
もっと愉しもう！宿泊プラン《宿泊施設》
令和4年3月31日 現在

施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

富山市

【地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン～もっと愉しもう！宿泊

プラン～】厳選和牛コース付プラ

ン〇夕朝食付き〇

宿泊(１泊朝食）に加えて、ホテル内の和食レストラン雲

海にて　厳選和牛を使ったコース料理をプランに組み込み　

優雅なひと時を体験いただく。

16,000円～

【地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン～もっと愉しもう！宿泊

プラン～】雲海でのご夕食　また

は　スカイバーのご利用を選べる

プラン〇朝食付き〇

宿泊（1泊朝食）に加えて、ホテル内の和食レストラン雲

海またはスカイバー・アストラルでの料理をプランに組み

込み　優雅なひと時を体験いただく。

12,000円～

【地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン～もっと愉しもう！宿泊

プラン～】オマール海老のコース 

または 和食会席が選べるプラン

〇夕朝食付〇

宿泊（1泊朝食）に加えて、ホテル内の和食レストラン雲

海にて、地元食材を使用した懐石又はオマール鉄板焼き料

理をプランに組み込み　優雅なひと時を体験いただく。

20,000円～

一財)富山勤労総合

福祉センター呉羽ハイツ
富山市吉作4103-1 076-436-0191 http://www.kureha-heights.jp/

「もっと愉しもう！宿泊プラン」

限定会席
白海老　氷見うどん　四方港水揚げバイ貝　米 20,000円～

「地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン もっと愉しもう！宿泊

プラン～」八尾を愉しむ！おわら

の雰囲気を愉しむ一夜と八尾散

策！

おわらの三味線・胡弓の音色・八尾散策（ガイド付き）／

【食事会場】施設内・うす和さん店内（またはそば髙野）　

【体験会場】いしがき亭前～町内／※料金は1棟貸し4名料

金で、4名様のご予約です。※三味線・胡弓の演奏はでき

ないことがあります。ご予約の際にご相談ください。※夕

食は施設内の夜景の見える大広間をご利用いただけますが

別注文・発注先への現地払いとなります。朝食は徒歩1分

のうす和さん店内にてのパン朝食（日曜日朝食は不可）ま

たは徒歩5分の手打そば髙野でのそば朝食（そばがダメな

方はうどん。水曜日朝食は不可。）※散策（ガイド付き）

は翌10時～

34,400円～

「地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン もっと愉しもう！宿泊

プラン～」八尾を愉しむ！おわら

の雰囲気を愉しむ一夜と和菓子作

り体験！

おわらの三味線・胡弓の音色・和菓子作り体験／【食事会

場】施設内・うす和さん店内（またはそば髙野）【体験会

場】小蔵亀寿堂／※料金は1棟貸し4名料金で、4名様のご

予約です。※三味線・胡弓の演奏はできないことがありま

す。ご予約の際にご相談ください。※夕食は施設内の夜景

の見える大広間をご利用いただけますが別注文・発注先へ

の現地払いとなります。朝食は徒歩1分のうす和さん店内

にてのパン朝食（日曜日朝食は不可）または徒歩5分の手

打そば髙野でのそば朝食（そばがダメな方はうどん。水曜

日朝食は不可。）※和菓子作り体験は午後のみ。要相談。

34,400円～

「地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン もっと愉しもう！宿泊

プラン～」八尾を愉しむ！おわら

の雰囲気を愉しむ一夜と桂樹舎で

和紙の紙漉き体験！

おわらの三味線・胡弓の音色・和紙の紙漉き体験／【食事

会場】施設内・うす和さん店内（またはそば髙野）【体験

会場】桂樹舎／※料金は1棟貸し4名料金で、4名様のご予

約です。※三味線・胡弓の演奏はできないことがありま

す。ご予約の際にご相談ください。※夕食は施設内の夜景

の見える大広間をご利用いただけますが別注文・発注先へ

の現地払いとなります。朝食は徒歩1分のうす和さん店内

にてのパン朝食（日曜日朝食は不可）または徒歩5分の手

打そば髙野でのそば朝食（そばがダメな方はうどん。水曜

日朝食は不可。）※和菓子作り体験は午後のみ。要相談。

33,200円～

「地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン もっと愉しもう！宿泊

プラン～」八尾を愉しむ！おわら

の雰囲気を愉しむ一夜と八尾散

策！

おわらの三味線・胡弓の音色・八尾散策（ガイド付き）／

【食事会場】施設内・うす和さん店内（またはそば髙野）

【体験会場】いしがき亭前～町内※料金は2名様～4名様の

ご予約で、1名様料金です。※三味線・胡弓の演奏はでき

ないことがあります。ご予約の際にご相談ください。※夕

食は施設内の夜景の見える大広間で仕出し屋さんの夕御

膳。朝食は徒歩1分のうす和さん店内にてのパン朝食（日

曜日朝食は不可）または徒歩5分の手打そば髙野でのそば

朝食（そばがダメな方はうどん。水曜日朝食は不可。）※

散策（ガイド付き）は翌10時～

13,000円～

「地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン もっと愉しもう！宿泊

プラン～」八尾を愉しむ！おわら

の雰囲気を愉しむ一夜と和菓子作

り体験！

おわらの三味線・胡弓の音色・和菓子作り体験／【食事会

場】施設内・うす和さん店内（またはそば髙野）【体験会

場】小蔵亀寿堂※料金は2名様～4名様のご予約で、1名様

料金です。※三味線・胡弓の演奏はできないことがありま

す。ご予約の際にご相談ください。※夕食は施設内の夜景

の見える大広間で仕出し屋さんの夕御膳。朝食は徒歩1分

のうす和さん店内にてのパン朝食（日曜日朝食は不可）ま

たは徒歩5分の手打そば髙野でのそば朝食（そばがダメな

方はうどん。水曜日朝食は不可。）※和菓子作り体験は午

後のみ。要相談。

13,000円～

「地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン もっと愉しもう！宿泊

プラン～」八尾を愉しむ！おわら

の雰囲気を愉しむ一夜と桂樹舎で

和紙の紙漉き体験！

おわらの三味線・胡弓の音色・和紙の紙漉き体験／【食事

会場】施設内・うす和さん店内（またはそば髙野）【体験

会場】桂樹舎／※料金は2名様～4名様のご予約で、1名様

料金です。※三味線・胡弓の演奏はできないことがありま

す。ご予約の際にご相談ください。※夕食は施設内の夜景

の見える大広間で仕出し屋さんの夕御膳。朝食は徒歩1分

のうす和さん店内にてのパン朝食（日曜日朝食は不可）ま

たは徒歩5分の手打そば髙野でのそば朝食（そばがダメな

方はうどん。水曜日朝食は不可。）※紙漉き体験は9時～

16時終了の間でのご予約。

13,000円～

オークスカナルパーク

ホテル富山
富山市牛島町11-1 076-432-2000 http://www.oarks.co.jp/canal/

【地元で泊まろう！～もっと愉し

もうプラン～】富山の幸を味わう

もっと富山プラン！（2食付き）

四六八ちゃ富山駅前店での和食会席とゆったりツインのご

宿泊（記載料金：2名1室）
40,000円～

ANAクラウンプラザホテル

富山
富山市大手町2-3 076-495-1111 http://www.anacrowneplaza-toyama.jp/

いしがき亭 富山市八尾西町2350 076-456-4082 https://yatsuoshiki.com/index.html

http://www.anacrowneplaza-toyama.jp/
http://www.anacrowneplaza-toyama.jp/
http://www.kureha-heights.jp/
https://yatsuoshiki.com/index.html
https://yatsuoshiki.com/index.html
https://yatsuoshiki.com/index.html
https://yatsuoshiki.com/index.html
https://yatsuoshiki.com/index.html
http://www.oarks.co.jp/canal/
http://www.anacrowneplaza-toyama.jp/
https://yatsuoshiki.com/index.html


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

御宿野乃富山 富山市総曲輪3丁目9-2 076-421-5489 https://www.hotespa.net/hotels/nono_toyama/

～県民割引もっと愉しもう～富山

で食べられ！スタッフ厳選夕食付

プラン（朝食付）

夕食はスタッフが厳選した飲食店で使用できるグルメチ

ケット3000円付　　朝食は当館にて富山の食である海鮮

メイン（提携食事箇所：仄香、よっしゃ、うさぎとトラ、

3代目綱元 魚鮮水産、1-ichi-、ルート46、寿司正、海の神

山の神、一平寿司、猫八）

13,000円～

【地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン～もっと愉しもう！宿泊

プラン対象～】薬都富山ミステ

リーツアー  ～ローカル旅館ご宿

泊付き～ （素泊り／朝食付／2食

付）

薬のまちとして栄えた薬都・富山を案内人と共に巡るツ

アー、そして富山一の歓楽街の入口に位置するローカルな

旅館でのご宿泊セットプラン。お泊り内容は素泊り、朝食

付き※、２食付※いずれかからお選び頂けます。（２名様

～）／※お食事は有料オプションとなります／■代金につ

いて／上記は2名1室（和室6畳）の場合です。／■お部屋

について／和室6畳（15,400~）、和室12畳（33,000）、

洋室〈ユニバーサルルーム・バストイレ付〉（37,400）よ

りお選び頂けます。／■お食事について／有料オプション

でご夕食、ご朝食をお付けいただけます。夕食6,500円一

人（フレンチコース料理）、朝食1,650円一人／■曜日に

ついて／当プランは金・土・日のみのプランとなります。

／■人数について／ツアーの都合上、2名様より受付いた

します。／■その他／レストラン定休日となるため、次の

日程の「朝食付き」「2食付」でのご宿泊はお受付してお

りません。7/25(日)、８／８（日）、８／２３（日）

20,400円～

【地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン～もっと愉しもう！宿泊

プラン対象～】職人と出会う旅♪

ます寿司×富山湾鮨～ガイド同

行！職人にであう新たな富山旅～

とやまといえば「ます寿し」そんなます寿しを現役職人の

解説とともに食べ比べ。夕食は富山湾でとれた富山湾鮨を

職人の話とともに堪能！夕食後は富山城を散策し、リノ

ベーションしたばかりの街なか旅館でゆっくりお休みいた

だきます。

20,900円～

「もっと愉しもう！宿泊プラン」

立山山麓で宿泊とパラグライダー

体験プラン

立山山麓の大自然の中、ＪＭＢパラグライダースクールに

て立山山麓スキー場上部からインストラクターが操縦する

二人乗りのパラグライダーで飛行し、フライトの醍醐味を

気軽に味わえる体験プランです。

18,900円～

「もっと愉しもう！宿泊プラン」

立山山麓で宿泊と硝子工房体験プ

ラン

「オバタ硝子工房ONIGAMA」オリジナルグラス等のガラ

ス細工体験がセットになったプランです。夏休み家族の体

験旅行にお勧めのプランです。

12,900円～

「もっと愉しもう！宿泊プラン」

立山山麓の星空のもとでバーベ

キュープラン

立山山麓の星空の下、富山牛や富山の海鮮を味わえるバー

ベキュープランです。
12,000円～

ゲストハウス縁～えにし～ 富山市奥井町10-24 076-464-6676 https://www.sharelife-toyama.com/enishi/

「もっと愉しもう！対象」1泊２

食　風の薫りソーセージ体験プラ

ン

富山の人気お料理教室　風の薫りのソーセージ体験が動画

を見ながら宿内でおこなえます。
15,000円～

コンフォートホテル

富山駅前
富山市宝町1丁目3-2  076-433-6811 https://www.choice-hotels.jp/hotel/toyama/

【富山県民限定】メニューが選べ

る1人4,000円分夕食付＆13時

IN12時OUT◆朝食＆コーヒー無

料◆

コンフォートホテル富山駅前が提携する飲食店で、4,000

円相当（大人1名様あたり）のお食事ができる夕食付きプ

ラン。提携店舗は4店舗あり、富山県の地魚や地酒を豊富

に取り揃えており、お洒落な店内で料理を堪能できます。

※夕食券をホテルにて配布いたします。（有効期限：

チェックアウト日まで）※お一人様あたりの単一価格（平

土日祝の単一価格）になります。※部屋タイプはシング

ル、ダブル（2名利用：1室24,400円）、ツイン（2名利

用：1室24,400円）の3パターンになります。

12,200円～

スパ・アルプス 富山市山室292-1 076-491-5510 http://www.sauna-alps.com/facilities/

『地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン～もっと愉しもう！宿泊

プラン～』プレミアム宿泊券利用

でリラクゼーション満喫プラン

指圧ボディケアに加え、足つぼ、エステ、あかすりなど、

トータルケアで県民の皆様の疲れを癒します。店内リラク

ゼーション利用８０００円付き。

12,000円～

【もっと愉しもう！県民割引プラ

ン】高級食材の逸品会席で旬を堪

能

氷見牛・富山県産こしひかり 14,000円～

【もっと愉しもう！県民割引プラ

ン】創意工夫の満喫会席でゆった

り

氷見牛・立山ポーク・富山県産こしひかり 12,000円～

ドーミーイン富山 富山市大手町4-8 076-420-0005 https://www.hotespa.net/resort/

～県民割引もっと愉しもう～富山

で食べられ！スタッフ厳選夕食付

プラン（朝食付）

夕食はスタッフが厳選した飲食店で使用できるグルメチ

ケット3000円付　　朝食は当館にて富山の食である海鮮

メイン（提携食事箇所：仄香、よっしゃ、うさぎとトラ、

3代目綱元 魚鮮水産、1-ichi-、ルート46、寿司正、海の神

山の神、一平寿司、猫八）

12,000円～

富山エクセルホテル東急 富山市新富町1-2-3 076-441-0109 https://www.tokyuhotels.co.jp/toyama-e/
もっと愉しもう！料理長のスペ

