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山町筋

高岡大仏～
高岡駅前
周辺

クルン
高岡内

新高岡
駅周辺

瑞龍寺
周辺

古城公園
周辺

金屋町

新高岡駅周辺

観光施設
クルン高岡内 高岡大仏～高岡駅前周辺

古城公園周辺金屋町 山町筋

瑞龍寺周辺

観光施設

新高岡駅に隣接。富山の海の幸、
山の幸を心を込めてご提供します。
昼の部、時間延長しました！ 各種会
合・ご宴会・女子会にぜひどうぞ。
高岡市京田641-1  TEL/0766-21-1158
営/昼 11:30～15:00（L.O.14:00）
夜 17:00～23:30（L.O.23:00） 
休/昼の部  日　夜の部  無休

2,500円（税込）以上のお買い上げで

高岡クラフト商品プレゼント！

文化遺産群を見る
伝統工芸を体験
山海の幸を食べる
名産を旅の土産に買う

300円→240円

高岡市守山町47-１
TEL/0766-30-2497
営/9：00～17：00（入館は16:30まで）
休/火（祝日の場合は翌平日）

高岡市 藤子・F・不二雄
ふるさとギャラリー
高岡市出身の日本を代表するまん
が家、藤子・F・不二雄先生の作
品の楽しさに触れられるギャラリー。
高岡市中川1-1-30 高岡市美術館 2階
TEL/0766-20-1170 
営/9：30～17：00 （入館は16：30まで）
休/月 （祝日の場合は翌平日）

B1ギャラリー
高岡の伝統技術によって作られ
た、錫製品やアイスクリームスプー
ンなど、お土産やプレゼントにぴっ
たりの人気商品を多数販売。

梅かま
富山名産の昆布巻かまぼこ、職人
の技が冴える細工かまぼこ、伝統の
味わいを練り続けて７０余年、富山
のかまぼこのご用命は梅かまへ。
高岡市下関町6-1
curun TAKAOKA  2階
TEL/0766-22-7038  
営/9:00～18:00

山海亭
化学調味料・保存料を使用せず、
本みりんと昆布だしで味付けした
自慢のかまぼこと富山のおいしい
地酒を提供します。

銘店くるん
開町以来400年の歴史と文化に
育まれた和菓子や伝統工芸品の
高岡銅器、高岡漆器をお買い求め
いただけます。

お富
富山の地酒を1杯（30ml）100円
でお楽しみいただける立飲み酒場
です。電車の時間調整、旅の思い
出作りにドウゾ。
高岡市下関町6-1
curun TAKAOKA  地下1階
TEL/0766-21-8789　
営/17:00～22:00　休/日

元祖せきの屋、吉田屋鱒寿し本舗
明治11年の創業以来5代に渡り
伝統の味を守り続ける老舗。手から
手へ、色を重ね、美味しさを重ねて
つくられる『せきの屋』のますのすし。

高岡市下関町6-1
curun TAKAOKA  2階
TEL/0766-22-7062
営/8:30～18:00

美食魚彩 510 GOZZO
毎日、朝どれの新鮮な魚が氷見港より
直送されております。自家製の魚介く
んせい、白エビ、地ワインもございます。

高岡市下関町6-1  curun TAKAOKA 地下1階
TEL/0766-26-0510
営/ランチ 11:00～14:30
ディナー 17:30～22:30（日～木）
ディナー 17:30～23:30（金・土）　休/水

TAISHO CURRY
市民の皆様に愛されている“高岡
カレー” この機会にぜひご賞味くだ
さい。写真は、当店人気ＮＯ.１の
カレーです。（Ｍサイズ、野菜玉子・
ロースカツトッピング）
高岡市下関町6-1  curun TAKAOKA 地下1階
TEL/0766-30-2847 
営/11:00～21:00　休/水

らぁめん次元
富山名物ブラックラーメンを提供し
ている人気店。とろろ昆布おにぎ
りと、コロッケがついたご当地ぐる
めセットがオススメ！
高岡市末広町1-8 ウイング・ウイング高岡1階
TEL/0766-25-2598　
営/11：30～22：00（L.O.21:30）
日 11：30～18：00（L.O.17:30）　休/月

