総曲輪 1-5-6 第 2 三愛ビル 2F
13 日
カウンター 9 席／ボックス 30 席
19:00 〜 1:00

落ち着いた雰囲気でゆっくりし
て下さい。

61

TEL 076-432-0586

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

桜木町

桜木町

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

La fʼee de nuit（ラフェドニュイ）

Bar Lounge Pucci

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

落ち着きある綺麗な店舗とハイ
レベルなキャストがお出迎えい
たします。

スナック

スナック

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

落ちついた雰 囲 気 のお店 で
ゆっくりとした時間を。最大 40
名様まで大丈夫です。

富山市桜木町 8-8 第一三愛ビル 2F
13 日
カウンター 8 席／ボックス 16 席
19:30 〜 1:30

62

ジャズを聴きながらお酒と会話
を楽しむ大人のお店です♪

ラウンジ

Lounge

心晴

5 月にオープンしたばかりのお
店です。きれいなお店で、明る
くて元気なママがおもてなしし
してくれます。

TEL 076-464-6422

59

58

桜木町

スナック

落ち着いた雰囲気です。カラ
オケはありませんがスタッフは
気さくな子ばかりで気軽に飲め
ます。

富山市桜木町 7-27 甲ビル 2F
13 日
カウンター 8 席／ボックス 20 席
20:00 〜 1:00

桜木町

スナック

61

入った瞬間、料亭に入ったかの
ような和モダンな内装。気さく
なスタッフと落ち着いた時間を
どうぞ。

TEL 076-433-1128

富山市総曲輪 1-4-12 タウン東洋ビル 1F
13 日
カウンター 8 席／ボックス 8 席
20:00 〜 1:00

ナ
イ
ト

桜木町

スナック

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-433-0906

TEL 076-443-1661

富山市桜木町 11-5 フルサトビル 2・3 Ｆ
無し
ボックス 150 席
20:00 〜 2:00

【ページの見方】

富山市桜木町 7-16
13 日
ボックス 48 席
20:00 〜 LAST

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

62

67

桜木町

クラブ

ちぼり

68

桜木町

キャバクラ

LUIAGUE

北陸一のシャンデリアのもとで
魅惑の夜を。
※ 期 間 中 特 別 料 金 60 分
10,000 円（5 名様以上 90 分）

73

CLUB SEA.side

平日でもカワイイ女の子達の出
勤も多く落ち着きと安らぎをも
たらす癒しの店内にてお客様
をおもてなし致します。

TEL 076-433-6533

富山市桜木町 7-17 ちぼりビル 1Ｆ
13 日
ボックス 75 席
20:00 〜 1:00

ナ
イ
ト

69

キャバクラ

King&Queen

70

クラブ

CLUB 倫乃風

格式も高くなく、ワイワイ楽し
く、くつろげるお店です。是非
ご来店ください！

75

71

キャバクラ

CLUB BIZELE

桜木町で 17 年目をむかえた安
心安全のお店です。美人なキャ
ストを多数そろえてお待ちして
おります。

TEL 076-442-9231
富山市総曲輪 1-4-3 桜木町レストタウン 2F
無し
カウンター 9 席／ボックス 13 席／ VIP2 部屋
20:00 〜 4:00

63

72

キャバクラ

ASIAN CLUB 美ら

富山市桜木町 7-2 ミカド第 2 ビル 1F
無し
ボックス 60 席
20:00 〜 LAST

76

桜木町

キャバクラ

Shadow Creek

当店は 20 代前半から 20 代前
後の女の子が多数在籍してお
り、洗練された空間で美女た
ちと心地よい余韻が残る特別
な夜を演出します。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

77

桜木町

ナ
イ
ト

8 月で 10 周年をむかえた安心
安全のお店です。キャストの年
齢層の幅が広く、どの年齢の
お客様もきっと楽しんでいただ
けます。

TEL 076-442-0006

富山市総曲輸 1-3-20 新港ビル
13 日
ボックス 35 席
18:00 〜 LAST

南国沖縄をコンセプトにゆっ
たりおくつろぎいただける 2 階
建てツーフロアの大型クラブ☆
キャスト、スタッフ共に最高の
ホスピタリティで楽しいお時間
をお約束いたします !

TEL 076-471-5963

桜木町

TEL 076-411-4788

富山市桜木町 6-10 プレイドールビル 3F
13 日
ボックス 60 席
20:00 〜 LAST

桜木町

富山市総曲輸 1-4-16
無し
ボックス 90 席
20:00 〜 LAST

club Nao 直

可愛い女の子が多数出勤して
おります。キャストの質からサー
ビスまでワンランク上のお店作
りに徹底してこだわりました。

TEL 076-431-6616

富山市総曲輪 1-2-13 ザ・ロイヤルビル 1F
無し
ボックス 40 席
21:00 〜 LAST

TEL 076-432-5963

クラブ

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-471-5559

CULB AZITO

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

富山市桜木町 12-1 中央ホールビル 3F
13 日
ボックス 60 席
20:00 〜 LAST

桜木町

桜木町

キャバクラ

北陸エリア屈指の集客力を誇
る超人気店☆贅を極めた空間
とハイレベルなキャスト♡さら
に当店が誇る 2 つのカラオケ
VIP ルームは是非お試しいただ
きたいです。特別な夜をお約
束いたします。

TEL 076-433-8078

富山市桜木町 7-17 ダイヤモンドビル B1F
13 日
ボックス 40 席
20:00 〜 LAST

桜木町

74

落ち着いた雰囲気で楽しめる
空間がココにはあります。VIP
ルームも完備しており団体様に
もオススメの店舗となっており
ます。

いいがになっとる!!
60
分 5,000円仕切りOK

TEL 076-441-7080

桜木町

クラブ

富山市総曲輪 1-5-6 三愛第二ビル 4 Ｆ
無し
ボックス 35 席、VIP1 部屋
20:00 〜 4:00

桜木町

キャバクラ

alba

78

総曲輪

ＢＡＲ

シンクエンタ・ウノ（51）

北陸エリアでも屈指の優良店。店
内の雰囲気は広々としてお客様の
過ごしやすい雰囲気になってます。
在籍キャストの数も富山トップレ
ベルで、常時出勤人数も富山トッ
プレベルの出勤率で様々なタイプ
の子に逢えるので貴方好みのキャ
ストが必ず見つかるはずです！！

「日常」から「非日常」へ・・・
その扉を開けると素敵な空間
があなたをお待ちしております。

TEL 076-442-1181

TEL 076-491-4051

富山市桜木町 7-5 フィフティ−ンハウス 3F
13 日
ボックス 13 席× 40 名
20:30 〜 1:00

【ページの見方】

富山市荒町 5-4 寺島ビル 2F
無し
14 席（カウンター）
19:00 〜 3:00

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

64

79

ＢＡＲ

ユメサカバル ロジウラ

総曲輪

80

ＢＡＲ

TOWSER（タウザー）

富山の新スポット、あまよっと
横丁のカクテルスタンド。ワイ
ンとカクテルと出逢い有り。

総曲輪

ナ
イ
ト

81

ＢＡＲ

Dining&Bar SHARE

82

Lounge Bar HARVEST

83

ＢＡＲ

PUB POT STILL

富山でギネスビールの生を飲
むならポットスティル。英国の
パブをそのまま再現したような
内観で、ダーツやビリヤードも
楽しむことができるのが魅力。

TEL 076-433-3347
富山市桜町 2-3-27 開ビル 2F
無し
40 席（カウンター／テーブル）
19:00 〜 2:00

65

84

みやた

TEL 076-431-5677
富山市桜町 2-3-34
無し
44 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 2:00