シャリテディナー付宿泊プラン
氷見鰤のムニエル、富山湾の海の幸のブイヤベース 20,000円～

「地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン もっと愉しもう！宿泊

プラン～」八尾を愉しむ！地元ガ

イドと歩く八尾散策！

八尾散策（ガイド付き）／【宿泊施設】凪　なりひら・お

たや東・おたや西／【体験会場】施設内・町内／※三味

線・胡弓は日により実施できない場合があります。ご予約

の際にご相談ください。※料金は1人当たりの料金で、2名

様以上でのご予約です。※朝食ご希望の方オプション手配

（水・日朝食：和御膳1,500円・施設内、他の曜日：手打

そば朝食1,000円・手打ちそば髙野（徒歩1分）にて）曜日

は朝食の曜日。

15,500円～

【平日限定（日～木宿泊）】「地

元で泊まろう！県民割引キャン

ペーン もっと愉しもう！宿泊プ

ラン～」八尾を愉しむ！桂樹舎

「和紙の紙漉き体験」

和紙の紙漉き体験／【宿泊施設】凪　なりひら・おたや

東・おたや西／【体験会場】施設内・町内／※三味線・胡

弓は日により実施できない場合があります。ご予約の際に

ご相談ください。※料金は1人当たりの料金で、2名様以上

でのご予約です。※朝食ご希望の方オプション手配（水曜

朝食：和御膳1,500円・施設内、他の曜日：手打そば朝食

1,000円・手打ちそば髙野（徒歩1分）にて）曜日は朝食の

曜日。※紙漉き体験は月～金9時～16時ごろまでの為、平

日限定プランとします。

14,700円～

http://crayon-h.jp/

富山市総曲輪1-8 076-432-9131 https://kiyotaryokan.jp/喜代多旅館

076-482-1515

立山国際ホテル 富山市原45 076-481-1111 http://www.tatekoku.com/

凪ＳＴＡＹ　ＹＡＴＳＵＯ 富山市八尾西町2350 076-456-4082 https://nagi-yatsuo.jp/

クレヨンハウス 富山市本宮4-23
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https://www.sharelife-toyama.com/enishi/
https://www.choice-hotels.jp/hotel/toyama/
http://www.sauna-alps.com/facilities/
http://www.tatekoku.com/
https://www.hotespa.net/resort/
https://www.tokyuhotels.co.jp/toyama-e/
https://nagi-yatsuo.jp/
http://crayon-h.jp/
https://kiyotaryokan.jp/
http://www.tatekoku.com/
https://nagi-yatsuo.jp/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

「地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン もっと愉しもう！宿泊

プラン～」八尾を愉しむ！小蔵亀

寿堂「和菓子作り体験」

和菓子作り体験／【宿泊施設】凪　なりひら・おたや東・

おたや西／【体験会場】施設内・小蔵亀寿堂体験会場／※

三味線・胡弓は日により実施できない場合があります。ご

予約の際にご相談ください。※料金は1人当たりの料金

で、2名様以上でのご予約です。※朝食ご希望の方オプ

ション手配（水・日朝食：和御膳1,500円・施設内、他の

曜日：手打そば朝食1,000円・手打ちそば髙野（徒歩1分）

にて）曜日は朝食の曜日。※和菓子作り体験は午後1時～

15,000円～

「地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン もっと愉しもう！宿泊

プラン～」山の恵みイタリアンを

堪能！＆越中八尾ベースOYATSU

で着物体験！

山の恵みイタリアン（夕食）・越中八尾ベースOYATSUで

着物体験／【宿泊施設】凪　なりひら・おたや東・おたや

西／【着物体験会場】町内／※料金は1人当たりの料金

で、2名様以上でのご予約です。※朝食ご希望の方オプ

ション手配（水・日朝食：和御膳1,500円・施設内、他の

曜日：手打そば朝食1,000円・手打ちそば髙野（徒歩1分）

にて）曜日は朝食の曜日。

20,000円～

「地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン もっと愉しもう！宿泊

プラン～」八尾を愉しむ！小蔵亀

寿堂「和菓子作り体験」

和菓子作り体験／【宿泊施設】凪　なりひら・おたや東・

おたや西／【体験会場】施設内・小蔵亀寿堂体験会場／※

三味線・胡弓は日により実施できない場合があります。ご

予約の際にご相談ください。※料金は1人当たりの料金

で、2名様以上でのご予約です。※夕食は仕出しお料理

4,000円。朝食は水・日は和御膳1,500円、他の曜日：手打

そば朝食1,000円・手打ちそば髙野（徒歩1分）にて）曜日

は朝食の曜日。※和菓子作り体験は午後1時～。※料金は

朝食の内容によって上記金額になります。

20,000円～

「地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン もっと愉しもう！宿泊

プラン～」八尾を愉しむ！老舗手

打ちそばで朝食プラン！

老舗手打ちそば髙野／【宿泊施設】凪　なりひら・おたや

東・おたや西／【食事会場】手打ちそば髙野／※三味線・

胡弓は日により実施できない場合があります。ご予約の際

にご相談ください。※料金は1人当たりの料金で、2名様以

上でのご予約です。※このプランは、火曜日のご宿泊を除

きます。

15,000円～

パレブラン高志会館 富山市千歳町1-3-1 0120-542-489 http://www.koshikaikan.com/
極上中華料理宿泊プラン（1泊2食

付）※2名様より受付

地元富山で味わう、本場上海料理の夕食コース付きの宿

泊。/（選りすぐりの食材と富山産の季節の食材を使用）
20,000円～

「もっと愉しもう！宿泊プラン」

立山山麓で宿泊とパラグライダー

体験プラン

立山山麓の大自然の中、ＪＭＢパラグライダースクールに

て立山山麓スキー場上部からインストラクターが操縦する

二人乗りのパラグライダーで飛行し、フライトの醍醐味を

気軽に味わえる体験プランです。

19,800円～

「もっと愉しもう！宿泊プラン」

富山牛や富山ポークを大自然の中

で食すワクワクプラン

立山山麓の大自然の中、地元富山牛や富山ポークを夕食で

召し上がっていただくプランです。テラスでの食事になる

ので、換気、密を避けるなど、新型コロナウイルスの感染

予防対策としてもお勧めのプランです。

12,000円～

「もっと愉しもう！宿泊プラン」

宿泊と思い出の小物づくり体験プ

ラン

宿泊と宿で小物づくりの体験ができるセットプランです。

体験内容はマスクカバーづくり、新聞エコバッグ、オリジ

ナルマグネット、デコパージュ石鹸、手作りキズバン等ど

れかひとつ。所要時間30分～一時間程度

12,100円～

「もっと愉しもう！宿泊プラン」

立山山麓で宿泊と硝子工房体験プ

ラン

宿から徒歩5分。「オバタ硝子工房ONIGAMA」オリジナ

ルグラス等のガラス細工体験がセットになったプランで

す。夏休み家族の体験旅行にお勧めのプランです。

13,800円～

ホテルクラウンヒルズ富山 富山市桜町2丁目4-11 076-439-2311 http://breezbay-group.com/hch-toyama/index.html
富山の食を愉しもう！提携飲食店

お食事券付き宿泊プラン

ホテル周辺の提携飲食店で使えるお食事券(夕食)付き　提

携先：大将軍、富山屋etc
12,000円～

ホテルグランテラス富山 富山市桜橋通り2-28 076-431-2211 https://breezbay-group.com/m-toyama/

【県民割～もっと愉しもう！宿泊

プラン～】富山の食材満載の中華

ディナーと朝食がついて宿泊費は

実質6000円！　おみやげクーポ

ン2000円付

夕食は富山の食材満載の中華ディナー 12,000円～

「もっと」富山の食材を満喫！森

の風本館　富山の食材を使った創

作和食プラン

富山県産牛の焼きしゃぶしゃぶ/富山県きときとな鮮魚の

ソテー、県産葱のソース/県産白エビとトウモロコシのか

き揚げ/富山の食材を使った夕食を愉しむプラン/ご宿泊日

により代金に変動あり（記載代金：2名1室　客室タイプ：

本館和室・洋室）

20,150円～

「もっと」富山を贅沢に！個室露

天風呂付客室で愉しむ富山県産牛

と創作会席プラン

富山県産牛のロースト・富山県産牛握り/富山県産甘エビ

の造り/富山県産鮎の春巻き/富山の食材を使った夕食を愉

しむプラン/ご宿泊日により代金に変動あり（記載代金：2

名1室（定員）　客室タイプ：別邸四季彩Aタイプ）

33,150円～

「もっと」立山の自然を愉しも

う！夕食は大自然でBBQプラン

富山県産牛肉・富山県産豚肉・富山県産野菜を使ったBBQ

を夕食で愉しむプラン/ご宿泊日により代金に変動あり

（記載代金：2名1室　客室タイプ：本館和室・洋室）

20,850円～

「もっと」立山山麓を体験しよ

う！オバタ硝子工房でオリジナル

グラスづくりプラン

オバタ硝子工房でのオリジナルグラスづくり体験/ご宿泊

日により代金に変動あり（記載代金：2名1室　客室タイ

プ：本館和室・洋室）

20,000円～

「もっと」立山山麓を体験しよ

う！パラグライダー体験プラン

JMB立山パラグライダ-スク-ルでの立山スキー場からのパ

ラグライダー体験/ご宿泊日により代金に変動あり（記載

代金：2名1室　客室タイプ：本館和室・洋室）

25,650円～

八尾ゆめの森ゆうゆう館 富山市八尾町下笹原678-1 076-454-3330 https://www.uu-kan.com/
ゆうゆう館一番人気のおわら会席

宿泊プラン

白海老・米・味噌・醤油／※1：洋室をご希望の場合はプ

ラス1,100円となります。／※2：7月22日～7月24日、8月

7日～8月15日はプラン合計が16,500円となります

13,200円～

「もっと愉しもう！宿泊プラン」

立山山麓で宿泊と硝子工房体験プ

ラン

宿のお向かいにある「オバタ硝子工房ONIGAMA」での、

オリジナルグラス等のガラス細工体験がセットになったプ

ランです。夏休み家族の体験旅行にお勧めのプランです。

12,000円～

「もっと愉しもう！宿泊プラン」

立山山麓で宿泊と、木の小物づく

り

山桜や白樺の枝を使って、キーホルダー、ボールペン、ペ

ン立て、マグネットなどの工作体験ができるプランです。

夏休みの自由研究にもぴったりです。

12,000円～

076-481-1502 http://ww2.ctt.ne.jp/~yamabico/

ホテル森の風 富山市原3-6 0120-489-166 http://morinokaze-tateyama.com/index.html

山の宿やまびこ

ペンションホワイトベル 富山市原56 076-481-1016

富山市本宮1338

https://tateyama36.net/

凪ＳＴＡＹ　ＹＡＴＳＵＯ 富山市八尾西町2350 076-456-4082 https://nagi-yatsuo.jp/

https://nagi-yatsuo.jp/
https://nagi-yatsuo.jp/
https://nagi-yatsuo.jp/
http://www.koshikaikan.com/
https://tateyama36.net/
https://tateyama36.net/
https://tateyama36.net/
http://breezbay-group.com/hch-toyama/index.html
https://breezbay-group.com/m-toyama/
http://morinokaze-tateyama.com/index.html
http://morinokaze-tateyama.com/index.html
http://morinokaze-tateyama.com/index.html
http://morinokaze-tateyama.com/index.html
https://www.uu-kan.com/
http://ww2.ctt.ne.jp/~yamabico/
http://ww2.ctt.ne.jp/~yamabico/
http://morinokaze-tateyama.com/index.html
https://tateyama36.net/
https://nagi-yatsuo.jp/
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山の宿やまびこ 富山市本宮1338 076-481-1502 http://ww2.ctt.ne.jp/~yamabico/

