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休 年中無休

北國
11:00〜20:00
星井町

Hoshiicho

Kamihonmachi（Minami）
富山ブラック麺家いろは 富山空港店
富山ブラックブームの火付け役！今や中
国、台湾、香港、タイ、
ベトナムにも展開中！
卍
昼¥800〜 夜¥800〜
富山ブラック肉盛そば
（味玉入り）
¥1,400

休 年中無休

8:00〜19:00

水餃子一皿無料

南新町

９８

中華料理・焼肉

A
(grilled
公園 meat) restaurant
serving authentic Japanese black
cattle. 9 private rooms provide an
ideal atmosphere for
parties. 富山市本町2‑17
Average price: ￥4,000+
マンテンプラザ1F
Open every day
1076‑441‑6444

食

コーヒー＆レストラン カフェ・イン・ザ・パーク Coﬀee & Restaurant
朝食からディナーまでブッフェスタイルでお楽しみ
いただけます。
※当面の間ランチブッフェは毎週土日、ディナー
ブッフェは毎週金土･祝前日の実施となりますの
でお問合せ願います。昼￥2,600〜 夜￥3,600〜

1076‑421‑7019
Jonan Park

ＭＡＰ 4ｰB 19

休 水曜

11:00〜15:00
（LＯ 14:40)

ＭＡＰ 5ｰB 20

1076‑423‑3001

休 県民会館休館日
富山第一
※不定休につき

小泉町

ＭＡＰ 1ｰB 23

要お問合せ

10:00〜20:30

Enjoy your meals with a great view.
Lunch: ¥900+ Dinner: ¥6,000+
Omelette with rice: ¥880
Closed Toyama Prefectural Civic
富山市新総曲輪4‑18
Center closing days
富山県民会館8F
※Please contact us for details.

卍

富山市総曲輪2‑8‑15

more than 70 years in Toyama.
Regular Ramen: ￥850
富山市太田口通り1-1-7
Closed Wed.
太郎丸

眺めが良く、
ランチにも最適です。
昼￥900〜 夜￥6,000〜
オムライス￥880

卍

休 祝日除く火曜･水曜･木曜及び

クッチーナ イタリアーナ バルツェル

ＭＡＰ 4ｰA 24

休 日曜・不定休

ランチ 11:30〜14:00
(LＯ)
ディナー 18:00〜21:00
(LＯ)

Open as a bar during the day, a trattoria at night. This is an
orthdox Italian restaurant where you can enjoy Italian cuisine
with seasonal ingredients from Toyama in many variations.
Lunch: ¥1,500+ Dinner: ¥4,000+
【Course Meals】Lunch: ¥2,200 Dinner: ¥5,500 1/2 Dinner: ¥3,850 富山市総曲輪レガートスクエア
Closed Sun. and Irregular holidays
1076‑461‑3215

佛蘭西屋 洋酒肆（ふらんすや ようしゅし）

北銀

9:00〜17:00

ＭＡＰ 4ｰB 14

休 日曜・祝日・土曜の昼

11:30〜13:00
17:00〜21:00

富山市大手町5‑13

1076‑491‑0700
ＭＡＰ 5ｰA 15

富山湾は魚の宝庫！主に氷見漁港より直接買
い付けし、日々の魚を楽しんで握ってます！
昼¥900〜 富山湾鮨¥3,300

休 土曜･日曜･祝日の昼

火曜

11:00〜13:30
17:00〜23:00

Toyama Bay is a treasure trove of ﬁsh.
Most of the ﬁsh served here is purchased
directly at Himi Fishing Port and we enjoy
preparing it every day.
Lunch: ￥900+
Toyama Bay Sushi Set: ￥3,300
Closed Tue. and during lunch hours on 富山市一番町4‑29
Sat., Sun. and National Holidays
1076‑421‑3860

四季折々の富山湾の旬の食材を楽しめる寿
司割烹。お気軽にどうぞお立ち寄りください。
平均予算￥5,000〜
寿司12種￥4,180

Sakuragicho

ＭＡＰ 2ｰB 16

休 不定休

17:00〜24:00

（公財）
富山コンベンションビューロー
岩瀬漁港

A
restaurant you can enjoy fresh
seasonal ingredients from Toyama Bay.
Please feel free to stop by.
Average price: ¥5,000+
富山市桜木町7-11
Sushi Set (12 pcs): ¥4,180
マツモト第7ビル1F
Open every day (No regular holidays） 1076‑444‑1468

岩瀬浜

Toyama Convention Bureau

〒930‑0083 富山市総曲輪2‑1‑3 富山商工会議所ビル1F

ＴＥＬ(076)421 3300 ＦＡＸ(076)421 0963
http://toyama-cb.or.jp/

ＭＡＰ 3ｰC 28

ホテル最上階からの夜景を眺めながら 休 毎週日曜〜水曜
味わう、至福のひとときを。
17:00〜22:30
カクテル￥1,300〜 フード￥600〜
Treat yourself to a blissful moment with
your favorite cocktail while looking out
over Toyama's night view from the top
文
ﬂoor of the ANA Crowne Plaza Hotel.
Cocktails: ￥1,300+ Light Meal: ￥600+ 富山市大手町2‑3
Closed Sun. through Wed.
ANAクラウンプラザホテル富山19F

大泉本町2
1076‑495‑1116

Department Store

輸入ブティックやレストラン街、富山の
特産品を取り揃えています。
※免税取扱い店

ＭＡＰ 5ｰB 31

休 水曜不定休

10:00〜19:00
11:00〜21:00
（６Ｆレストラン）

Toyama Daiwa Department Store ＭＡＰ 5ｰB 31

江戸末期から続く甘酒まんじゅう。
自家製
の甘酒を用い、
昔ながらの味を守り続け
ています。
甘酒まんじゅう 1個￥150

This long-running shop founded in the
Edo period preserves traditional ﬂavors.
Try the popular
(sweet bun)
using home-made
(sweet mild
sake).
Amazake Manju: ¥150 (1 pc)
富山市中央通り1‑5‑2
Closed Wed.

9:00〜17:00

ご来館の方に広貫堂
（ドリンク）
サンリキソV

休 年中無休

Toyama Airport Souvenir Shop

6:20〜20:00

※運行スケジュールに合せて
変更の場合有

老舗 味の笹義

脂がのった肉厚の特撰ますのすしはお薦めです。 休 元旦
ますの寿し手作り体験（要予約）についてはお問
7:30〜18:30
合わせください。
特撰ますの寿し￥2,200
We highly recommend the special
Masu-no-Sushi made with thick
slices of fatty trout. Please
contact us for the "Make your
own Masu-no-Sushi!" experience!
Tokusen （Specially selected）
Masu-no-Sushi: ¥2,200
Closed New Year s Day
富山市小中160

1076‑429‑0801

源 ますのすしミュージアム Masu-no-Sushi Museum
ＭＡＰ 5ｰC 33

9:00〜19:00

富山ならではの銘菓、海産物、地酒など
富山の味を多彩に取り揃え、皆様のお越
しを笑顔でお待ちしております。

ますのすし駅弁販売百年以上の歴史を持
つ源。工場見学や職人の技を見る事がで
きます。
平均予算￥1,200〜

1

岩瀬
地区

en

休 年中無休

※現在不定休につき
要お問合せ

10:00〜17:00

Minamoto has sold
as
for more than 100
years. Visit the factory and see
the artisans' skills. Average price:
￥1,200+ Open every day
※Please contact us as the
schedule is subject to change.
富山市南央町37‑6

1076‑429‑7400

1076‑423‑8424
環境にやさしい植物油インキを使用しています。

2

Iwase Canal Hall

Fugan Suijo Line Cruise
boarding point

1
3

Iwasehakusancho

卍
4 卍

北前船
回船問屋 森家
2 Mori Residence Home of 北陸
富岩水上ライン

o

Iwasehama

岩瀬カナル会館
瀬

富岩水上ライン
乗降場

富山港
展望台

Toyama Port Observatory

岩瀬浜駅

CS

ad

岩瀬白山町

大町新川町通り

Kitamae-bune
Shipping Agent

休 年末年始

1076‑495‑3150

ＭＡＰ 6ｰC 32

休 水曜

富山の薬の歴史と文化を展示や映像で
紹介。懐かしのパッケージは見ごたえ十
分です。

Welcoming you with smiles and
many delicacies from Toyama, such
as our famous confectioneries, 富山市秋ヶ島30
富山空港国内線ターミナル2F
seafood and local
.
出発ロビー
Open every day

富山を代表する銘菓
「月世界」
。日本茶、
コ 休 日曜・元日
ーヒーにもピッタリです。おもとめは本店、
9:00〜18:00
きときと市場とやマルシェ等にて。
月世界 1本￥486 2本入￥1,080

竹林堂

Museum

富山空港 お土産店 まいどは屋

1076‑421‑2398

ＭＡＰ 3ｰB 29

広貫堂資料館

1076‑424‑2310

富山市総曲輪3‑8‑6

月世界本舗

9:00〜18:00

B

水辺
Mi
プロ
zu
be ム
Pro ナー
ド
m

ase Area
Iw

休 年中無休

Learn about the history and culture
プレゼント
of Toyama medicine through
exhibitons and movies.
Nostalgic packages are on display.
Closed New Year's Holidays
Show this pamphlet to get a free
drink "Sanrikiso V."
富山市梅沢町2‑9‑1

1076‑424‑1111

中尾清月堂 富山大和店

富山を代表する胃腸薬
「越中反魂丹」
の製
造販売元。丸薬製造体験が出来ます。
越中反魂丹￥715〜

1076‑425‑1871

Toyama's noted "Tsuki Sekai" confectionery
is the perfect compliment to Japanese tea
and coﬀee. Available at the main store and
Toyamarche.
Tsuki Sekai: ¥486 (1 pc) ¥1,080 (2 pcs)
Closed Sun. and New Year's Day
富山市上本町8‑6

富山市総曲輪1‑9‑15

Sky Bar

富山大和

池田屋安兵衛商店

A

ＭＡＰ 5ｰC 34

The manufacturer and retailer of
the nation- wide famous digestive
medicine "Etchu- Hangontan."
Enjoy making your own pills.
Etchu-Hangontan: ¥715+
Open every day
富山市堤町通り1‑3‑5

