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射水市ふるさと物産協議会って？

会員事業者や各種団体と協力し、全国各地で開催される物産イベントにブース

出展することで、射水市の魅力あふれる観光・物産を広くPRし、観光情報の

発信や物産の販路拡大・知名度向上を目的とした団体です。

射水市観光交流センター クロスベイ新湊の１階に、会員企業の商品を展示し

ておりますので、射水市にお立ち寄りの際はぜひご覧ください。

PDFでも
本冊子が
読めます！

本誌に掲載されている金額は全て税込です。
掲載の情報は令和4年6月時点のものです。



富山県のほぼ中央に位置し、

海や河川、丘陵に囲まれた自然豊かなまち・射水市。

里海や里山からとれる、四季折々の味覚があります。

「天然のいけす」富山湾で獲れた新鮮な海の幸や、

立山連峰の清らかな雪解け水が育んだ里山の恵み、

港町の熱気にふれる伝統ある祭り…

射水の魅力が詰まった、きらりと光る商品をご紹介します。

射水のおいしい、

楽しいを

全国へお届け！

新湊大橋
しんみなとおおはし

富山新港港口を結ぶ吊り橋
で、

日本海側最大級の斜張橋。晴
れ

た日には立山連峰や能登半島
を

一望できます。

海王丸パーク
かいおうまる

「海の貴婦人」と称される帆船

海王丸を、現役当時の姿のまま

楽しめる公園。
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白エビ

初夏に旬を迎える、淡
白で上品な甘みをもっ
たエビ。別名は「富山
湾の宝石」。

ズワイガニ・

日本海の味覚の王様。
漁場と港の近い新湊で
は、太めで肉付きもよ
く、甘みの乗った新鮮
なカニが味わえます。

サクラマスサクラマス

ます寿しで親しまれる、
柔らかな肉質や上品な
香りが特徴の魚。市内
で養殖も行っています。

米

寒暖差のある越中いず
み野で育まれたコシヒ
カリは、ふっくらとお
いしく炊き上がります。

いみずの

名産品
紅ズワイガニ

いみずの

S P O T

新湊漁港の昼セリ

港と漁場の近さを生かして実施され
ている全国でも珍しい昼のセリで、
威勢の良い掛け声が飛び交います。

しんみなとぎょこう

射水市大島絵本館

国内外の絵本 1万冊を所蔵する博
物館。イベントやワークショップ
なども開催しています。

い みず し おおしま え ほんかん

京都・下鴨神社の神領である倉
垣庄の総社。5月の「やんさんま」
では県内唯一の流鏑馬、全国唯
一の牛乗式が行われます。

加茂神社
 か  も じんじゃ 置県 100年を記念して造られた、

県内最大の都市公園。家族で遊
べる施設が豊富で、あじさいの
名所でもあります。

鎌倉時代から人々の生活にとけ込み、
運河として湊町の繁栄を支えた内川。
現在も漁船が繋留されています。

県民公園 

太閤山ランド
たいこうやま

内川
うちかわ
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射水市中央町 6-1
0766-82-3278
8:00～18:00　　元日

射水市中央町 6-1
0766-82-3278
8:00～18:00　　元日

味と材料にこだわった自社ブ
ランド品。にしんの昆布巻
きやつぶ貝の酒蒸し煮など、
人気の逸品がたくさん！

魚の風味と旨味を、薄塩の味付けで
シンプルにいただけます。セットに
入る魚以外にも様々な干物をご用意。

5400円

3240円

魚源食品工業株式会社塩干部

北陸路 真空セット

干物セット

塩干物専門店ならではの

商品が目白押し！

射水市本町 3-1-6
0766-82-2226
10:00～17:00、土日祝 ～16:00　
無休。不定休あり

全国初！富山湾で獲れた紅ズワイガニ
を使った蟹の干物。2種類の部位があり、
常温保存できるので贈り物にもぴったり。

富山の漁師と醸造蔵がタッ
グを組んで作った、お刺身
のためのポン酢。刺身はも
ちろん、焼き魚や豚しゃぶ、
サラダにも合います。

500ml 1080円

150ml 540円

1026円

IMATO株式会社

いまと

大空株式会社

おおぞら

株式会社 IMATO
越の干蟹

お刺身ポン酢

新鮮な海産物を使用した
多彩なオリジナル商品に注目！

米どころ富山の銘柄を筆頭に、全国
のおいしいお米を五つ星お米マイス
ターが厳選！全 13 品種からお好みの
9種類を選べるギフトセットです。

4840円

魚源 魚源食品工業株式会社
塩干部

うおげん

食べ比べお米ギフト 
選べる9 種セット

北陸の人気銘柄から

美味しいお米をお届け

選りすぐった

射水市戸破荒町 6362
0766-55-0003
9:00～16:00　　
水曜、土曜、日曜、祝日

富山県の「明日のとやまブランド選定品」で
もある、日本初の「鰤魚醤」と鰤と富山産糀と
食塩で造った「鰤味噌」。さらに、鰤魚醤の粉
末をベースにした「片口屋だし」などのセット。
化学調味料・保存料不使用で無添加です。