「もっと愉しもう！宿泊プラン」

立山山麓で宿泊とパラグライダー

体験プラン

立山山麓の大自然の中、ＪＭＢパラグライダースクールに

て立山山麓スキー場上部からインストラクターが操縦する

二人乗りのパラグライダーで飛行し、フライトの醍醐味を

気軽に味わえる体験プランです。

17,800円～

もっと愉しもう！対象　富山の滋

味あふれる日本料理夕食付プラン

【食材】鯛・ボタンエビ・鮎・タチウオ・とうもろこし・

牛肉・鮑・米など／宿泊料金は部屋ランク、1室あたりの

宿泊人数により変動します

30,800円～

もっと愉しもう！対象　富山の旬

にこだわるフランス料理夕食付プ

ラン

【食材】魚介類：サワラ・カマス・青バイ・ムール貝・ノ

ドグロ等　肉類：鶏肉・とやま牛　野菜：ナス・ゼンマ

イ・ふきのとう等／宿泊料金は部屋ランク、1室あたりの

宿泊人数により変動します

30,800円～

【もっと愉しもう！対象　1名様

のエステ付】ご夕食はTresonnier

「トレゾニエ」

エステ/森林香ボディトリートメント60分コースを1名様分

プレゼント／記載料金：2名1室　宿泊料金は部屋ランク、

1室あたりの宿泊人数により変動します

37,400円～

【もっと愉しもう！対象　小杉カ

ントリークラブ利用券付】ご夕食

はTresonnier「トレゾニエ」

小杉カントリークラブ1プレー無料チケットを1名あたり1

枚プレゼント※宿泊料金は部屋ランク、1室あたりの宿泊

人数により変動します。

40,800円～

【もっと愉しもう！対象　1名様

のエステ付】ご夕食は和彩膳所

「樂味」

エステ/森林香ボディトリートメント60分コースを1名様分

プレゼント
37,400円～

【もっと愉しもう！対象　小杉カ

ントリークラブ利用券付】ご夕食

は和彩膳所「樂味」

小杉カントリークラブ1プレー無料チケットを1名あたり1

枚プレゼント
40,800円～

もっと愉しもう！対象　お日にち

限定&富山県在住者限定富山の旬

にこだわるフランス料理夕食付プ

ラン

【食材】魚介類/サワラ・カマス・青バイ・ムール貝・ノ

ドグロ等、肉類/鶏肉・とやま牛／野菜/ナス・ゼンマイ・

ふきのとう等

35,000円～

もっと愉しもう！対象　お日にち

限定&富山県在住者限定富山の滋

味あふれる日本料理夕食付プラン

【食材】鯛・ボタンエビ・鮎・タチウオ・とうもろこし・

牛肉・鮑・米など
35,000円～

楽今日館 富山市岩稲26-1 076-485-2800 http://rakkyokan.com/
富山県民割引キャンペーン　もっ

と愉しもう！宿泊プラン

飛騨牛しゃぶしゃぶ会席宿泊プラン+地元特産品(細入特産

山菜こぶじめ等）※入湯税別途150円頂戴します
14,150円～

【もっと愉しもうプラン】舟盛付

会席コース

とやまの旬を盛り込んだ月替わり会席に、おひとり様ごと

に新鮮魚介の「とやまミニ舟盛」をご用意いたします。と

やまのお魚をたっぷりと味わっていただけます。地元富山

のお客様にも満足いただけるお料理になっております。／

お部屋タイプ：【和室12畳】または【洋室ツインルーム】

（記載料金：4名1室）／富山在住で同居のご家族様または

おひとり様限定の企画になります。

18,700円～

【もっと愉しもうプラン】富山の

四季会席（白えびのお造り・天ぷ

ら付）

富山湾の宝石・白えびのお造りと天ぷらを含む会席11品

コースになります。地元富山のお客様にも満足いただける

お料理になっております。／お部屋タイプ：【和室12畳】

または【洋室ツインルーム】（記載料金：4名1室）／富山

在住で同居のご家族様またはおひとり様限定の企画になり

ます。

13,200円～

【もっと愉しもうプラン】一度は

食べたい！のどぐろ会席コース

とやまの旬を盛り込んだ月替わり会席に、一度は食べてみ

たい「のどぐろ」を【焼き物】と【酒蒸し】でご用意いた

します。とやまのお魚をたっぷりと味わっていただけま

す。地元富山のお客様にも満足いただけるお料理になって

おります。／お部屋タイプ：【和室12畳】または【洋室ツ

インルーム】（記載料金：4名1室）／富山在住で同居のご

家族様またはおひとり様限定の企画になります。

19,800円～

【もっと愉しもうプラン】華会席

コース

とやまの旬を盛り込んだ月替わり会席に、「とやまのお造

り8種盛」と「和牛溶岩焼き」をメインとした会席10品

コースになります。地元富山のお客様にも満足いただける

お料理になっております。／お部屋タイプ：【和室12畳】

または【洋室ツインルーム】（記載料金：4名1室）／富山

在住で同居のご家族様またはおひとり様限定の企画になり

ます。

15,400円～

【もっと愉しもうプラン】和牛溶

岩焼会席コース

和牛溶岩焼きとお造り8種盛をメインとした富山の旬会席

全10品コース。地元富山のお客様にも満足いただけるお料

理になっております。／お部屋タイプ：【和室12畳】また

は【洋室ツインルーム】（記載料金：4名1室）／富山在住

で同居のご家族様またはおひとり様限定の企画になりま

す。

18,700円～

「もっと愉しもうプラン」紅ズワ

イガニ会席

紅ズワイガニをお一人様一杯ずつご準備！さらに人気の

「釜飯」で味わえます。実施期間：2021年11月1日（月）

～2021年12月29日（水）※年末の販売なし

※ご宿泊人数によって料金が変わります。

17,600～

「もっと愉しもう！対象」１泊２

食　御料理ふじ居仕出しプラン

ご夕食に地元の食材にこだわった日本料理とお酒の「御料

理　ふじ居」を宿内で堪能できます。※食事会場：売薬宿

屋 山キ施設内

31,000円～

「もっと愉しもう！対象」１泊２

食　御料理ふじ居プラン

ご夕食に地元の食材にこだわった日本料理とお酒の「御料

理　ふじ居」を店内で堪能できます。※食事会場：「御料

理ふじ居」

39,000円～

【地元で泊まろう！もっと愉しも

う対象プラン】朝・夕食（和食

コース）付プラン

その日に入荷した新鮮な魚介類や野菜を使用した特別コー

ス（食事会場：マンテンプラザ地下1階「鯛家」）
12,000円～

【地元で泊まろう！もっと愉しも

う対象プラン】朝・夕食（焼肉

コース）付プラン

その日に入荷した人気の肉や野菜を使用した特別コース

（食事会場：マンテンプラザ1階「辛子家」）
12,000円～

リバーリトリート雅樂倶 富山市春日56-2 076-467-5550 https://www.garaku.co.jp/

神通峡春日温泉　

ゆ～とりあ越中
富山市春日96-1 076-467-5000 https://www.yu-toriaettyu.co.jp/

売薬宿屋　山キ 富山市奥井町10-24 076-461-4894 https://www.sharelife-toyama.com/yamaki/

富山マンテンホテル 富山市本町2-17 076-439-0100 https://www.manten-hotel.com/toyama/

http://ww2.ctt.ne.jp/~yamabico/
https://www.garaku.co.jp/
https://www.garaku.co.jp/
https://www.garaku.co.jp/
https://www.garaku.co.jp/
https://www.garaku.co.jp/
https://www.garaku.co.jp/
https://www.garaku.co.jp/
http://rakkyokan.com/
https://www.yu-toriaettyu.co.jp/
https://www.yu-toriaettyu.co.jp/
https://www.yu-toriaettyu.co.jp/
https://www.yu-toriaettyu.co.jp/
https://www.yu-toriaettyu.co.jp/
https://www.sharelife-toyama.com/yamaki/
https://www.garaku.co.jp/
https://www.yu-toriaettyu.co.jp/
https://www.sharelife-toyama.com/yamaki/
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富山マンテンホテル 富山市本町2-17 076-439-0100 https://www.manten-hotel.com/toyama/

【地元で泊まろう！もっと愉しも

う対象プラン】朝・夕食（かまど

飯コース）付プラン

その日に入荷した新鮮な魚介類や野菜を使用した特別コー

ス（食事会場：マンテンプラザ2階「くろべ」）
12,000円～

高岡市

海辺の宿　女岩荘 高岡市太田4764-4 0766-44-2838 https://www.meiwasou.com/

雨晴をもっと愉しもう！氷見港直

送おいしい旬と富山名物+ランチ

付（氷見牛ハンバーグカレー）

【夏休み】雨晴海岸の海辺の民宿でのんびり過ごす。一泊

三食プラン氷見港直送のおいしい旬と富山名物+ランチ

（氷見牛ハンバーグカレー）【海のレジャーに最適】早め

チェックインｏｒ遅めチェックアウト

16,000円～

スーパーホテル高岡駅南 高岡市駅南1丁目8-36 0766-28-9000 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/takaoka/

【期間限定】☆豪華☆選べるお土

産付き（富山の地酒or氷見うど

ん）＆お食事券付きプラン♪

富山県のお土産品の日本酒または氷見うどん(乾麺)と近隣

協賛飲食店で使える食事券5000円(1000円×5枚)がセット

になったプラン

12,000円～

【県民割～もっと愉しもう！宿泊

プラン～】「高岡彩食」3,000円

お食事クーポンと朝食バイキング

＆12時チェックアウトが付いた超

得プラン♪

「高岡彩食」３０００円お食事クーポン付き 12,000円～

【県民割～もっと愉しもう！宿泊

プラン～】クルン高岡の飲食券

5,000円分と12時チェックアウト

＆朝食付の超得プラン♪

高岡駅併設　クルン高岡の飲食店で使える5000円食事券

付きプラン※食事券ご利用日チェックイン日～チェックア

ウト日限定

12,000円～

ホテルニューオータニ高岡 高岡市新横町1 0766-26-1111 https://www.newotani-takaoka.co.jp/ 夏の味覚プラン 鮎・白海老・甘海老 20,000円～

もっと愉しもう！夏休み特別プラ

ンA

富山の卵、地場野菜、地酒／【食事会場】COMMA, 

COFFEE STAND/お食事は1時間半目安でCOMMA, 

COFFEE STAND貸切で、コロナ禍に安心してお食事いた

だけるプランです。お酒は、瓶でお出ししますので持ち帰

りいただけます。

12,500円～

もっと愉しもう！夏休み特別プラ

ンB

富山の卵、地場野菜、地酒／【食事会場】COMMA, 

COFFEE STAND/お食事は1時間半目安でCOMMA, 

COFFEE STAND貸切で、コロナ禍に安心してお食事いた

だけるプランです。お酒は、瓶でお出ししますので持ち帰

りいただけます。

14,000円～

【地元でもっと愉しもう！】高台

から望む景色と料理長渾身の料理

を楽しむ厳選会席

万葉牛ステーキ 30,800円～

【地元でもっと愉しもう！】万葉

牛＆県内産ポークのしゃぶしゃぶ

が付いた　夏得プラン

県内産ポーク（記載料金：1室5名様利用　1室3名様の場

合は+1.650円、1室2名様の場合は+3.850円となりま

す。）※お盆期間(8/10～8/15)は､料金が異なりますので

お問合せください。

15,400円～

【地元でもっと愉しもう！】温泉

と会席料理を満喫した後は高岡の

歴史館に触れてみよう！〔高岡万

葉歴史館の観覧チケット付〕

磯はなびで温泉と豪華な料理を満喫したあとは、高岡万葉

歴史館で万葉集に触れてみてください。（表記料金：5名1

室）※同プランの客室グレードアップもご用意しておりま

す。　※お盆期間(8/10～8/15)の料金はお問合せくださ

い。

18,150円～

磯はなびで『もっと愉しもう！』　

料理長渾身の料理に舌鼓♪秋の厳

選会席

白海老、万葉牛など県内産の食材をつかいつつ、のどぐろ

塩焼き、握り鮨などを加え､味も見た目も豪華に仕上がっ

ております。※12月1日からは献立内容が変わります。※

年末は料金が異なりますので､予めご了承下さい。※祝前

日は週末料金

30,800円～

磯はなびで『もっと愉しもう！』　

今秋の雅会席にも選べるメイン料

理を採用♪

白海老、万葉牛、越中高岡万葉米など県内産の食材をつ

かった｢雅会席｣

メイン料理を｢牛ヒレステーキ｣と｢鮑ステーキ｣からお選び

いただけます。※同会席の客室グレードアップもご用意し

ております。※12月1日からは献立内容が変わります。※

年末は料金が異なりますので､予めご了承下さい。※祝前

日は週末料金

17,600円～

磯はなびで『もっと愉しもう！』　

今秋の葵会席には選べるメイン料

理を採用♪

白海老、万葉牛、越中高岡万葉米など県内産の食材をつ

かった｢葵会席｣

メイン料理を｢牛ヒレステーキ｣と｢鮑ステーキ｣からお選び

いただけます。※12月1日からは献立内容が変わります。

※年末は料金が異なりますので､予めご了承下さい。※祝

前日は週末料金

13,750円～

磯はなびで『もっと愉しもう！』　

万葉牛のしゃぶしゃぶが付いた秋

色プラン

白海老、万葉牛、越中高岡万葉米(コシヒカリ)など県内産

の食材をつかった

秋の特別プランをお楽しみください！※9月1日～11月30

日まで

14,850円～

高岡マンテンホテル駅前 高岡市末広町1-8 0766-27-0100 https://www.manten-hotel.com/takaoka/

【地元で泊まろう！もっと愉しも

う対象プラン】朝・夕食（氷見牛

焼肉コース）付プラン

氷見牛も楽しめる焼肉コース（夕食） 12,650円～

射水市

スーパーホテル富山・射水 射水市三ヶ3967-1 0766-89-9010 https://www.superhotel.co.jp/

【地元で泊まろう県民割引キャン

ペーン　もっと愉しもう！宿泊プ

ラン】提携先お食事券５千円分

セット/人数分

富山でしか味わえない　名店の数々！スーパーホテル富

山・射水がお勧めする飲食で富山グルメをご堪能下さい
12,000円～

【富山県民限定　地元で“もっと”

愉しもう！特別２食付プラン】～

『白海老づくし御膳』と『和定朝

食』付きプラン～

夕食・・・“富山湾の宝石”白海老をふんだんに使用した特

別御膳／【食事会場】６F　お食事処　潮騒
12,000円～

【富山県民限定　地元で“もっと”

愉しもう！特別２食付プラン】～

『牛すきor牛しゃぶ御膳』と『和

定朝食』付きプラン～

夕食・・・富山県産牛を使用した御膳です。（牛すき焼

き）または（牛しゃぶしゃぶ）をお選びいただけます。／

【食事会場】６F　お食事処　潮騒

14,000円～

ほんまちの家 高岡市本町1-24 https://www.honmachinoie.jp/

雨晴温泉磯はなび 高岡市太田88-1 0766-44-6161 https://www.isohanabi.jp/

ホテルクラウンヒルズ高岡 高岡市駅南5-3-3 0766-54-6160 http://breezbay-group.com/hch-takaoka

第一イン新湊 射水市善光寺18-4 0766-82-4111 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dishinminato

https://www.meiwasou.com/
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/takaoka/
http://breezbay-group.com/hch-takaoka
https://www.newotani-takaoka.co.jp/
https://www.honmachinoie.jp/
https://www.isohanabi.jp/
https://www.isohanabi.jp/
https://www.isohanabi.jp/
https://www.isohanabi.jp/
https://www.isohanabi.jp/
https://www.isohanabi.jp/
https://www.manten-hotel.com/takaoka/
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dishinminato
https://www.honmachinoie.jp/
https://www.isohanabi.jp/
http://breezbay-group.com/hch-takaoka
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dishinminato


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

第一イン新湊 射水市善光寺18-4 0766-82-4111 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dishinminato

【富山県民限定　地元で“もっと”

愉しもう！特別２食付プラン】～

『フレンチフルコース』と『和定

朝食』付きプラン～

夕食・・・地元食材を使用したオリジナルフレンチフル

コースです。／【食事会場】６F　お食事処　潮騒
16,000円～

氷見市

富山湾を眺めながら、氷見産食材

で簡単料理体験　テラスでお食事

プラン [yaneのお部屋]

