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体験名 運営会社／施設／団体 内容 所要時間の目安 問い合わせ先

紙ふうせん（富山市内中心部）
「路面電車＆鱒寿し食べ比べツ
アー」「歴史と売薬ゆかりのコー
ス」等

076-439-0800
富山市観光協会

岩瀬案内グループ
「日本遺産登録地北前船廻船問屋の
町並み岩瀬散策コース」等

076-437-4203
岩瀬案内グループ

越中八尾風の案内びと
「越中八尾おわら風の盆町の散策
コース」等

076-454-5138
越中八尾観光協会

立山山麓ボランティアガイドうれの会
立山山麓トレッキング、アルペン
ルート、称名滝、有峰ダム等

076-483-0471
うれの会事務局

あねくら姫の会（大沢野・細入）
「神秘に満ちた伝説の里を訪れる寺
家公園・姉倉比売神社コース」等

076-439-0800
富山市観光協会

婦中町観光ボランティア
呉羽山丘陵から点在する遺跡や古社
古寺を巡るコース等

076-439-0800
富山市観光協会

上滝地区観光ボランティアガイドの会
「人と環境にやさしい小水力発電見
学ツアー」等

076-483-1237
上滝地区コミュニティーセンター

富岩運河かたりべの会
環水公園＆富山県美術館などの散策
ツアーや水上ラインを利用したコー
ス等

076-439-0800
富山市観光協会

ＮＰＯ法人富山観光創造会議
ツアーコンシェルジュとやま（英語）

富山市の中心部や民俗民芸村などを
英語やスペイン語で案内

076-439-0800
富山市観光協会

富岩水上ライン
歴史と自然豊かな富岩運河クルーズ
(環水公園～岩瀬、環水公園～中島
閘門など）

約60分～
076-482-4116
富岩船舶㈱

松川遊覧船
日本桜名所100選の桜のトンネル
クルーズ、松川歴史クルーズ　など

約30分
076-425-8440
富山観光遊覧船㈱

ガラス制作体験 富山ガラス工房　
吹きガラス体験、ペーパーウェイト
体験、アクセサリー体験など

約35分～2時間
076-436-2600
富山ガラス工房

土人形絵付け体験 とやま土人形工房
素焼きの土人形(人形or土鈴)に絵具
で色をつける体験

約1～3時間
076-431-4464
富山市民俗民芸村

ます寿し作り体験 ますのすしミュージアム 職人が伝授するます寿し手作り体験 約60分 076-429-7400
㈱源ますのすしミュージアム

かまぼこ手作り体験 梅かま U-mei館
世界に一つだけのオリジナル細工か
まぼこ手作り体験

約40分
076-479-1850
㈱梅かま

紙すき体験 桂樹舎
昔からの伝統的な越中八尾和紙の製
造体験

約10分
076-455-1184
桂樹舎

組子製作体験 組子のタニハタ
伝統木工技術「組子」の向上見学お
よび組子の製作体験

約1時間30分
076-441-2820
㈱タニハタ

蕎麦打ち体験 八尾ゆめの森 ゆうゆう館
八尾に昔から伝わる手打ちそばづく
りの体験

約２時間
076-454-3330
ゆうゆう館

漁業体験 地引網体験（水橋漁港） 地元漁師と楽しむ地引網漁体験 約1時間30分 076-471-6103
(一社)地域・観光マネジメント

立山山麓観光ボランティアガイド『うれの会』
野草や自然・歴史など得意分野を
持っベテランガイドがご案内

約60分～
076-483-0471
うれの会事務局

森林セラピー ちょっこりコース
森林の中でお茶をしながら水や鳥の
さえずりを聞いたりリラックスする
コース

約2時間
076-444-0576
㈱エコロの森

立山山麓スキー場
（極楽坂エリア／らいちょうバレーエリア）

1,188ｍの山頂から、バラエティ豊
かなコースが整備されたスキー場

－
076-482-1311
大山観光開発㈱

立山山麓あわすのスキー場
じっくりと滑れる穴場的感覚の老舗
スキー場

－
076-482-1844
あわすのスキー場

牛岳温泉スキー場　
全長2,000mのロングコースをゆっ