ＢＡＲ

Gourmet&Bar Venz

高岡

88

レンガ造りでしっくりと落ち着
く。物知りマスターは雑学も豊
富なので、お酒の話だけでな
く色々な会話を楽しめます。

89

COCKTAIL ＆ SHOT EVE

胡々哉亭

TEL 0766-25-5014
高岡市末広町 1023 都ビル 2F
無し
47 席
19:00 〜 6:00

90

ＢＡＲ

BAR

バーで一杯。長芋のお好み焼
き等、サイドメニュー豊富。

TEL 076-444-6855

TEL 0766-24-6656

富山市桜町 2-6-8 T.ONE ビル 2F
無し
22 席
18:00 〜 0:30

高岡市末広町 42-2 宮田ビル 3F
無し
20 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 2:00

ナ
イ
ト

お洒落な雰囲気でカクテル。
豊富なお酒が揃ってます。

高岡

ＢＡＲ

高岡

ＢＡＲ

ダンディーなマスターが創るカ
クテルは最高です。

高岡市御旅屋町 80-12
13 日
13 席（カウンター／小上がり）
20:00 〜 4:00

富山駅前

ＢＡＲ

Quercus（クエルクス）

美味しいワインと各種お酒、そ
れに合う料理をご用意してお待
ちしております。是非お越し下
さい。

TEL 0766-24-0583

富山市新桜町 2-25 クイーンズビル 2F
13 日
30 席（カウンター／テーブル）
20:00 〜 4:00

富山駅前

87

富山駅前

ＢＡＲ

マイルスを聴け！

ゆったりくつろげる大人の隠れ
家。
こだわりのおつまみとお酒。
貸切 OK。

TEL 076-482-4514

富山市内幸町 1-14 内幸ビル C 館 3 Ｆ
無し
42 席（カウンター／テーブル）
19:00 〜 3:00

86

富山市桜町 2-3-24 富山総合ビル 2F
無し
25 席（カウンター）
19:00 〜 3:00

富山駅前

ＢＡＲ

ボトルやシェーカーを使ったパ
フォーマンスは必見！料理も豊
富にあり、貸し切りも OK！

TEL 076-471-5234

ジェリコの戦い

TEL 076-441-5261

富山市総曲輪 3-2-6 ビル A 2F
無し
30 席（カウンター／テーブル）
19:00 〜 3:00

富山駅前

富山駅前

ＢＡＲ

アンティークでオーソドックス
な、Ｂａｒです。お気軽にどう
ぞ！

TEL 076-422-1778
富山市総曲輪 3-2-15 あまよっと横丁内
無し
30 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 2:00

85

CHILLOUT

高岡

明るく楽しく美味しいお酒が飲
めます。マスターは現役 JC

TEL 090-8099-8019
高岡市御旅屋町 31-4 ルミネ A1 ビル 4F
13 日
25 席（カウンター／テーブル）
21:00 〜 5:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

66

91

高岡

ＢＡＲ

ﬂoraison

92

ＢＡＲ

高岡ワイン倶楽部

お洒落な空間、豊富で美味し
いワインがワンコインから。

TEL 0766-54-5851

93

キャバクラ

倶楽部

帝

94

ラウンジ

地中海クラブ

素敵な女性たちと素敵なひと
時を。

TEL 0766-27-6677

95

ラウンジ

らうんじ貴月

大人な雰囲気で素敵な女性た
ちとお酒が楽しめます。

TEL 0766-25-7774
高岡市新横町 1249-2
13 日
131 席
19:00 〜 1:00

67

高岡

96

ラウンジ

Premiere 高田

99

高岡市御旅屋町 80-12 72 ビル B1F
13 日
30 席（カウンター／ボックス）
20:00 〜 1:00

POOL

高岡

98

夢むすび

大勢でカラオケ可能な個室有。
安く楽しめるスナック。

高岡市御旅屋町 89-2
13 日
67 席（カウンター／ボックス／個室）
20:00 〜 1:00

高岡

スナック es

100

キャバクラ

club DIAMOND

明るい雰囲気で楽しくお酒が
飲めるスナック。個室も有。

ＢＡＲ

ユサ

ナ
イ
ト

TEL 0766-54-0588

高岡市御旅屋町 81-4 フェニックスビル 5F
13 日
33 席（カウンター 8 席、ボックス 15 席、個室 10 席）
20:00 〜 1:00

101

高岡

素敵な女性、素敵な空間。お
勧めのキャバクラです。

TEL 0766-28-1840

高岡

高岡

スナック

TEL 0766-24-2477

スナック

ピアノ生演奏、カラオケ可能な
個室のあるラウンジです。

TEL 0766-21-5088

ON

元気で明るく、可愛い女性が
揃う楽しいスナックです。キャ
ストが全員 20 代です。

西洋風の上質な空間で飲むお
酒は格別です。

高岡市御旅屋町 34-6
13 日
62 席（カウンター／ボックス）
20:00 〜 1:00

高岡

PARTY

高岡市御旅屋町 68-5 ネクサス桐の木 1F
13 日
33 席（カウンター／テーブル／個室）
20:00 〜 1:00

TEL 0766-25-4441

高岡市桐木町 58 YSB ビル 1F
13 日
80 席（カウンター／ボックス）
19:00 〜 1:00

スナック

TEL 0766-54-0640

高岡市御旅屋町 48-9
不定休
12 席（カウンター／テーブル）
20:00 〜 5:00

高岡

97

落ち着いた雰囲気、良質なワ
インが楽しめます。

TEL 0766-25-6223

高岡市御旅屋町桐木町 30-1
無し
13 席（カウンター／ボックス）
19:00 〜 2:00

ナ
イ
ト

高岡

ダイニングバー

高岡市御旅屋町 92 FISTA 御旅屋ビル 3F
13 日
80 席
20:00 〜 LAST

高岡

102

高岡

スナック

Rapporti

高 岡 駅 歩 いて 5 分。3000 円
飲み放題、歌い放題で卓球や
ダーツなどいろいろ楽しめま
す！

ホームページ見てね〜

TEL 0766-24-1999

TEL 0766-24-7788

高岡市御旅屋町 89
無し
50 席
20:00 〜 5:00

高岡市桐木町 2-4 MORI BLDG. 弐号館 1F
無し
26 席（カウンター／ボックス）
21:00 〜 1:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

