
　店名 住所 電話番号

富山市 囲炉裏　醸家 富山市桜町2-6-12 フクタビル1F　 ０７６－４３３－８１００

富山市 和洋旬菜　新 富山市新富町2-4番22号 2F　 ０７６－４４２－５６５５

富山市 浜焼きと御酒　磯炙 富山市新富町1-3-2　 ０５０－３４７６－７６２０

富山市 旬撰料理　順風満帆 富山市新富町1-3-3　ルートイン富山駅前 B1F ０７６－４１１－９３５５

富山市 炉端長屋　一一（いちいち） 富山市桜町1-1-1（電鉄富山駅ビルエスタ4Ｆ） ０７６－４４１－５２１１

富山市 地の酒　地の魚　米精あら川 富山県富山市新富町1-3-19　 ０５０－５８６９－９３４１

富山市 創菜酒楽　靜月 富山市新桜町6-1　 ０７６－４１１－９８９８

富山市 地酒　そば　集 富山市桜町2-4-1 MELビル1F ０７６－４４４－１２１３

富山市 艶次郎 富山市桜町2-1-14 ０７６－４４１－０８８４

富山市 旬菜料理　ＴＡＫＵ 富山市桜町2-5-2 俳優座ビル 1F ０７６－４７１－６６６８

富山市 実りのかしら 富山市桜町一丁目7-15 ０７６－４４２－５５５６

富山市 うお清 富山市新富町1-3-9 駅前プラザビル 1F ０７６－４３２－８８１１

富山市 魚富 富山市新富町2-4-4井上ビル1F ０７６－４７１－８８１８

富山市 地魚地酒　浜とみ 富山市桜町2-3-27 ０７６－４７１－８１５８

富山市 廻転とやま鮨　富山駅前店 富山市桜町1-4-9 1F ０５０－５５７１－６６７５

富山市 ちょい呑み兜 富山市桜木町14-6　サンナインプラザビル3階 ０９０－４６８０－０９１０

富山市 富山さかな処　みのり家 富山市西町６-１ グランドプラザ前 ０７６－４２２－８８７７

富山市 居酒屋　ポチの家 富山市宝町1-5-14 アミティ宝 1F ０７６－４３３－２９１１

富山市 きっときっと居酒屋　癒し家 富山市桜町2-1-8 ブレイン桜ビル3F ０７６－４４２－１８４２

富山市 きっときっと居酒屋　かまど 富山市桜町2-1-12 ０７６－４４１－７０３３

富山市 たから 富山市新富町2-3-2 ０７６－４３３－０７３７

富山市 大衆酒場　親爺 富山市桜町2-1-17 ０７６－４３１－４４１５

富山市 居酒屋ひぐら志 富山市桜町2-6-20 福沢ライオンビル2F ０７６－４３３－１９０４

富山市 さんじゅうまる 富山市桜町2-1-1アミューズビル1F ０７６－４４４００３０

富山市 風の北前や 富山市新富町2-2-9 ０５０－３４６９－５９１１

富山市 たべどころのみどころ　北の門 富山市新富町1-3-17 ０７６－４３１－１１５１

富山市 癒酒屋　太陽の島 富山市桜町2-2-7 ０７６－４４４－２５２５

富山市 とやま方舟 富山市明輪町1番220号 きときと市場とやマルシェ ０７６－４７１－８１２０

富山市 富山の彩　かさ桜亭 富山市桜町1-6-18 ０７６－４８２－３０３２

富山市 居酒屋だい人 富山市新富町2-5-1 はまのやビル 1F ０７６－４３１－０１２２

富山市 しずく 富山市桜町1-7-7 梅原ビル1F ０７６－４８２－４５６０

富山市 季節料理とお酒　ひ よ こ 富山市新富町2-3-16 ０７６－４３２－４７７０

富山市 旬のお魚と本格炭火　隠れん房（富山店） 富山市新富町2-4-8 ０７６－４４４－３０８０

富山市 来人喜人 はぎ原　(桜町) 富山市桜町2丁目4-2 ０７６－４８２－３７３９



　店名 住所 電話番号

富山市 笑色 富山市総曲輪3-3-6 1F ０７６－４００－８３３９

富山市 葷酒山門 富山市西町6-4 スギモリ西町ビル1F ０７６－４９３－０１１７

富山市 居酒屋ほそかわ 富山市総曲輪2-7-22 ０７６－４９２－２００１

富山市 割烹魚希 富山市総曲輸3-2-6 ０７６－４２２－３６５０

富山市 日本料理　四季彩 富山市総曲輪2-8-24 ０７６－４９２－２２９９