ゲストは夕食を以下から選べます／①  ＜料理体験｜テラ

ス＞氷見産魚介と夏野菜のパエリア（イカ、白身魚、トマ

ト、タマネギ等） ／②  ＜料理体験｜テラス＞氷見牛と夏

野菜のグリル（氷見牛、タマネギ、ズッキーニ等）／③  

＜氷見市飲食店提携｜テラス＞氷見寿司店からの出前サー

ビス（握り寿司かちらし寿司）／④  ＜氷見市飲食店提携

＞飲食店でのお食事（亀寿司、はらや、ブルーミン）

【雨天時の場合】 ①～③雨天時は、場所をテラスではな

く1Fのダイニングへ変更（その代わり氷見産日本酒（高澤

酒造）・ワイン（says farm）・ビール（ブルーミン）、

ソフトドリンクのサービスを提供）、もしくは④に変更

可。 ※食事会場：施設内もしくは市内提携飲食店

22,500円～

氷見産食材でちらしづくり体験　

もしくは　氷見市内飲食店プラン 

[namiのお部屋]

ゲストは夕食を以下から選べます／①  ＜料理体験＞氷見

産食材五目ちらし寿司（椎茸、豆、ニンジン等） ／②  ＜

氷見市飲食店提携＞氷見寿司店からの出前サービス（握り

寿司かちらし寿司）／③  ＜氷見市飲食店提携＞飲食店で

のお食事（亀寿司、はらや、ブルーミン）　※食事会場：

施設内もしくは市内提携飲食店

20,000円～

富山・氷見の秋冬の味覚を楽しむ

プラン（yaneの部屋）

ゲストは夕食を以下から選べる。

 A ）富山/氷見産の秋冬食材のあたたか鍋のコース

 ①  ＜料理体験＞ 富山湾の海鮮や氷見の野菜のたっぷりお

鍋 ②  ＜料理体験＞ 氷見牛のすき焼き 《+ 1500円 /人》 

③ ＜料理体験＞ 氷見ブリのしゃぶしゃぶ《+ 1500円 /

人》 ※ ②③のみ、ひとりあたり追加料金あり ※ ③のみ、

11月中旬からご提供予定 

B ）氷見寿司店からの出前サービス 

C ）提携飲食店の夕食チケット（亀寿し、はらや、ブルー

ミン）

22,500円～

富山・氷見の秋冬の味覚を楽しむ

プラン（namiの部屋）

ゲストは夕食を以下から選べる 。

A ）富山/氷見産の秋冬食材のあたたか鍋のコース

 ①  ＜料理体験＞ 富山湾の海鮮や氷見の野菜のたっぷりお

鍋 ②  ＜料理体験＞ 氷見牛のすき焼き 《+ 1500円 /人》 

③ ＜料理体験＞ 氷見ブリのしゃぶしゃぶ《+ 1500円 /

人》 ※ ②③のみ、ひとりあたり追加料金あり ※ ③のみ、

11月中旬からご提供予定 

 B ）氷見寿司店からの出前サービス

C ）提携飲食店の夕食チケット（亀寿し、はらや、ブルー

ミン）

20,000円～

SAYSFARM 氷見市余川字北山238 0766-72-8288 https://www.saysfarm.com/

SAYSFARM STAYで召し上がる

ギャザリング（夕食）セットプラ

ン

SAYSFARMレストランの地元食材をふんだんに使用した

夕食のセット
22,200円～

特選 氷見堪能コース 氷見牛焼

しゃぶ＆鮑の踊り焼 付きプラン
氷見牛、富山湾の魚貝、氷見産コシヒカリ 等 20,000円～

富山湾の幸　料理七品コース 富山湾の魚介、富山牛、氷見産コシヒカリ 等 12,200円～

富山湾の幸　料理八品コース 富山湾の魚介、氷見牛、氷見産コシヒカリ 等 13,200円～

富山湾の幸　会席料理コース 富山湾の魚介、氷見牛、氷見産コシヒカリ 等 14,200円～

富山湾の幸　ひみはな懐石コース 富山湾の魚介、氷見牛、氷見産コシヒカリ 等 12,500円～

富山湾の幸　季節懐石コース 富山湾の魚介、氷見牛、氷見産コシヒカリ 等 14,800円～

富山湾の幸　氷見堪能コース 富山湾の魚介、氷見牛、氷見産コシヒカリ 等 17,000円～

特選 氷見堪能コース 氷見牛ヒレ

ステーキ＆鮑の踊り焼 付きプラ

ン

氷見牛、富山湾の魚貝、氷見産コシヒカリ 等 20,000円～

もっと愉しもう　氷見まちなか商

店街を楽しめる宿　蔵ステイ池森

で泊まって氷見寿司と氷見牛ス

テーキハンバーグの古粋ディナー

プラン

夕食は蔵ステイ池森から700ⅿ先にある古粋（軽井沢某有

名ホテル元料理長）のディナーを堪能した後は蔵に併設さ

れた酒Barにてお休み前にお好みのお酒2杯と氷見のつまみ

を提供。

20,000円～

もっと愉しもう　日本の秘湯64選

の宿に泊まって氷見寿司と氷見牛

ステーキ＆氷見牛ハンバーグコー

スディナーを食すプラン

チェックイン後　ご予約時間に寿司と氷見牛ステーキ古粋

（軽井沢の某有名ホテル料理長だったシェフが作るコース

を堪能）送迎付き（車で7分）夕食の際にはお好きなドリ

ンクを2杯（1名に付き）サービス。

20,000円～

もっと愉しもう　氷見の食材（鮮

魚と氷見牛）で板長の特選コース

と蔵ステイ池森の酒Barでプチ2次

会（送迎付き）翌日氷見牛ステー

キとハンバーグランチプラン。

酒Barではお好みのドリンク2杯と氷見のつまみを提供。翌

日のランチ（11：30～）氷見牛ハンバーグランチと大好

評のフレンチトーストが絶品です。（寿司と氷見牛ステー

キの古粋）夕食は民宿。

20,000円～

もっと！のどぐろプラン
一度は食べたい！北陸ならではの高級食材のどくろ♪魚の

王様のどぐろを塩焼きで･･･絶品の味に舌鼓
14,450円～

もっと！氷見牛の選べるプラン

氷見牛を堪能！陶板焼き、しゃぶしゃぶ、すき焼きの３種

類からお好きな調理方法をチョイス！贅沢で満足なグルメ

旅を満喫してください。

14,450円～

もっと！富山三昧プラン

富山三昧プランでは、氷見産コシヒカリ、梅、かます一夜

干し、ながらも、カワハギ、カナガシラ、牛肉、ガンド、

富山県産ホタルイカ、白エビなどを使用しています。メ

ニュー名にもある通り富山の食材をふんだんにつかった三

昧のコースとなっています。

13,350円～

https://household-bldg.com/0766-75-8057氷見市南大町26-10HOUSEHOLD

九殿浜温泉　ひみのはな

蔵ステイ池森 氷見市比美町7-20 0766-75-3533 https://kurastay.com/

なだうら温泉元湯　磯波風 氷見市泊1760 0766-74-2336 https://isopp.co.jp/himi/hotspring.html

氷見市姿400 0766-79-1324 http://www.himinohana.jp/

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dishinminato
https://household-bldg.com/
https://household-bldg.com/
https://household-bldg.com/
https://www.saysfarm.com/
http://www.himinohana.jp/
http://www.himinohana.jp/
http://www.himinohana.jp/
http://www.himinohana.jp/
http://www.himinohana.jp/
http://www.himinohana.jp/
http://www.himinohana.jp/
https://kurastay.com/
https://kurastay.com/
https://isopp.co.jp/himi/hotspring.html
https://isopp.co.jp/himi/hotspring.html
https://household-bldg.com/
https://kurastay.com/
https://isopp.co.jp/himi/hotspring.html
http://www.himinohana.jp/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

なだうら温泉元湯　磯波風 氷見市泊1760 0766-74-2336 https://isopp.co.jp/himi/hotspring.html もっと！贅沢プラン

富山三昧プランでは、氷見産コシヒカリ、梅、かます一夜

干し、ながらも、氷見産魚介類、氷見牛、氷見うどん、ガ

ンド、白エビ、岩カキ、アワビ、サザエなどを使用してい

ます。メニュー名にもある通り富山の高級食材を贅沢につ

かったコースとなっています。

20,150円～

花厨　ゆうなぎ 氷見市中波209 0766-79-1021 http://www.yuunagi.com/

もっと愉しもう、波打ち際のオア

シス　夏季の特別プランとして海

岸で手漕ぎボートを無料で利用頂

けます。

氷見漁港からの新鮮魚介類と旬の味わいを堪能して下さ

い。飲料水サービス期間となっています。1人１本。
14,800円～

「地元で泊まろう！富山県民割引

キャンペーン～もっと愉しもう！

宿泊プラン」【選べる氷見牛特選

ギフト付】

★☆プラン特典☆★

氷見牛サーロインｏｒ氷見牛ヒレｏｒ氷見牛ロース付　1

人1セット　選んでお土産付

地元の氷見牛専門店「本町牛勝」から　後日、ご自宅にお

届け（送料込み）

地元やまふじぶどう園の赤ワイン飲み比べ三種付（いごこ

ち、わるだくみ、ときわすれ等・日によって内容は変わり

ます）お酒が苦手な方はソフトドリンク（おひとり様1

本）に変更可。お部屋タイプにより料金アップ、がありま

す。記載の料金は和室10畳ご利用の料金。

30,800円～

「地元で泊まろう！富山県民割引

キャンペーン～もっと愉しもう！

宿泊プラン」 ブランド牛氷見牛

を食す　・　地元赤ワイン飲み比

べ付

★☆プラン内容☆★

ブランド牛の地元氷見牛を部位別にお楽しみいただけま

す。お肉によく合う地元やまふじぶどう園の赤ワイン飲み

比べ三種付（いごこち、わるだくみ、ときわすれ等・日に

よって内容は変わります）お酒が苦手な方はソフトドリン

ク（おひとり様1本）に変更可。お部屋タイプにより料金

アップ、があります。記載の料金は和室10畳ご利用の料

金。

23,100円～

「地元で泊まろう！富山県民割引

キャンペーン～もっと愉しもう！

宿泊プラン」富山のプレミアムブ

ランド米　富富富（ふふふ）新米

2ｋｇ付

★☆プラン特典☆★

富山のプレミアムブランド米　富富富（ふふふ）新米2ｋ

ｇ付

地元やまふじぶどう園の赤ワイン飲み比べ三種付（いごこ

ち、わるだくみ、ときわすれ等・日によって内容は変わり

ます）お酒が苦手な方はソフトドリンク（おひとり1本）

に変更可。お部屋タイプにより料金アップ、があります　

記載の料金は和室10畳ご利用の料金。

18,700円～

「地元で泊まろう！富山県民割引

キャンペーン～もっと愉しもう！

宿泊プラン」【ダイニング海】氷

見の旬を味わう・鰤会席プラン♪

～

★☆プラン内容☆★

～秋から冬に掛けて味わう氷見の味覚～

この季節の魅力は、ここでしか食べることができない鰤

（ブリ）会席を

ダイニング海にてご賞味ください！！

★☆プラン特典☆★

氷見漁港直送の鰤を使った鰤会席　　・地元やまふじぶど

う園の赤ワイン飲み比べ三種付（いごこち、わるだくみ、

ときわすれ等・日によって内容は変わります）　　お酒が

苦手な方はソフトドリンク（おひとり様1本）に変更可。

お部屋タイプにより料金アップ、があります。記載の料金

は和室10畳ご利用の料金。

20,900円～

「地元で泊まろう！富山県民割引

キャンペーン~もっと愉しもう！

宿泊プラン」　【富山県産ワイン

ギフト付】ダイニング海で氷見会

席プラン♪

★☆プラン特典☆★

地元のワイン（山藤ぶどう園）・うたたね、よどおし、ゆ

めうつつ等から一人1本付　ギフト付。

地元やまふじぶどう園の赤ワイン飲み比べ三種付（いごこ

ち、わるだくみ、ときわすれ等・日によって内容は変わり

ます）お酒が苦手な方はソフトドリンク（おひとり様1

本）に変更可。お部屋タイプにより料金アップ、がありま

す。記載の料金は和室10畳ご利用の料金。

22,000円～

「地元で泊まろう！富山県民割引

キャンペーン～もっと愉しもう！

宿泊プラン」【ダイニング炎】ダ

イニング炎で本ずわい蟹を食す会

席プラン♪

【2021年秋・冬限定】季節到来♪

～秋から冬に掛けて味わう氷見の味覚～

新湊産　本ずわい蟹を贅沢に食でる贅沢なプランです。

※こちらのプランのご予約は2名様以上からのご予約とさ

せて頂きます。

ご了承下さいませ。地元やまふじぶどう園の赤ワイン飲み

比べ三種付（いごこち、わるだくみ、ときわすれ等・日に

よって内容は変わります）お酒が苦手な方はソフトドリン

ク（おひとり様1本）に変更可。お部屋タイプにより料金

アップ、があります　記載の料金は和室10畳ご利用の料

金。

30,800円～

「地元で泊まろう！富山県民割引

キャンペーン～もっと愉しもう！

宿泊プラン」 専用工房ですず制

作体験

★☆プラン内容☆★

富山の伝統産業である鋳物作りをセットにした宿泊プラ

ン。館内の創作工房で、すず製品を制作していだきます。　

①ぐい呑み　②おちょこ　③角皿　④丸プレートからお選

び下さい 地元やまふじぶどう園の赤ワイン飲み比べ三種

付（いごこち、わるだくみ、ときわすれ等・日によって内

容は変わります）お酒が苦手な方はソフトドリンク（おひ

とり様1本）に変更可。お部屋タイプにより料金アップ、

があります　記載の料金は和室10畳ご利用の料金。

19,800円～

氷見の旬を食する

味わいのホテル　信貴館
氷見市本町17-19 0766-72-3000 http://www7a.biglobe.ne.jp/~sinkikan/

せっかくだから贅沢に富山のおい

しいものに舌鼓！／「店長おすす

め氷見尽くし膳」に「のどぐろ」

「あわび」をご用意

＊富山湾の新鮮なお刺身／＊脂ののった高級魚のどぐろの

塩焼き／＊高級食材あわびの酒蒸し／＊幻の氷見牛しゃぶ

しゃぶ／＊こしのある氷見うどん・甘みのある氷見米／＊

季節の小鉢

14,000円～

氷見の民宿青柳 氷見市小杉1-3 0120-134-101 http://himi-aoyagi.com/

もっと富山で愉しもう！氷見の民

宿青柳の宿泊と富山県産食材を

使った特選会席の夕食

富山湾の地魚や魚介類を使ったお刺身・焼き魚・天ぷら、

地元野菜等を使った鍋・漬物の他、氷見牛・氷見うどん・

氷見産コシヒカリ・氷見はと麦茶ゼリーなど

20,000円～

氷見温泉郷　くつろぎの宿　

うみあかり
氷見市宇波10-1 0766-74-2211 https://www.umiakari.jp/

https://isopp.co.jp/himi/hotspring.html
http://www.yuunagi.com/
https://www.umiakari.jp/
https://www.umiakari.jp/
https://www.umiakari.jp/
https://www.umiakari.jp/
https://www.umiakari.jp/
https://www.umiakari.jp/
http://www7a.biglobe.ne.jp/~sinkikan/
http://himi-aoyagi.com/
https://www.umiakari.jp/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