68

103

小矢部

ＢＡＲ

case

104

Tea&Bar

皆さんで一緒にスポーツを観
戦しながら楽しみませんか？

TEL 0766-53-5434

105

ルシャノワール

氷見

106

ダーツバー

リレミトコール

隠れ家的なレストランで雰囲気
の良いお店です。ワインに合う
おつまみや料理が楽しめます。

TEL 0766-72-1224

107

射水

Rich

射水のきときとな女の子がまっ
とっちゃ〜

TEL 0766-57-0340
射水市太閤山 1-91-2
13 日
27 席（カウンター／ボックス）
20:00 〜 1:00

69

射水

108

110

111

TEL 076-475-9131
滑川市下小泉町 176
無し
48 席（カウンター／ボックス／座敷）
18:00 〜 0:00

ダイニングバー

マルミット・アンサン

滑川

112

滑川で遅くまで営業しているオ
シャレなバー

TEL 080-8997-3001
滑川市常盤町 523
無し
25 席（カウンター／テーブル）
20:00 〜 3:00

113

滑川

スナック

三日月

種類豊富なお酒を落ち着いた
雰囲気で愉しめるお店です

ナ
イ
ト

ゆっくりくつろげる和 風のス
ナックです♪

TEL 076-475-3355

滑川

Ichigo

ちゃいむ

カウンター、ボックス席の他、
奥座敷もあるスナックです

TEL 090-3885-0386

滑川市坪川 98-1
無し
32 席
11:30 〜 14:00 ／ 18:00 〜 0:00

ＢＡＲ

滑川

スナック

店 内 は 広々として い る の で
ちょっとした集まりにもどうぞ！

3000 円飲み放 題、歌い放 題
で VR や卓球などいろいろ楽し
めます！

射水市安吉 20-6
無し
70 席
17:30 〜 1:30

スナック

TOIRO

滑川市常盤町 181-36
無し
37 席（カウンター／テーブル）
20:00 〜 0:00

TEL 0766-73-2401

氷見市丸の内 9-4
無し
20 席（個室あり）
17:00 〜 2:00

滑川

ＢＡＲ

TEL 080-6351-4157

小矢部市本町 1167
無し
40 席（カウンター／テーブル／個室）
11:30 〜 19:00 ／ 19:30 〜 LAST

ＢＡＲ

109

小矢部 JC メンバーの 2 次会、
3 次会で利用させてもらってい
ます。

TEL 0766-68-1230

小矢部市本町 3-16
無し
34 席（カウンター／個室）
19:00 〜 1:00

ナ
イ
ト

小矢部

ＢＡＲ

滑川市辰野 1362-9
13 日
カウンター 9 席／ボックス 30 席
19:00 〜 0:00

黒部

ＢＡＲ

ばっかす

変わったマスターがいる bar。
オリジナルのつきだしは絶品。

TEL 0765-32-5275
黒部市三日市 1217
無し
35 席（カウンター／ボックス）
21:00 〜 5:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

70

1

富山駅前

ラーメン

ばたやん

2

富山駅前

ブラックラーメン

西町大喜

新鮮な国産豚骨をふんだんに
使い、16 時間 超 強 力直 火 炊
きで煮込んだスープは濃厚で、
新鮮な豚骨ならではのしっかり
とした旨味と自然な甘みが冴え
渡る最高の博多ラーメン。

とやマルシェ店

知名度は今や全国レベルの元
祖富山ブラックと言えば、西町
大喜。創業以来変わらぬ味は
富山のラーメンの歴史そのもで
すので、お近くの際は是非ご
賞味ください。

TEL 076-411-9765

TEL 076-471-8107

富山市新富町 2-2-10
13 日
11 席（カウンター／テーブル）
12:00 〜 14:00 ／ 18:00 〜 2:00

富山市明輪町 1-220
無し
29 席（カウンター／テーブル）
10:00 〜 21:30

3

富山駅前

ブラックラーメン

西町大喜

4

富山駅前店

ブラックラーメン

富山ブラック酒場

富山ブラックを語る上では絶
対に外せない元祖富山ブラッ
ク。硬めのストレート太麺に濃
い口醤油味のスープ。創業以
来変わらぬ味は富山のラーメン
の歴史そのものです！是非ご賞
味ください。

TEL 076-471-5542

富山市新富町 1-3-8
月
40 席（カウンター／テーブル／座敷）
11:00 〜 22:00

虎千代

ラ
ー
メ
ン

富山市桜町 1-4-20 パティオ桜 2F
無休
20 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 0:00

富山駅前

ラーメン

プライド

もつ鍋コースやお酒に合う富山
産の酒や肴を多数ご用意して
おります。ラーメン類は、濃厚
豚骨、俺のブラックなどがオス
スメ！10 月 11 日
（金）
、
12 日
（土）
は深夜 1 時まで営業します。

TEL 076-444-6887

5

富山駅前

6

富山駅前

ラーメン

富山らーめん王国 まるたかや

豊富なメニューでお客様を楽し
ませます！無化調でホタテのエ
キスが詰まったあっさり「醤油
ラーメン」飲んだ後のシメの一
杯としてもピッタリです。

昭和 27 年屋台から始まり、富
山県内 8 店舗。特徴は背脂揚
玉と無臭にんにくをトッピング
する透明度がありコクがある豚
骨スープです。毎日食べても飽
きない味が特徴です。

TEL 076-442-0311

TEL 076-471-8136

富山市桜町 2-3-33
無休
33 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 4:00

富山市桜町 2-4-2 MEL ビル 1F
月
34 席（カウンター／テーブル）
11:30 〜 3:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

72

7

ラーメン

駅前ラーメンひげ

富山駅前

本店

8

ラーメン

駅前ラーメンひげ

創業 58 年。親しみのある昔な
がらの中華そばの他にチャー
ハン、おでん、すじ煮込みな
どサイドメニューも豊富で 1 次
会からはもちろん、飲み会の
あとのシメの一杯にもどうぞ。

TEL 076-431-7696

ラ
ー
メ
ン

ラーメン

支那銀

富山駅前

ラーメン

赤ちょうちん

富山駅前にある、昔ながらの
醤油ラーメン専門店です。店
内はカウンターのみで、飲み会
の帰りにホッとシメのラーメン
を食べたい時、深夜 2 時まで
お待ちしています。

TEL 076-433-5766

11

麺家いろは

富山駅前

CiC 店

富山駅前

麺家いろはのこだわりが生ん
だ本当に美味しいブラック。秘
伝の黒醤油を使った、キレが
良く深いコクがある「富山ブ
ラック黒醤油らーめん」を是
非ご賞味ください。

TEL 076-444-7211
富山市新富町 1-2-3 CiC ビル B1F
無休
48 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 2:00

12

ラーメン

ちびっこラーメン

15

富山市総曲輪 1-5 丸満会館 1F
13 日
18 席（カウンター／テーブル）
21:00 〜 4:30

麺宝

こだわりの手作り麺とスープは
絶品。テーブル席からカウン
ターまであるので、シーンに合
わせてお使いいただけます。深
夜 4 時まで営業しています。

富山市総曲輪 1-8-12 クリスタルビル 1F
13 日
18 席（カウンター／テーブル）
18:30 〜 4:00

総曲輪

ラーメン

一楽

16

麺家いろは

TEL 076-464-5101

ラ
ー
メ
ン

富山市秋ケ島 30 富山空港ターミナルビル 2 Ｆ
無休
23 席（カウンター／テーブル）
8:30 〜 19:00

ブラックラーメン

西町大喜

富山空港店

日本一に輝いた麺家いろはの
「富山ブラックらーめん」
。白エ
ビを使った「白エビ塩らーめん」
等、多彩なメニューをご用意し
ております。自慢の自家製麺と
とろとろチャーシューでお待ち
しています。