1076 407 6653

有名人も多数来店のこだわり創業１９６１ 休 日曜・祝日
年のショットバーです。
18:00〜24:00
平均予算￥3,500〜

スカイバー アストラル

休 年中無休

We sell a selection of Japanese and
Western confectioneries, including
Seigetsu, our signature product.
Toyama's famous Atarumochi rice
cake is an ideal souvenir.
Dorayaki (two cakes sandwiching
富山市総曲輪3-8-6
red bean paste): ￥198(1 pc)
富山大和B1F
Closed Ｗed. (Irregular holidays)

Bar & Snack

A shot bar frequented by many
celebrities since 1961.
Average price: ￥3,500+
Closed Sun. and National Holidays

Ichiban-machi Store ＭＡＰ 5ｰB 30

代表銘菓どら焼き「清月」をはじめ、 休 水曜不定休
和・洋菓子を販売。富山銘菓「中餅」は
10:00〜19:00
お土産に最適です。
どら焼き１個￥198

美術館休館日
※運営期間：
〜2021年11月29日(月)

1076‑431‑1012

1076‑432‑4110

昼はバール。夜はトラットリア。富山の旬を取り入れたイタリア料
理を様々なシーンで堪能して頂ける正統派のイタリアンです。
平均予算 昼¥1,500〜 夜¥4,000〜
ランチセット¥2,200 ディナーコース¥5,500 ハーフディナーコース¥3,850

〜Castle view Café〜 ＭＡＰ 2ｰB 27

バー＆スナック

1076‑495‑1112

レストラン 清風 Restaurant

1076‑461‑5977

1076‑471‑6103

富山市大手町2‑3
ANAクラウンプラザホテル富山1F

寿し工房 大辻 一番町店 Sushi Creations

In addition to import boutiques
and restaurants, you will ﬁnd
shops selling Toyama souvenirs
and specialty products on the 1st
basement ﬂoor.
※Tax free shop
Closed Ｗed. (Irregular holidays)

西大泉

城南公園前

us as the schedule is subject to change.
Lunch: ¥2,600+ Dinner: ¥3,600+
Open every day

ＭＡＰ 4ｰA 26

富山城址公園・佐藤記念美術館1F

Toyama Prefectural
ofPlease
Moden
day beforeMuseum
public holidays.
contactArt

Souvenirs

1076‑420‑4659

東中野公園

西中野

おみやげ

Look for the large sign that says
"Maboroshi." The unusual thick
and
(fatty) style
is especially recommended.
Open every day
富山市一番町3‑26

富山市民プラザ1F

富山城を一望できるカフェ。地元の素材にこ
だわったカフェメニューをご堪能ください。
抹茶と選べる和菓子セット￥600

1076‑423‑7062

「幻」
の看板が目印の一番町店。一番の
おすすめは、肉厚・トロ系の幻のます寿し
です。

10:30〜16:30
Café with the fabulous view of the Toyama Castle.
(LO 16:00)
Enjoy Café and sweets made from local ingredients.
Powdered green tea set with your choice of sweets:
￥600
HigashiNakano
Closed Tue., Wed., Thu. and museum closing days
（Excluding holidays)
※Operation period: Until Mon. November 29，2021 富山市本丸1-33

火曜･水曜･金曜〜日曜･
祝前日 6:00〜20:00
月曜･木曜6:00〜17:00
※ディナーブッフェ
Nishinakano
提供日
〜21:00

dinner.

城南第二病院
As the original creators of "Toyama
Black" Ramen, 城南天然病院
we have stayed
faithful to the traditional taste for

ＭＡＰ 3ｰB 22

休 年中無休

※ Lunch buﬀet held every Sat. and Sun.
富山県立近代美術館
Dinner buﬀet held every Fri., Sat. and the

Light Meals & Café

A fun café for moms and kids.
A children's menu and nursing
room are also
卍 available.
Average price: ￥1,000
Open every day (No regular holidays) 富山市大手町6-14

お城の見えるカフェ

富山湾鮨、地魚料理が自慢。大広間も有。
昼￥800〜 富山湾鮨￥2,750

四六八ちゃ 桜木町本店

※Prices include tax. Prices and business hours are subject to change without notice.
(As of September, 2021)

(Boarding point for the Matsu River Cruise) ＭＡＰ 2ｰB 25

工

Western Food

Municipal Science Museum
Enjoy a buﬀet-style meal from breakfast to

城南公園

卍

線
立山
上滝
富山

富山市科学博物館

平日15:00〜17:00
中休み
Toyama

洋

卍

昼11:30〜14:00
(LO 13:30)
夜17:30〜21:00
(LO 20:45)

岩瀬浜駅前

ママ・子が楽しめるお店。キッズメニュー・ 休 不定休
11:00〜16:00
離乳食あり。授乳室も完備。
(LO 15:00)
平均予算￥1,000円

17:30〜22:00

休 日曜・祝日の月曜

Iwasehama Sta.

カフェ＆スペース まるーむ Café & Space

ＭＡＰ 1ｰC 21

A Japanese restaurant with over 110
years of history. Enjoy ﬁsh and meat
dishes and vegetarian meals. Available
in Japanese, Chinese and English.
Buri-shabu Course Meal: ￥3,850＋
富山市白銀町5-1
No regular holidays

※価格はすべて税込金額です。料金、定休日等内容が変更となっている場合も
あります。
（2021年9月現在）

1076‑431‑5418

休 年中無休

ＭＡＰ 3ｰC 11

このマークのお店でパンフレットを提示すると、お得なサービスを受けられます。

Café along the Matsukawa River. Enjoy
a relaxing moment as you see the boats
cruise by. Average price: ￥500+ Closed
Mon. and on days following holidays
※Closed for winter
Schedule is subject to change.
富山市本丸1‑34

Chinese Food & Yakiniku

ＭＡＰ 3ｰA 13

季節料理・寿司 写楽 Seasonal food & Sushi

江戸前 寿司正

September
Show this pamphlet to take advantage of special oﬀers at shops with this mark.
September

松川べりのお茶屋さん。
行きかう船と水辺 休 月曜・祝日の翌日
の風情を感じながら、
落ち着いたひと時を。
10:00〜17:00
※冬期休業あり
平均予算￥500〜

MUSLIM FRIENDLY
RESTAURANTS

(LO 21:30）
広貫堂前

ＭＡＰ 5ｰA 18

11:00〜20:00

松川茶屋（松川遊覧船のりば）

Sushi

Known for excellent Toyama Bay Sushi
and local seafood. We have a large
banquet hall for groups and parties.
Lunch: ¥800+
Toyama Bay Sushi Set: ¥2,750
Closed Sun., National Holidays and
during lunch hours on Sat.

This is a place with a mature atmosphere
17:30〜23:00
in a back alley of the Sogawa
（LO 22:30）
neighborhood where jazz music can be
heard! The
grilled with
-charcoal is also excellent. Seasonal
creative dishes are also popular!
富山市総曲輪3‑2‑21
Dinner: ￥3,000+ Closed Mon.

September

1076 423 1646

軽食・喫茶

Toyama Airport Branch
卍

Kokando-Mae

休 水曜

200m

南新町

中野新町

1076‑421‑2908
全国でも有名な
「元祖富山ブラック」
と
して70年以上富山の地で味を守り続け
ています。
中華そば
（並）
￥850

100

C

上本町
（南）

黒毛和牛が楽しめる本格焼肉レストラン。
９つ
の個室でプライベートな空間を演出します。
平均予算￥4,000〜
中野新町

創業昭和６年より続く手作りの味。富山のラ 休 水曜・第3火曜
ーメンの原点、
一番人気は手打ワンタンメン。
11:00〜20:00
火曜11:00〜15:00
ワンタンメンミニセイロセット¥1,160

西町大喜 本店

0

卍

ＭＡＰ 4ｰB 6

Our superior seafood dishes oﬀer the seasonal
tastes of Toyama; we have a number of repeat
customers from in and out of Toyama. If it is
Toyama seafood that you are looking for,
leave it to us.
Average price: ￥4,000 Closed Sun.
卍 open when holidays fall on Mon.) 富山市総曲輪2‑4‑14
(but remains

To Minami-Toyama Sta.

Nakanoshinmachi
焼肉レストラン 辛子家 Yakiniku
Restaurant

乾杯生ビール
（中）
半額！
4名様まで

1076 481 6188

富山の旬が味わえる極上魚料理に県内外から 休 日曜
リピーター多数。富山の魚ならおまかせあれ。
（月曜祝日の場合は営業）
平均予算￥4,000
17:00〜23:00

6

P

ＭＡＰ 4ｰB 10

110年以上の歴史を持つ和食料理店。 休 不定休
魚・肉料理、菜食者もOK。日本語・中国
11:30〜14:00
17:00〜22:00
語・英語対応可。
鰤しゃぶ鍋コース￥3,850〜

Popular Japanese restaurant known
for its pleasant space and relaxing
atmosphere with a reputation for great
locally-caught ﬁsh and homemade
富山市大手町3‑9‑1
dishes.
アジェスビル2F
Average price: ￥5,000 Closed Sun.

1076 464 5101

1076‑431‑6788

柳の下 末弘軒

All noodles and broths are home-made,
resulting in a healthy and natural ﬂavor.
Sansai (Wild Vegetable) Soba: ¥1,000
Closed Wed.

