
氷見漁港直送の鮮魚をはじめ、富山湾名物
ホタルイカや白エビなど富山湾の食材を満
喫できるレストラン。

魚のレストラン 番屋亭和 
食
01

0766-74-3500TEL
氷見市北大町25-5所

ちょい食べ・ちょい飲みのできる場外市場の
屋台。

浜焼き屋台 かぶすや和 
食
03

0766-72-3400TEL
氷見市北大町25-5所

とことん新鮮さにこだわった元気一番が
モットー

ばんや鮮魚直売所鮮 
魚
30

0766-74-7210TEL
氷見市北大町25-5所

人気の細麺は温かくしても冷たくしてもおいしく召
し上がっていただけます。堀りごたつ式の小上がり
もあり、ゆったりとお食事もできます。

うどん茶屋 海津屋麺 
処
21

0766-92-7878TEL
氷見市上泉20所

360度絶景が望める展望カフェレストラン。地元産野菜
やお肉等を使ったガレットやパスタ、カレーにクレープや
ケーキなどのカフェメニューもあります。

seaside cafe ソラトキ洋 
食
25

0766-91-0770TEL
氷見市柳田3583 氷見市海浜植物園4階所

氷見のきときとな地魚。地消地産でおもてな
しします。

きときと亭 三喜和 
食
02

0766-74-0221TEL
氷見市北大町25-5所

氷見駅から徒歩約5分！家庭的な雰囲気の
食堂です。早朝から営業しています。

海鮮料理 おがわ食 
堂
19

0766-74-0084TEL
氷見市伊勢大町2-7-51所

氷見ベジ野菜をたっぷり使い、素材の持つお
いしさを大切にしたシンプルな料理を提供
しています。

イタリアンキッチン オリーブ洋 
食
23

0766-74-5345TEL
氷見市十二町301-1所

毎朝、市場で直接競り落とされた魚が並ぶ、
網元が営む寿司屋です。

鮨処 きよ水寿 
司
08

0766-72-2511TEL
氷見市中央町8-22所

おすすめは地魚おまかせにぎり10貫3,850円、
12貫4,400円（どちらも税込）で召し上がれ
ます。

すし屋の城光寿 
司
07

0766-72-6167TEL
氷見市間島1-50所

冬季はブリ専門店として営業。店主自ら目利
きしたブリを是非ご賞味ください。

ばんや料理 ひみ浜和 
食
06

0766-74-7444TEL
氷見市比美町21-15所

新鮮な地魚をはじめ、豊かな里山の幸から氷
見牛まで心ゆくまでご堪能ください。

割烹 秀月和 
食
05

0766-74-5941TEL
氷見市幸町9-78所

国産黒毛和牛の地元ブランド、氷見牛を使用
したステーキなど、お客様に楽しんでいただけ
るようなお店を心がけています。

氷見牛ステーキ&ワイン トロイカレストラン
洋 
食
24

0766-91-1378TEL
氷見市窪788-1所

麺はすべてお店で作っています。その他、天
ぷらなど揚げたてを提供して大好評です。

麺処 よしだや麺 
処
20

0766-72-8252TEL
氷見市諏訪野9-18所

お子様からご年配のお客様まで、少人数から
大人数のお客様まで楽しんでお食事できる
アットホームなお店です。

お食事処 よしだや食 
堂
16

0766-72-0508TEL
氷見市中央町9-7所

氷見牛や県産牛を使った創作丼ぶりの専門
店。数量限定のランチや氷見牛の握りなども
ご賞味いただけます。

極 Ban Gyu肉料
理
26

0766-75-3973TEL
氷見市北大町25-5所

「うまい肉」×「たらふく」＝「幸せ」安全でお
いしい氷見牛をたらふく食べていただきた
い、という思いで提供しています。

氷見 牛屋肉料
理
27

0766-72-0029TEL
氷見市朝日丘1-41所

直営牛舎を持ち、氷見牛のみを販売しており
ます。

氷見牛専門店 たなか肉料
理
28

0766-73-1995TEL
氷見市朝日丘3931-1所

氷見の特産物を使用したスイーツがたくさ
ん。ここでしか味わえないものがあります。

ヴィヴァーチェ ひみ番屋街店スイ
ーツ

29

0766-74-3755TEL
氷見市北大町25-5所

氷見漁港で水揚げされた新鮮な魚と、氷見
うどんを提供しています。

味処 割烹 しげはま和 
食
04

0766-72-0114TEL
氷見市丸の内2-18所

SAYS FARMでは、100%自社栽培、醸造にこだわったワイン造りをして
います。Kitchenでは、ワインにあわせたこの土地が育んだ新鮮な食材
を使ったコース料理やスイーツをご提供しております。