富山市砂町 2-11
13 日
14 席（カウンター／テーブル）
21:00 〜 3:00

17

郊外

ブラックラーメン

富山と言えばブラックラーメ
ン...ですが、呑んだ後に食べ
るラーメンと言えば、ここ一楽
です。ニンニクを入れればもう
最高 ! 一度食べたら病みつきに
なるラーメンです。

TEL 076-421-2351

桜木町

総曲輪

ラーメン

TEL 076-442-5233

ラーメン

深いコクが広がるスープと麺は
細麺か太麺を選べるます。ち
びっこサイズ（麺半分）は子ど
も連れにも飲み会帰りの小腹
が空いた大人にも大人気です。
週末は AM5：00 まで営業して
います。

TEL 076-442-7188

14

厳選された材料と化学調味料
を使わず仕上げたブラックラー
メンは美味しくて体に優しい。
激辛牛肉ラーメンも人気です。
深夜の〆の一杯まで堪能してく
ださい！

富山駅から徒歩 3 分！！トロッ
としたクリーミーなスープで本
格的な長浜の豚骨ラーメンが
看板メニューです。飲み会の帰
り、〆の一杯が食べられる深
夜営業のお店です。

富山市桜町 2-1-1 アミューズメントビル 1Ｆ
無し
13 席（カウンター／テーブル）
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 5:00

ブラックラーメン

ドライチラーメン

富山市総曲輪 1-1-14 1F
13 日
17 席（カウンター／テーブル）
17:30 〜 4:30

TEL 076-442-3348

富山市桜町 2-2-11
無し
14 席（カウンターのみ）
11:30 〜 13:30 ／ 18:00 〜 2:00

73

10

桜木町

ラーメン

TEL 076-471-6680

富山市桜町 1-2-1
無し
32 席（カウンター／テーブル／座敷）
11:30 〜 13:30 ／ 17:30 〜 2:00

ラーメン

13

創業 58 年。親しみのある昔な
がらの中華そばの他にチャー
ハン、おでん、すじ煮込みな
どサイドメニューも豊富で 1 次
会からはもちろん、飲み会の
あとのシメの一杯にもどうぞ。

TEL 076-456-6126

富山市神通本町 1-7-9
無し
23 席（カウンター／座敷）
19:00 〜 5:00

9

富山駅前

桜町店

西町本店

郊外

18

ブラックラーメン

西町大喜

富山ブラックを語る上では絶
対に外せない元祖富山ブラッ
ク。硬めのストレート太麺に濃
い口醤油味のスープ。創業以
来変わらぬ味は富山のラーメン
の歴史そのものです！是非ご賞
味ください。

二口店

郊外

富山ブラックを語る上では絶
対に外せない元祖富山ブラッ
ク。硬めのストレート太麺に濃
い口醤油味のスープ。創業以
来変わらぬ味は富山のラーメン
の歴史そのものです！是非ご賞
味ください。

TEL 076-423-3001

TEL 076-420-2644

富山市太田口通り1-1-7
水
27 席（カウンターのみ）
11:00 〜 20:00

富山市根塚町 3-9-10
木
43 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 21:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

74

19

ブラックラーメン

中華そば大喜

根塚店

郊外

20

ブラックラーメン

中華そば大喜 大島店

もちもちの太麺と複雑で豊か
な旨みのスープで濃厚ながら
もあっさりとした一杯です。全
国のお客様から半世紀を超え
て愛される孤高の味を是非お
楽しみください

TEL 076-491-2929

ラ
ー
メ
ン

ブラックラーメン

ラーメン処

喜八

23

ラーメン

麺屋つくし

本店

ブラックラーメン

無添加ラーメンの万里

富山県食べログラーメンランキ
ング 1 位に選ばれました。全
席数 25 席にてお客様をお迎
え致します。駐車場も完備して
おりますのでお気軽にご来店
下さい。

TEL 076-423-2941
富山市太郎丸本町 3-10-1 第 2 サクラギビル 1F
水
27 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 14:45 ／ 17:00 〜 21:45

郊外

24

郊外

26

27

高岡

ラーメン

麺麺

高岡駅北口のたかまち屋台村
横丁にあります。名物ラーメン
「富山ブラック」はもちもちの
太麺とたっぷりのチャーシュー
が乗って絶品です。シメのラー
メンにもオススメです！

TEL 0766-50-9811
高岡市末広町 50-1 屋台村たかまち横町内
13 日
10 席（カウンター／テーブル）
11:30 〜 14:00 ／ 18:00 〜 3:00

高岡

ラーメン

将良軒

少し甘めのあっさりとやさしい
味の中華そば。旨味が詰まっ
たスープはよく絡むシコシコの
麺！ギョーザ、ビールで一杯も
OK。飲み会のあとのシメのラー
メンとしてもどうぞ！！

ラ
ー
メ
ン

TEL 0766-25-5585
高岡市末広町 41-2
13 日
20 席
19:00 〜 3:00

ラーメン

むてっぽう

えびすこ

“ 自家 製 の 極 太めん ” と “ 濃
厚豚骨魚介スープ ” が絡み合
う「つけめん」は、えびすこ看
板メニューであり人気メニュー。
また、ふるさと富山、伝承の味
「俺のブラック」ラーメンも不
動の人気です。

安心な食材を厳選し、化学調
味料や旨み調味料を一切使わ
ずに自然な味を引き出し、無
添加系にありがちな「物足りな
い」を感じさせないラーメンを
ご提供しています。青竹手打
式極太麺。麺追加（替玉）方
式にてご用意しております。

富山市上冨居 1-3-63
火
17 席（カウンターのみ）
11:30 〜 15:00 ／ 17:30 〜 21:00

郊外

富山

富山市上袋 581
不定休
40 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 15:00 ／ 17:00 〜 22:00

TEL 076-444-1818

富山市奥田寿町 6-3 奥田ビル 1F
13 日
28 席（カウンター／テーブル／座敷）
11:00 〜 14:30

75

22

「富山ブラック」初代の製法を
受け継いだ “ これぞ富山ブラッ
ク ” と唸れる漆黒の一杯を是
非。食欲をそそる醤油の香りと、
麺をしっかり混ぜ合わせながら
いただく具とスープの一体感は
秀逸です。

TEL 076-443-1888

ラーメン

TEL 076-482-5405

富山市大島 1-135
無休
22 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 21:00

郊外

25

大島店は、今年 20 年目を迎え
る「元祖富山ブラック」のお店
です。シンプルだけど、奥行き
のあるスープと太麺がよく絡み
ます。たっぷりのチャーシュー
が乗った中華そばをぜひお楽
しみ下さい。

TEL 076-492-3525

富山市根塚町 4-2-8
水
41 席（カウンター／テーブル／座敷）
11:00 〜 19:30

21

郊外

太郎丸店

郊外

煮干しをふんだんに使った熱々
の濃厚魚介スープに、むてっぽ
うのスープのために作られたオ
リジナル麺。
麺の1本1本がスー
プと絡み合います。ぜひご賞味
ください。

TEL 076-491-3745
富山市太郎丸本町 3-7-12
無休
25 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 15:30 ／ 17:00 〜 23:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

76

17

富山駅前

イタリアン

cafe ＆ Bar Yʼs

7

花より魚

イタリア料理と自家 製シャル
キュトリー（ハムやソーセージ）
のお店。コース料理や軽く一
杯…パーティーからひとり飲み
まで様々なシーンでご利用下さ
い。

魚は毎日、地元漁師より直送！お手
頃な価格でご提供できるよう努めて
おります。白エビ、ホタルイカ、紅
ズワイガニ、ブリ、のど黒など、き
ときとのお寿司や富山ならではのメ
ニューをご用意して、お待ちしてお
ります。1F が個室・2F が大広間で
少人数から団体まで対応可能です !