もっと満福＆リゾート体験プラン

☆当館名物　店主自ら打つ「氷見はとむぎうどん」は絶

品！氷見産朝採れのキトキトなお魚（お造り）や、氷見牛

ステーキ・氷見産野菜・氷見産のお米（こしひかり）等、

地元産に拘ったお料理でおもてなし。☆自家源泉「炭酸水

素塩泉」で心も体もリフレッシュ！☆当館から車で7分西

洋風の庭園「氷見あいやまガーデン」へLet's Go　小高い

丘の森の中でリゾート気分を体験出来ます。

15,206円～

もっと 満福&リゾート体験プラン

☆当館名物 　店主自ら打つ「氷見はとむぎうどん」は絶

品!氷見産朝採れのキトキトなお魚(お造り)や、氷見牛ス

テーキ・氷見産野菜・氷見寒鰤・ベニズワイカニ・氷見産

のお米(こしひかり)等、地元産に拘ったお料理でおもてな

し。

☆自家源泉「炭酸水素塩泉」で心も体もリフレッシュ!

☆当館から車で7分西洋風の庭園「氷見あいやまガーデ

ン」へLet's Go

小高い丘の森の中でリゾート気分を体験出来ます。

・3つの宿泊プランからお選びいただけます。

(スタンダードのコースメニューに氷見牛ステーキorベニ

ズワイカニor鰤しゃぶ 付き)

・週末等の料金が異なりますのでお問合せ下さい。

・入湯税は別途かかります。ご注意下さい。「観光体験」

・65歳以上(シニア)の方は100円引きになります。宿泊当

日に氷見あいやまガーデンに観光ご希望の方は先にチケツ

トを取にいらして下さい。有効期限無し

15,056円～

民宿 潮の美 氷見市脇方383-3 0766-78-1112 https://shionomi.com/

【板長おまかせ】富山の味を満

喫！旬の食材をふんだんに使った

♪贅沢で美味の1泊2食付

【岩ガキプラン】は8月15日で終了。以降は【板長おまか

せプラン】
14,800円～

期間限定もっと満足氷見プラン 地魚、牛屋の氷見牛、VIVACEのジェラート 15,000円～

期間限定もっと満足氷見沖クルー

ジングプラン
地魚、氷見沖クルージング 13,000円～

民宿美浜荘（西条観光） 氷見市島尾2205-16 0766-91-0026 http://mihamasou.jp/ 氷見牛プラン 魚と氷見牛 12,000円～

湯の里いけもり 氷見市指崎1632 0766-74-6123 https://himi-ikemori.com/

天然温泉　湯の里いけもり＆寿司

ハンバーグステーキ懐石古粋コラ

ボプラン

宿泊　湯の里いけもり　1泊朝食付　夕食古粋コース料理

とドリンク2杯付　宿から無料送迎致します。
20,000円～

ルートイングランティア

氷見和蔵の宿
氷見市加納443-5 0766-73-1771 https://www.hotel-grantia.co.jp/himi/

地元でもっと愉しもう富山の地酒

と氷見会席コースプラン

氷見で水揚げされた鮮魚と県内産食材を使ったコース料理

と富山県の地酒
15,800円～

【もっと愉しもう】１ランク上の

贅沢★50種以上の彩り野菜×旬魚

×希少な氷見牛【創作フレンチ】

記念日・大人のグルメ旅に！　※

スタンダード客室タイプ　２名１

室

宿泊とセットになるディナーコースにおいて、鮮魚は全て

氷見産(サザエやマグロ、カマス、タイなど)を使用、肉料

理には氷見牛を使用します。（記載料金：スタンダード客

室タイプの2名1室　スーペリア客室タイプの場合はプラス

2,200円（税込）、スイート客室タイプの場合は、２名1室

時プラス11,000円（税込）、3名1室時プラス6,600円（税

込）、4名1室時プラス3,300円（税込）、5名1室時プラス

1,100円（税込）となります。）

24,200円～

【もっと愉しもう】50種以上の彩

り野菜×旬魚×富山牛【ヘルシー

フレンチ】からだ喜ぶ大人旅！女

子会・デート旅行に！

宿泊とセットになるディナーコースにおいて、鮮魚は全て

氷見産（サザエやマグロ、カマス、タイなど）を使用、肉

料理には富山牛を使用します。（記載料金：スタンダード

客室タイプの2名1室　スーペリア客室タイプの場合はプラ

ス2,200円（税込）、スイート客室タイプの場合は、２名1

室時プラス11,000円（税込）、3名1室時プラス6,600円

（税込）、4名1室時プラス3,300円（税込）、5名1室時プ

ラス1,100円（税込）となります。）

19,800円～

【もっと愉しもう】50種以上の彩

り野菜×旬魚×富山牛【ヘルシー

フレンチ】からだ喜ぶ大人旅！女

子会・デート旅行に！

宿泊とセットになるディナーコースにおいて、鮮魚は全て

氷見産（サザエやマグロ、カマス、タイなど）を使用、肉

料理には富山牛を使用します。（記載料金：スタンダード

客室タイプの2名1室　スーペリア客室タイプの場合はプラ

ス2,200円（税込）、スイート客室タイプの場合は、２名1

室時プラス11,000円（税込）、3名1室時プラス6,600円

（税込）、4名1室時プラス3,300円（税込）、5名1室時プ

ラス1,100円（税込）となります。）

19,800円～

花厨ゆうなぎ 氷見市中波209 0766-79-1021 http://www.yuunagi.com/

もっと愉しもう、波打ち際のオア

シス 夏季の特別プランとして海

岸で手漕ぎボートを無料で利用頂

けます。

氷見漁港からの新鮮魚介類と旬の味わいを堪能して下さ

い、通常の宿泊プランにサザエまたはアワビまたはカニ等

から1品追加をいただけます。2品追加の場合は相談下さ

い。（1品追加プラス3000円）です。

20,800円～

「夕食は氷見産牛＆おすすめ日本

酒付きプラン＆氷見沖クルージン

グチケット付！」

好評の「氷見産牛＆おすすめ日本酒プラン」に加え、

「氷見沖クルージングチケット」をセットにしたプランで

す。（氷見沖に出て、潮風に吹かれながら約25分の遊覧で

きるチケットです。）

23,550円～

「夕食はスタンダードプラン＆氷

見沖クルージングチケット付！」

当店の「スタンダードラン」に加え、「氷見沖クルージン

グチケット」をセットにしたプランです。（氷見沖に出

て、潮風に吹かれながら約25分の遊覧できるチケットで

す。）（記載料金：2名1室）

14,200円～

「夕食はスタンダードプラン＆氷

見沖クルージングチケット付！」

当店の「スタンダードラン」に加え、「氷見沖クルージン

グチケット」をセットにしたプランです。（氷見沖に出

て、潮風に吹かれながら約25分の遊覧できるチケットで

す。）（記載料金：3名以上1室）

14,200円～

「夕食はスタンダードプラン＆当

館レストランでの、5,000円分お

食事券付！」

当店の「スタンダードラン」に加え、「当館レストランの

飲食代5,000円分」をセットにしたプランです。お食事

は、前日迄に（氷見産牛ステーキ、のど黒塩焼き、あわび

ステーキ、あわびお刺身）を選択の上、予約をお願いして

おります。（記載料金：2名1室）

18,200円～

移り住みたくなる宿

『イミグレ』
氷見市小杉232-1 0766-92-2200 https://www.imigre.jp/

みろくの湯の宿　

こーざぶろう
氷見市阿尾6-1 0766-74-1144 https://www.ainoyado-himi.com/inn/kozaburo/

海と湯と宿ラ・セリオール 氷見市泊1720
0766-74-7111

http://la-seriole.com/index.html

090-7089-4134 http://www.himionsen-sugata.com/民宿すがた 氷見市阿尾653

https://www.ainoyado-himi.com/inn/kozaburo/
https://shionomi.com/
http://www.himionsen-sugata.com/
http://mihamasou.jp/
https://himi-ikemori.com/
https://www.hotel-grantia.co.jp/himi/
https://www.imigre.jp/
https://www.imigre.jp/
http://www.yuunagi.com/
http://la-seriole.com/index.html
http://la-seriole.com/index.html
http://la-seriole.com/index.html
https://www.imigre.jp/
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http://la-seriole.com/index.html
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施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

