
寿 司 （平成２９年４月２９日（土・祝）から５月７日（日）まで）

きよ水
休業：無し
昼：１１：３０～１４：００
夜：１７：００～２１：００
盛り合せ ほか

※電話にて要予約してください。

℡0766－７２－２５１１
住所：氷見市中央町８－２２

松葉
休業：４月３０日（日）、５月７日（日）
昼：１１：３０～１３：３０
夜：１７：００～２１：００（5/3,5/4は夜の営

業はしない）
※昼・夜とも電話にて要確認してください

℡0766－７２－０２６６
住所：氷見市丸の内７－２１

鮨和
休業：５月１日（月）
昼：１１：３０～１３：３０（L.O）
夜：１６：３０～２１：３０（L.O）
盛り合せ ほか

℡0766－７４－２８２２
住所：氷見市朝日本町２－２８

寿司・割烹 万葉
休業：無し
昼：１１：３０～１４：００
夜：１６：３０～２０：３０
海鮮丼 寿司盛り合せ

※多忙のため電話での応対ができません。
ご来店してみてください

℡0766－７４－３３８８
住所：氷見市比美町５－１５

やうち
休業：無し
昼：１２：００～１４：００（29日は昼なし）
夜：１７：００～２１：００（L.O)
富山湾寿司、上にぎり

※英語対応できます。

℡0766－７４－００３９
住所：氷見市比美町14－13

川喜
休業：５月１日（月）
昼：１１：３０～１４：００
夜：１６：３０～２１：００
※予約等があるため電話にて要確認して
ください

℡0766－７４－５５５５
住所：氷見市本町２－１

亀寿司
休業：５月７日(満席のため）
営業時間：１２：００～２１：００

※電話にて確認してくだい

℡0766－７４－３３１０
住所：氷見市本町５－２６

橘寿司
休業：無し
昼：１２：００～１４：００
夜：１７：００～０：００
富山湾寿司２，５００円

※電話にて要確認してください。

℡0766－７４－４６８８
住所：氷見市本町１１－１１

氷見前寿し
休業：無し
営業時間：１０：００～２０：３０

℡0766－５０－８８３８
住所：氷見市北大町25－5（ひみ番屋街内）



寿 司 （平成２９年４月２９日（土・祝）から５月７日（日）まで）

すし屋の城光
休業：無し
昼：１１：３０～１４：００
夜：１７：００～２２：００

※電話にて要予約してください。
℡0766－７２－６１６７
住所：氷見市間島１－５０

鮨よし 休業：無し
５月３日、４日
１２：００～２１：３０（L.O）

4/29～5/2、5/5、5/4、
昼：１２：００～１３：３０（L.O）
夜：１７：００～２１：３０（L.O）

盛り合せ、海鮮丼
※電話にて要予約
℡0766９１－４０８０
住所：氷見市下田子185-1）

きときと寿司 氷見本店
休業：無し
営業時間：１１：００～２１：００
回転寿司

℡0766－９１－５１４４
住所：氷見市上泉６５

割 烹 （平成２９年４月２９日（土・祝）から５月７日（日）まで）

味処・割烹 しげはま
休業：無し
昼：１２：００～１３：４５（L.O）
しげはま定食、造り定食、焼き魚定食

夜：１７：００～２２：００

℡：0766－７２－０１１４
住所：氷見市丸の内２－１８

割烹 秀月
休業：５月４日（木）
昼：１１：３０～１４：００（5/7は昼のみ）
夜：１７：００～２０：００（4/29,4/30,5/3は夜
のみ）
さしみ定食、海鮮丼
氷見牛朴葉焼き定食

