ぶ
結
を
港
漁
部
富山湾と黒 い旋回橋
し
全国でも珍

富山県

たら汁定食をお目当てに

いくじ魚まつり朝市
MAP

●いくじさかなまつりあさいち

P10 A1

t0765-57-0390（生地魚市商業協同組合）
くの人にもっと魚を食べてもらいたいとの
思いから開催する、生地魚市商業協同組
合の朝市。人気のたら汁定食（数量制限あり）目
当ての来場者も多い。塩干物、寿司、蒲鉾、昆布
などのお買い得品も見逃せない！

多

K黒部市生地中区365黒部市水産物卸売市場k北陸
新幹線黒部宇奈月温泉駅から車で10分、あいの風と
やま鉄道黒部駅から生地駅行きバス乗車、魚の駅口下
車徒歩3分j第3日曜の6時〜8時30分p100台

o新鮮な魚がずらりと並んでいるとれたて館

とれたて、できたての海の幸

魚の駅「生地」
MAP

べ

ぎ

ょ

こ
う

t0765-57-0101（くろべ漁業協同組合）
K黒部市生地中区365

P10 A1

t0765-57-0192

黒部漁港までの交通

北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅から富
山地方鉄道本線新黒部駅で乗り換え
5分、電鉄黒部駅下車、車で12分

業者自ら魚情報を発信している、くろべ漁
業協同組合の直販施設。とれたて館では、
黒部漁港でその日の朝獲れた魚や、黒部の特産
品などを販売。できたて館では、塩物の炭火焼
きや地魚の刺身が味わえる。

漁

K黒部市生地中区265k北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅か
ら車で10分、あいの風
とやま鉄道黒部駅から
生地駅行きバス乗車、
魚の駅口下車すぐjと
れたて館9〜18時、でき
たて館11〜15時、17〜 o 連 休になると多くの観 光 客で
22時i1月1日p30台 いっぱいになる

近くの漁港

北陸自動車道
黒部ICから約
7km

石田漁港

黒部漁港エリアマップ
吉田科学館
生地台場

村椿小

⬆生地駅へ

文

富寿司 P11
o例年10月には周年祭イベン
o例年
月
周年祭
トが開催さ
開催 れる

嶋倉鮮魚店 P11 黒部漁港 P10

清水庵の清水（生地の清水）P10
いくじ魚まつり朝市 P10
1
くろべ漁業協同組合 P10

生地中橋 P11

くろべ漁協の体験教室 P11
高志野中

生地浜海上
花火大会

魚の駅「生地」P10・15 IC
炭火焼レストラン 航海灯 P11

文

前名寺の清水
（生地の清水）P10

寿司居酒屋 番屋

皇国晴酒造

寿し居酒屋
いぶき P11

●いくじのしょうず
MAP

P10 A1

K黒部市生地地区k北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅から車で11分、あいの
風とやま鉄道黒部駅から生地駅行きバス乗車、魚の駅口下車周辺G採水自
由p50台（市コミュニティセンター駐車場）

電鉄黒部駅

石田漁港

黒部駅

電鉄
石田駅

石田
フィッシャリーナ

新魚津駅へ⬇

A

道
ま鉄
とや
の風
あい

冷たくておいしい生地の清水。黒部川扇状地湧水群にあり、3000m
級の北アルプスの山から流れてくる黒部川の水は、適度なミネラルを
含む。この清水を利用して清酒、醤油などの名産品も作られている。

富山湾

割烹はまゆう P11
囲酒家 八方 P11 8
アピタ

0

⬇魚津駅へ

➡宇奈月温泉駅へ

細工かまぼこ
絵付け体験
（生地蒲鉾）P11

生地の清水

電鉄
東三日市駅

ゑびす
祭り P11

➡ 黒部 へ

前名寺の清水。
コップ
も用意されている
清水庵の清水。普段
の生活でも使われている

t0765-54-2111（黒部市商工観光課）

ろ

富山
地方
鉄道
本線

●さかなのえきいくじ

く

県東部に位置する黒部市にある漁港︒黒部漁港では︑昔から遠洋・沖合漁業をはじめとして
ベニズワイガニのカニ籠漁︑ヒラメやキジハタなどの刺し網漁
漁業が栄えてきた︒現在では︑
などが盛ん︒

o旋回橋の開閉は帰港する早
朝4時頃に見られる確率が高い

黒部川の豊かな水で育まれた漁港

黒部漁港

富山湾

2

1km

B

rurubu toyama-gyoko

10

体験も

体験も

CHECK!!