TEL 080-8693-4863

TEL 076-471-7015

富山市桜町 1-3-4 東洋ビル 12・7F
無し
45 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 2:00

90

富山市新富町 2-1-4
無し
88 席（テーブル／座敷）
17:00 〜 2:00

富山駅前

ダイニングカフェ

11

STUDIO Café PeKePeKe

ブラックラーメン

麺家いろは CiC 店

音楽好き、カラオケ好きが集ま
るダイニングカフェ。ステージ
にはギターやドラムが揃ってお
り、ルールに沿って自由に演奏
していただけます。
2 次会やパー
ティーの貸切もオススメです。

富山駅前

麺家いろはのこだわりが生ん
だ本当に美味しいブラック。秘
伝の黒醤油を使った、キレが
良く深いコクがある「富山ブ
ラック黒醤油らーめん」を是
非ご賞味ください。

TEL 076-482-4888

TEL 076-444-7211

富山市内幸町 9-2 オレンジビル 3F
13 日
26 席（カウンター／テーブル）
19:30 〜 2:00

12

富山駅前

寿司／居酒屋

富山市新富町 1-2-3 CiC ビル B1F
無し
48 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 2:00

富山駅前

フレンチ・BAR

AOZORA

88

〆
の
店
富山駅前

焼肉

焼肉

厳選された素材をシンプルに
いただく喜びを。素材のよさを
そのままに活かす自然派フレン
チビストロ。自然派ワインとご
一緒に炭火焼のお肉と、あた
たかい手作り料理をどうぞ。

いなせ

『粋宏閣』の姉妹店として、隣
にオープンした焼肉店。良質
なお肉をリーズナブルな価格で
提供しています。朝まで営業し
ているので、もうちょっと食べ
たい、飲みたいときにも是非ご
利用ください。

TEL 076-442-3331

TEL 076-482-3929

富山市内幸町 2-10 サカエビル 2F
無し
26 席（カウンター／テーブル／座敷／個室）
18:00 〜 1:00

【ページの見方】

富山市桜町 1-6-12
無し
40 席（テーブル）
18：00 〜 5：00、土日祝 18：00 〜 6：00

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

78

1

富山駅前

ラーメン

ばたやん

5

虎千代

新鮮な国産豚骨をふんだんに
使い、16 時間 超 強 力直 火 炊
きで煮込んだスープは濃厚で、
新鮮な豚骨ならではのしっかり
とした旨味と自然な甘みが冴え
渡る最高の博多ラーメン。

TEL 076-442-0311

富山市新富町 2-2-10
13 日
11 席（カウンター／テーブル）
12:00 〜 14:00 ／ 18:00 〜 2:00

富山市桜町 2-3-33
無し
33 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 4:00

富山駅前

ラーメン

富山らーめん王国 まるたかや

7

ラーメン

駅前ラーメンひげ 本店

昭和 27 年屋台から始まり、富
山県内 8 店舗。特徴は背脂揚
玉と無臭にんにくをトッピング
する透明度がありコクがある豚
骨スープです。毎日食べても飽
きない味が特徴です。

TEL 076-471-8136

8

駅前ラーメンひげ 桜町店

創業 58 年。親しみのある昔な
がらの中華そばの他にチャー
ハン、おでん、すじ煮込みな
どサイドメニューも豊富で 1 次
会からはもちろん、飲み会の
あとのシメの一杯にもどうぞ。

TEL 076-456-6126
富山市桜町 1-2-1
無し
32 席（カウンター／テーブル／座敷）
11:30 〜 13:30 ／ 17:30 〜 2:00

79

赤ちょうちん

富山駅前

32

ラーメン

TEL 076-442-1020
富山市桜町 1-7-17 ラ・トゥ - ル 2F
無し
70 席（テーブル／個室）
17:00 〜 2:00

33

本物のやきとん 筑前屋 富山駅前店

支那銀

富山駅前にある、昔ながらの
醤油ラーメン専門店です。店
内はカウンターのみで、飲み会
の帰りにホッとシメのラーメン
を食べたい時、深夜 2 時まで
お待ちしています。

TEL 076-433-5766
富山市桜町 2-2-11
無し
14 席（カウンターのみ）
11:30 〜 13:30 ／ 18:00 〜 2:00

Fattoria del GRASSO

35

TEL 076-456-9444
富山市内幸町 9-2 オレンジビル 2F
13 日
30 席（カウンター／テーブル）
月〜金 11:30 〜 13:30（L.O.）／月〜木 17:30 〜 0：00（L.O.）
／金土 17:30 〜 2:00（L.O.）

富山駅前

居酒屋

富山駅前

肉と野菜が特に美味しい、気
軽に立ち寄れるトラットリアで
す。カジュアルなおつまみから
低加水パスタ、炭火で焼く肉
料理など幅広いメニューを楽し
むことができます。

TEL 076-443-1129

富山駅前

居酒屋

家庭で味わえない豚のホルモ
ンにこだわり、
“旨いものを安く”
というお客様の欲求に全力で
応える。ファミリーからサラリー
マン、カップルと幅広く楽しん
で頂ける豊富な料理とボリュー
ムが自慢の大衆居酒屋です。

富山市桜町 1-7-7
無し
85 席（テーブル／個室／座敷）
17:00 〜 2:00

ラーメン

越中舞華

漁師が始めた居酒屋さん、漁
師直送で鮮度が自慢で値段も
リーズナブル！地元食材をふん
だんに使った鮮魚料理や刺身、
寿司をご用意しております。

富山駅前

居酒屋

富山駅前

居酒屋

富山駅から徒歩 3 分！！トロッ
としたクリーミーなスープで本
格的な長浜の豚骨ラーメンが
看板メニューです。飲み会の帰
り、〆の一杯が食べられる深
夜営業のお店です。

創業 58 年。親しみのある昔な
がらの中華そばの他にチャー
ハン、おでん、すじ煮込みな
どサイドメニューも豊富で 1 次
会からはもちろん、飲み会の
あとのシメの一杯にもどうぞ。

9

16

富山市桜町 2-1-1 アミューズメントビル 1Ｆ
無し
13 席（カウンター／テーブル）
11:30 〜 14:00 ／ 17:00 〜 5:00

富山市神通本町 1-7-9
無し
23 席（カウンター／座敷）
19:00 〜 5:00

富山駅前

ラーメン

富山駅前

ラーメン

TEL 076-442-3348

TEL 076-431-7696

富山市桜町 2-4-2 MEL ビル 1F
無し
34 席（カウンター／テーブル）
11:30 〜 3:00

10

豊富なメニューでお客様を楽し
ませます！無化調でホタテのエ
キスが詰まったあっさり「醤油
ラーメン」飲んだ後のシメの一
杯としてもピッタリです。

TEL 076-411-9765

6

〆
の
店

富山駅前

ラーメン

3

Restaurante Sueno LASA

富山駅前

寿司

寿し晴

県内産の食材をたくさん使用し
たバラエティ豊かなメニューで
おもてなし♪シーンに応じて使
い分けれられる多彩なフロア
を完備！あれこれ楽しめるレス
トラン☆パーティーやご宴会に
もぜひ。