海鮮酒処  魚山人

ネマルカフェ新高岡駅前店
『ねまる』とは富山弁で『座る・休
む』の意味。美味しいコーヒーと落
ち着いた雰囲気の店内で、旅行
者、地域の方の憩いの場を提供し
ます。
高岡市下黒田3030（南口公園内）
TEL/0766-53-5590
営/9：00～19：00　無休

高岡御車山会館
2016年にユネスコ無形文化遺産
に登録された高岡御車山祭の高
揚感を１年中味わえるスポット。「御
車山」を通年展示しています。

すし処 鳴海
店主自ら毎朝氷見漁港より仕入れ
る地物中心の新鮮なお寿司をご
堪能ください。その他一品料理も
おすすめです。
高岡市京田545-1
TEL/0766-73-2930
営/12:00～21:30（L.O.21:00）
15：00～17：00は閉める場合あり（要確認）  休/水

ドリンク100円引き一般（高校生以上）
観覧料割引

100円引き10％割引き
白海老かき揚げ丼セット
1,800円（税込）を

2,700円（税込）以上お食事された方
お会計から

100円引き
お食事された
お会計から

10%割引き
お食事された
お会計から

入館料割引 500円→400円大人
300円→240円中高生 200円→160円小学生・幼児（4歳以上）

ご当地ぐるめセット（魚介黒醤油ラーメン）
1,050円（税込）→1,000円（1枚で4名まで）

大仏茶屋
高岡大仏のすぐそばにあり、気軽
にお立ち寄りいただけるお休み処。
北海道産小豆を丁寧に炊きあげた
優しい甘さのぜんざいがおすすめ
です。
高岡市定塚町1200
TEL/0766-54-6678  
営/11:00～17:00  休/月

縁結びぜんざい 500円→450円（税込）

旅人の…語りぐさ
県内手作り工芸品、作家工芸品を
多数取り揃えております。他にも五
箇山、平、八尾和紙も販売しており
ます。

高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ5階
TEL/0766-28-0255　
営/10:00～18:00　休/水（不定休）

ミニガーゼハンカチプレゼント！
商品お買い上げの方

マイクロファイバータオル進呈
富山の地酒3杯セット 500円（税込）を注文の方
もう1杯無料サービス！

高岡市下関町6-1
curun TAKAOKA 地下1階
TEL/0766-50-8661
営/10:00～19:00　休/火

高岡市下関町6-1
curun TAKAOKA  2階
TEL/0766-22-2370
営/8:30～19:00

10％割引き

10％割引き

かまぼこ

高岡市下関町6-1
curun TAKAOKA 2階
TEL/0766-22-7728
営/8:00～20:00

2,000円（税込）以上のお買い上げで
高岡の銘菓（500円相当分）をプレゼント！

ますのすしお買上げで

お買い上げ金額から

高岡古城公園 お濠めぐり 遊覧船
日本有数の水濠公園である高岡古城公
園。今も築城当時の石垣が残るお濠をめ
ぐり、秋の紅葉の風景の中を遊覧します。

高岡商工会議所 遊覧船係
高岡市丸の内1-40  TEL/0766-23-5000
高岡古城公園遊覧船管理場  TEL/0766-23-7800
営/10:00～17:00（最終便の出発は16：30）
運航期間：11/3～26

インダストリアル カフェ
当店ではシェイクを約30種類扱っ
ており、様々な味のシェイクが楽し
めます! テイクアウトもできるので、
古城公園など散歩される際、ぜひ
いかがでしょうか。
高岡市広小路1-29
TEL/0766-30-2779
営/11:30～18:00　休/木