イベントも

CHECK!!

海と陸が交わる
旋回橋

CHECK!!

生地中橋
●いくじなかばし

MAP

P10 A1

t0765-57-0101
o魚さばきに挑戦してみよう！

o自由に絵付けできるのが楽しい

o大漁旗や提灯で満艦飾に仕立てられた漁船団

浜の達人から教わる料理教室

オリジナルかまぼこに挑戦！

夜の海を彩る祭りと演芸大会

くろべ漁協の体験教室

細工かまぼこ絵付け体験

●くろべぎょきょうのたいけんきょうしつ

●さいくかまぼこえつけたいけん

t0765-57-0192（魚の駅｢生地｣）

MAP

P10 A1

K黒部市生地中区265k北陸新幹線黒部宇奈月
温泉駅から車で10分、あいの風とやま鉄道黒部駅
から生地駅行きバス乗車、魚の駅口下車徒歩3分
G1000〜1500円（内容によって異なる）j月2回
（要問合せ）p100台（くろべ漁業協同組合前）

船が通る度に橋体が
持ち上がり78度回転
する。1日約20回、年間で
は約5千回開閉し、片側を
支点に旋回するのは国内
では生地中橋のみ。未来に
残したい漁業漁村の歴史
文化財産百選に選定。

漁

ゑびす祭り（くろべ生地浜海上花火大会）
●えびすまつり
（くろべいくじはまかいじょうはなびたいかい）

t0765-56-8064（生地蒲鉾）

くろべ漁業協同組合が開催している料理教室。
旬の魚を使った魚のさばき方、おいしい食べ
方、裏ワザなど盛りだくさんの内容。自分でさば
いた魚の美味しさに感動すること間違いなし。

（くろべ漁業協同組合）

MAP

P10 A1

t0765-57-1011（ゑびす祭り協賛実行委員会） MAP P10 A1

蒸しあがったかまぼこの上に細工(絵付け)をす
る体験。自分のデザインで、かまぼこを作る楽し
さを味わって。所要時間30分。真空パック包装
され、2時間後に仕上がる。発送(有料)も可。

大漁と無事故を海の神に祈る祭りで、えびす・
大黒像を乗せた漁船団が生地海岸を往復する
間に灯篭流しと花火大会（土曜20時〜）が始ま
る。日曜には、演芸大会も催される。

K黒部市生地376k北陸新幹線黒部宇奈月
温泉駅から車で12分、あいの風とやま鉄道黒
部駅から生地駅行きバス乗車、生地四十物町
下車徒歩1分G600円j9〜13時（要予約）i
日曜※例年11・12月体験なしp6台

K黒部市生地地区k北陸新幹線黒部宇奈月
温泉駅から車で12分、あいの風とやま鉄道黒
部駅から生地駅行きバス乗車、魚の駅口下車
すぐj7月最終土・日曜p約700台（付近の施
設などに駐車場あり）

K 黒 部 市 生 地（ 四 十 物 町 ）
371k北陸新幹線黒部宇奈月
温泉駅から車で11分、あいの
風とやま鉄道黒部駅から生地
駅行きバス乗車、生地大町下
車すぐG見学自由j船が通る
たびpなし