SAYS FARM洋 
食
22

0766-72-8288TEL
氷見市余川字北山238所

究極の地産地消の魚食堂。
毎朝、競り落とされた魚が、どこのお店より
早く届けられ調理されます。

氷見魚市場食堂食 
堂
18

0766-72-2018TEL
氷見市比美町435所

氷見のおいしいお料理をご用意してお待ち
しております。

氷見の居酒屋 いろどりや居酒
屋
14

0766-72-5556TEL
氷見市朝日本町19-21所

氷見ならではの朝とれ鮮魚が食べられます。冬
はぶりしゃぶがイチオシ！刺身、焼き物、ぶり大
根など単品でご提供いたします。

食彩居酒屋 灘や居酒
屋
13

0766-72-0424TEL
氷見市本町13-10所

富山湾でとれた魚を刺身、焼き物、フライで
食べられます。

まる甚居酒
屋
15

0766-74-1722TEL
氷見市伊勢大町2-4-5所

毎朝氷見の市場から厳選して仕入れた魚貝
を中心に200種類以上のネタのラインナッ
プよりお好きなものを選べます。

氷見きときと寿し 氷見本店寿 
司
11

0766-91-5114TEL
氷見市上泉65所

地元でとれた旬の山海珍味を召し上がれ！
おすすめコースは氷見三昧御膳、富山湾鮨、
寒鰤コースです。

割烹・寿司 川喜寿 
司
09

0766-74-5555TEL
氷見市本町2-1所

キトキトな寿司に舌鼓！当店自慢の氷見産
の魚介類をふんだんに使った寿司をお召し
上がりください。

すしのや寿 
司
10

0766-91-1033TEL
氷見市柳田1177所

毎日氷見漁港より新鮮なお魚を入荷してい
ます。富山県1番の究極の地産地消を氷見の
魚食文化でお伝えしていきます。

ひみ岸壁市場食 
堂
17

0766-78-3321TEL
氷見市中央町7-1 氷見市漁業文化交流センター内所

原料を「地物」にこだわった干物屋。氷見港で仕入れた新鮮
な魚をすぐに加工し店頭へ！製造直売を活かし、旬の魚を
よりおいしく、より安くご提供いたします。

マルヤ鱈場水産 ひみ番屋街店水産
加工

36

0766-74-1212TEL
氷見市北大町25-5所

富山県名産の巻きかまぼこ、当店自慢のく
ん製かまぼこなど、多種のかまぼこ・水産加
工製品を取り扱っております。

三権商店 本店・ひみ番屋街店水産
加工

39

0766-72-0355TEL
氷見市本町15-5・氷見市北大町25-5所

氷見漁港で水揚げされた魚を中心にすべて手開き
で加工しています。お店では干物を中心に富山な
らではのお土産品を販売しています。

こすけ ひみ番屋街店水産
加工

35

0766-74-0388TEL
氷見市北大町25-5所

氷見の魚等を加工し、直売しています。他に
は無い、当店オリジナル商品も多く用意して
います。

ひみ番屋街 江政水産
加工

34

0766-74-2265TEL
氷見市北大町25-5所

氷見市 ギフト券【参加店一覧】 ギフト券は食事代、土産代、入館料、施設利用に
ご利用いただけます。とくとく特

別
で

お
得
！ 飲食店 お土産 観光施設

氷見漁港場外市場ひみ番屋街内にある鮮魚店です。オンラ
インショップをオープンしました。鮮魚のおまかせセットやひ
み寒ぶり等、新鮮なお魚をお届けいたします。

ひみ水産鮮 
魚
31

0766-74-6644TEL
氷見市北大町25-5所

人気の氷見醸熟ぶりステーキをはじめ、人気急上
昇中のぶり焼きほぐしなど、氷見の天然ぶりを使っ
た商品を多数取り揃えております！

魚蔵 ゑびす屋水産
加工

33

0766-74-1033TEL
氷見市北大町25-5所

コンセプトは「ていねいに ていねいに」。手間ひまを惜しま
ず魚の仕入れ、素材、無添加、調味料に拘り、美味しさを求
め続ける海の保存食を日々作っています。

海の保存食 つりや番屋水産
加工

37

0766-54-0809TEL
氷見市北大町25-5所

大正期創業の海産物の老舗。厳選した品物
をお届けするセレクトショップです。

堀与 本店・ひみ番屋街店水産
加工

38

0766-72-0503TEL
氷見市中央町3-2・氷見市北大町25-5所

氷見いわしの加工品の製造販売店です。（仲
買歴60年の店主目利きの魚のみ）

柿太水産水産
加工

40

0766-74-0025TEL
氷見市北大町3-37所

季節の新鮮な地物の食材を使い、老若男女
皆様に喜んでいただけるよう努力致しており
ます。

ふれあい味処 はらや居酒
屋
12

0766-72-5280TEL
氷見市中央町1-18所

朝とれの鮮魚の販売はもちろん、お惣菜はそ
の日とれた魚を見て調理します。寒ブリシー
ズンはブリの発送も承ります！

魚芳商店鮮 
魚
32

0766-72-0422TEL
氷見市比美町9-3所