℡：0766－７４－５９４１
住所：氷見市幸町９－７８

氷見すしのや
休業：無し
営業時間：１１：００～２１：００
回転寿司
海鮮丼

℡0766－９１－１０３３
住所:氷見市柳田１１７７

ひみ浜
休業：無し
昼：１１：００～１４：００
刺身御膳、焼き魚御膳

夜：１７：００～１８：３０（4/29,5/5,5/6のみ）

※電話にて要予約してください。

℡0766－７４－７４４４
住所：氷見市比美町２１－１５

寿司・割烹 万葉
休業：無し
昼：１１：３０～１４：００
夜：１６：３０～２０：３０
海鮮丼、寿司盛り合せ

※多忙のため電話での応対ができません
ご来店してみてください

住所：氷見市比美町５－１５

レストラン ハロー

※配達のみの対応で、開業しない。

℡：0766－７４－００８６
住所：氷見市伊勢大町１－２－９



食事処 （平成２９年４月２９日（土・祝）から５月７日（日）まで）

海鮮料理 おがわ
休業：無し
営業時間：６：００～１９：００
地魚・氷見うどんセット １，３００円から
刺身・焼き魚セット ２，０００円から

※電話にて要確認してください。

℡：0766－７４－００８４
住所：氷見市伊勢大町２－７－５１

お食事処 よしだや本店
休業：無し
営業時間：９：００～２０：００（L.O）
氷見ランチＡ １，２５０円
ととぼちカレー９８０円
氷見うどんすり身揚げうどん１，１００円