「夕食はスタンダードプラン＆当

館レストランでの、5,000円分お

食事券付！」

当店の「スタンダードラン」に加え、「当館レストランの

飲食代5,000円分」をセットにしたプランです。お食事

は、前日迄に（氷見産牛ステーキ、のど黒塩焼き、あわび

ステーキ、あわびお刺身）を選択の上、予約をお願いして

おります。（記載料金：3名以上1室）

18,200円～

「大人の贅沢プラン①あわび＆利

き酒セットプランに、氷見沖ク

ルージングが付くプラン」

「夕食は鮑プランと、利き酒セットとウエルカムドリンク

付プラン」に加え、「氷見沖クルージング」をセットにし

た豪華なプランです。

23,000円～

　「大人の贅沢プラン①あわび＆

利き酒セットプランに、当館レス

トランでの、2,500円分お食事券

付！」

「夕食は鮑プランと、利き酒セットとウエルカムドリンク

付プラン」に加え、「当館レストランの飲食代2,500円

分」をセットにした豪華なプランです。お食事は、前日迄

に（氷見産牛ステーキ、のど黒塩焼き、あわびステーキ、

あわびお刺身）を選択の上、予約をお願いしております。

24,500円～

「大人の贅沢プラン②＆当館レス

トランでの、2,500円分お食事券

付！」

「夕食は当館人気品目3種が付く（鮑＆氷見産牛＆のど黒

塩焼き）と、おすすめ日本酒＆ウエルカムドリンク付プラ

ン」に加え、「当館レストランの飲食代2,500円分」を

セットにした豪華なプランです。お食事は、前日迄に（氷

見産牛ステーキ、のど黒塩焼き、あわびステーキ、あわび

お刺身）を選択の上、予約をお願いしております。

30,000円～

「大人の贅沢プラン③＆氷見沖ク

ルージングチケット付！」

「夕食は当館人気品目3種が付き（鮑＆氷見産牛＆のど黒

塩焼き）と、おすすめ日本酒＆ウエルカムドリンク付プラ

ン」に加え、お部屋セットと、飲み比べセット、更に

「氷見沖クルージングチケット」をセットにした豪華なプ

ランです。

34,000円～

「夕食は氷見産牛＆おすすめ日本

酒付きプラン＆氷見番屋総湯チ

ケット付！」

好評の「氷見産牛＆おすすめ日本酒プラン」に加え、

「氷見番屋街の総湯の入浴チケット」をセットにしたプラ

ンです。

23,200円～

「特別室展望ツイン宿泊プラン＆

氷見番屋総湯チケット付！」

今秋にオープン予定の特別室ツインルームの宿泊（お料理

はスタンダード）に、

「氷見番屋街の総湯の入浴チケット」をセットにしたプラ

ンです。

20,450円～

「特別室（展望風呂付きツイン）

宿泊プラン＆氷見番屋総湯チケッ

ト付！」

今秋にオープン予定の特別室、展望風呂付きツインルーム

の宿泊（お料理はスタンダード）に、「氷見番屋街の総湯

の入浴チケット」をセットにしたプランです。

24,850円～

夏休み特別企画4大特典プラン～

県民割引キャンペーン対象～

地元の魚を盛り合わせた舟盛り、焼き物はのとぐろかアワ

ビ、氷見牛、氷見米　氷見ジェラートや氷見ハト麦茶、氷

見うどん　白エビ煎餅、朝食の白エビ丼など　「富山の

食」を使用

30,000円～

夏休み特別企画【部屋食確約＆地

酒付！】基本会席プラン♪お土産

プレゼント～ 県民割引キャン

ペーン対象～

富山湾で獲れた地元の魚を中心に富山名物を盛り込んだ

コースをお部屋食でご提供。夕食には地酒などワンドリン

クをサービス。氷見のお土産セットをプレゼント♪

干物またはかまぼこをご用意いたします。／

【食事会場】部屋食／ 料理メニューは仕入れに

よって変更する場合があります

15,500円～

粋な民宿　美岬 氷見市阿尾3373 0766-74-1155 https://www.himi-misaki.jp/

粋な民宿美岬＆割烹かみしま＆富

山湾マリン遊覧船　もっと愉しも

う！ご宿泊プラン

夕食は割烹かみしまで懐石料理・生ビール２杯付き【お飲

み物の変更　可】。宿泊は民宿美岬にて・・・温泉でまっ

た～りと・・・朝食には昆布締め付きでご用意させて頂き

ます。ご出発後は氷見沖クルージングを愉しむ美岬＆かみ

しま＆富山湾マリン遊覧船のコラボ企画。【かみしままで

の送迎　可】

20,000円～

≪富山県民限定≫「もっと愉しも

う！宿泊プラン」

旬魚の舟盛＋氷見牛＋富山湾の宝

石！白海老＋海一望の客室

1泊2食／富山湾の旬魚の舟盛、氷見牛しゃぶしゃぶ　３種

類の白海老料理など

【海が一望できる貸切風呂も1回無料サービス】※通常1回

40分2000円／お部屋からは富山湾が一望できるお部屋を

確約／本館宿泊　夕食はお食事処にて／※7月連休　お盆

は別途追加料金　要問い合わせ

20,000円～

≪富山県民限定≫「もっと愉しも

う！宿泊プラン」

旬魚の舟盛＋氷見牛＋富山湾の宝

石！白海老＋海一望の客室

1泊2食／富山湾の旬魚の舟盛、氷見牛しゃぶしゃぶ　３種

類の白海老料理など／【海が一望できる貸切風呂も1回無

料サービス】※通常1回40分2000円／お部屋からは富山湾

が一望できるお部屋を確約／別館宿泊　夕食はお食事処に

て／※7月連休　お盆は別途追加料金　要問い合わせ

24,000円～

≪富山県民限定≫「もっと愉しも

う！宿泊プラン」

旬魚の舟盛＋氷見牛＋富山湾の宝

石！白海老＋海一望の客室

1泊2食／富山湾の旬魚の舟盛、氷見牛しゃぶしゃぶ　３種

類の白海老料理など／【海が一望できる貸切風呂も1回無

料サービス】※通常1回40分2000円／お部屋からは富山湾

が一望できるお部屋を確約／別館宿泊　夕食はお食事処に

て／※7月連休　お盆は別途追加料金　要問い合わせ

27,500円～

≪富山県民限定≫「もっと愉しも

う！宿泊プラン」

【最高の料理プラン】板長渾身の

料理をお部屋食にて愉しむ

1泊2食／富山、氷見の食材を使ったお客さまだけの献立／

ご予約後、献立を　お客さまと女将でご希望を確認／※3

日前までにリクエストがなければ「板長おまかせ献立」に

なります。／別館宿泊　夕食はお食事処にて／※7月連休　

お盆は別途追加料金(お受けできない場合もあります)　要

問い合わせ

37,500円～

≪富山県民限定≫「もっと愉しも

う！宿泊プラン」旬魚の舟盛＋氷

見牛＋海一望の客室

1泊2食／富山湾の旬魚の舟盛、氷見牛しゃぶしゃぶ／お部

屋からは富山湾が一望できるお部屋を確約／本館宿泊　夕

食はお食事処にて／※7月連休　お盆は販売なし

17,500円～

≪富山県民限定≫「もっと愉しも

う！宿泊プラン」ブリーズベイホ

テルグループ140店舗記念！謝恩

プラン♪

1泊2食／富山湾の旬魚お刺身5種＋お部屋からは富山湾が

一望できるお部屋を確約／オプションで富山の地酒を飲み

放題♪＋1100円／本館宿泊　夕食はお食事処にて※平日

限定！謝恩プラン 通常14300円のプランになります。

12,000円～

氷見温泉郷　魚巡りの宿　

永芳閣
氷見市阿尾3257 0766-74-0700 https://breezbay-group.com/eihokaku/

城山 氷見市阿尾527 0766-72-1431 https://jyoyama.com/

海と湯と宿ラ・セリオール 氷見市泊1720
0766-74-7111

http://la-seriole.com/index.html

http://la-seriole.com/index.html
http://la-seriole.com/index.html
http://la-seriole.com/index.html
http://la-seriole.com/index.html
http://la-seriole.com/index.html
http://la-seriole.com/index.html
http://la-seriole.com/index.html
https://jyoyama.com/
https://www.himi-misaki.jp/
https://breezbay-group.com/eihokaku/
https://breezbay-group.com/eihokaku/
https://breezbay-group.com/eihokaku/
https://breezbay-group.com/eihokaku/
https://breezbay-group.com/eihokaku/
https://breezbay-group.com/eihokaku/
https://jyoyama.com/
http://la-seriole.com/index.html
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【もっと富山で愉しもう】県民限

定〇最大1万円OFF！　朝ビーチ

ヨガ＆お手頃旬尽くしコース♪氷

見宿泊券併用OK

夕食は、富山産の朝獲れ魚のお造り盛り合わせ等を堪能で

きる「旬尽くしコース」と、島尾海水浴場のビーチでイン

ストラクターとの朝ヨガ。

19,850円～

【もっと富山で愉しもう】県民限

定〇最大1.5万円OFF！朝ビーチ

ヨガ＆贅沢プライドコース♪氷見

宿泊券併用OK

夕食は、富山の幸を贅沢に味わえる当宿最上級の「プライ

ドコース」と、島尾海水浴場のビーチでインストラクター

との朝ヨガ。

30,850円～

【もっと富山で愉しもう】県民限

定〇最大１万円OFF！旬尽くし

コースに感動氷見牛ランチ♪氷見

宿泊券併用OK

夕食は、富山産の朝獲れ魚のお造り盛り合わせ等を堪能で

きるあさひや「旬尽くしコース」と、「牛屋」にて氷見牛

特別ランチ。

19,850円～

【もっと富山で愉しもう】県民限

定〇最大1.5万円OFF！プライド

コースに氷見牛ランチ♪氷見宿泊

券併用OK

夕食は、富山の幸を贅沢に味わえる当宿最上級の「プライ

ドコース」と、「牛屋」にて氷見牛特別ランチ。
30,850円～

民宿　汐風 氷見市中波175-1 0766-79-1173 ー
夏の特別プラン　海を観ながら宿

泊　豪華食事
富山湾　氷見港に朝とれたての魚 12,000円～

☆夏休み特別ファミリープラン☆

仲買人が営む宿！氷見の素材を知

り尽くし上質な味を満喫♪

地元氷見の魚付プラン　・鮮魚（氷見産）・シラエビ（新

湊産）・刺身は各自1人に船盛りが付きます。※料理メ

ニューは仕入れによって変更する場合があります。

12,000円～

☆夏休み特別ファミリープラン☆

仲買人が営む宿！氷見の素材を知

り尽くし上質な味を満喫♪

氷見産高級魚または氷見牛ステーキ付プラン　・氷見牛 

・氷見うどん ・こだわり氷見産米 ・刺身は各自1人に船盛

りが付きます（高級魚、又は氷見牛ステーキ等付）※料理

メニューは仕入れによって変更する場合があります。

20,000円～

もっと愉しもう！ひみ番屋街のラ

ンチ付きプラン（番屋亭or極Ban 

Gyu）さらに！氷見産いちごジャ

ムをプレゼント

お土産探し、景色など氷見をまるごと満喫できるひみ番屋

街での選べるランチ。海鮮料理（氷見産コシヒカリ・地

魚）、氷見牛グリル丼（氷見牛・地元野菜）／【食事会

場】氷見漁港場外市場ひみ番屋街

16,000円～

もっと愉しもう！大人気の氷見魚

市場食堂の朝食付きプラン

夕食のメインは、のどぐろの塩焼きと氷見牛ステーキ。翌

日の朝は、漁港直通の新鮮な海の幸を舌鼓！／【食事会

場】氷見漁港2階魚市場食堂

19,000円～

【地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン「もっと愉しもう！宿泊

プラン】四季の味覚会席

氷見の旬を楽しめるプランです。季節のおすすめ食材を

使ったお料理をお楽しみ頂けるプランです。※専用桟橋で

の釣り体験付き！富山湾の雄大な景色を桟橋でお楽しみ頂

けます。どなたでも簡単に楽しめるのべ竿と疑似餌付き。

（御人数に関係なく1セットのみ付きます）釣りを希望さ

れない方は、桟橋での生ビール（グラス）か氷見はと麦茶

に変更可能です！こちらはお一人様各1点）※お料理内容

は季節、当日の仕入れによって変更する場合がございま

す。／※蟹は季節によってご提供できない場合がございま

す。／※海側のお部屋と山側のお部屋の料金が違いますの

で詳しくはお問合せください。

17,325円～

【地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン「もっと愉しもう！宿泊

プラン】主のおまかせ会席プラン

～氷見の旬の食材を贅沢に～料理長である四代目が、今一

番召し上がって頂きたいお料理をお楽しみ頂けます。氷見

の旬を贅沢に織り交ぜた、はしもと屋人気№１プランで

す！何種類もの新鮮な魚介を様々なお料理で楽しめる贅沢

なコースとなっております。※専用桟橋での釣り体験付

き！富山湾の雄大な景色を桟橋でお楽しみ頂けます。どな

たでも簡単に楽しめるのべ竿と疑似餌付き。（御人数に関

係なく1セットのみ付きます）釣りを希望されない方は、

桟橋での生ビール（グラス）か氷見はと麦茶に変更可能で

す！こちらはお一人様各1点）／※蟹は季節によってご提

供できない場合がございます。／※海側のお部屋と山側の

お部屋の料金が違いますので詳しくはお問合せください。

21,945円～

【地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン「もっと愉しもう！宿泊

プラン】はしもと屋名物あわびの

酒煎り特選会席プラン

～はしもと屋の名物、あわびの酒煎りを贅沢に～／あわび

の旨味を存分に引き出す、あわびの酒煎り！お造りのゴリ

ゴリ感とも違う、踊り焼きとも違う、ホカホカでやわらか

で繊細な旨味を、季節の地野菜とともにお召し上がり頂け

る逸品です。※お二人で大きなあわび、お一つシェアして

頂きます。※専用桟橋での釣り体験付き！富山湾の雄大な

景色を桟橋でお楽しみ頂けます。どなたでも簡単に楽しめ

るのべ竿と疑似餌付き。（御人数に関係なく1セットのみ

付きます）釣りを希望されない方は、桟橋での生ビール

（グラス）か氷見はと麦茶に変更可能です！こちらはお一

人様各1点）／※お料理内容は季節、当日の仕入れによっ

て変更する場合がございます。※海側のお部屋と山側のお

部屋の料金が違いますので詳しくはお問合せください。

30,030円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン【極-Kiwami-コース】＜き

ときと地魚＞と＜A-5ランク氷見

牛＞の贅沢ステイプラン

嬉しい♪牛屋の氷見牛サーロイン

ステーキランチ付

精肉店【氷見牛 牛屋】とのコラボ企画/当宿自慢の海鮮会

食（一泊二食）に、牛屋でのランチ付き。/ランチは、宿

泊チェックインまたはチェックアウト日に、牛屋氷見本

店、高岡店、富山店のいずれか3店舗で利用可/・牛屋での

ランチ時はソフトドリンク1杯付の特典あり

18,300円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン 【恵-Megumi-コース】＜き

ときと地魚＞と＜A-5ランク氷見

牛＞の旨いもん”たらふく”プラン

嬉しい🎵牛屋の氷見牛三昧御膳

ランチ付

・精肉店【氷見牛 牛屋】とのコラボ企画／・当宿自慢の

海鮮会食（一泊二食）に、牛屋でのランチ付き。／・ラン

チは、宿泊チェックインまたはチェックアウト日に、牛屋

氷見本店、高岡店、富山店のいずれか3店舗で利用可／・

牛屋でのランチ時はソフトドリンク1杯付の特典あり

15,200円～

民宿あお 氷見市阿尾491

http://www.genroku.jp/#民宿げんろく 氷見市阿尾178-1 0766-72-5688

0766-74-3300 https://goodlucktoyama.com/ao/

浜辺の宿　あさひや 氷見市島尾2195 0766-91-2045 https://www.himi-asahiya.com/

料理旅館はしもと屋 氷見市中田733 0766-79-1025 https://himi-hashimotoya.com/databox/data.php/cuisine_ja/code

和風温泉元湯叶 氷見市阿尾2810 0766-72-2503 https://www.himi-kanouya.jp/

https://goodlucktoyama.com/ao/
http://www.genroku.jp/
https://himi-hashimotoya.com/databox/data.php/cuisine_ja/code
https://himi-hashimotoya.com/databox/data.php/cuisine_ja/code
https://www.himi-kanouya.jp/
http://www.genroku.jp/
https://goodlucktoyama.com/ao/
https://himi-hashimotoya.com/databox/data.php/cuisine_ja/code
https://www.himi-kanouya.jp/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン 【贈-Gift-コース】／＜夏の