上本町（北）
Kamihonmachi（Kita）

1076‑492‑2001

割烹 丸庄 本田

1076ｰ469ｰ2900

Originally founded in Tokyo's Meguro City.
Enjoy the essence of the Hokuriku area.
Proudly published in the Michelin Guide and
Gault et Millau. Average price: ￥3,000-￥8,000
Toyama Bay Sushi Set: ￥3,300
富山市丸の内2-3-4
Closed Sun. and National Holidays on Mon.
1076‑422‑3034

1076‑493‑8989

17:00〜
(LO 22:00）

富山市婦中町千里5866

司

寿し処 美乃鮨 Sushidokoro
東京目黒創業。北陸の粋をご堪能下さ
い。
ミシュランガイド、
ゴ・エ・ミヨ掲載店。
平均予算 ￥3,000〜￥8,000 富山湾鮨 ￥3,300

17:00〜23:00

串焼旬菜 楽 Charcoal grilled skewered foods

寿

17:00〜21:00

ワンドリンクサービス

富山
港

富山市総曲輪1-6-11

西中野1
そば・うどん・ラーメン
Soba, Udon & Ramen
Nishinakano1

麺・だし等すべて自家製、ヘルシーな自
然の味を味わって下さい。
山菜そば￥1,000

5

休 日曜

金曜･土曜

休 日曜

富山第一

We started the “Toyama Black Ramen boom! You can
enjoy our
even in China, Taiwan, Hong Kong,
（梅沢町）
Thailand and Vietnam! Lunch/Dinner: ￥800+
Toyama Black Ramen (with an egg): ￥1,400
富山市秋ケ島30
Open every day
Show this pamphlet to get a free plate of〒
Gyoza dumplings. 富山空港ターミナルビル2F

1076‑428‑0070

Nishidenjigata

32

Kamihonmachi

卍

富山空港1F

つるや本店
西田地方

居心地のいい空間が人気の和食とくつろ
ぎの店。旬の地魚や手作りの料理が評判。
平均予算￥5,000

時間をかけて作る愛情料理が自慢の
「ほそかわ」
。一番人気のしろえびかき揚
げなどは売り切れることも。
平均予算￥3,000〜￥4,000

ＭＡＰ 4ｰB 9

総曲輪の路地裏にあり、ジャズが流れる 休 月曜
大人の店です！備長炭で焼く焼き鳥も絶
火曜〜木曜･日曜
17:30〜22:00
品です。また、季節の創作料理も人気！
（LO 21:30）
夜￥3,000〜

ＭＡＰ 4ｰB 5

会乃風 総曲輪本店

上本町

休 日曜・祝日・年末年始

富山市総曲輪4‑6‑9

仄香

7 34

P

日枝神社

Hoshiityou1
ＭＡＰ 3ｰB 17

and
in our
(conveyor belt sushi)
restaurant. We serve carefully selected
fresh ﬁsh caught every morning.
Average price: ￥3,000
Open every day
Show this pamphlet and get your ﬁrst
富山市秋ケ島30
draft beer at half-price (for up to 4 people)

北陸

富山第一

星井町一丁目

Enjoy fresh

Established in 1931 and the origin of
Toyama Ramen. The most popular
selections are the hand-beaten wonton
noodles. Wonton noodles with steamed
meat dumplings and rice: ¥1,160
Closed Wed. and 3rd Tue.

20

B

廻転とやま鮨
富山きときと空港店
検察庁前
Kensatsucho-Mae
富山湾の鮮魚をお寿司やお刺身で楽しめ
る回転寿司！店主自ら厳選した朝どれ鮮
(Public Prosecutors
魚を是非お楽しみください。
Oﬃce)
平均予算￥3,000

P

千石町3

昼 12:00〜14:00
(2日前まで要予約)
９７
夜 17:30〜23:30

富山

ＭＡＰ 3ｰB 4

1076‑495‑1114

Nishicho

P

Toyama Glass Art museum &
Toyama City Library

41

We fastidiously select seafood
(LO 22:30
and
from Toyama.
21:00以降要予約)
Toyama Bay Sushi Set: ￥3,850 （南央町）
Dinner-Chef's Special: ￥8,800+
Closed Sun., National Holidays
and New Year's Holidays

北陸

山王町

Route 41

富山の酒と富山の魚にこだわってます。
富山湾鮨 ￥3,850
夜おまかせ ￥8,800〜

P

1076‑481‑6397

雪見通

寿し処 佐々木 Sushidokoro

33

P

San-nomachi

Sengokumachi3

A

Nakamachi（Nishicho-Kita）

A traditional
-style structure
restaurant located in a lush mountain
village. You can enjoy
cuisine that
uses luxurious seasonal ingredients.
※Advance reservation only Lunch: ¥3,300+
Dinner: ¥5,500+ Closed Tue. and Wed.
Show this pamphlet to get a free drink

Hosokawa prides itself on cuisine
made with great care and
attention. Popular dishes, such as
the best-selling
Japanese glass
shrimp
, often sell out.
Average price: ￥3,000‑￥4,000
富山市総曲輪2‑7‑22
Closed Sun.

17:30〜23:00

Dine seasonal
dishes. Our
grill corner is also popular.
Lunch: ￥1,980+ Dinner: ￥4,280+ 富山市大手町2‑3
Hana Gozen(Dinner only): ￥4,280 ANAクラウンプラザホテル富山5F
Closed Tue. and Wed.

TOYAMAキラリ
（富山市ガラス美術館）
（富山市立図書館本館）

秋水美術館
SHUSUI MUSEUM OF ART

千石町2

〒

Grand Plaza

グランドプラザ前
30 Grand Plaza-mae

P

Ichibanmachi
（Minami）

P 駐車場 / Parking

6

DAIWA

一番町
（南）

タクシー乗り場 / Taxi Station

桜の名所 / Famous place for cherry blossoms
H ホテル / Hotel
銀行 / Bank
警察署 / Police Station
Sengokumachi2
〒 郵便局 / Post Oﬃce
CS コンビニ / Convenience store

31

4

三井住友
中町（西町北）

（富山大和）グランドプラザ

Ichibanmachi

■凡例 / Legend

卍

SOGAWA
BASE

（平日のみ）

季節に合わせた会席料理が味わえます。 休 毎週火曜･水曜
鉄板焼きコーナーも人気です。
11:30〜14:00
17:00〜21:00
昼￥1,980〜 夜￥4,280〜 花御膳(夜のみ) ￥4,280

北陸

P

Sogawa FERIO

一番町

15

レ レンタカー店 / Rental car Station

9

西町

越前町

路面電車 / City Tram

卍

11:30〜14:00

日本料理 雲海 Japanese Cuisine

Hotel α-1 Toyama-Aramachi
P
H

総曲輪フェリオ

北陸

Ōte Mall

Echizenmachi

卍

卍

41

H

〒 大手モール

Hatagomachi

19

a Ri
ver

白金町
公園

6 ホテルアルファーワン富山 荒町

ユウタウン総曲輪 10 12

18

P

堤町通

旅籠町

ドーミーイン富山

いた
ち川

堤町通2

総曲輪
レガートスクエア 富山
越前町局

5

14

Civic Plaza
Ensemble Hall

ダイワロイネットホテル富山

休 不定休

Our seasonal
is the perfect complement.
Enjoy Toyama Bay s seasonal delicacies.
Lunch: ¥880+ (Weekdays only）
ItDinner:
富山市総曲輪2‑1‑17
ach ¥4,000+
ievery
gawday (No regular holidays）
Open

11

Aramachi

Daiwa Roynet Hotel Toyama

Kokusai-kaigijō-mae

富山市民プラザ

富山信金
総曲輪四丁目

5

国際会議場前

荒町

H

3

17:30〜23:00
(22:00まで入店)

食べ飲み
マップ

Restaurant Guide

P

富山国際会議場

レ

CS 荒町

4 22 29

3

ＭＡＰ 3ｰB 3

Etchu Cuisine

季節替わりの日本酒も料理と一緒に味わ
えます。富山湾の旬をご堪能下さい。
昼￥880〜 夜¥4,000〜

休 日曜・平日の祝日

緑豊かな山里に佇む合掌造りの料亭。旬の 休 火曜・水曜
食材を贅沢に使った会席料理が味わえます。
※完全予約制
昼¥3,300〜 夜¥5,500〜
11:30〜14:00

Omachi-Niikawamachidori Av

5

富山信金

Fugan Suijo Line Cruise
Fugan Suij

Iwa

岩瀬se Ca
運河nal
富山競輪場

Toyama Cycling Stadium

競輪場前駅

Keirinjo-Mae

富山
港線

13

H

P

北陸

1076‑439‑0121

1076‑492‑0122

千里山荘
ＭＡＰ 2ｰC 8

1076‑432‑2431

居酒屋 ほそかわ Izakaya

富山市総曲輪3-2-27

2021

&

城址公園前

To Toyama Univ

4

17

越中膳所 海の神山の神

懐かしい炉端焼の雰囲気をお気軽にお
楽しみ下さい。
メニュー￥220〜￥880

ＭＡＰ 4ｰB 12

岩瀬地区 Iwase Area
富山第一

環水公園へ

To Kansui Park

ort
h

北陸

3

28

Toyama Convention Bureau

柳町2

富山
コンベンションビューロー

北國

,
and
, rice cooked with
cooking stove. Enjoy seasonal dishes
and
made with local ﬁsh.
富山市本町2‑17
Dinner: ￥3,000+
マンテンプラザ2F
Open every day

北新町

丸の内

Marunouchi

Toyama Chamber of Commerce
and Industry Bldg

Come enjoy your meal at the art museum and spend
your time being deeply satisﬁed with our luxurious
atmosphere, furnishings and exquisite ingredients.
Lunch: ￥1,980+ Dinner‑Chef's Special: ￥5,500+
Course Meals: ￥8,800+
Closed Wed.

Make yourself at home in this
relaxing old-fashioned
(Japanese Grill) restaurant.
Items: ￥220‑￥880
Closed Sun. and National Holidays
on weekdays
富山市桜木町6‑8

Serving mainly

労金

小島町

Local History Museum
(Toyama Castle)

富山商工会議所ビル

ＭＡＰ 1ｰC 2

焼き鳥、
おでん、
かまど飯をメインとしたお 休 年中無休
店。旬の料理や富山の刺身も楽しめます。
17:30〜22:00
夜￥3,000〜

2

11:30〜14:00
（昼のみ営業）

Healthy food from oriental herbs
by our experienced and trusted
shop: Ikedaya Yasubei Shoten.
Healthy Meal Course: ￥2,200+
富山市堤町通り1‑3‑5
(Advance reservation required)
(池田屋安兵衛商店2F)
Closed Wed.

炉ばた焼 浜っ子 Robatayaki

額 美和食 Japanese Cuisine

厳選された食材を厳選された調度品で贅沢な雰囲気 休 水曜
の中、美術館のような空間でお食事をいかがですか。
11:00〜14:00
17:30〜22:00
昼¥1,980〜 夜おまかせ¥5,500〜 コース¥8,800〜

1076‑425‑1873

かまど料理とお酒 くろべ Kamado Cooking ＆ Sake

CS

16

17:30〜22:00

1076‑439‑0122

Sakurabashi Densha-dori
Av.