たり楽しめるスキー場

－
076-457-2044
牛岳温泉スキー場

スノーシューハイキング(立山山麓)
「スノーシューは初めて」という方
も楽しめる散策コース

約2時間30分
076-444-0576
㈱エコロの森

その他

スキー体験＆雪国体験

※上記は一例です。上記以外の有料体験メニュー（自主企画含む）については、富山市観光協会までご相談ください。

観光遊覧船

約60分～

【富山市の体験メニューの一例】

森林セラピートレッキング

観光ボランティアガイド
との街歩き

(※時間やコースの調整可)
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区分

富山市郷土博物館（富山城） 富山市佐藤記念美術館

富山市ガラス美術館 富山県美術館

ギャルリ・ミレー 高志の国文学館

森記念秋水美術館 富山県イタイイタイ病資料館

富山市科学博物館 樂翠亭美術館

富山県水墨美術館 坂のまち美術館

八尾曳山展示館 八尾おわら資料館

富山市役所展望塔 石倉延命地蔵の水

富山城址公園 松川べり彫刻公園

富岩運河環水公園 呉羽山公園展望台（呉羽）

五百羅漢（呉羽） 富山港展望台（岩瀬）

諏訪町本通り(八尾) 大町・新川町通り（岩瀬）

神通峡（大沢野・細入） 有峰湖

薬師岳 百閒滑（立山山麓）

おおざわの石仏の森・八百羅漢（大沢野・細入） 寺家公園（大沢野・細入）

岩瀬浜海水浴場 水橋フィッシャリーナ

池田屋安兵衛商店 廣貫堂資料館

金岡邸 浮田家

内山邸 中島閘門

北前船回船問屋　森家 岩瀬カナル会館

梅かま　Ｕ－ｍｅｉ館 源ますのすしミュージアム

富山市ファミリーパーク 富山市民俗民芸村

安田城跡 富山市天文台

富山県中央植物園 ポートラム（富山ライトレール）

セントラム（富山市内電車環状線） 吉乃友酒造

桝田酒造店 玉旭酒造

富山市エコタウン
ストリートスポーツパーク
（ＮＩＸＳスポーツアカデミー）

富山ガラス工房 日枝神社

桂樹舎・和紙文庫 聞名寺

ワンダー・ラボ 地場もん屋　総本店

猪谷関所館 大山歴史民俗資料館

飛越ふれあい物産センター「林林」 各願寺

※上記は一例です。上記以外の観光資源については、富山市観光協会までご相談ください。

その他 ※産業観光施設については、「富山産業観光図鑑」をご参考にしてください。
　【パンフレット閲覧URL】http://www.ccis-toyama.or.jp/toyama/

【富山市の観光資源の一例】

施設名、名称等

美術館・博物館

自然・景観

文化・観光施設等



2019年3月現在

ジャンル 店舗名 座席数 ランチ 定休日 電話番号 住所

1 五万石本店 100（大広間40など） 〇 第1.3月 076-441-4649 富山市桜町1-6-4

2 五万石千里山荘 230 〇 水 076-469-2900 富山市婦中町千里5866

3 北陸の食楽 割烹小川 40（カウンター6、テーブル4、座敷30） 〇
日・祝

10名以上応相談 076-439-1988 富山市新富町2-4-7

4 割烹 丸庄 本田 47（カウンター4、テーブル43） 〇 不定休 076-423-7062 富山市白銀町5-1

5 Bistro割烹つちだ 37（カウンター7、テーブル30） 〇 日 076-424-2556
富山市西町9-6 平井ビ
ル 1F

6 和食/会席料理 越州 240
（テーブル60、喫茶120、座敷28、ホール32）

〇 月 076-425-6363
富山市太郎丸本町1-7-
6

7 和食/麺類 和食飲楽だいこくや 35（カウンター5、テーブル30） 〇 不定休 076-444-5060
富山市桜町１－１－６１
マリエとやま６F

8 源ますのすしミュージアム 520 〇 無 076-429-7400 富山市南央町 37-6

9 和食ティファニー(旧:連山岩くら) 110（テーブル80、座敷30） 〇 第1.3.4土 076-444-5252
富山市牛島町18-7アー
バンプレイス14階