3500円

片口屋
かたぐちや

片口屋

富山の鰤を使った
オンリーワンの調味料セット

富山の魚を使った

江戸時代創業の老舗

調味料が豊富！

射水市土合 1262-1
0766-52-2591
7:00～16:00　　日曜

株式会社大空

HP

HP

HP
い
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射水市中央町 6-1
0766-82-3278
8:00～18:00　　元日

射水市西高木 1242
0766-55-3505
9:00～17:00　　水曜

塩だけで魚本来の旨味を引き出し、
柔らかな肉質に仕上げました。

富山県産の原料にこだわり、シンプルに味付けした
ほたるいか。どなたでも美味しくいただけます！

2500円

4320 円

川口食品
かわぐちしょくひん

川口食品

干物詰め合わせセット

ほたるいか沖漬・
ほたるいか素干セット

シンプルで素朴な味が美味しい

富山湾で獲れた魚加工品

射水市中央町 19-31
0766-84-1331
11:30～14:00、 　
17:30～21:00　 
月曜、月2 回火曜

新湊で水揚げされた紅ズワイガニや
ズワイガニを刺身やゆでガニ、天ぷら
などお好みでどうぞ。ふんだんに味
わえるコース料理もおすすめ！

4400円〜

割烹かわぐち

新湊産カニ料理

富山湾の海の幸を

様々な料理で
堪能できる料亭

割烹 かわぐち

HP

射水市広上 1180
0766-52-5550
9:00～17:00　　
土曜、日曜、祝日

富山産ほたるいかを丸ごと使用。
燻製することでワタの味がまろ
やかになり、雑味のないコクの
ある仕上がりに。

新湊産の片口イワシを使用。丁寧に手開きし、
じっくり熟成発酵させています。化学調味
料不使用でカラダにも安心◎

600 円／ 630 円

756円

有限会社鈴香食品

ほたるいか
バーニャカウダ 

TOYAMA ANCHOVY
プレーン／スモーク

富山湾で水揚げされる

こだわりの製造方法でお届け！
キトキトな素材を、鈴香食品有限会社

すずかしょくひん

HP

トヤマアンチョビ

射水市本町 2-8-12
0766-82-2546
10:00～16:00 　
土曜、日曜、祝日

新湊漁港で獲れた新鮮な魚介を、
富山の郷土料理である昆布締め
にしました。かじきや白えび、
ひらめなど、富山の味覚をご家
庭でどうぞ。

1900 円

しんみなと 高市
たかいち

しんみなと高市

新湊浜 手造り昆布〆

地元民しか知らない

ツウの魚屋

HP

かっぽう
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射水市中央町 6-1
0766-82-3278
8:00～18:00　　元日

すたじあむ たけ

高岡市姫野 645-5
0766-54-0177
11:30～14:00、
17:00～21:30
土日祝は 11:00～　　木曜

富山湾の白エビをふんだんに使った、
ピリ辛で濃厚なおかず味噌。ラーメンや
おにぎり、鍋料理など様々な料理に
使えます！

900 円

すたじあむ たけ

たけ謹製 白海老味噌

富山湾の幸を使った

地域に愛されるラーメン屋

ラーメンがたくさん！

HP

射水市本町 3-6-4
0766-82-3637
7:00～17:00　　火曜

「富山ブラックラーメン」からイ
メージした、コクのある醤油バター
味のどら焼き。新湊の名物・甘口
醤油の風味がたまりません。

237 円

野村屋
のむらや

野村屋

富山ブラックどらやき

美味しさと楽しさが詰まった、

ひとつひとつ

手作りのお菓子たち

HP

放牧豚の中でも特に赤身の割合が多いモモを
しっとりと焼き上げ、３種（ワイン＆ハーブ、
梅酒、チーズ）のフレーバーで仕上げたとっ
ておきの商品です！

4800 円

富山県産氷見放牧豚ローストポーク

Forever Pork

こだわりの商品が並ぶ食品自販機も！
地元産にこだわった

食肉加工販売店

徳永食品 株式会社

とくながしょくひん

射水市北高木 14-14
0766-52-8300
8:30～16:45　　
水曜、日曜、年末年始

徳永食品

HP

フォーエバーポーク

0766-75-3722
9:00～17:00　　無休

新湊曳山の13町内の法被をラベ
ルに再現したビール。フルー
ティーでコクのある、飲みやすい
味です。新しいデザインのビール
も近々販売予定！

650円

HARBOR

新湊曳山ビール

お祭りの雰囲気をお家でも！

新湊の曳山をモチーフにした

クラフトビール

HARBOR
はーばー
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射水市中央町 6-1
0766-82-3278
8:00～18:00　　元日