Joshi-odori St
reet

Toyama city Tourist P
Information Center

富山城・
富山市郷土博物館

Su

St.

富山まちなか
観光案内所

富山城址公園

Toyama Castle Park

8

城址大通り

Sato Memorial Art Museum

休 年中無休

Indulge yourself in Toyama Bay's
seasonal delicacies while gazing at
the restaurant's ﬁsh-tank.
富山市本町2-17
Average price: ￥5,000＋
マンテンプラザB1F
Open every day

Toyama Manten Hotel

桜橋電車通り

2021

ＭＡＰ 1ｰC 1

Toyama Bay Cuisine

富山湾の旬の幸の味を余すところなく堪能で
きます。生簀を眺めながらお楽しみ下さい。
平均予算￥5,000〜

富山
マンテンホテル

H

Sakurabashi

25
27

佐藤記念美術館

1

1 2 21

桜橋

県民会館前

e
Cruis
r Boat

tsu Rive
松川遊覧船 Ma

Ri

富山湾の味処 鯛家

ＭＡＰ 5ｰC 7
休 水曜

nN

富山県警察本部

tsu

Ma

ver

和漢薬の老舗が提供する安心で体に良
い健康料理です。事前予約をお願いし
ます。
健康膳コース￥2,200〜

tio

Sunship Toyama

松川

３
23
２

Toyama Prefectural
Government Oﬃce

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

H

Toyama City Hall
P

北銀

健康膳 薬都 Healthy Meal

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

東岩瀬駅 Higashi IwaseＭＡＰ 1ｰA 1
磯料理 松月 Japanese Seafood Cuisine
富

富山県庁

サンシップとやま

富山市役所

富山県民会館

Toyama Prefectural
Civic Center

富山市中心部 Central Toyama City

To 山駅
To
yam北
aS
ta

Kencho-Mae

ukake-d
ori Stre
すずzか
et
け通り

り

P

P

Toyama Gourmet

1

H

Kencho-mae Park

Central県庁前
Toyama City

富山
相生局

〒

NHK

富山電気ビル Toyama Denki Bldg
C

７４８２

Port

富山市中心エリア

NTT

ama

北日本
新聞社

P

B

Toy

A

旬】 2

ine

Agricultural Cooperative Hall

県庁前
公園

季節々の富山湾の魚を一番おいしく提
供します。
昼￥6,160 夜￥7,392〜 (税･サ込）

Serving seasonal ﬁsh from Toyama
Bay in the best way.
Lunch: ¥6,160+ Dinner: ¥7,392+
Open every day (No regular holidays)

休 不定休

11:30〜21:00

富山市岩瀬港町116

1076‑438‑1188

おみやげ

Souvenirs

岩瀬カナル会館

ＭＡＰ1ｰB 2

岩瀬地区の観光に便利な「岩瀬まち歩きま 休 年末年始
っぷ」
を無料提供。レンタルサイクルもある。
9:30〜17:00
Free Iwase Town Stroll maps are available
here, convenient for sightseeing in the
Iwase neighborhood. Rental bicycles are
富山市岩瀬天神町48
also available. Closed New Year's Holidays

1076‑438‑8446

酒商 田尻本店 Sake Store

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

ＭＡＰ 2ｰA 3
休 月曜（月曜祝日の場合は翌日）

10:00〜19:00
(日曜･祝日 〜18:00)

富山市東岩瀬町102

1076‑437‑9674

名物どらやき本舗 大塚屋 Local Specialty Dorayaki

ＭＡＰ 2ｰA 4

岩瀬名物三角どらやきは、
しっとりとした生 休 月曜
地に上品な甘さの粒あんが詰まっています。
8:30〜17:30
(日曜･祝日 〜16:00）
名物三角どらやき
（2個入）
￥205
The Iwase specialty Sankaku (triangular)
Dorayaki has a moist batter and is stuﬀed with
red bean paste of a delicate sweetness.
Sankaku Dorayaki (2 pcs): ￥205 Closed Mon.

桝田酒造店

富山の旬の幸とともに味わえるようこ
だわって作られるお酒です。

富山市岩瀬大町152

1076‑437‑9678
ＭＡＰ 2ｰA 5
休 土曜・日曜・祝日

9:00〜17:00

The
is made with great care
to match the seasonal tastes of
Toyama.
Closed Sat., Sun. and National 富山市東岩瀬町269
Holidays
1076‑437‑9916
2021.10 35,000

Wohlfahrt Toyama Rirashiti Dinings ＭＡＰ 1ｰC 1

だるま寿司、カフェ・モエール、ちゃぼん
休 不定休※
など和洋の各名店が楽しめる。
11:00〜21:00
※店舗により異なる
平均予算￥800〜
Enjoy Japanese and Western dishes at
Daruma-zushi, Café Moeru and Chabon.
Average price: ¥800+
※Open every day (Business hours diﬀer 富山市奥田新町8‑1
1076‑431‑1113
depending on the restaurant.)

アーバンプレイス飲食店街 地下フロアー

富山駅ナカに誕生！ファストフード、カ
フェ、麺類をカジュアルにどうぞ。

ごんべい舎、天ぷら 小泉 たかの、
休 不定休※
中国四川麺飯店 一燈、
11:30〜23:00
※店舗により異なる
ワインバル 三ツ矢堂商店
Gombei-sha, Tempura Koizumi
Takano, Szechuan Food Itto and
Wine Bar Mitsuyado-Shoten
※Open every day (Business hours 富山市牛島町18‑7
diﬀer depending on the restaurant.) 1076‑433‑9992

和食 ティファニー、日本料理

俵屋

Urban Place Dinings (1・2F) ＭＡＰ 2ｰB 2

休 不定休※

11:30〜21:30

休 不定休

Toyama Ekimae ＭＡＰ 4ｰB 4

※店舗により異なる

1076‑471‑8100
ＭＡＰ 3ｰB 8

休 不定休

※店舗により異なる

富山市明輪町1‑90

1076‑471‑8100

ＭＡＰ 4ｰB 10

休 不定休

ＭＡＰ 5ｰB 11

地酒・地魚一筋50年。姉妹店の地ビール 休 日曜・祝日 [あらさん㉁火曜]
「米清」
／昼呑み地魚
「あらさん」
も好評。
16:00〜23:00
［あらさん 11:30〜］
Serving excellent local ﬁsh and
for
over 50 years. Sister restaurant Komesei
serves original beer, and Arasan is great for
local ﬁsh and day drinking. Closed Sun. and 富山市桜町2‑2‑22
National Holidays [Arasan: Closed Tue.]
1076‑441‑9369

We accommodate up to 100 people with
large/small
rooms, dining halls and
banquet halls, dine on fresh seasonal seafood.
Seasonal Kaiseki: ¥5,500+
Closed Mon.
※Reservation only (3 days in advance)

ＭＡＰ 5ｰA 12

休 日曜

11:30〜13:30
17:00〜22:00

地酒 呑みくらべセット
をグループで１セット

富山市宝町1‑6‑6
ビブレ10 1F

1076‑442‑8581
ＭＡＰ 5ｰC 16
休 月曜

11:30〜／17:30〜
※完全予約制（３日前まで）

1076‑431‑8242

磯炙

ＭＡＰ 4ｰB 17

富山県産にこだわった鮮度抜群な旬の魚介 休 不定休
や野菜、
肉をアツアツでお楽しみ頂けます！
17:00〜24:00
日曜･祝日 〜23:00
平均予算￥3,000〜￥4,500
Enjoy a hot selection of Toyama's fresh
ファーストドリンク 生ビールか
local seafood, vegetables and juicy meat.
ソフトドリンクサービス
Average price: ￥3,000‑￥4,500
Open every day (No regular holidays)
Show this pamphlet to get your ﬁrst 富山市新富町1‑3‑2
draft beer or soft drink for free!
1076 442 9255

富山市桜町2‑6‑12
フクタビル1F

1076‑433‑8100

1076‑471‑7015

ＭＡＰ 5ｰB 18

タクシー乗り場 / Taxi Station

H

2

富山市新富町1‑3‑9
駅前プラザビル1F

〒
CS

1076 432 8811

We oﬀer Toyama's unique dishes and
with fresh seafood. Try our
specialty "Beniwan-mori!"
Average price: ¥5,000‑¥6,000
Beniwan-mori (Assorted sashimi 9 pcs):
¥3,300 Closed Mon.

地物朝採れ鮮魚中心に旬の食材を使っ 休 不定休
た板前料理。
17:00〜24:00
(LO 23:00)
平均予算￥3,000〜￥4,000
Japanese cuisine made with fresh local
コース料理予約(4名以上)に限り
ﬁsh and seasonal ingredients. Average
1名分料理無料 ※月〜木曜のみ
price: ￥3,000‑￥4,000
Open every day (No regular holidays)
When you make a course meal
reservation for 4 or more people, show
this pamphlet to get a free course meal 富山市新富町2-3-16
for 1 person. (Only from Mon. to Thu.)
1076‑432‑4770
休 月曜・不定休

暖座クラシック 富山駅前店

17:00〜23:00
(日曜･祝日16:00〜22:30)

備長炭火で焼き上げる当店自慢の串焼は外せな
い一品。お刺身と地酒の相性も抜群です。
とやま旨いもんプレート￥1,639
Don't miss out our speciality,
charcoal
grilled skewered foods, which go together
extremely well with
and local
.
Toyama Specialty Plate: ¥1,639
Closed New Year's Holidays

富山市桜町1‑1‑1
電鉄富山駅ビルエスタ4F

1076‑441‑5211

JR

Ta

ka

ya

ma

Lin

富山市桜町2‑6‑3

1076 431 0856

レ

ＭＡＰ 5ｰB 24

休 月曜

43 44

CiC

38 52

ホテルアルファーワン
富山駅前

Hotel α-1 Toyama-Ekimae

神通町

1076‑442‑1020
ＭＡＰ 5ｰB 25

宝町 21

富山信金

Shintomicho

新富町

1076‑482‑3032

31

5

Toyama Station ＭＡＰ 3ｰB 26

47

北陸
〒
富山
芝園局

富山市明輪町1‑230
JR富山駅・クラルテ2F

H

1076‑443‑1077
Toyama Ekimae ＭＡＰ 4ｰB 27

マリエ
とやま

H

休 不定休・年末年始

ＭＡＰ 5ｰB 28

北日本
新聞社

17:00〜24:00
Toyama Prefectural
(LO 23:30）
日曜･祝日16:00〜23:00
Education and Culture Hall
(LO 22:30）

富山市桜町2‑1‑1

１3

H

29 H

23

Kencho-mae Park

富山県庁 efectural

10:00〜21:30

富山市明輪町1-220
きときと市場
とやマルシェ内

1076‑471‑8107

水餃子一皿無料

1076‑444‑7211

厳選ビーフの希少部位をお手頃価格でご提
供。窯焼きピザなど各種ワインとご一緒に。
お肉（グリル）各種￥734〜
グラスワイン￥495〜

We provide carefully selected beef at
an aﬀordable price. Enjoy it with
oven-baked pizza and wine. Grilled
meat: ¥734+ Glass of wine: ¥495+
Closed New Year's Holidays

Try

Chinese Food & Yakiniku

富山市新富町1‑2‑3
富山エクセルホテル東急15F

1076 441 0015

ＭＡＰ 4ｰB 44
休 不定休・年末年始

17:00〜24:00
(LO 23:00）

金曜･土曜･祝前日

17:00〜25:00
(LO 24:00）

ＭＡＰ 5ｰC 39

delicious curry and
(hashed beef with rice) in the
historical Denki Building.
Pork curry and rice: ¥640
Closed Sat., Sun. and National Holidays
※Please contact us for details.