10 食堂 天保 54 〇 水 076-438-0038 富山市岩瀬土場町459

11 松月 100 〇 不定休 076-438-1188 富山市岩瀬港町116

12 山元食堂 26 〇
金・土・日 不定休 076-444-0576 富山市八尾町鏡町1000-10

13 江戸前 寿司正 34（カウンター10、小上がり8、座敷16） 〇 火 076-421-3860 富山市一番町4-29

14 廻る富山湾 すし玉 38（カウンター18、テーブル20） 〇 無 076-471-8127
富山市明輪町1-220 きときと市
場 とやマルシェ

15 写楽 70（カウンター12、座敷58） 〇 日・祝 076-491-0700 富山市大手町5-13

16 池田屋安兵衛商店 薬都 40 〇 水 076-425-1873 富山市堤町通り1-3-5

17 癒楽甘 春々堂 26 〇 第３火 076-444-7291
富山市新富町1-2-3CiC
ビル1階

18 丹霞堂 17 〇 日 076-471-5877 富山市桜町2-2-11

19 くすしそば本舗まるぜん 30（カウンター6、テーブル8、座敷16） 〇 第1.3.5日 076-421-6932 富山市千石町1-5-5

20 炉端長屋一一 56（カウンター12、テーブル4、座敷40） 月 076-441-5211
富山市桜町1-1-1電鉄
富山駅ビルエスタ4F

21 越中の台所 季の香 66（テーブル14、座敷52） 月 076-432-3355
富山市宝町1-5-11 タ
カラビル2F

22 富山の味処 漁火 27（カウンター11、座敷16） 不定休 076-442-8581
富山市宝町1-6-6ビブ
リテン1F

23 醸家 41（カウンター10、テーブル6、座敷25） 日 076-433-8110
富山市桜町2-6-12 フ
クタビル1F

24 磯炙 40（カウンター8、テーブル32） 不定休 050-3476-7620 富山市新富町1-3-2

25 会乃風 42（カウンター10、テーブル14、座敷18） 日 076-423-1646 富山市総曲輪2-4-14

26 地魚地酒うお清 59（カウンター17、テーブル26、座敷16） 日 076-432-8811
富山市新富町1-3-9駅
前プラザビル1階

27 きっときっと居酒屋 癒し家 70（カウンター6、テーブル14、座敷50） 日 076-442-1848
富山市桜町2-1-8ブレ
イン桜町ビル3Ｆ

28 和洋旬彩 新 42（カウンター7、テーブル10、座敷25） 無 076-442-5655 富山市新富町2-4-22

29 おさかな家 94（カウンター4、テーブル30、座敷60） 無 076-471-6545 富山市新富町２-４-１１

30 暖座クラシック 富山駅前店 120（カウンター10、テーブル110） 不定休 076-441-9500
富山市桜町2-1-1ア
ミューズビル１F

31 たべ処 一粋 42（カウンター10、テーブル16、座敷16） 日 076-431-0856 富山市桜町2-6-3

32 仄香 35（カウンター7、座敷6、座敷22） 日 076-481-6188
富山市大手町3-9-1ア
ジェスビル2階

33 創菜酒楽 靜月 68（カウンター6、テーブル22、座敷40） 日・祝 076-411-9898 富山市新桜町6-1

34 旬彩 靜加 20（カウンター6、テーブル6、座敷8） 日・祝 076-441-2422
富山市桜木町6-4 千歳
ビル1F

35 大衆割烹あら川 57（カウンター11、テーブル18、座敷28） 日・祝 076-441-9369 富山市桜町2-2-22

36 ちゃぶ有 60（カウンター6、テーブル18、座敷36） 日 076-432-8502 富山市新富町2-5-14

37 十々八 200（カウンター12、テーブル40、座敷148） 日・祝 076-433-3668 富山市桜木町８－２５

38 八兆屋駅の蔵富山駅店 120（カウンター10、テーブル60、座敷50） 〇 無 076-443-1077
富山市明輪町1-230ク
ラルテ2Ｆ

39 とやま方舟富山駅店 46（カウンター12、テーブル34） 〇 無 076-471-8120
富山市明輪町1-220 きときと市
場とやマルシェ

40 富山の彩 かさ桜亭 34 日・祝 076-482-3032 富山市桜町1-6-18

41 ごんべい舎アーバン店 100（テーブル30、座敷70） 〇 日 050-3476-9043
富山市牛島町18-7 アー
バンプレイスB1

42 個室居酒屋 呑蔵 51（カウンター6、座敷45） 無 076-471-6101
富山市桜町1-7-24 水
明舎ビル 2F

43 ほそかわ 82（カウンター14、テーブル12、座敷56） 日 076-492-2001 富山市総曲輪2-7-22

44 中華/和食 中国酒家 新三陽 127（テーブル42、大広間40※２部屋） 〇 無 076-431-3123 富山市内幸町3-19

45 中華/居酒屋 我家的厨房Big5 205（テーブル20、大部屋10～80） 不定休 076-431-8076 富山市新富町1-4-1

46 韓国料理/焼肉
元祖やきにくどんたく/韓国風居酒屋コリア
ンマチャ

40 月 076-493-5166
富山市中央通り1-1-12
ナカマチビル1F

47 焼　肉 もつ家福多 38（カウンター6、テーブル6、座敷26） 月 076-431-6290
富山市桜町1-3-5　藤
江ビル1F

(別紙3)

【富山市の飲食店リスト】

※上記、富山市観光協会員の飲食店のみ助成対象となります。ご予約等は直接各お店にお問合せください。

割烹/小料理

和　食

寿   司

薬膳料理

居酒屋