〆
の
店

富山駅から徒歩 10 分ほど。ビ
ルの 2 階に小さなお店がひっ
そりあります。人気はバイのた
たき、うなぎ、白エビ。店内は
混み合いますのでご来店の際
はお気軽にお電話ください。

TEL 076-444-4744

TEL 076-441-5853

富山市新桜町 5-5 ONE BLDg1 〜 3F
不定休
250 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 2:00

富山市内幸町 9-2 オレンジビル 2F
13 日
17 席（カウンター／小上がり）
18:00 〜 2:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

80

4

富山駅前

寿司

すし 琉之輔

37

中華

中華料理

旨い寿司と地 酒が楽しめる、
富山駅にも近い大人の隠れ家。
地酒を中心に日本酒も充実。
主人自慢の新鮮な握りを雰囲
気のある店内でぜひお楽しみ
ください。

TEL 076-444-8887

富山駅前

桜木町

とわだ

39

そば太郎

「とわだ」では新鮮さと安さを
追及して、水揚げされたばかり
の新鮮な魚介を、お手頃価格
でご提供しております、たっぷ
りご堪能ください！また全国の
希少なお酒を多数取り揃えて
おります。大会期間中はお昼か
ら営業しております。

パブ

舶来居酒屋

愚羅馬邸

富山市総曲輪 1-8 ニュ - 総曲輪ビル 1F
13 日
14 席（カウンター／テーブル）
19:30 〜 4:00

桜木町

ムーディなジャズが流れる店
内。食事は能 登 地 鶏 や立山
ポークなど素材に拘り和洋折
衷のメニューが充実。カクテル
の種類も豊富なのでパーティな
どにもオススメです。

TEL 076-433-0772
富山市本町 10-7 柿沢ビル 2F
無し
33 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 3:00

81

43

焼肉

焼肉

梨花苑

富山市の繁華街［桜木町］に
ある本格焼肉店です。お肉は
産地にとらわれずその時期一
番おいしいものを選んでいるた
め、風味豊かで新鮮。仕事帰
りやご宴会にも本格的な焼肉
をお召し上がりください。

TEL 076-433-4440
富山市総曲輪 1-3-16
13 日
60 席（テーブル／個室／座敷）
17:00 〜 2:00

ドライチラーメン

1

富山市総曲輪 1-1-14 1F
13 日
17 席（カウンター／テーブル）
17:30 〜 4:30

桜木町

居酒屋

小料理つくし

49

桜木町

居酒屋

来楽

富山の味を気軽に食べられる
そばがうまい小料理屋。新鮮
な日本海の海の幸と手打ち蕎
麦でおもてなし。蕎麦がなくな
り次第、営業終了となります。
予約・取り置きも出来ますし、
予約 5 名様以上から飲み放題
も承ります。

51

桜木町

TEL 076-471-6680

旬の野菜などを使った、気さく
な家庭料理のお店。数種類の
「おばんざい」や「おでん」な
どもご用意しております。おひ
とり様でもフラッとぜひお立ち
寄りください。

TEL 076-444-7055

富山市総曲輪 1-4-3 桜木町レストタウンビル 1Ｆ
13 日
30 席（カウンター／小上がり）
18:00 〜 2:00

桜木町

ラーメン

厳選された材料と化学調味料
を使わず仕上げたブラックラー
メンは美味しくて体に優しい。
激辛牛肉ラーメンも人気です。
深夜の〆の一杯まで堪能してく
ださい！

TEL 076-441-3007

富山市総曲輪 1-4-3 桜木町レストタウン 2F
13 日
26 席（カウンター／座敷）
全国大会中特別営業時間 12:00 〜 2:00

60

13

深いコクが広がるスープと麺は
細麺か太麺を選べるます。ち
びっこサイズ（麺半分）は子ど
も連れにも飲み会帰りの小腹
が空いた大人にも大人気です。
週末は AM5：00 まで営業して
います。

朝 4 時まで営業していますの
で、小腹がすいた時、飲みの
〆の一杯にぜひお立ち寄りくだ
さい。出汁が効いたスパイシー
なカレーうどん・そばが人気で
す！

TEL 076-442-7006
〆
の
店

ちびっこラーメン

富山市総曲輪 1-5 丸満会館 1F
13 日
18 席（カウンター／テーブル）
21:00 〜 4:30

桜木町

そば・うどん

桜木町

ラーメン

TEL 076-442-7188

富山市桜町 1-6-13
無し
40 席（カウンター／テーブル／座敷）
18:00 〜 6:00

寿司／居酒屋

12

しっかりお食事されたい方も飲
んだ後の〆を食べたい方にも。
営業時間は 18:00 〜 6:00 です
ので、深夜にも昔ながらの本
格中華をお楽しみください。

TEL 076-431-2702

富山市桜町 1-3-11 AI ビル 2F
13 日
27 席（カウンター／座敷）
11:30 〜 14:00 ／ 17:30 〜 1:00

11

粋宏閣

富山市総曲輪 1-3-25
13 日
23 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 2:00

桜木町

居酒屋

金泉

52

〆
の
店
桜木町

居酒屋

銀泉

創業 23 年、
金泉グループ本店。
色々な用途に合わせたお席を
ご用意しております。富山の美
味しいお酒、丁寧なお料理を
ぜひ金泉グループでお楽しみ
ください。

落着いた雰囲気で大人の居酒
屋スタイルとして愛されている
銀泉。1 階は大きな木のゆった
りとしたカウンターテーブル、2
階は最大 30 名程が座れる大
座敷となっています。

TEL 076-441-6163（担当：端村）

TEL 080-1968-5223（担当：小峯）

富山市本町 8-1
無し
27 席（カウンター／テーブル／個室）
18:00 〜 3:00

富山市本町 8-1
無し
34 席（カウンター／座敷）
18:00 〜 3:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

82

53

桜木町

居酒屋

銅泉

54

金泉（別館）

大人の隠れ家的な落ち着いた
雰囲気で、全てのお席の足元
が掘りごたつになっています。
富山の名産を食べるのにももち
ろん。大人なデートにもオスス
メの空間です。

TEL 080-1968-5223（担当：沢田）

さじかげん

桜木町

56

居酒屋

大衆串酒場

コラーゲンたっぷりのホルモン
を使用し、
「もつ鍋」
「もつ焼き」
「ちりとり鍋」をメインに、各
種居酒屋メニューが揃います。
中でもモンゴル産の塩で仕上
げた塩味のもつ鍋は絶品。食
べれば食べる程ホルモンに魅
了される事間違い無し！

TEL 076-442-8889
〆
の
店

57

たこ焼ハイボール酒場大統領
たこ焼きとハイボールで気軽に
一 杯。たこ焼き 500 円から !
お酒が 290 円から ! 安く飲める
たこ焼きメインの居酒屋です !
各種おつまみメニューもあるの
でちょっと飲み足りないときや
〆にもピッタリ。テイクアウトも
あります♫