1076‑441‑5070
ＭＡＰ 6ｰB 45

休 土曜・日曜・祝日
※現在不定休につき
要お問合せ

11:00〜14:30

富山市新桜町5‑3
第2富山電気ビル1F

創業85年の伝統の味をお楽しみ下さい。 休 不定休
※詳細要お問合せ
昼￥1,350〜 夜￥6,600〜
Enjoy the traditional taste still highly
11:30〜21:00
regarded after 85 years since its
foundation.
富山市桜橋通り3‑1
Lunch: ¥1,350+ Dinner: ¥6,600+
富山電気ビル4F
Open every day (No regular holidays)
1076‑432‑4111
※Please contact us for details.

磯部町
1丁目 バー＆スナック
公園 ＢＡＲ 白馬舘 Bar

This bar was founded in 1937 and
has been
磯部handed down from
generation to generation. Received
1st place in a national cocktail
contest. Average price: ¥2,500
Open every day (No regular holidays)

10:00〜18:30
(ランチ 11:00〜14:00)

Heiwa-d
富山市桜町2-2-11
ori

ＭＡＰ 4ｰB 50

ＭＡＰ 6ｰC 46

卍

〒

通
富山市桜町1‑3‑9

1076‑432‑0208

富山の名産品・特産品が勢ぞろい！！
最高の富山みやげをお買い求めいただ
けます。

ＭＡＰ 3ｰB 51

休 元日

8:30〜20:30

A huge selection of Toyama's famous
and specialty products, all in one
place!! Perfect for those looking for
富山市明輪町1‑220
gifts and souvenirs of Toyama.
Closed New Year's Day
1076 471 8100

文

ドーミーイン富山

1076‑471‑8115
P

７１

ささら屋 とやマルシェ店

Toyamarche
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Hotel Grand Terrace
Toyama
41
H H
H

第四

5

パレブラン高志会館

１6 39

Palais Blanc
Koshikaikan
CS

P

電気ビル前

CS

Denki-Biru-mae

富山電気ビル Toyama Denki Bldg

46
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富山
マンテンホテル
Toyamarche

ＭＡＰ 3ｰB 51

Toyama Manten Hotel

ＭＡＰ 4ｰB 52

北陸を代表する蒲鉾の名店。保存料無
卍
添加の美味しさ。看板商品の「鮨蒲」は
逸品。

卍

３１

９０

山王町

２２

中町（西町北）

千里山荘 とやマルシェ店

厳選された極上の素材と職人の技が作り
CS
出すお弁当、お惣菜をお楽しみください。
平均予算￥1,000〜￥2,000
美味三昧わっぱ￥1,500
Enjoy the
and the side dishes
which make full use of the ﬁnest
foods and artisans' skills.
Average price: ¥1,000‑¥2,000
3 Flavor Wappa (Rice with toppings
served in a wooden container): ¥1,500
Closed New Year's Day

９２

１０９５

Hie Shrine

富山

Souvenirs

高岡市 Takaoka City
休 水曜

8:30〜19:00

上本町（北）

We oﬀer a selection of excellent confectionaries,
Kamihonmachi（Kita）
made from best selected ingredients. Try our
specialty cake, Tokonatsu!
P
高岡市木舟町12
P （6 pcs): ¥648 Closed Wed.
Tokonatsu
10766 25
[12 Kifunemachi, Takaoka, Toyama］

日枝神社

福井 卍

0215

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

Kamihonmachi

星井町一丁目

このマークのお店でパンフレッ
トを提示すると、お得なサービスを受けられます。
南新町
上本町
（南）

Hoshiityou1

富山市明輪町1‑220
きときと市場とやマルシェ内

３２

富山第一
おみやげ

とこなつ6個入￥648円〜

8:30〜20:30

（南央町）

滑川市常盤町17-1

1076‑482‑3379
三井住友
高岡市 Takaoka City

Toyama Glass 代表銘菓とこなつを中心に、厳選した素材
Art museum &
を生かしたお菓子を取り揃えております。
Toyama City Library
９３

ＭＡＰ 3ｰB 51

Sengokumachi3

P

TOYAMAキラリ
（富山市ガラス美術館）
大野屋
（富山市立図書館本館）

P

休 とやマルシェに同じ
千石町3

９７1076‑471‑5727

IMONO
KITCHEN
Nakamachi

San-nomachi

41
Toyamarche

公園

卍 Every day, we oﬀer delicious and healthy handmade

using ingredients from Toyama prefecture.
Average price: ￥800‑￥2,500
P
北陸
Closed Sat., Sun. and National Holidays
［17-1 Tokiwacho, Namerikawa, Toyama］

1076‑407‑6644

千石町2

基本定休

Hotel α-1 Toyama-Aramachi
全・ヘルシー手作りのお弁当をお届けします。
1万円以上のご注文のみ受付
P
平均予算￥800〜￥2,500
8:00〜17:00
H

（Nishicho-Kita）
能作本社内にあるカフェ。県産食材のランチなどを能作自
休 年末年始
慢の錫の器で提供します。
10:00〜18:00
ドプラザ 職人カレーセット（スープ付）￥1,500 （LO 17:30）
（富山大和） グラン平均予算￥1,500
９４
P
Grand
Plaza
We
serve
meals
on
NOUSAKU
tin
tableware.
Using
ﬁnely
DAIWA
９１
selected
P ingredients in Toyama, we oﬀer a special dish
富山
北陸
and experience. Average 西町
price: ￥1,500 Curry set: ￥1,500
高岡市オフィスパーク8-1
Closed New Year's Holidays
10766‑63‑0050
［8-1 Oﬃce park,Takaoka,Toyama］
西町 Nishicho

51 ＭＡＰ 5ｰB 31

Ichibanmachi
富山市明輪町1‑220 51
（Minami）
きときと市場とやマルシェ内

滑川市 白金町
Namerikawa City

Sogawa FERIO

一番町
（南）

One of the most famous
(steamed ﬁsh paste) makers in the
Hokuriku region. Delicious ﬂavor with 1076‑445‑4702
no artiﬁcial preservatives added. The 森記念秋水美術館
Mori Memorial Museum of Art
ﬂagship product, sushikama (sushi 富山市総曲輪3‑8‑6
31
ﬁsh cake) is highly recommended.
大和富山店B1F

お弁当のとみや
９ ホテルアルファーワン富山
荒町
富山県産の食材を使用し、
日替わりで安心・安 休 土曜･日曜・祝日

総曲輪フェリオ

お買い上げの方に
ちょっぴりプレゼント

４ＭＡ
４Ｐ 3ｰB

Other Areas

Light Meals & Café

P

Daiwa Roynet Hotel Toyama

P

卍

荒町

H

軽食・喫茶

ダイワロイネットホテル富山

41ＭＡＰ 3ｰB２51３４３

４５

ユウタウン
大正13年創業。銘菓「しろえびせんべい」 休 とやマルシェに同じ
富山
他富山米100％の米菓を販売。
8:30〜20:30
３０
総曲輪
越前町局
しろえび撰¥540〜

Sengokumachi2

Souvenirs

きときと市場とやマルシェ Marketplace

４２ ８

卍鮨蒲本舗 河内屋 Sushikama Shop

富山
相生局

花水木

Sougawa4

〒

Bar & Snack
18:00〜24:00

ANA Crowne Plaza Toyama

７

Founded in 1918. We have been selling
北陸
100% Toyama grown-rice
crackers, such as
旅籠町
our signature product "Shiroebi Senbei" etc.
Hatagomachi
Glass Shrimp rice crackers: ￥540+
一番町
Closed New Year's Day
富山市明輪町1‑220
Ichibanmachi
Show this pamphlet to get a free small きときと市場とやマルシェ内
gift with your purchase.
1076‑443‑2331P

st.