彩会席＞と＜選べる！牛屋のA-5

ランク氷見牛おみや付（すき焼き

肉orヒレステーキ肉）＞

・精肉店【氷見牛 牛屋】とのコラボ企画／・当宿自慢の

海鮮会食（一泊二食）に、牛屋の氷見牛お土産(ロースす

き焼き用300g or ヒレステーキ2枚×100g)付／・お土産は

宿泊チェックインまたはチェックアウト日に牛屋氷見本店

にて受取

18,300円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン【匠-Takumi-コース】／ミ

シュランガイド掲載の寿司屋「城

光」のおまかせにぎりランチ付き

氷見のきときと地魚満喫プラン

・氷見寿司屋【城光】とのコラボ企画／・当宿自慢の海鮮

会食（一泊二食）に、城光でのランチ付き。／・ランチ

は、宿泊チェックインまたはチェックアウト日に利用可

15,500円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン【和-Nagomi-コース】

市場で直接セリおとされた魚がな

らぶ寿司屋「きよ水」の特上にぎ

りランチ付き

氷見のきときと地魚満喫プラン

・氷見寿司屋【きよ水】とのコラボ企画

・当宿自慢の海鮮会食（一泊二食）に、きよ水でのランチ

付き。

・ランチは、宿泊チェックインまたはチェックアウト日に

利用可

14,700円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン【Premiumコース】／ミシュ

ランガイド掲載・丘の上の農園レ

ストラン「SAYS FARM」のラン

チフルコース付き／＜新鮮地魚＞

と＜地元素材＞の夢のコラボ企画

・レストラン「SAYS FARM」とのコラボ企画／・当宿自

慢の海鮮会食（一泊二食）に、SAYS FARMでのランチ付

き／・ランチは、宿泊チェックインまたはチェックアウト

日に利用可／・氷見の里山の小さな丘の上で、大自然井に

囲まれながら氷見を一望

17,000円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン【Standardコース】／ミシュ

ランガイド掲載・丘の上の農園レ

ストラン「SAYS FARM」のラン

チ《肉》コース付き／＜新鮮地魚

＞と＜地元素材＞の夢のコラボ企

画

・レストラン「SAYS FARM」とのコラボ企画／・当宿自

慢の海鮮会食（一泊二食）に、SAYS FARMでのランチ付

き

・ランチは、宿泊チェックインまたはチェックアウト日に

利用可／・氷見の里山の小さな丘の上で、大自然井に囲ま

れながら氷見を一望

15,800円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン【Basicコース】／ミシュラ

ンガイド掲載・丘の上の農園レス

トラン「SAYS FARM」のランチ

《魚》コース付き／＜新鮮地魚＞

と＜地元素材＞の夢のコラボ企画

・レストラン「SAYS FARM」とのコラボ企画／・当宿自

慢の海鮮会食（一泊二食）に、SAYS FARMでのランチ付

き

・ランチは、宿泊チェックインまたはチェックアウト日に

利用可／・氷見の里山の小さな丘の上で、大自然井に囲ま

れながら氷見を一望

14,800円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン【憩-Ikoi-コース】

築99年の古民家カフェ「彦右衛

門」でくつろぐ軽食＆和スイーツ

付プラン

・氷見のカフェ「彦右衛門」とのコラボ企画

・当宿自慢の海鮮会食（一泊二食）に、彦右衛門での軽

食、スイーツ、コーヒー付き

・彦右衛門は、宿泊チェックインまたはチェックアウト日

に利用可

・コーヒーおかわり一杯無料の特典あり

13,700円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン／【彩-Irodori-膳】氷見牛陶

板焼き＋地魚の舟盛プラン

・富山の新鮮な海の幸・山の幸を一泊二食で当宿にて提供

／－夕食一例：お造り、氷見牛、氷見うどん、焼き物、天

麩羅等／－朝食一例：のどぐろ干物、氷見産コシヒカリ、

氷見ととぼちお味噌汁等

12,000円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン／【耀-Kagayaki-膳】富山湾

の宝石・白エビ＋氷見牛＋地魚の

舟盛プラン

・富山の新鮮な海の幸・山の幸を一泊二食で当宿にて提供

／・今が旬の富山の白エビをたっぷり使用したプランです

　－夕食一例：お造り(白エビお造り付)、氷見牛、氷見う

どん、焼き物、白エビの天麩羅等／－朝食一例：のどぐろ

干物、氷見産コシヒカリ、氷見ととぼちお味噌汁等

14,500円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン／【楽-Raku-膳】氷見牛すき

焼き＋地魚の舟盛プラン

・富山の新鮮な海の幸・山の幸を一泊二食で当宿にて提供

／・お肉好きに大好評の、氷見牛をたっぷり使用したすき

焼きコース／－夕食一例：お造り、氷見牛、氷見うどん、

焼き物、天麩羅等／－朝食一例：のどぐろ干物、氷見産コ

シヒカリ、氷見ととぼちお味噌汁等

14,500円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン／【雅-Miyabi-膳】氷見牛ヒ

レステーキ＋地魚の舟盛プラン

・富山の新鮮な海の幸・山の幸を一泊二食で当宿にて提供

／・メインのお肉はワンランク上の氷見牛ヒレステーキを

使用／－夕食一例：お造り、氷見牛、氷見うどん、焼き

物、天麩羅等／－朝食一例：のどぐろ干物、氷見産コシヒ

カリ、氷見ととぼちお味噌汁等

16,500円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン【癒-Relax-コース】／足リ

ンパマッサージ×天然温泉×海鮮

料理のご褒美プラン～至福の時間

～／＜一日一組平日限定＞

・富山の新鮮な海の幸・山の幸を一泊二食で当宿にて提供

／－夕食一例：お造り、氷見牛、氷見うどん、焼き物、天

麩羅等／－朝食一例：のどぐろ干物、氷見産コシヒカリ、

氷見ととぼちお味噌汁等／・当宿スタッフ(エステティ

シャンの資格保有者)による、足のリンパマッサージ付の

プランです

16,500円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン

富山湾の女王・紅ズワイ蟹付プラ

ン

富山の旬を一泊二食で当宿にて提供

－夕食一例：お造り、紅ズワイ蟹、氷見牛、氷見うどん、

焼き物、天麩羅等

－朝食一例：のどぐろ干物、氷見産コシヒカリ、氷見とと

ぼちお味噌汁等　　　　泊料金は当宿で提供する食事代(2

食分)を含みます。

16,500円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン

氷見寒ブリプラン

氷見寒ブリをメインとした食事を当宿にて提供

－夕食一例：ぶりのお造り、ブリしゃぶ、ぶり大根、ぶり

の塩焼き等

－朝食一例：のどぐろ干物、氷見産コシヒカリ、氷見とと

ぼちお味噌汁等　　　　宿泊料金は当宿で提供する食事代

(2食分)を含みます。

16,500円～

和風温泉元湯叶 氷見市阿尾2810 https://www.himi-kanouya.jp/0766-72-2503

https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/
https://www.himi-kanouya.jp/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン

寒ブリ＆紅ズワイ蟹プラン

富山の新鮮な海の幸・山の幸を一泊二食で当宿にて提供

冬の旬・寒ブリと紅ズワイ蟹を提供するプランです。

－夕食一例：お造り、紅ズワイ蟹、ブリしゃぶ、ぶり大

根、ぶりの塩焼き等

－朝食一例：のどぐろ干物、氷見産コシヒカリ、氷見とと

ぼちお味噌汁等　　　　　宿泊料金は当宿で提供する食事

代(2食分)を含みます。

20,000円～

県民割引もっと愉しもう!宿泊プ

ラン

本ズワイ蟹プラン

富山の旬を一泊二食で当宿にて提供

－夕食一例：お造り、本ズワイ蟹のカニ刺し・カニしゃ

ぶ・ゆで蟹等

－朝食一例：のどぐろ干物、氷見産コシヒカリ、氷見とと

ぼちお味噌汁等　　　　宿泊料金は当宿で提供する食事代

(2食分)を含みます。

34,000円～

砺波市

『富山県民限定☆もっと愉しも

う！宿泊プラン』～満喫ランク

アップ会席プラン～

ご夕食　夏の和食会席（一例）：水蛸と彩野菜のさっぱり

和え/鱧葛打ちと温野菜/お造里六種盛り合せ/鱚のメギス

挟み揚げ/鮎うるか焼き/牛肉の冷やし煮物/鰻の釜飯・味

噌汁・香物/季節のデザートの他、「鮑味噌陶板焼き」と

「白海老お造里」の二品追加。他、プランでの宿泊者一人

に1個、オリジナルの「富富富ジェラート」付き

20,000円～

『富山県民限定☆もっと愉しも

う！宿泊プラン』～ゴルフ宿泊

パックプラン～

千羽平ゴルフクラブ（小矢部市）とタイアップした宿泊プ

ランです。ゴルフ場は立山連峰を遙かに望み、眼下に広が

る砺波平野の眺望を楽しみながらラウンドできる丘陵コー

スです。

17,800円～

『富山県民限定☆もっと愉しも

う！宿泊プラン』～飲み放題付き　

ディナーバイキングプラン～

ととまる、お造里（がんど・甘えび）、白えび掻揚、白え

び唐揚、彩り押し寿司（ます寿司）、昆布巻きおにぎり、

ブラックラーメン等。他、プランでの宿泊者一人に1個、

オリジナルの「富富富ジェラート」付き。（8/1～8/22は

期間限定でお魚の解体ショー実施）／※3歳～未就学児

（小学生未満）の添寝のお子様には、お食事代の他に幼児

施設使用料として550円が必要となります。（現地払い）

※別途、入湯税（中学生以上）150円が必要となります。

（現地払い）

12,700円～

『富山県民限定☆もっと愉しも

う！宿泊プラン』～【9月11日

（土）特別開催　限定120名様】

一夜限りの月見会席と保存会の

方々によるおわら風の盆ステージ　

「越中おわらと愉しむ　観月の宴

宿泊プラン」～

特別会席を召し上がっていただきながら、八尾おわら保存

会による「おわら風の盆」ステージの観賞及び感染防止対

策を施した上での踊り方教室と輪踊り（もっと愉しもう宿

泊プランのみ、おわらグッズ付）※3歳～未就学児（小学

生未満）の添寝のお子様には、お食事代の他に幼児施設使

用料として550円が必要となります。（現地払い）※別

途、入湯税（中学生以上）150円が必要となります。（現

地払い）

24,000円～

『富山県民限定☆もっと愉しも

う！宿泊プラン』～満喫ランク

アップ会席プラン～

ご夕食　秋の和食会席（一例）：サーモンのタルタル仕立

てサラダ添え/土瓶蒸し/お造里五種盛り合せ/合鴨ロース

の朴葉味噌焼き/のど黒の柚庵焼き/里芋万十茶碗蒸し/富

山県産こしひかり・味噌汁・香物/季節のデザートの他、

「万葉牛陶板焼き」と「白海老お造里」の二品追加。他、

プランでの宿泊者一人に1個、オリジナルの「富富富ジェ

ラート」付き※3歳～未就学児（小学生未満）の添寝のお

子様には、お食事代の他に幼児施設使用料として550円が

必要となります。（現地払い）※別途、入湯税（中学生以

上）150円が必要となります。（現地払い）

20,000円～

もっと地元で愉しもうオールイン

クルーシブ

地元の食材をふんだんに使ったご夕食とドリンク代金を含

んだプラン（部屋の冷蔵庫含む）／料金はスーペリアツイ

ン週末価格となります。その他ハイグレードなプチスイー

ト、別邸水月あり。

ー

もっと地元で愉しもうドッグフレ

ンドリープラン

地元の食材をふんだんに使ったご夕食とわんこと宿泊体験　

わんこの代金を含んだプラン／わんこ代は小型犬一匹で算

出　中型：＋1,100円

20,000円～

富山の旬の味を満喫しよう

「清流庄川の若鮎の炭火焼き」「砺波特産の大門素麺」

「富山湾のきときと魚の刺身」「富山産牛肉の極上ステー

キ」など富山の旬を満喫できるフルコースです。

12,000円～

おわらの夕べ・となみ野鑑賞会

「越中おわら」と「富山の旬の味」を満喫するプランで

す。三味線、胡弓、太鼓の響きに合わせた哀調の歌声、優

美で情緒漂う男女の踊りを鑑賞し、参加者も交えて輪踊り

を楽しみます。また、清流庄川の鮎、砺波特産の大門素麺

をはじめとした富山名物を盛り込んだ会席料理で夏の夜を

堪能します。／「越中八尾おわら道場」の囃子方、歌、踊

りの計１１人がおわらを披露した後、踊りを指導し、参加

者を交えて輪踊りを行います。／記載料金：2名1室利用／

【4名1室利用】20,350円、【3名1室利用】21,550円、【1

名1室利用】23,950円

22,750円～

鳥越の宿　三楽園 砺波市庄川町金屋839 0763-82-1260 http://www.sanrakuen.com/

【県民割引キャンペーン　～もっ

と愉しもう～】メインは5種のお

刺身盛合せ＆和牛鍋〈三楽園会

席〉庄川遊覧船付

5種のお刺身盛合せ、庄川鮎、五箇山豆腐、庄川遊覧船

（ショートクルーズ）
15,200円～

一泊朝食＋鮎の庄お食事券付 庄川の鮎／鮎の庄でのお食事券3,500円付 14,500円～

【基本会席】地元野菜の前菜と新

湊漁師直送の鮮魚のお造り、牛ス

テーキを含む9品コース

庄川の鮎、新湊漁師直送の鮮魚、地元の季節の野菜 20,900円～

弁天温泉 砺波市庄川町庄若宮88 0763-82-1278 － 富山の懐石料理 富山の食材で手作りの懐石をあじわうことができる。 20,000円～

ホテル寺尾温泉 砺波市井栗谷1513 0763-37-2028 http://terao.more-resort.com/ 富山づくしプラン 地元富山県の季節の食材および名物を盛り込んだプラン 16,000円～

0763-32-2054

砺波市上中野70 0763-82-0257 https://kawakin.jp/

https://suigetsurou.net/

人肌の宿　川金

0763-82-5111 http://shogawaso.jp/

砺波市表町15-16
寛政三年

すいげつろうホテル

和風温泉元湯叶 氷見市阿尾2810 0766-72-2503 https://www.himi-kanouya.jp/

Royal　Hotel　富山砺波 砺波市安川字天皇330 0763-37-2000 https://www.daiwaresort.jp/tonami/index.html

となみ野庄川荘 砺波市庄川町庄4984-1

https://www.daiwaresort.jp/tonami/index.html
https://www.daiwaresort.jp/tonami/index.html
https://www.daiwaresort.jp/tonami/index.html
https://www.daiwaresort.jp/tonami/index.html
https://suigetsurou.net/
http://shogawaso.jp/
http://www.sanrakuen.com/
https://kawakin.jp/
http://terao.more-resort.com/
https://kawakin.jp/
https://suigetsurou.net/
http://shogawaso.jp/
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施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