大人のみ
通常乗船料金 ： 大人700円 小人200円 3歳未満無料
乗船料割引

80円引きシェイク 580円（税込）を

200円引き

木田芳香園
昭和の初めから、日本三大仏の
ひとつ高岡大仏前に店を構える日
本茶の専門店。大仏さんを見学さ
れた後にどうぞお立ち寄りください。

高岡市定塚町1200
TEL/0766-24-0120　営/月～土 9：00～
18:30、日・祝 9：00～17：00　休/水

50円引きお抹茶一服 250円を

高岡市エリア

おトクーポン
山富

とやまを愉しむ

©藤子プロ

大寺幸八郎商店

アクセサリー作り体験
2,000円→1,800円（税込）

万延元年創業の老舗茶房ギャラ
リー。様々な高岡銅器や地元工
房、作家さんのクラフト作品を販売
しています。

高岡市金屋町6-9
TEL/0766-25-1911
営/9:00～17:00　休/木

鋳物工房 利三郎
伝統工芸・高岡銅器の鋳物製造
を行っている老舗。高岡銅器を中
心とした手作りのお土産品が並ん
でおり、工房を見学をすることもで
きます！
高岡市金屋8-11
TEL/0766-24-0852
営/10:00～18:00　休/第4日曜

3,240円（税込）以上のお買い上げで
粗品プレゼント！

昆布締め盛り合わせ 1,500円（税込）をご注文の方に
地酒を一杯プレゼント

シュークリームとコーヒーのセット

高岡市小馬出町48-1
TEL/070-5465-0993
営/11:00～18:00、夜予約制
休/火、第3月曜

COMMA,COFFEE STAND
歴史ある土蔵造りの町並みの中
に佇むカフェ。挽きたて&いれたて
のコーヒーと手作りシュークリーム
が人気です。

100円引き

大野屋
土蔵造りの街並みが美しい「山町
筋」にある和菓子屋。“とこなつ”は
高岡を代表する銘菓です。

高岡市木舟町12
TEL/0766-25-0215
営/8:15～19:30（日・祝～19:00）
休/水（祝日を除く）

1,080円（税込）以上のお買い上げで
お菓子を1ヶプレゼント！

山町茶屋
ほっこりとくつろげる空間の古民家
カフェ。オリジナル豆をハンドドリッ
プしたコーヒーが楽しめます。地元
食材のランチもオススメです！

高岡市木舟町38
TEL/0766-25-1117　
営/11:00～17:00（L.O.16:45）　
休/水

コーヒー100円引き

800円（税込）以上ご飲食された方
10％割引きおみやげ全品

高岡市駅南4-503
TEL/0766-25-3656
営/11:30～15:00、夜は要予約
休/火

懐石・精進料理 清風
瑞龍寺門前の精進料理店です。
旬の野菜、豆腐、乾物など滋味豊
かな食材を使った精進御膳をしみ
じみと味わってください。

精進御月善（抹茶、菓子付）
1,500円→1,400円（税込）

高岡市東上関452-1
TEL/0766-28-0005
営/10:00～16:30　休/木

食事処 喫茶去 夢参道 
日本三大手延うどん「氷見糸うど
ん」、瑞龍寺手焼せんべい、お抹
茶、ぜんざい等を楽しめるお食事処
です。瑞龍寺見学の後にぜひお立
寄りください。

ベジラーメン めん処 緑菜軒
高岡産ほうれん草を使用したあっさり豚骨の
高岡グリーンラーメン、高岡産にんじんを使
用した高岡にんじん坦々麺。野菜ペーストを
混ぜ合わせたベジヘルシーなラーメンです。
高岡市小馬出町6番地 山町ヴァレー 一の蔵
TEL/0766-24-8950
営/火 11:00～14:30、水 11:00～17:00、
木・金・土 11:00～14:30、18:00～21:30、
日 11:00～17:00　休/月 

クラフタン
富山県の郷土料理「昆布締め」と、良質な
日本のお酒にこだわっています。魚・野菜・肉・
豆腐の昆布締めや、昆布にこだわった料理、
新しい出会いがあります。ぜひお越しください。

高岡市小馬出町6番地 山町ヴァレー 二の蔵
TEL/090-6276-9034　
営/平日 11:30～14:00、17:30～21:30
土・日・祝 11:30～21:30　休/火・水

100円引き
100円引き高岡グリーンラーメン

高岡にんじん担々 麺
グリーンラーメン

にんじん担々麺
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※本券は現金との引き換えはできません。
※おひとり様1店舗（または1乗船）につき1枚のみ
利用できます。

※他券との併用はできません。
※ご利用の店舗の取扱いメニューが都合により
提供できない場合や代替商品になる場合が
あります。予めご了承ください。

富山おトクーポン
とやまを愉しむ

高岡市観光協会 TEL.0766-20-1547問 /
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