富

Ra

n)

富山市以外の地域

CS

Dormy Inn Toyama
富山市明輪町1‑220
H
P
きときと市場とやマルシェ内

Closed New 総曲輪四丁目
Year's Day
富山信金

平和通り

休 不定休（ほぼ無休）

富山国際会議場

Nokaya, our reﬁned
, features
富山市民プラザ
a vigorously full and deep ﬂavor.
It can be purchased at our shop Civic Plaza
"Kuranoka" in Toyamarche.
Ensemble Hall

休 日曜
（変更の場合あり）

rai

ホテルグランテラス富山

みずほ

45

ma

郵便局前

桜橋
Sakurabashi
芝寿し とやマルシェ店

ＭＡＰ 3ｰB 51

H

のう か や

Conference Center

Toyama Ekimae ＭＡＰ 5ｰB 49

1076‑471‑5877

蔵の香

休 とやマルシェに同じ
ふくよかなコクと力強さ。清酒
「苗加屋」
の International
ANAクラウンプラザ
Toyama
8:30〜20:30 ホテル富山
お買い求めは、
とやマルシェ
「蔵の香」
へ。

Light Meals & Café

おみやげ

1076‑441‑3933

富山電気ビルディングレストラン Toyama Denki Bldg. Restaurant 4F

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

創業1937年 親子3代で店に立つ。
カクテルコンクールで日本一になる。
平均予算￥2,500

富山市新富町1‑2‑3
富山エクセルホテル東急1F

1076‑411‑9515

tt

〒

Route 41

富山の旬の食材や高級食材を使用した 休 日曜
本格中華を楽しめます。
11:30〜14:00
17:30〜21:30
ランチ￥1,000〜 卓料理￥4,500〜
Enjoy authentic Chinese food made
from high-quality and seasonal
富山市桜橋通り2‑28
Toyama's ingredients.
ホテルグランテラス富山2F
Lunch: ¥1,000+
Course Meals : ¥4,500+ Closed Sun. 1076‑431‑8242

Enjoy stunning views of the vast Tateyama
Moutain Range by day and Toyama's striking
douwntown city lights by night on the top ﬂoor
of the Toyama Excel Tokyu Hotel.
Lunch: ¥1,950+ Dinner: ¥4,500+ Closed Mon.

伝統の電気ビルカレーとハヤシライスが
手軽に食べられるお店です。
ポークカレー￥640

富山市新富町1‑2‑3
CiCビルB1F

中華菜館 福寿林 Chinese Cuisine

ホテル最上階に位置し、昼は立山連峰が、 休 月曜
夜は富山市内の夜景が一望できます。
11:30〜14:00
17:30〜21:30
昼￥1,950〜 夜￥4,500〜

カレー＆ハヤシ 電気ビル ブリーズ Curry & Hayashi Denki Bldg.

MUSLIM FRIENDLY
RESTAURANTS

ＭＡＰ 4ｰB 43

Suwanokawara

富山市新富町1‑1‑15

富山駅前店 Café

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

諏訪川原

lle

Chitetsu-Biru-mae

Toyama City Hall

富山県警察本部
休 とやマルシェに同じ
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Toyamarche ＭＡＰ 3ｰB 51

se

堤町通2

11:00〜26:00
日祝11:00〜23:00

薬とカフェの丹霞堂

岡

Sta

Ain

ダイワロイネットホテル T 山
oy 地方
富山駅前
am
鉄
a

35

６
３２

Su

中華料理・焼肉

休 年中無休

軽食・喫茶

県道富山高
17:30〜24:00

線
Pre半額！
fectural Road To
乾杯生ビール
（中）
yama-Takaoka
Line
4名様まで

an

西町

The 5-time champion at the Tokyo
Ramen Show! Our black
looks
very salty but taste suprisingly light!
Lunch/Dinner: ￥800+ Toyama Black
Ramen (with an egg): ￥1,300
Open every day
Show this pamphlet to get a free
plate of Gyoza dumplings.

富山駅北コンテンポラリーダイニング。カフェ 休 年中無休
メニューから欧風料理までお楽しみ下さい。
6:30〜22:00
昼￥900〜 夜￥2,000〜
Contemporary dining just north of Toyama
Station. Feel free to enjoy the casual café menu
or to choose the elegant European-style cuisine. 富山市牛島町11‑1
オークスカナルパークホテル富山1F
Lunch: ¥900+ Dinner: ¥2,000+
1076‑432‑2000
Open every day

ビストロ DANZA Bistro
ＭＡＰ 4ｰB 38

ＭＡＰ 1ｰB 42

ＭＡＰ 4ｰA 48

Toyama Ekimae
休 月曜

ink

Hotel Relax Inn Toyama

B

越前町

東京ラーメンショーで5回に渡り売上数第1
位の偉業を達成！色は黒いが味はあっさり！
昼¥800〜 夜¥800〜
富山ブラックW肉盛りそば（味玉入り）¥1,300

ＭＡＰ 4ｰB 33

ＭＡＰ 6ｰB 37

Toyama Station CiC Branch

Western Food

レストラン リコモンテ Restaurant

富山で半世紀、本物の手打うどんを提供 休 日曜・月曜・祝日
している有名店。 天ざる￥950
正月三ヶ日
11:30〜13:30
Tsuruki has been serving its exclusive
handmade
in Toyama for more
than half a century. Ten-zaru (cold
noodles with tempura): ¥950
Closed Sun. Mon., National Holidays 富山市新桜町6‑2
and New Year's Holidays
1076‑441‑8496

富山ブラック麺家いろは 富山駅前CiC店

食

We oﬀer easy-to-enjoy Italian and French
cuisine with conﬁdence to satisfy. Come
have fun with a wide variety of dishes!
Average price: ¥4,000 Closed Mon.
Show this pamphlet and get your ﬁrst
draft beer at half-price (for up to 4 people)

1076‑441‑6002

P

ma

uS

厳選した食材を使い、金沢名物「笹寿し」や季 休 とやマルシェに同じ
e
県民会館前 節限定のお弁当を豊富にラインナップ。
8:30〜20:30
8:30〜20:30 Boat Cruis
r
e
v
i
２０
三味笹寿し10個入り
（紅鮭
・小鯛・鯖）
￥1,177
tsu R
１
松川遊覧船 Ma
Umekama proposes "deliciousness
７０ 富山第一ホテル We oﬀer Sasazushi, a Kanazawa specialty,
as well as a great selectionCS
of seasonal
that you will never forget." Please
佐藤記念美術館
富山市明輪町1-220
Toyama Dai-ichi Hotel made with carefully selected ingredients.
choose it as a special souvenir
Sato Memorial Art Museum
４Assorted
４１
Sasazushi selection（10 pcs): ¥1,177 きときと市場とやマルシェ内
from Toyama.
H
３
５
１
６
０
1076‑445‑4546
Closed New Year's Day
Tokusei Kobu-maki (Special kelp 富山市明輪町1‑220
富山城址公園
きときと市場とやマルシェ内
roll): ￥832
ととやま
Closed New Year's Day
Toyama441
Castle1176
Park
1076
労金
４０
富山県のアンテナショップ「ととやま」は富山県産の 休 第3火曜
P Ｐ 3ｰB 51
フルールリブラン とやマルシェ店
Toyamarche ＭＡ
食品や工芸品を多数揃えています。 ※免税取扱店
10:00〜20:00
富山城・
幸のこわけ各種￥357〜
代 表 銘菓「甘金丹」「富也萬」をはじ 休 とやマルシェに同じ
北國
富山市郷土博物館
５
Totoyama
is
a
specialty
shop
where
め、富山らしいお土産品を多数取り揃
8:30〜20:30
Local History Museum
Toyama-grown foods and crafts are available.
えております。
Marunouchi
※Tax free shop
(Toyama
Castle)
甘金丹6個入¥1,080
８０ gift of Toyama 富山市新富町1‑2‑3
CiCビル1F
Sachi no kowake（Small
丸の内
Selling
various
famous
local
specialty foods): ¥357+ Closed 3rd Tue.
1076‑444‑7137
北陸
confectioneries,
like Kankontan
富山総曲輪局
富山商工会議所ビル
and Toyaman, which make great
Toyama Chamber of Commerce
富山市明輪町1‑220城址公園前
souvenirs from Toyama.
レ
and Industry Bldg
CS
Kankontan package (6 pcs): ￥1,080 きときと市場とやマルシェ内
Closed New Year's Day
６ ８１６１
1076‑433‑1088
P

ukake-d
ori Stre
すずzか
et
け通り

富山に来られたお客様が「富山を味わえ 休 年中無休
る場所」。地元の方たちが「富山といえば
11:30〜14:30
(LＯ 14:00)
ここ」と連れてくる場所。当店は「富山の
17:00〜22:00
山海の幸の炙り焼き」や「とやま鮨自慢の
(LO 21:30)
お寿司」
をご堪能いただけるお店です。
平均予算￥5,000
乾杯生ビール
（中）
半額！
Here is the right place to go to can taste local
4名様まで
food in Toyama. You can enjoy "grilled foods
from sea and mountains in Toyama" and "Our
pride： Toyama-sushi." Average price: ¥5,000
富山市桜町1 3 1
Open every day
Show this pamphlet and get your ﬁrst draft ダイワロイネットホテル富山駅前1F
beer at half-price (for up to 4 people)
1076 432‑8780

休 とやマルシェに同じ

鶴喜

ＭＡＰ 4ｰB 32

ＭＡＰ 3ｰB 36

洋

ユーロカフェ エヴー Euro Café

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

けやき
通り

炙庵 とやま鮨

1076‑444‑8440

ボンジュールSAKATA 富山駅前店

富山市内幸町1‑8

平吹町

Toyama Ekimae

As the original creators of "Toyama Black"
Ramen, we have stayed faithful to the
traditional taste for more than 70 years in
Toyama.
Regular Ramen:￥850 Closed New Year's Day
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ソメイヨシノ
【4月上旬〜中旬】

ya

レ

富山県民会館Toyama Prefectural Civic Center

P

Toyama Central
Police Station

小島町
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全国でも有名な「元祖富山ブラック」
として70年以上富山の地で味を守り
続けています。
中華そば（並）￥850

中国料理 リトル上海 Chinese Cuisine

部堤
べり・磯
川
松

To

rik

3

et

Sushi

富山湾の鮮魚をお寿司やお刺身で楽 休 年中無休
しめる回転 寿司！富山湾の漁 港や市
11:30〜21:00
場から毎朝新鮮な鮮魚を目利きの仲
乾杯生ビール
（中）
半額！
買さんや店主自ら厳選しております。
4名様まで
平均予算￥3,000
Enjoy fresh
or
in our
(conveyor belt sushi)
restaurant. We serve carefully selected
fresh ﬁsh from Toyama Bay.
Averave price: ￥3,000 Open every day
Show this pamphlet and get your
ﬁrst draft beer at half-price (for up to 4 富山市桜町1‑4‑9 1F
1076‑431‑5448
people)

富山市新桜町5 2
ホテルリブマックス1F

Toyamarche

1076‑431‑8076

Enjoy delicious cuisine from the
Toyama sea and mountains in this
bistro. We oﬀer aged steak or fresh ﬁsh
cooked with various methods.
Average price: ￥4,000 Open every day
Show this pamphlet and get your ﬁrst
draft beer at half-price (for up to 4 people)

17:30〜24:00

tsu

富山市役所

P

Toyama Pr t Oﬃce
Governmen
Kencho-Mae

県庁前

梅かまがご提案するのは、
「忘れられな
いおいしさ」。富山のお土産にどうぞ。
特製昆布巻¥832

乾杯生ビール
（中）
半額！
4名様まで

nte

ホテルリラックスイン富山

P

NHK

丸の内

西町大喜 とやマルシェ店

富山市新富町1-4-1
51ビル2〜3F

アワビやフカヒレの煮込みをはじめ、魚 休 火曜
介をふんだんに使ったメニューが豊富。
11:30〜14:00
17:30〜21:00
海の幸の壺蒸し 香雪酒の香り¥4,000
Features a menu where a wide variety of seafood,
富山市千歳町1-3-1
such as
(abalone) and shark ﬁn are available.
パレブラン高志会館1F
Steamed seafood in a pot: ￥4,000
1076‑441‑2255
Closed Tue.