TEL 076-442-4322
富山市総曲輪 1-4-5 山崎ビル 1F
13 日
14 席（カウンターのみ）
20:00 〜 4:00

83

新世界

桜木町

58

居酒屋

いざかや

食べごろ

62

富山市桜木町 8-25 サフランビル 1F
13 日
19 席（カウンター／小上がり）
18:00 〜 2:00

えん

茶藝庭

富山市桜木町 7-2 ミカド第二ビル 1F
13 日
22 席（カウンター／テーブル）
17:30 〜 3:00

桜木町

63

中華

菜香厨房

桜木町のド真ん中の本格中華
料理 店！飲みに行く前のお食
事、宴会等に最適です。本場
の料理人が作る中華を気軽に
味わえます。お酒もメニューも
豊富にとりそろえてありますの
でゆっくりワイワイくつろいで下
さいませ！

87

中華

RADO

DINING

富山店

桜木町

本場仕込みのクオリティー☆
本場中国の技と味を知る料理
人が食と味に繊細な日本で更
に腕に磨きをかけました♪餃子
の餡はもちろん皮も一つひとつ
丁寧に手作り !

TEL 076-439-6639

富山市総曲輪 1-4-3 レストタウンビル 1F
13 日
62 席（テーブル／座敷）
18:00 〜 4:30

桜木町

食彩

TEL 076-441-8988

中華

中華菜館

桜木町

居酒屋

「量より質」
。地産地消、新鮮
素材の味を存分に活かし、通
も唸らせる料理に舌鼓を打つ
隠れ家です。海の幸を中心に
したコ―ス料理は、要望や予
算、仕入れ状況により変幻自
在の富山の恵みを堪能できる
内容です。

TEL 076-444-6669

注文を受けてから作るます寿
司や昔懐かしのあんばやし、
おでん、牛すじ煮込みがオス
スメのアットホームなお店です。
ふらっとは入れることもできて、
お酒だけでも OK。お気軽に
お立ち寄りください。

TEL 076-431-3768

61

雰 囲 気 抜 群 の店内で、四 季
折々の新鮮かつ種類豊富な料
理をご堪能あれ！新鮮な魚料
理から肉料理など、お客様の
ニーズにお応えできる豊富なメ
ニューを揃えております。ゆっ
くりと早朝までお楽しみいただ
けます。

低価格・お手軽な、リーズナブ
ルメニューがたっくさんのつま
みからご飯ものまで、豊富な品
揃えも嬉しい。週末は朝 5 時
まで営業しておりますのでゆっ
くりじっくりお過ごしください。

富山市総曲輪 1-4-3 桜木町レストタウンビル 1F
無し
40 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 5:00

桜木町

居酒屋

婆娑羅

富山市総曲輪 1-4-3 桜木町レストタウン 1F
13 日
50 席（カウンター／座敷／個室）
18:30 〜 5:00

TEL 076-433-4320

富山市総曲輪 1-3-9 トヤマグリ - ンビル 1F
13 日
32 席（カウンター／小上がり／テーブル）
18:30 〜 4:00

桜木町

居酒屋

TEL 076-433-4646

富山市本町 8-1
無し
19 席（カウンター／個室／小上がり）
18:00 〜 3:00

居酒屋

59

ついに、金泉風ブラックラーメ
ンが完成しました。富山ブラッ
クラーメンの伝統を残しつつ、
しょっぱくない優しいブラック
ラーメンです。金泉グループ全
店舗でご提供していますので
ぜひ一度ご賞味ください。

TEL 076-441-6163（担当：宮島）

富山市本町 8-1
無し
18 席（カウンター／座敷）
18:00 〜 3:00

55

桜木町

居酒屋

富山市桜木町 7-16 金森ビル 2F
13 日
70 席（テーブル／個室）
17:30 〜 5:00

桜木町

67

〆
の
店
総曲輪

ダイニングバー

FUNKY's

富山県産の美味しい食材にこ
だわった本格中華料理。お洒
落な内装や、食材の飾り切り
も自慢。富山一の繁華街とい
う場所柄、夜遅くのお食事も
満足頂けるよう、お酒の〆に合
うお料理も豊富。※貸切は 50
名様まで

ダーツやシミュレーションゴルフ
がある遊べるダイニングバーで
す。豊富な肉料理が自慢のファ
ンキーズは、コンパや 2 次会な
ど幅広く楽しめます。ジューシー
なステーキや肉鍋など、コース
料理もご用意しておりますので
肉食系に嬉しいお店です！

TEL 076-471-6680

TEL 076-493-6005

富山市総曲輪 1-1-14
無し
88 席（カウンター／テーブル／個室）
17:30 〜 4:30、10 月 11 日・12 日のみ 11:00 〜 4:30

【ページの見方】

富山市総曲輪 2-8-6 8 番館ビル 1F
無し
45 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 3:00

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

84

14

総曲輪

ラーメン

麺宝

15

ラーメン

ラーメン

こだわりの手作り麺とスープは
絶品。テーブル席からカウン
ターまであるので、シーンに合
わせてお使いいただけます。深
夜 4 時まで営業しています。

TEL 076-442-5233

居酒屋

富ノ旨ミ 28BY

TEL 076-422-7328

73

居酒屋

うさぎとトラ

70

居酒屋

季節料理とお酒

富山湾で水揚げされる新鮮な
魚介がアットホームな雰囲気の
店内でお楽しみいただける居
酒屋です。店主自慢の富山の
地魚に地酒と家庭料理をお楽
しみください！

TEL 076-493-3232
富山市総曲輪 2-3-2 メリ - 荒町ビル 2F
無し
21 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 1:00

85

総曲輪

わさび

おあじ

83

居酒屋

酒菜家

おあじ

92

富山市布瀬町南 2-10-1
無し
124 席（カウンター／テーブル／個室）
17:00 〜 1:00

105

Ja ばる

高岡市末広町 36 エビスビル 1F
13 日
30 席（カウンター／ボックス）
21:00 〜 LAST

104

102

焼き鳥

やきとり太珠

高岡

そば・うどん

角丁

絶妙のタイミングで焼き上げた
ステーキやイチボ・ヒレなどの
赤身のお肉が安く、美味しく食
べれます。サイドメニューやお
酒の種類も充実していますので
心ゆくまでお過ごしください。

深夜 1 時 30 分まで営業してお
ります！やさしい出汁のうどん
とそばは小腹がすい時も、飲
み会のシメとしてももってこい
です。ラーメンやカツ丼、やき
めしもご用意しています。

TEL 0766-22-2205

高岡市御旅屋町 72 ビル 1F
無し
28 席（カウンター／テーブル／座敷）
19:00 〜 2:00

郊外

巴屋

TEL 0766-21-8338

TEL 0766-23-8660

布瀬店

高岡

お好み焼き

高岡駅すぐそこ！飲み足りない
時や、深夜にお好み焼きを食
べるなら「巴屋」へ。繁華街
の中にあるのでスナック等への
出前やテイクアウトも対応して
います。

高岡

ステーキ

天井 9m の吹き抜け空間で楽
しむ富山の味覚 ! 近海で獲れ
た新鮮なお魚や厳選した食材
などを、店内で丁寧に調理し
提供しております。

TEL 076-492-7997

郊外

飯野店

お魚屋さんのように氷を敷き
詰めたディスプレイ。富山の海
鮮料理と地酒をご提供いたし
ます ! 自慢の一品ばかりですの
で、ご来店の際は、是非一度
ご賞味下さい。