富山市 小料理ゆあさ 富山市総曲輪1-6-11 Kellyビル2F ０７６－４４４－７５３０

富山市 ぺんぎん食堂 富山市安田町1-10 1F ０７６－４７１－５１５５

富山市 えび寿し 富山市豊川町2-13 ０７６－４２３－６０６３

富山市 おあじ飯野店 富山市新屋4-1 ０７６－４７１－６３５５

富山市 喰い呑み処　ぬくぬく 富山市古鍛冶町2-15 ０７６－４９２－９２２２

富山市 郷土料理　龍庵 富山市八尾町井田606－１ ０７６－４５５－３７９６

富山市 和食亭こもり 富山市八尾町井田５７８１ ０７６－４５４－２８７５

富山市 居酒屋大ちゃん様 富山市婦中町麦島24-1 ０７６－４６５－７１３９

富山市 廻転とやま鮨　富山きときと空港店 富山市秋ヶ島30 富山空港ターミナルビル 1F ０５０－５５７１－６６７４

魚津市 浜 多 屋 魚津市釈迦堂１－１５－８ ０７６５－２３－５７７５

魚津市 魚津ダイニング　三三五五 魚津市　釈迦堂　1-14-17 ０７６５－２４－５３６２

魚津市 四季料理　悠 魚津市　釈迦堂　1-15-20 ０７６５－２４－５９８０

黒部市 お酒のお宿　喜泉 黒部市宇奈月温泉１３８７ ０７６５－６２－１３２１

高岡市 鍋茶屋 高岡市御旅屋町1165 ０７６６－23－７０２９

高岡市 炭火焼　庄八 高岡市末広町8-43 ０７６６－２５－３０９３

高岡市 居酒屋　たかまさ 高岡市末広町42 ０７６６－２４－５７４５

高岡市 味処　五郎八 高岡市下関町2-18 ０７６６－２４－５６８０

高岡市 炉ばた焼き　陣太鼓 高岡市桐木町32 ０７６６－２５－００３３

高岡市 寿し居酒屋　隆陣 高岡市末広町38-1 ０７６６－２２－５５５１

高岡市 割烹　寿文 高岡市末広町1010-15 ０７６６－２１－９５５５

高岡市 お食事処　尾の上 高岡市熊野町6-9 ０７６６－２２－３３６５

高岡市 味の福島 高岡市東下関3-4 ０７６６－２２－２３６５

高岡市 やすらぎ庵 高岡市駅南4-5-2 ０７６６－２５－０５０５

高岡市 居酒屋　度々平 高岡市下関2-18 五郎八ビル地下 ０７６６－２３－６１６１

高岡市 飲食い処　じゅんちゃん 高岡市末広町41-43 ０７６６－２６－７１１５

高岡市 割烹居酒屋　匠の山海 高岡市末広町1010-11 ０７６６－２５－５６００

高岡市 割烹　千鳥 高岡市御旅屋町桐木町32 ０７６６－２１－３３３３

高岡市 居酒屋　あじと 高岡市新横町1259-3 ０７６６－２６－６９９２

高岡市 呑み処　登茂 高岡市 江尻 359

高岡市 酒蔵　盛盛 高岡市御旅屋町1216 VAMOSビル1F ０７６６－７５－１１１８

高岡市 居酒屋　十魚八 高岡市駅南1-8-29 ０７６６－２８－０７４７

高岡市 御食事寿司処　かたかご 高岡市野村725-3 ０７６６－２１－３８２４

高岡市 花のれん様 高岡市立野482-4 ０７６６－３１－１３７１

高岡市 味喜寿し 高岡市 城東1-9-32 ０７６６－２５－１０５１

高岡市 魚菜料理 魚山人[ぎょさんじん]（高岡店） 高岡市京田641-1 ０７６６－２１－１１５８

高岡市 本格炭火焼地鶏　とり家（高岡店） 高岡市本丸町13-11モビリエビル1F ０７６６－２５－１１５８

砺波市 和の料理と銘酒が自慢　遊屋（砺波店） 砺波市表町5-5エスポワール20　1F ０７６３－３４－１１５８

氷見市 割烹　秀月 氷見市幸町9-78 ０７６６－７４－５９４１

氷見市 あ じ 蔵　(氷見) 氷見市中央町3-13 ０７６６－７２－５５５９

射水市 松原屋 射水市三ケ３９７１－１ ０７６６－５５－００３４

射水市 海老屋 射水市三ケ水源町１１８３－１ ０７６６－５５－４６５４

射水市 楠亭 射水市戸破宝町１３８２－５ ０７６６－５７－３５９１

射水市 曙 射水市三ケ１２５７ ０７６６－５５－０７３７