昼 11:30〜14:00
夜 17:00〜23:00

そば・うどん・ラーメン Soba, Udon & Ramen

地物中心の魚、旬をにぎります。夢八オリジナ 休 不定休
ルの地酒で語らう一時をいかがでしょう。
17:00〜22:00
（時間外前日予約可）
前日予約コース￥4,400〜
Yumehachi specializes in
made
with fresh local ﬁsh in each season
with original local
. Course Meals:
¥4,400+ (Reservation required the day
富山市新富町2‑5‑18
before advance)
Open every day (No regular holidays)
1076‑433‑2016

廻転とやま鮨 富山駅前店

休 月曜

17:00〜24:00
(日曜･祝日17:00〜23:00)

休 年中無休

ku

De

Toyama Central
Post Oﬃce

37

JA会館

かまぼこの梅かま とやマルシェ店 Kamaboko
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25
１4

Agricultural Cooperative Hall

Sunship Toyama

諏訪川原

司
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富山の海の幸や山の幸を堪能できるビ
ストロ。2〜70名様まで収容可能な貸切
スペースあり。県産牛の熟成肉や富山
湾の鮮魚を様々な技法で提供。
平均予算￥4,000

休 日曜 不定休

護国神社前

寿

The owner himself goes to Iwase
Fishing Port and oﬀers carefully
selected local ﬁsh as his daily
recommendation.
Lunch: ¥1,980+ Dinner: ¥5,000+
Sushi Set: (12 pcs): ¥4,180
Closed Mon.

Koshitsu Bekkan

Delicious Chinese restaurant with 5 private
rooms for up to 80 people. Can be used for
anything from meetings to club after-parties
or families. Small groups are also welcome.
Course Meals: ￥2,500+ Mapo Doufu: ￥740
Closed Sun. (Irregular holidays)

ビストロ デュ マルシェ ゴッツォーネ Bistro du marche

Ho

〒
富山中央郵便局

H

P

a

Sakurabashi Densha-dori
Av.

店主自ら岩瀬漁港へ出向き、吟味した地魚を
日々のおすすめとしてご提供しています。
昼￥1,980〜 夜￥5,000〜 寿司12種 ￥4,180

オススメは肉料理をメインとするが、定番系 休 火曜
や富山らしいメニューもある大衆ネオ酒場。
月曜〜土曜 15:00〜24:00
日曜
15:00〜22:00
平均予算￥3,000
A popular neo-bar where the specialty is
meat dishes. Classic and Toyama-style 富山市桜町2‑1‑10
山本ビル2F
items are available here.
Average price: ¥3,000 Closed Tue.
1076‑411‑8770

寿し 割烹 夢八 Sushi Kappo

A
restaurant you can enjoy
fresh seasonal ingredients from
Toyama Bay. Please feel free to
富山市桜町2-1-10
stop by.
Lunch: ¥2,000+ Dinner: ¥4,000+ 陽光堂ビルB1F
Rolled Sushi: ¥1,980 Closed Sun. 1076‑442‑1468

四六八ちゃ 個室別館
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Bar

11:30〜14:00
17:00〜23:30

美味しい中華料理とお酒のお店。10〜80名まで収容の個
室を5部屋ご用意。会議や2次会、サークルやご家族でな
ど幅広くご利用いただけます。少人数でも気軽にどうぞ。
コース￥2,500〜 麻婆豆腐￥740
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1076‑441‑9500

安野屋

酒場 桜町笑店

休 日曜

我家的厨房 Big5 Chinese Cuisine

富山

50

新桜町 24

am

桜橋電車通り
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Bar

おでんやおばんざい・富山名物がお1人でも楽 休 水曜
しめる女性店主の温かい酒場です。
17:00〜24:00
金曜･土曜･祝前日
平均予算￥2,000〜￥3,000 おでん￥150〜
〜25:00
A nice and warm bar with a female owner
where you can enjoy
,
and
other Toyama specialties even if you go alone. 富山市桜町2‑3‑15
Average price: ¥2,000‑¥3,000
: ¥150+
広瀬ビル1F
Closed Wed.
1076‑471‑7579
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電鉄

Joshi-odori St
re

酒場 トキシラズ

四季折々の富山湾の旬の食材を楽しめる寿司
割烹。お気軽にどうぞお立ち寄りください。
昼￥2,000〜 夜￥4,000〜 大名巻￥1,980

Toyama Ekimae

あい
の風
とや
新幹
ま鉄
線
道

アパヴィラホテル富山駅前

H

seh

富山中央署

北陸

城址大通り

店主自ら漁港へ競りに行き、
その日の新鮮 休 日曜・第1･3月曜
な地魚を提供させていただいております。 11:30〜14:00
(月曜〜金曜)
平均予算￥3,000〜￥4,000
17:00〜22:30
Serving freshly-caught local ﬁsh bought
directly from the ﬁshing port auctions by
the owner. Averege price: ¥3,000‑¥4,000 富山市桜町2‑3‑27
Closed Sun. and 1st/3rd Mon.
1076‑471‑8158

四六八ちゃ 富山駅前店

5 6 8 36 51

P APA Villa Hotel
Toyama-Ekimae P

富山

サンシップ

浜とみ

H

2

浜

Iwa

P

ホテルプライム富山Hotel Prime Toyama

県庁前
公園

6

富山県
教育文化会館

P

TOYAMARCHE

きときと市場
とやマルシェ
富山地鉄ホテル

20 エスタ

H

牛島新町

岩瀬

To

赤江町

Toyama Chitetsu Hotel H

12 28

Ushijimashinmachi

Tower 111

Akaemachi

ion

P

富山市桜町1‑6‑18

タワー
111

レ

tat

１7
CS
10 27 P 4
H
22
34 30
19 １8 11
49
CS

P

Intec-Honsha-Mae
(Intec Headquarters Bldg)

富山駅北口

aS 駅

富山駅前局

３

H

Jinzumachi

富山市桜町1‑7‑17
ラ・トゥール2F

P

エクセル
ホテル東急

er

Hokuriku Electric
Power Co.
CS

1

Riv

北陸電力

yam

Charté

chi

インテック
本社前駅

To Iwase

パティオさくら 電 9
鉄富
CS P
１5
PATIO SAKURA
東横イン富山駅前1
〒 北陸
山駅
H
・エ
Toyoko Inn Toyama Ekimae No.1
48 CS
CiC
H
4
32 H スタ前
富山エクセル CS
40
CS
レ ホテル東急
33
Toyama Excel Hotel Tokyu
Takaramachi 富山第一

金曜・土曜・祝前日

〜26:00

H

Comfort Hotel Toyama

17:00〜24:00

クラルテ

H

Ita

富山港線

２

富山
To

CS

CS

H

北陸

富山駅南口

コンフォート
ホテル富山駅前

牛島町

7 26

e

P

3

地酒と手造り料理のお店。季節毎に旬 休 年中無休
の食材を使ったお料理をご用意いたし
11:00〜23:00
ます。富山駅「エキナカ」で、ゆったり （LO 22:30）
120席完備。
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線

Ushijimamachi

P

Concept Hotel Wakyu
H

八兆屋 駅の蔵 富山駅店

We serve local
and handmade
meals using seasonal ingredients.
Located within Toyama station.
120 seating available.
Open every day

山本

コンセプト ホテル和休

富山ならではの旬の食材を使用したお料理。
休 日曜・祝日
厳選した地酒をお料理と共にご堪能ください。
18:00〜22:00
※完全予約制
コース料理￥6,600〜
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JR高

神通本町

17:00〜23:00

富山の彩 かさ桜亭 Toyama no Irodori
We serve Toyama's seasonal food.
Enjoy our specially selected local
with each meal.
Course Meals: ￥6,600＋
※Reservation only
Closed Sun. and National Holidays

桜の名所 / Famous place for cherry blossoms
ホテル / Hotel
銀行 / Bank
警察署 / Police Station
郵便局 / Post Oﬃce
コンビニ / Convenience store

Aubade Hall

Jinzuhonmachi

休 日曜

Local Cuisine

富山ならではのお料理や当店名物「紅椀盛
り」など海鮮、お寿司をご用意しております。
平均予算￥5,000〜￥6,000 お刺身紅椀盛り 9種￥3,300

牛島公園

P 駐車場 / Parking

いた
ち川

北日本放送

富山市芸術
42
文化ホール アーバン
（オーバード・ホール） プレイス

レ レンタカー店 / Rental car Station

白エビ唐揚げサービス

Oarks Canal Park
Hotel Toyama

富山駅
北局
〒

路面電車 / City Tram

Wohlfahrt Toyama

牛島広場
オークスカナル
パークホテル富山

レ

■凡例 / Legend
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Savor the seasonal ﬁsh of Toyama
Bay, delivered fresh every morning
from Shinminato Fishing Port, at
aﬀordable prices.
Course Meals: ¥2,500‑¥3,500
Avarage price: ¥4,000‑¥5,000
Closed Sun.

レ
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Eatery

富山湾の旬の魚を新 湊より朝どれを
中心に安心価格で。
コース￥2,500〜￥3,500
平均予算￥4,000〜￥5,000

Around Toyama Station

t
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Every morning, the shop owner
carefully selects fresh ﬁsh at the
auction in Iwase Fishing Port, known for
its Japanese glass shrimp. Come enjoy
the ﬁsh and
! Local Seafood
Course (Reservation required): ¥3,300+
Closed Sun. and 1st/3rd Mon.
Show this pamphlet to get a free
order of fried white shrimp!