富山の旬の素材を使った豊富
な一品料理と美味しいお酒の
数々に舌鼓を打ちながら、存
分にお楽しみください。飲み放
題付きのプランもご用意◎ 35
名様までの貸切も可能ですの
で、お気軽にご相談ください。

富山市総曲輪 3-3-7
無し
61 席（カウンター／テーブル／座敷）
18:00 〜 1:00

総曲輪

酒菜家

富山市新屋 4-1
無し
76 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 1:00

TEL 076-493-8822

富山市荒町 1-1
13 日
38 席（カウンター／テーブル）
18:00 〜 1:00

居酒屋

TEL 076-471-6355

富山市砂町 2-11
13 日
14 席（カウンター／テーブル）
21:00 〜 3:00

総曲輪

84

富山と言えばブラックラーメ
ン...ですが、呑んだ後に食べ
るラーメンと言えば、ここ一楽
です。ニンニクを入れればもう
最高 ! 一度食べたら病みつきに
なるラーメンです。

「その日の一番美味しいものを
提供する」をコンセプトに地物
を中心に素材にこだわった和
食と自然派ワイン・地酒を味
わっていただく総合居酒屋で
す。

〆
の
店

総曲輪

TEL 076-421-2351

富山市総曲輪 1-8-12 クリスタルビル 1F
13 日
18 席（カウンター／テーブル）
18:30 〜 4:00

66

一楽

高岡市御旅屋町桐木町 32
13 日
18 席（カウンター／テーブル）
19:00 〜 1:30

高岡

91

〆
の
店

焼肉

焼肉鉄木真

ビールと相性抜群の炭火で焼
かれたジューシで大振りな美味
しい焼き鳥を、安く食べたいな
らここ。絶品のタントロが人気
ですので、ぜひ一度ご賞味く
ださい。

本店

高岡

高岡市にある昔ながらの焼肉
屋さんです。高岡 JC の方々も
よく利用してくださいます。テ
ムジンといえばオススメはネギ
タン塩！ぜひ一度ご賞味くださ
い。

TEL 0766-26-9825

TEL 0766-23-1630

高岡市御旅屋町 30-1
13 日
28 席（カウンター／座敷）
18:00 〜 3:00

高岡市桐木町 31-4 ルミネ A1 ビル B1F
13 日
40 席
17:30 〜 2:00

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

86

26

高岡

ラーメン

麺麺

27

将良軒

高岡駅北口のたかまち屋台村
横丁にあります。名物ラーメン
「富山ブラック」はもちもちの
太麺とたっぷりのチャーシュー
が乗って絶品です。シメのラー
メンにもオススメです！

TEL 0766-50-9811

居酒屋

魚津ダイニング

三三五五

34

TEL 0765-24-5262
〆
の
店

169

小政寿司

台湾美食

旨みを引き立てられた美味しい
台湾料理がリーズナブルに食べ
られます！超お得な食べ飲み放
題プランは料理 85 種類＋ドリ
ンク 75 種類の中から好きなモ
ノを好きなだけ選べて、激安
の一人様 3，480 円！！

TEL 0765-24-4688
魚津市釈迦堂 1-15-15 M-2000 ビル 1F
無し
36 席（カウンター／テーブル／座敷）
17:00 〜 5:00

87

魚津漁港を中心とした新鮮な
旬の地魚を堪能できます。ブ
リ大根など一品料理も豊富に
取り揃え、お酒の種類も充実。
平日は朝 4 時 30 分までの営
業なので、お客様は深夜に立
ち寄り寿司を味わうことも可能
です。

142

129

NO MAP

138

Gomes さん

藏

TEL 0763-62-0878
南砺市城端 202
無し
30 席
18:00 〜 1:00

111

移り住みたくなる宿 イミグレ

小矢部

焼肉

馬上門

“ 海越しの立山連峰 ” を望みな
がら、富山の山海の幸をお楽
しみ頂けるカジュアルオーベル
ジュ。新鮮なお食事をご提供
するだけでなく、雰囲気や空間
までも含めた “ 食事空間 ” をご
提供致します。

小矢部市で美味しい焼肉を食
べるなら「馬上門」へ。こだ
わりのお肉たちをご堪能くだ
さい。併設されている姉妹店
「MANDO」にもお寄りください。

TEL 0766-68-2929

氷見市小杉 232 − 1
無し
40 席
11:00 〜 15:00 ／ 16:00 〜 LAST

居酒屋

居酒屋

城端別院横にある居酒屋。メ
ニューも豊富に揃っており、老
若男女が楽しめます。お酒を
飲みながらワイワイガヤガヤ楽
しい時間をお過ごしください。

氷見

フレンチ

砺波

居酒屋

虎徹といえばおいしくて安い♪
なんと深夜 3 時まで元気に営
業中 （
! ^^）! 最 大 約 30 名 様
まで入れる座敷もあり宴会には
もってこい！飲み放題承り中！
なんと種類は 100 種以上♪誰
でも気軽に入れる大衆居酒屋
です。

TEL 0766-92-2200

魚津市上村木 1-6-9
無し
48 席
11:30 〜 4:30

魚津

中華

魚津

TEL 0765-22-5383

魚津市釈迦堂 1-14-17
無し
74 席（カウンター／テーブル）
17:00 〜 1:00

虎徹

砺波市表町 5-32
無し
61 席（カウンター／小上がり）
17:00 〜 3:00

寿司

落着いたモダンでお洒落な空
間で、この土地でしか出会え
ない幸せを皿に。丁寧に料理
された新鮮な富山の幸をご堪
能ください。深夜 1 時まで営業
しおります。

砺波

居酒屋

TEL 0763-33-6334

高岡市末広町 41-2
13 日
20 席
19:00 〜 3:00

魚津

119

少し甘めのあっさりとやさしい
味の中華そば。旨味が詰まっ
たスープはよく絡むシコシコの
麺！ギョーザ、ビールで一杯も
OK。飲み会のあとのシメのラー
メンとしてもどうぞ！！

TEL 0766-25-5585

高岡市末広町 50-1 屋台村たかまち横町内
13 日
10 席（カウンター／テーブル）
11:30 〜 14:00 ／ 18:00 〜 3:00

164

高岡

ラーメン

小矢部市岡 158
無し
63 席（テーブル／個室）
11:30 〜 14:00 ／ 17:30 〜 2:00

〆
の
店

射水

どんな料理もおまかせ！海外
の一流ホテルのシェフでもあっ
たおいしいを知り尽くしたゴメ
スさんのお料理！本格インドカ
レーも食べられる居酒屋です。
週末は賑わいますので、まずは
お電話を。

TEL 0766-52-6564
射水市小林 229-1
無し
28 席（カウンター／テーブル）
11:00 〜 14:30 ／ 17:30 〜 1:30

【ページの見方】

住所

大会期間中の休み

座席数

営業時間

ランチ営業

88

