名水と海洋深層水が出合う漁港

入善漁港

富山湾

に

富山県

ゅ

●えっちゅうのゆうすいとうみべのみちこーす

入善海洋深層水活用施設からじょうべの
ま遺跡まで続く、約9kmの海沿いの道は
「越中の湧水と海辺のみち」コースとし
て、
「美しい日本の歩きたくなるみち500
選」に選定。コースには沢スギ自然館をは
じめ、多くの見どころがあり、楽しみなが
ら日本の名水百選に認定された「黒部川
扇状地湧水群」と海辺の散策ができる。

入善の海洋深層水を家庭でも

o 深 層 水を学 べる施
設、深層水商品の販売
も

入善海洋深層水活用施設
●にゅうぜんかいようしんそうすいかつようしせつ

K下新川郡入善町下
飯野251-1kあいの
風とやま鉄道入善駅か
善沖合3km、深さ384mより海洋深層水を取水し ら車で15分j9〜17時
入 ている施設。清浄性に富みミネラルが豊富で水質が （入館は16時30分ま
安定している深層水は、料理や美容に利用できる。原水・ で）i月曜（祝日の場
合は翌日）p50台
濃縮水・脱塩水を有料で分水している。

t0765-76-9100

o植生は独特で、珍しい杉の
伏条現象も見られる
杉沢の沢スギをもっと深く
知ることができる

夢の海洋深層水で
育まれる海の幸

杉沢の沢スギ・沢スギ自然館
●すぎさわのさわすぎ・さわすぎしぜんかん

う

ぜ
ん

ぎ
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深層水あわび

t0765-72-1710

●しんそうすいあわび

t0765-76-0111（入善漁業協同組合）

o申し込みは直接漁協へ。砂かみがなく、
ほどよい弾力
があって美味

善漁業協同組合では、無機栄養
入 塩に富み清浄性が高く、天然の
ミネラルが豊富な夢の海水、海洋深
層水を利用してアワビの蓄養を行っ
ている。味は天然ものに劣らない。
70mmサイズ5個入り3500円〜。

t0765-76-0111（入善漁業協同組合）
K下新川郡入善町芦崎338
入善漁港までの交通

富山駅からあいの風と
やま鉄道で約40分、入
善駅下車、車で20分

富山湾

ヒスイ海岸

富山県

北 陸自動 車
道 黒 部 I Cか
ら約9km

み

●ひすいかいがん

本の渚百選」
「快水浴
場百選」に選定された
ヒスイ海岸。日本の海岸でヒ
スイの原石が拾えるのは珍し
い。また沈む夕日を眺めるこ
とができるサンセットビーチ
も見どころだ。

「日

K富山県下新川郡朝日町宮
崎kあいの風とやま鉄道越中
宮崎駅から徒歩1分p100台
(7〜8月1日は1日500円)

oヒスイ海岸の朝焼けも美しい

oヒスイの原石は、波打ちぎわが見つけやすい

ここで食べよう

海沿いに広がるキャンプ場

朝日ヒスイ海岸オートキャンプ場

栄食堂

●あさひひすいかいがんおーときゃんぷじょう

●さかえしょくどう

t0765-83-0106

t0765-83-3355

スイ海岸に隣接する広大なキャンプ場。ケ
ヒ ビン5棟、バンガロー5棟、オートキャンプ
場40区画などがあり、レンタル用品も充実してい
る。管理棟には売店、シャワー室が完備。

店内のショーケースの中か
ら、旬の食材を使ったおかず
をセルフ方式で選ぶ。昔から
変わらない地元の味が堪能
できる。

K富山県下新川郡朝日町境151kあいの風と
やま鉄道越中宮崎駅から徒歩5分G駐車場1日
500円j4〜11月日帰り10〜16時IN14時/
OUT10時i12〜3月 (4〜11月無休)p65台

K 下 新川郡 朝日町 境 6 4 7 1kあいの風とやま鉄道越中
宮崎駅から徒歩15分j7〜
21時i第4月曜p50台

県北東部に位置す る下新川郡朝日町にある宮崎漁港︒サザ
エやヤナギバチメなどの漁獲量が多い︒例年 月には︑大漁
安全祈願祭︑ヒスイ海岸たら汁祭りが開催される︒

t0765-83-2280（朝日町観光協会）

や

ざ

き

ヒスイ色の海に抱かれる漁港

エメラルドグリーンの海岸

宮崎漁港

入善町の海岸沿いの一角に、貴重な自然植生の
「杉沢の沢スギ」が保存されている。平地の沢に
育つスギ林は、国の天然記念物に指定。沢スギ自
然館では、この沢スギの自然を体験・学習できる。
K下新川郡入善町吉原950kあいの風とやま鉄
道入善駅から車で10分j9〜17時（入館は16
時30分まで）i月曜（祝日の場合は翌日）、祝日
の翌日、冬期（12月28日〜2月末日）p30台