地産食彩 越中舞華

岩瀬港中心に朝どれ魚が直送！
「超鮮度」 休 年中無休
が味わえる。昼営業・お持ち帰り・宅配開
11:30〜13:30
17:00〜24:00
始！詳細は各WEBへ！
電話予約 9:00〜
お刺身盛合せ 1人前￥1,880〜
持帰り･宅配 11:30〜(要相談)
Morning caught ﬁsh sourced directly
from Iwase Fishing Port! Taste "extreme
freshness. " Lunch, take-out and home
富山市新富町1-3-3
delivery are available! For more details,
ルートイン富山駅前 B1F
check the website! Assorted sashimi
1076‑411‑9355
for one:￥1,880+ Open every day

完全個室の落ち着いた雰囲気の中、旬の
料理を気軽に味わえます。コース料理、単
品料理も充実。本日のおすすめが好評！
平均予算￥4,000〜
Enjoy our seasonal dishes in a relaxed
private room. Course meals and a la
carte are also available. The day's
recommendation is highly regarded!
Average price: ￥4,000+
Closed Mon. and irregular holidays

富山市新富町2‑1‑4

地魚・地酒 うお清 Local Fish & Sake

たべ処 一粋

富山市桜橋通り2‑28
ホテルグランテラス富山2F

旬和席 いちいち つう Seasonal Cuisine

1076‑439‑1988

1

ee

富山市新富町2‑4‑7

〜26:00

毎朝店主自ら白えびの里、岩瀬漁港で競り 休 日曜･第1･3月曜
落とした地魚と地酒が堪能できるお店です。
11:30〜14:00
地魚コース（要予約）￥3,300〜
17:00〜24:00

季節料理とお酒 ひよこ Seasonal Cuisine & Sake

キトキトの朝とれ地魚や旬の素材の炉端焼、 休 日曜
豊富な地酒を囲炉裏を囲んで楽しめます。
17:00〜24:00
(LO 23:00)
平均予算￥4,500〜
Seasonal ingredients and fresh ﬁsh
caught in the morning, grilled to
perfection. Savor the local
as
you gather around the hearth.
Average price: ￥4,500+ Closed Sun.
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旬撰料理 順風満帆 Seasonal Cuisine

16:00〜22:00
日曜12:00〜21:00

醸家

1076‑441‑4649

金曜・土曜・祝前日

ボルファート

１とやま

Toyama Martial Arts Hall

すず
Suz か
uka け
通り

氷見うどん・八尾そばを使用し、四季の食材や地 休 とやマルシェに同じ
元の食材、地酒にこだわっています。外国語対応の
10:00〜21:30
(LO 20:45)
メニュー有（英語・中国語・タイ語・日本語）
平均予算￥1,200 越中おまかせドリンクセット￥1,100
We use seasonal, local ingredients including Himi
Udon, Yatsuo Soba and
. Menus in English.
富山市明輪町1‑220
Chinese and Thai are available.
Average price: ￥1,200, Omakase Drink Set: ￥1,100 きときと市場とやマルシェ内
1076‑441‑9008
Closed New Year's Day

富山市桜町1‑6‑4

Serving seafood dishes, such as Toyama specialties
and seasonal seafood
. Semi-private rooms
and
rooms are available.
Average price: ¥4,000‑¥5,000
Tokujo (Top grade) Chef's Special Sushi (10 pcs):
¥3,500 Closed Mon.

17:00〜24:00

C

富山武道館

富山駅周辺エリア

休 月曜

ri S
tr
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Serving daily fresh ﬁsh and local
that Toyama is famous for. The 富山市新富町1‑3‑9
freshness of our ﬁsh is second to none. 駅前プラザビル1F
Open ever day (No regular holidays)
1076‑442‑9009

A selection of dishes revered by chefs:
seafood from the Sea of Japan, locally brewed
, mountain cuisine and
.
Lunch: ¥2,750+ Dinner: ¥6,050+ Closed Sun.
Show this pamphlet to get a sampler set of
local
(1 per group)

和食 こし路 Japanese Style
100名収容の大小座敷と宴会場・和食
堂があり、旬の魚介が味わえます。
四季の会席￥5,500〜

11:00〜23:00

気分やシーンで選べる
休 不定休
「ダイニング カフェ」
レストラン
11:00〜23:00
※店舗により異なる
Choose from a variety of cafés and
restaurants to ﬁt the mood and
occasion.
富山市桜町1‑1‑61
Open every day (※Business days
マリエとやま6F
and hours diﬀer depending on the
1076‑445‑4511
restaurant.)

料理人こだわりの日本海の海の幸、山の
幸、地酒、鱒の寿しなどが味わえます。
昼￥2,750〜 夜￥6,050〜

11:00〜14:00
16:30〜22:00

富山の味処 漁火 Toyama Cuisine

Try tasty fresh-caught ﬁsh and
shellﬁsh from Toyama Bay.
Average price: ¥4,000+
Open every day(No regular holidays)

富山市明輪町1‑70

北陸の食楽 割烹 小川 Hokuriku Delicacies Kappo

年末年始

B

kedo

厳選された富山の旬の食材を使い、料 休 月曜
理人の技が光る料理と富山の地酒をご
火曜〜土曜18:00〜23:00
一緒にお楽しみください。
日曜
11:30〜21:00
夜￥3,000〜
Enjoy our specialities using the carefully
selected seasonal ingredients from
Toyama and artisans' skills, together
富山市桜町2‑1‑10
with Toyama's local
.
山本ビル1F
Dinner: ￥3,000+
1076‑464‑6397
Closed Mon.

Seasonal ingredients are lavishly used here.
Enjoy the harmony created by the loving
crafted food and dishes.
Lunch：￥1,800+ Dinner：￥3,850+
Closed Mon. (Tue. when holidays fall on
Mon.) and New Year's Holidays

富山名物や旬の魚介のお寿司など海鮮料理
をご用意。半個室、お座敷あり。
平均予算￥4,000〜￥5,000 特上おまかせ10貫 ￥3,500

休 月曜（祝日の場合は火曜日）･

その日とれた富山湾の魚介類中心のメニ 休 不定休
ューで新鮮・活き活きがモットーです。
17:00〜23:00
平均予算￥4,000〜

6:30〜22:30

大衆割烹 あら川 Taishu-Kappo

旬の素材を贅沢に使用。心こめた味わ
いと器のハーモニーをご堪能ください。
昼￥1,800〜 夜￥3,850〜

A
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川川

「富山こだわり食材」の店
休 日曜
シェフ・おすすめ日替わりコース
17:00〜23:00
¥5,500〜（フリードリンク付）
We use carefully selected ingredients
from Toyama.
Chef's Daily Special Course Meal:
富山市宝町1‑5‑11 タカラビル2F
￥5,500+（+drink）
Closed Sun.
1076‑432‑3355

海幸山幸 越中茶屋 Umisachi Yamasachi

New shops inside Toyama Station!
Enjoy tasting "Toyama's specialties"
at famous local restaurants.
Open every day (※Business days
and hours diﬀer depending on the
restaurant.)

毎日朝どれの魚と地酒で、富山ならで
はの料理が自慢。鮮度抜群の魚が特
に良し。

ＭＡＰ 4ｰA 3

Etchu Cuisine

ＭＡＰ 3ｰB 7

海鮮お食事処 ヤットルゾー五條 Seafood Cuisine

Japanese Style Tiﬀany and
Japanese Cuisine Tawaraya
※Open every day
(Business hours diﬀer depending 富山市牛島町18‑7
1076‑433‑9992
on the restaurant.)

越中膳所 海の神山の神 富山駅前店

1076 471 8100

マリエとやま６F レストラン＆カフェ MARIER Toyama Restaurants & Café (6F)

Urban Place Dinings (14F) ＭＡＰ 2ｰB 2

Etchu Kitchen

New shops inside Toyama Station!
Come try fast food, cafés and
noodles here.
Open every day (※Business days
and hours diﬀer depending on the
restaurant.)

富山駅ナカに誕生！富山の名店を中心に
「富山らしい食」
を気軽に味わえます。

※店舗により異なる

越中の台所 きのか

富山市明輪町1‑220

とやマルシェのれん横丁 Toyamarche

蕎麦居酒屋 けやき亭、創作料理 まい 休 不定休※
もんや、Café Fabulous、
11:30〜22:00
※店舗により異なる
茶藝館 JASMINE
Soba Izakaya Keyaki-tei, Creative
Cuisine Maimonya, Café Fabulous
and Teahouse JASMINE
※Open every day (Business hours 富山市牛島町18‑7
diﬀer depending on the restaurant.) 1076‑433‑9992

アーバンプレイス飲食店街 14Ｆフロアー

※店舗により異なる

とやマルシェEATS de Meets Toyamarche

Urban Place Dinings (B1F) ＭＡＰ 2ｰB 2

アーバンプレイス飲食店街 １・２Ｆフロアー

10:00〜21:30

富山すし居酒屋 花より魚 Toyama Sushi Izakaya

R

ボルファートとやま １Ｆリラシティ名店街

From the ﬁrst taste to the last bite, the various
restaurants of the market Toyamarche provide
you with seasonal specialties of Toyama.
Come sample the best that Toyama has to
oﬀer! Closed New Year's Day (※Business
hours diﬀer depending on the restaurant.)

休 元日

ＭＡＰ 5ｰB 14

wa

Japanese Food & Izakaya（Japanese Style Pub）

富山の旬で、おもてなし。
富山の旬で、お見送り。
富山の味めぐりができるスポット。

越中料理 五万石本店 Etchu Cuisine

higa

和食・居酒屋

きときと市場とやマルシェ レストラン Toyamarche Restaurants ＭＡＰ 3ｰB 6

Itac

富山駅周辺 Around Toyama Station

Show this pamphlet to take advantage of special oﬀers at shops with this mark.

Kamihonmachi（Minami）
卍
※価格はすべて税込金額です。料金、定休日等内容が変更となっている場合も
あります。
（2021年9月現在）

卍

卍 tax. Prices and business hours are subject to change without notice.
※Prices include
(As of September, 2021)
９８
（梅沢町）