射水市中野 633
0120-5454-87
9:00～17:00　　
土曜、日曜、祝日

「美人水」とも呼ばれるへちま水
100% の化粧水。自社農場で無農
薬栽培されたへちまを使用してい
ます。肌荒れやシミ、そばかすを
防ぐ効果も期待できます！

1980円

有限会社へちま産業

へちまローション

無農薬のへちまで

心も体もきれいにへちま産業有限会社

さんぎょう

HP

射水市黒河 1905
0766-56-2322
10:00～17:00　 無休

日本初・新開発の氷温保存により一
年中美味しい梨をお届け！富山県の
ミネラル豊富な土壌で培った、こだ
わりのきららか梨です。

3 玉 3500円
6～ 8 玉 5600円

藤岡農園
ふじおかのうえん

藤岡農園

氷温保存 きららか梨

しゃっきりとした歯ざわり、

爽やかな香りが自慢の
みずみずしい甘み、

最高級の梨

HP

新湊曳山祭の伝統や文化、思いを伝え
たいと企画したグッズ。マスクやコー
スター、スマホケースは曳山を持つ
13町内ごとにデザインが変わるこだ
わりのアイテム。

新湊曳山グッズ

地元に愛される印刷会社で

チラシから事務用品まで。
企画からお任せください！

二口印刷株式会社

ふたくちいんさつ

射水市作道 695
0766-84-1212
8:20～17:00　　
土曜、日曜、祝日

株式会社二口印刷

HP 射水市海王町 1 
新湊きっときと市場内
0766-82-3001

北陸ポートサービス株式会社

富山の雪どけ水で育った

おいしくてエコなコーヒー
竹林から生まれた

北陸ポートサービス株式会社

ほくりく

HP

射水市黒河産の竹炭をパウダーにして、コーヒー豆と
ブレンドしたドリップパックセット。竹炭パウダーで、
よりまろやかで上品な味わいとなっています。

980円ささやきコーヒー飲み比べ BOX
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射水市中央町 6-1
0766-82-3278
8:00～18:00　　元日

射水市善光寺 33-9
0766-84-3460
8:00～17:00　　無休

ほどよい脂ののった鱒にほんのりと
甘いすし飯を合わせた、ジューシーな
ます寿し。ひとつひとつふんわりと
手押しして仕上げています。

1400円

ますの寿し 丸龍庵

ます一重桶

こだわり抜いた

押し寿司専門店
食材で作り上げるますの寿し 丸龍庵

がんりゅうあんす

HP

射水市松木 385
0766-84-2481
8:00～16:00　　元日

新湊漁港で獲れた新鮮なしろえびを
餅米に練り込んだ人気商品。職人が 1
枚 1 枚手焼きしており、無添加なので
白えび本来の味や風味を味わえます。

10枚 648円

12枚 1080円

株式会社米田

手焼きしろえびかき餅

富山県産の素材を使用した

風味豊かなおかきが人気

米田株式会社

よねだ

HP

ダシにサクラマスを使用した本店限定
メニュー。あっさりとした淡麗醤油味で、
トッピングのサクラマスのつみれが美味
しさを引き立てています！

980円

いみずサクラマス
手打ち中華そば

東京ラーメンショーで

富山ブラックの代表店

5 度の日本一を獲得！

麺家 いろは／　 天高く株式会社

てんたかめんや

射水市戸破 1555-1
0766-56-9988
11:00～20:00 　無休

麺家いろは／株式会社天高く

HP

富山の伝統食である巻かまぼこは、渦巻き
の形が特徴。おかずやおつまみにぴったり
です。富山の四季をイメージした「越乃
シリーズ」や「白えびかまぼこ」などもご用
意しています！

赤巻 324円

昆布巻 378円

夢テラス海王

かまぼこ 小巻 赤巻・昆布巻

富山ならでは！

多種多様な

かまぼこ専門店

射水市海王町 21
0766-82-7744
9:00～17:00　　水曜

夢テラス海王

HP

ゆめ かいおう
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