生地の塩物
旬：秋

塩物（しおもん）とは生地の方言
で、一夜干しや乾物のことを指
す。地物の魚のみを手さばきし
て作る。防腐剤や着色料等は不
使用。塩物盛り合わせ1000円。

ハタ科の一種で、最盛期は秋。台風と
共に発生する富山湾独特の寄りま
わり波が発生するときに浅瀬へ
回遊すると言われている。

旬：冬

特上にぎり
ヒラメ入りの盛り合わせが通年味
わえる。ヒラメは、透明感のある
白身で弾力が強く、淡白な味の中
に甘みと旨みがある。2000円。

キジハタの
煮付け
身がふっくらとしていて脂
ののりがよく、頭の周りは
ゼラチンが多い。煮付けは
上品な味わい。600円〜。

富山湾の沖合いの急深な海底地形を
活かして、
漁は一年中行われてい
る。寒い時期は大型、
春から秋
にかけては小振りのものが
美味しい。

海鮮いぶき巻
き(太巻き)

立て焼き

いぶきオリジナル
「 海 鮮 い ぶき巻
き」は、その日獲
れた魚を11種類
（ 日 に よっ て 異
なる）入 れ た 大
満足の海鮮巻
き。1296円。

新鮮な魚を串に刺して炭火で焼
く「立て焼き」。嶋倉鮮魚店だけ
が昔からの伝統を今も守り続け
ている。サバ350円〜、カレイ
300円〜、イカ250円〜。

刺身盛り合わせ

ここで食べ
食べよう!!

寿し居酒屋 いぶき
●すしいざかや いぶき

t0765-52-3199

MAP

P10 B2

威勢のいい店主が作る旬の
魚を使った料理は、どれも絶
品でリピーター続出。冬は、3
種類の味噌をブレンドした鍋
が人気。店は要予約。
K黒部市三日市3183k富山
地方鉄道電鉄黒部駅から徒歩
2分j17〜23時i日曜p6台

11

嶋倉鮮魚店
●しまくらせんぎょてん

t0765-56-8134

囲酒家 八方
●いざかや はっぽう

MAP

P10 A1

15時頃から立て焼きが並び、
魚や刺身を買い求める人で
にぎわう。持ち帰りのみ。
K黒部市生地大町527kあい
の風とやま鉄道黒部駅から生
地駅行きバス乗車、生地大町下
車すぐj8時〜18時30分i日
曜、祝日pなし

t0765-57-1990

ヒラメ、エンガワのほか、昆布〆も入った刺身盛り合わせ。特にエンガワは、とろける
食感が絶妙。刺身盛り合わせ1620円〜。刺身定食(ご飯、みそ汁、小鉢2品)1620円。

炭火焼きレストラン航海灯
●すみびやきれすとらんこうかいとう

MAP

P10 B2

割烹の味を居酒屋価格で提
供。店内は落ち着 いた雰 囲
気。看板メニューのしめさば
押し寿司850円〜が人気。
K黒部市天神新179-1kあ
いの風とやま鉄道黒部駅から
徒歩1分j17時30分〜23
時i日曜p20台

t0765-57-3567

MAP

P10 A1

割烹 はまゆう
●かっぽう はまゆう

t0765-54-2582

富寿司
●とみずし

MAP

P10 B2

t0765-56-8066

MAP

P10 A1

船室をイメージした店内。自
分で炭火焼きをするバーベ
キュースタイルが楽しい！

「地産材料50%以上食事の駅」
認定の店。厳選された素材を活
かした四季料理が味わえる。

鮮魚店が経営する寿司店。魚は
地物のみを使用。イチオシは、刺
身盛り合わせ一人前800円〜。

K黒部市生地中区265kあい
の風とやま鉄道黒部駅から生
地駅行きバス乗車、魚の駅口
下車すぐj11〜15時i無休p
30台、大型バス可

K 黒 部 市 三日市 7 2 9 k 富
山地方鉄道東三日市駅すぐ
j11時30分〜13時30分、
17〜22時i日曜（予約があ
れば営業2名〜）p2台

K黒部市生地4392kあいの
風とやま鉄道生地駅から徒歩
20分j18時30分〜22時30
分（応相談）i第2･4日曜、第
1･3火曜※変更ありp11台