※電話にて要確認してください。

℡：0766－７２－０５０８
住所：氷見市中央町９－７

休業：４月２９日（土）、３０日（日）
５月１日（月）～４日（木） 、７日（日）

営業：５月５日（金）、６日（土）
営業時間：８：３０～１４：００

海宝定食、海鮮丼定食
※食材不足の場合があるため要電話してく
ださい。

℡：0766－７４－０７３３
住所：氷見市比美町４３５（氷見漁港２階）

やま木
休業：無し
昼：１１：００～１４：３０（L.O）
海鮮丼、ミニ海鮮丼
サーモンイクラ丼

※荒天の場合は休業することがあります

℡：0766－７２－５８１１
住所：氷見市中央町５－１６

灘や
休業：無し
昼：１１：３０～１４：００
たまて箱定食 、刺身定食
海鮮丼、氷見うどん定食

夜：１７：３０～２２：００(L.O)
お刺身、焼き魚ほか

℡：0766－７２－０４２４
住所：氷見市本町１３－１０

ひみ家
休業：無し
昼：１１：００～１４：３０（L.O）
夜：１７：３０～２１：３０（L.O）
刺身定食 、氷見うどん

※夜の営業は電話にて要確認してください。

℡：0766－７２－５５７７
住所：氷見市中央町８－２

番屋亭
休業：無し
営業時間：１１：３０～１９：００
※５月６日（土）、７日（日）は１０：００から

※４月２９日（土）、３０日（日）、５月３日（水）、
４日（木）、５日（金）７：３０～９：００の朝食
営業あり
℡：0766－７２－３４００
住所：ひみ番屋街内

きときと亭 三喜
休業：無し
営業時間：１１：００～１４：３０（L.O）

１７：００～１８：３０（L.O）
刺身定食ほか

※夜はネタ切れで早く閉店することがある

℡：0766－７２－０２２１
住所：ひみ番屋街内

居酒屋 まる甚
休業：無し
昼：１１：３０～１４：００
夜：１７：００～２３：００
刺身定食、海鮮丼
一品料理
※電話にて要確認してください。

℡：0766－７４－１７２２
住所：氷見市伊勢大町２－４－５



洋 食・カフェ （平成２９年４月２９日（土・祝）から５月７日（日）まで）

ホリエ
休業：無し
営業時間：１１：００～１５：００
日替わりランチ９１０円
カレー
ラーメン
クリームコロッケカレー ９３０円

℡：0766－７２－０７６２
住所：氷見市比美町９－６

ボーノ・ペッシェ
休業：５月１日（月）
昼：１１：３０～１３：３０（L.O)
パスタランチ 、お魚・お肉ランチ

夜：１７：３０～２０：００（L.O)
お魚ディナー、お肉ディナー

℡：0766-７４-７００１
住所：氷見市南大町１－３

イタリアンレストラン オリーブ
休業：無し
営業時間１０：００～２１：００
パスタセット 、
氷見カレー海鮮パスタ

※昼は電話にてご確認ください

℡：0766－７４－５３４５
住所：氷見市十二町３０１－１

トロイカ
休業：５月２日（火）
昼：１１：３０～１３：３０（L.O）
ステーキランチ
ヒレカツセット

夜：１７：００～２０：３０（L.O）
ステーキほか

℡：0766－９１－１３７８
住所：氷見市窪７８８－１

ツーロン
休業：無し
営業時間：１１：００～２２：００（L.O）
ひみハンバーグ、ツーロンランチ
ハンバーグ定食、スパゲッティ
お子様ランチ

℡：0766－９１－２９５３
住所：氷見市柳田１４－７

シーサイドハウス ボルカノ
休業：無し
時間：４/３０ 、５/１ 、５/７

１１：００～１６：３０（L.O）
４/２９、５/２～５/６
１１：００～２０：３０（L.O）

パスタ 、ピッツア
ドリア・カレー

℡：0766－９１－０７７０
住所：氷見市柳田3538 （海浜植物園4階）

セイズファーム
休業：無し
営業時間：ランチ１０：００～１５：００

カフェ１５：３０～１６：３０（L.O）
ディナー１７：３０～２１：０（L.O）

※カフェ以外は要予約

予約なしで外でテイクアウトできるカレー
などを提供する（11：00～16：00雨天中止）
℡：0766－７２－８２８８
住所：氷見市余川字北山２３８

カフェ オーチャード
休業：無し
昼：５／１～５／５

１１：３０～１４：３０（L.O）
４／２９、４／３０、５／６、５／７
１１：３０～１５：３０（L.O）
ランチ

℡：0766－７２－３５４５
住所：氷見市上田１６６１

風楽里
休業：５月２日（火）
営業時間：１１：３０～１７：００（L.O）
ブルーベリージュース
パンケーキ ほか

℡：0766－７２－３５４５
住所：氷見市上田１６６１

※要予約



麺 処 （平成２９年４月２９日（土・祝）から５月７日（日）まで） 焼き肉(H29/4/29～5/7)

氷見うどん 海津屋 うどん茶屋
休業：無し
営業時間：１１：００～１５：００

かき揚げうどん（温）
海老天ぷらうどん（温）
ざるうどん（冷）
釜揚げうどん

℡：0766－９２－７８７８
住所：氷見市上泉２０

とんじんち
休業：５月１日（月）
昼：１１：３０～１４：００

煮干しラーメン、黒醤油ラーメン
白醤油ラーメン

※夜の営業はご確認ください

℡：0766-７２-０１０４

住所：氷見市朝日本町１－３０

牛屋
休業：無し
昼：１１：３０～１４：００
牛屋焼肉ランチ
氷見牛焼肉ランチ
氷見牛カレー

夜：１７：３０～２２：３０
※5/3，5/4，5/5は17：00～

℡：0766－７２－００２９
住所：氷見市朝日丘１－４１

自家製麺 多古爺
休業：無し
昼：１１：００～１４：３０
うどん、天ぷらうどん
そば、天ぷらそば
ラーメン 、肉ラーメン

℡：0766－９１－３８８０
住所：氷見市窪３２８３－４１

氷見ラーメン
休業：５月１日（月）
昼：１１：３０～１３：３０（L.O）
夜：１８：００～２：３０（L.O）
氷見ラーメン、唐島ラーメン、上庄ラーメン
氷見牛カレーラーメン

※４月２９日、３０日の昼は氷見ラーメンを
１３０円で提供する。

℡：0766－７２－１８１３
住所：氷見市丸の内１２－７

たなか
休業：無し
昼：１１：３０～１５：００
焼肉定食ランチ
コロッケ定食
氷見牛たなかのカレー

夜：１７：００～２１：３０

℡：0766－７３－１９９５
住所：氷見市朝日丘３９３１－１

お食事ができる製麺所 なごみ
休業：無し
営業時間：１０：００～１９：００

肉とじうどん（温）
氷見カレーうどん（温）
ぶっかけうどん（冷）

℡：0766－７３－７３０９
住所：氷見市窪８５２－６

麺処 よしだや
休業：５月２日（火）
営業時間：１１：００～２０：００（L.O）
※５／１は１１：００～１４：３０（L.O）

１７：００～２０：００（L.O）
天ぷらうどん、氷見カレーうどん

℡：0766－７２－８２５２
住所：氷見市諏訪野９－１８

紋食堂

休業：５月４日（木）～７日（日）
昼：１１：４０～１４：００
夜：１７：３０～２０：００

ラーメン
うどん・そば

℡：0766－７２－５６９６
住所：氷見市加納１３２４