名水と海洋深層水の町︑入善町の漁港︒定置網漁でアジ ︑タ
イ︑イカ等が獲れる︒天然のミネラルを豊富に含んだ海洋深
層水で育てる深層水あわびづくり事業は日本初︒

「越中の湧水と海辺のみち」コース

とやまの名水 と海辺のみち を散策

o名水を楽しみながら散策できる海辺の遊歩道
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初心者、上級者にも快適なキャンプが楽しめる

t0765-82-0034（朝日町漁業協同組合）
K富山県下新川郡朝日町宮崎1353

たら汁
たらのぶつ切り4〜5切れ、頭、肝や細かい白子、
ねぎ、ごぼうが入っていて、たらふく味わえる絶品
のたら汁。

宮崎漁港までの交通

富山駅からあいの風とや
ま鉄道で約50分、越中
宮崎駅下車、徒歩10分

北 陸自動 車
道 朝日I C か
ら7km

rurubu toyama-gyoko
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魚津
港

厳選グルメ 10
セレ
クト

ますの寿し
1400円/一段

2700円/二段

漁港みやげ

魚づ鱒寿し店のますの寿し
は、すべて手作り。やわらか
で肉厚なマスの食感は絶妙。
午前中に売切れることもある
ので電話で予約を。

魚づ鱒寿し店
●うおづますずしてん

t0765-24-3761

MAP

旅の思い出に必ずといっていいほど登場する
おみやげ。楽しみたいのは、やっぱり
漁港グルメ！ 富山湾の美味しさを
ぜひ満喫して。

P8 B1

K魚津市駅前新町701i日曜

新湊
漁港

手焼きしろえびかき餅

氷見
漁港

1080円/12枚入り

シロエビの風味ともち米の甘みが口に広がる。杵つき
のもち米で１枚ずつ手焼き仕上げ。新湊産のシロエ
ビのみで、無添加、化学調味料不使用。

滑川
漁港

ホタルイカ粕漬け みだれ舞

本川藤由商店 ●ほんがわとうゆうしょうてん
MAP

P6 A2

t0766-72-0256（本店）

K射水市松木385

1080円/250g

岩瀬
漁港

カネツル砂子商店ほたるいかミュージアム店
P13 B1

K滑川市中川原410
ほたるいかミュージアムマーケットホール内

白えび昆布〆
1800円/90ｇ

五本水産 ●ごほんすいさん
t076-438-8446（岩瀬カナル会館）

黒部
漁港

P4 A1

シロエビをおぼろ昆布に挟んだ冷凍の刺身。昆
布の旨みにシロエビの濃厚な甘さが絡む美味し
さがやみつきに。生姜じょうゆで食べてみて。

●かねつるすなごしょうてんほたるいかみゅーじあむてん
MAP

MAP

K氷見市本町1-18

生のホタルイカをしょうゆに漬け込み、酒粕に混ぜ
た一品。数種類をブレンドした酒粕は、コクがあるう
え食べやすい。ごはんとの相性も◎

t076-476-0303

500円/180ml

創業明治3年。氷見の飲食店や民宿で評価が高い醸
造所が造る刺身用しょうゆ。新鮮な刺身とよく絡み、旨
みと甘みのバランスが絶妙。

米田 ●よねだ
t0766-84-2481

海鮮熟成さしみしょうゆ（徳利入り）

MAP

P12 B1

K富山市岩瀬天神町48
岩瀬カナル会館内物産コーナー

生地の塩物盛合わせ
わせ
1500円〜

手さばきされた地物の魚は、うす塩仕上げの一夜干し
に。添加物などは不使用。漁り火セット3240円も好
評。魚種は季節に合わせて変更あり。

魚津
港

魚の駅「生地」●さかなのえきいくじ
t0765-57-0192

MAP

鮨蒲「美味五彩」
1625円/5本入り

立山連峰の雪解け水で丹念に練り上げたかまぼこは、もち
もちっとした食感が美味。新鮮な鮨ネタがのったかまぼこ
は逸品！

P10 A1

K黒部市生地中区265

鮨蒲本舗 河内屋 ●すしかまほんぽ かわちや
t0120-72-0381（フリーダイヤル）
K魚津市駅前新町9-12

滑川
漁港

ほたるいか沖漬け
1080円/220g

しょうゆとみりんに漬け込んだホタルイカ。噛むたび
に口いっぱいに広がる旨みに魅了される。平成26年
度3年連続モンドセレクション銀賞受賞。

川村水産 ●かわむらすいさん
t076-475-7058

MAP

P13 A2

K滑川市三穂町1666

新湊 「新湊漁港産」するめいか黒作り
漁港 980円/150ｇ
新湊漁港で水揚げされたスルメイカを皮むきし、墨や塩などで熟成さ
せた富山の伝統食・黒作り。お酒はもちろん、ごはんとの相性も抜群。

京吉 ●きょうきち
t0766-55-3498（京吉本社工場）

MAP

P6 B2

K射水市西高木1248-1※本社工場および、
きっときと市場・鮮魚コーナーにて常時購入可。

氷見
漁港

鰤の味噌漬け
5400円/5切れ入り

脂がのった天然寒ブリを特製
味噌に漬け込んだ。厚い切り身
は、味が引き立ちふっくらジュー
シー。贈答にも喜ばれる冬期限
定品。

七尾商店 ●ななおしょうてん
t0766-74-0117

MAP

P4 A1

K氷見市比美町9-8※販売期
間／12月1日〜2月20日
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