河本楼 砺波市中央町5-13 076-461-4894 https://www.sharelife-toyama.com/stay/kawamotoro/

「もっと愉しもう！対象」１泊夕

食　料亭覚右衛門仕出しプラン

地産地消を心がける、砺波の老舗料亭覚右衛門の松花堂弁

当が宿内でお召し上がりいただけます。（記載料金：2名1

室）

18,000円～

庄川温泉 

風流味道座敷ゆめつづり
砺波市庄川町金屋3531 0120-82-1253 http://yumetsuzuri.com/

【県民キャンペーン もっと愉し

もう！】特選会席☆レストラン食

プラン

鱧、のどぐろ、白海老など　富山のお酒付き　料理メ

ニューは仕入によって変更する場合があります。ご料金は

予約条件によって変更になるため、ご予約の際にご案内い

たします。

24,200円～

小矢部市

小矢部市

サイクリングターミナル
小矢部市浅地119-9 0766-61-3596 http://pkp-shiteikanri.com/oyabe/ 県民割引プラン メルヘン米、地元海鮮の夕食、地元産、卵の朝食 12,100円～

四季菜 ままやでの夕食付プラン

（ワンドリンク付）☆もっと！富

山観光キャンペーン対象☆

宿から徒歩２分「四季菜 ままや」でのご夕食付プラン

（ワンドリンクサービス）地元で愛されている居酒屋で

ゆっくりとお食事ができます。小上がりもあり小さなお子

様連れのお客様も安心してご利用いただけます。

19,500円～

ビストロマルカッサンでのディ

ナーコース付プラン（ワンドリン

ク付）☆もっと！富山観光キャン

ペーン対象☆

宿から徒歩３分「小さなビストロ Marcassin マルカッサ

ン」で愉しむフレンチ料理、地元の食材を活かしたメルヘ

ン牛のヒレステーキのコースをご堪能頂けます。

21,500円～

もっと愉しもう、富山、旬のお食

事プラン
日本海の魚貝、小矢部市のお米、野菜 14,300円～

もっと愉しもう、おやべ稲葉牛お

食事プラン
おやべ稲葉牛、日本海の魚貝、小矢部市のお米、野菜 17,600円～

もっと愉しもう、庄川鮎お食事プ

ラン
庄川の鮎、日本海の魚貝、小矢部市のお米、野菜 17,050円～

南砺市

Aプラン　地元で泊まろう！南砺

市で無農薬野菜のお土産と織物体

験♪温泉券付！

物体験（がま口orファスナー）100分程、地元の天然温泉

券、無農薬野菜（内容は変更有り。去年は米やトマト、茄

子などが中心）／食事の無いプラン。観光素材Ａは無農薬

野菜詰め合わせ／観光素材Ｂは織物体験（がま口orファス

ナー）。観光素材Cは温泉。移動してもらう車で約１０分

程。

12,000円～

Bプラン　地元で泊まろう！南砺

市で食と無農薬野菜お土産♪織物

体験付！

織物体験70分程(コースター二枚組)、地元のお店お食事券

３５００円分、無農薬野菜（内容は変更有り。去年は米や

トマト、茄子などが中心）／観光素材Ａは無農薬野菜詰め

合わせ（野菜は写真内容と変わる場合があります）観光素

材Ｂは車で５分程。移動して夕食会場まで行く。18時～

19時30分受付。観光素材Cは織物体験。

12,000円～

地元で泊まろう！食と織物体験

キャンペーン

織物体験、ヤギ、無農薬野菜（種類が時期によって取れる

ものが違うので野菜と表記。去年は米やトマト、茄子など

が中心）

12,000円～

とやま観光キャンペーン～もっと

愉しもう！宿泊プラン～夕食付プ

ラン【燻製料理コース＆飲み放題

＋ビストロnomiの朝食ボック

ス】

井波の彫刻工房からいただいた木片（木っ端）を使った燻

製料理など、地元の旬の食材を使ったディナーコースをご

用意します。2時間のドリンク飲み放題付き。（記載料

金：2名1室）※宿泊棟、人数によって料金が異なります。

オプショナルプランを追加して申し込みいただけます（職

人に弟子入りワークショップ10,000円／人　木の道のり自

転車旅15,000円／人）

26,000円～

とやま観光キャンペーン～もっと

愉しもう！宿泊プラン～「ランソ

レイエ」ディナープラン

南砺市にあるミシュラン１つ星フレンチレストラン「ラン

ソレイエ」でのディナーコース付きプラン。宿泊者様用の

ペアリング付き特別ディナーコースをお召し上がりいただ

けます。立野原の旬の野菜を主役に、富山湾の魚介類など

新鮮な食材がシェフの手によって丁寧に、上質な料理に昇

華されテーブルに並びます。※宿泊棟、人数によって料金

が異なります。オプショナルプランを追加してお申し込み

いただけます（職人に弟子入りワークショップ10,000円／

人　木の道のり自転車旅15,000円／人）

41,000円～

とやま観光キャンペーン～もっと

愉しもう！宿泊プラン～お部屋で

愉しむ会席料理プラン

井波の会席料理店「旬菜しふく」の会席コースを、そのま

まお部屋でお召し上がりいただける夕食プランです。旬菜

しふくの手掛ける会席料理には、地元の野菜や魚介類な

ど、旬の食材がふんだんに盛り込まれ、献立が組まれま

す。昆布とかつお出汁の旨みが効いた品々は、食材の持ち

味が生かされ、舌で四季の移ろいが感じられるお料理で

す。お一人様１ドリンク付き。※宿泊棟、人数によって料

金が異なります。オプショナルプランを追加してお申し込

みいただけます（職人に弟子入りワークショップ10,000円

／人　木の道のり自転車旅15,000円／人）

36,000円～

【もっと愉しもう！宿泊プラン】

朝どれ野菜をお部屋にお届け「ロ

グログファーム」の野菜調理セッ

ト

地元農家ログログファームの「朝どれ野菜」をセットにし

てお部屋にお届けします。「旬野菜の盛り合わせ」と「ロ

グログファーム特製 簡単おつまみレシピ」、「レシピの

食材と調味料」、野菜がおいしくなる「ディップソース」

を全部詰め込んでセットにしました。必要な食材や調味料

がそろっているので、すぐにお部屋で料理をお楽しみいた

だけます。お部屋の無料ミニバーでご用意しているお酒を

片手に、クッキングを楽しみましょう。プランには朝食も

含まれます。

16,000円～

越中井波　町屋旅館　

古香里庵
南砺市本町2-23 0763-58-2200 https://inami.kokarian.com/

地元で泊まろう！県民割引キャン

ペーン・もっと愉しもう！「食事

は地産地消」宿泊プラン　お部屋

は2階街側「たいら」

米・昆布締め・大門素麺・冬瓜・豆腐・小松菜・味噌 15,000円～

和美再美石動 柏屋 小矢部市後谷285 0766-24-1957 https://wabisabi-kashiwaya.jp/

Bed and Craft 南砺市本町3-41 0763-77-4138 https://bedandcraft.com/

宮島温泉　滝乃荘 小矢部市名ヶ滝378 0766-67-1122 https://www.takinoso.com/

南砺市福光6224-2 070-4390-3638 https://ito-gh.com/guest house 絲

https://www.sharelife-toyama.com/stay/kawamotoro/
http://yumetsuzuri.com/
http://pkp-shiteikanri.com/oyabe/
https://wabisabi-kashiwaya.jp/
https://www.takinoso.com/
https://www.takinoso.com/
https://ito-gh.com/
https://ito-gh.com/
https://bedandcraft.com/
https://bedandcraft.com/
https://bedandcraft.com/
https://inami.kokarian.com/
https://wabisabi-kashiwaya.jp/
https://bedandcraft.com/
https://www.takinoso.com/
https://ito-gh.com/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

地元で泊まろう！県民割引キャン

ペーン・もっと愉しもう！「食事

は地産地消」宿泊プラン　お部屋

は1階露天風呂付蔵の部屋「いの

くち」

米・昆布締め・大門素麺・冬瓜・豆腐・小松菜・味噌 22,500円～

地元で泊まろう！県民割引キャン

ペーン・もっと愉しもう！「食事

は地産地消」宿泊プラン　お部屋

は2階庭園側「じょうはな」

米・昆布締め・大門素麺・冬瓜・豆腐・小松菜・味噌 15,500円～

地元で泊まろう！県民割引キャン

ペーン・もっと愉しもう！「食事

は地産地消」宿泊プラン　お部屋

は2階「新じょうはな」

米・昆布締め・大門素麺・冬瓜・豆腐・小松菜・味噌 18,000円～

地元で泊まろう！県民割引キャン

ペーン・もっと愉しもう！「食事

は地産地消」宿泊プラン　お部屋

は1階露天風呂付蔵の部屋「利

賀」

米・昆布締め・大門素麺・冬瓜・豆腐・小松菜・味噌 22,500円～

川合田温泉山田家 南砺市川西1535 0763-52-0821 http://www.kawaidaonsen.com/
旬のアユと川魚のプレミアムプラ

ン

ご夕食に旬のアユの塩焼き、南砺名物どじょうの蒲焼、鯉

の洗いや岩魚の昆布〆等夏の料理をお楽しみいただけま

す。

14,000円～

世界遺産合掌造り集落 ガイド付

きプラン

世界遺産菅沼合掌造り集落を説明案内するガイド付プラン

です。案内時間は約１時間。希望の時間を１週間前までに

御予約ください。(記載料金：4名1室利用）

14,200円～

五箇山和紙すき体験付プラン

世界遺産合掌造りの里で五箇山和紙すき体験を楽しみま

しょう。五箇山和紙の里では、はがきを。五箇山和紙漉き

体験館では、和紙マットを作る事ができます。(記載料

金：4名1室利用）

13,900円～

五箇山郷土料理満喫 岩魚骨酒付

プラン

岩魚の塩焼きや、にじますの造り、手打ちそばや五箇山と

うふなど、五箇山郷土料理を満喫。氷見牛とうばん焼きも

食膳に！焼きたての岩魚にアツアツの酒を注いだ岩魚の骨

酒をお楽しみ下さい。(記載料金：4名1室利用）

14,300円～

【富山県民限定　もっと愉しも

う！宿泊プラン対象】★A4ラン

ク和牛×五箇山の幸×地酒三笑楽　

堪能プラン♪

岩魚の塩焼き、山菜の炊合せ、五箇山豆腐、三笑楽のお酒 17,150円～

★A４ランク和牛×五箇山の幸×

地酒三笑楽　堪能プラン♪

岩魚の塩焼き、山菜の炊合せ、五箇山豆腐、三笑楽のお酒

（記載料金：洋室または和室2名～3名/1室での利用　人

数・客室により増減あり）

17,150円～

もっと愉しもう！川側和室宿泊プ

ラン
庄川狭クルーズ 27,000円～

もっと愉しもう！川側和洋室宿泊

プラン
庄川狭クルーズ 30,300円～

利賀そば九種盛りプラン～利賀そ

ばと岩魚と山菜と～

利賀そばを利用した”様々なそば”九種類をご用意致しまし

た。/そばはもちろん”岩魚”や”山菜”といった富山の”山の

幸”をご堪能下さい。ご利用人数やお部屋タイプに関わら

ず、一律料金です。ご予約は２名様より承ります。

12,000円～

～山奥の贅沢な休日を～ぷちス

イートプラン（デラックスツイン

利用1泊2食）

夕食は”岩魚”・”山菜”・”ジビエ肉”・”利賀そば”と富山の”

山の幸”をご堪能ください。／Welcomeドリンクとして、

到着後、お飲み物をお部屋までお持ち致します。／翌日は

ゆっくり12時まで滞在可能です。／人気のデラックスツイ

ン利用にて、いつでも同一料金です(20,000円/1名）／ご

予約は２名様より承ります。

20,000円～

天竺温泉の郷×利賀国際キャンプ

場（1泊3食付き）～お昼は手ぶら

でバーベキュー体験・夜は旅館で

ゆったりプラン～

チェックイン当日昼は利賀国際キャンプ場でバーベキュー

♪キャンプ場D江めいっぱい遊んだ後は、天竺温泉でゆっ

くりお休みください。／※”お肉に野菜、炭にトング”まで

0，すべてご用意しております、本当に手ぶらでお越しく

ださい！／※キャンプ場は10時からチェックイン出来ま

す。／天竺温泉のお部屋は”和室”or”洋室”どちらでもお選

びいただけます。／※【宿泊施設】：天竺温泉の郷　【食

事会場】：天竺温泉の郷、利賀国際キャンプ場

20,000円～

源泉の一軒宿　

ふくみつ華山温泉
南砺市市川西588ｰ1 0763-52-0500 http://www.hanayama-onsen.com/

もっと、地元で泊まろう！！県民

割引キャンペーン！！夕食は創作

懐石プラン

南砺市産コシヒカリ、法野麹店の麹、地元豆腐屋さんの汲

み豆腐、地元農家さんのエディブルフラワー、地元農家さ

んの放し飼いニワトリ卵のだし巻き玉子など　※上記は、

一般部屋の34平ツインルームの2名料金です。日にちや曜

日で料金変動があります。また、お部屋タイプによっても

料金変動します。

16,830円～

庄川峡　長崎温泉　北原荘 南砺市利賀村北原1-17 0763-82-3741 https://www.kitaharasou.com/
のどぐろ塩焼き，ワンドリンク付

プラン
すべて地産地消です 14,350円～

万水閣 南砺市立野原東1525 0763-62-1717 https://www.mansuikaku.com/

もっと愉しもう曳山会館見学・貸

し切り宿泊プラン（一日一組限

定）

万水閣にてお食事宿泊貸し切り　+　城端曳山会館で　ユ

ネスコ無形文化遺産の魅力に触れる。
20,000円～

旅亭　みや川 南砺市福光1376 0763-52-1072 http://ryoteimiyagawa.com/ 富山の幸　満喫ﾌﾟﾗﾝ

富山県で採れた食材・富山湾の魚をふんだんに利用した夕

食・朝食の2食付プランです。料理旅館ならではの味をお

楽しみ頂けます。

12,000円～

国産和牛すき焼きプラン

国産和牛と富山県で採れたたっぷりの野菜、シメには氷見

うどんを味わう、料亭ならではのすき焼きの美味しさ、と

いうことで大変ご好評を頂いている2食付プランです。

16,000円～

富山湾の新鮮★刺身盛り合わせ+

料理長おすすめ旬の逸品プラン

富山湾でとれた新鮮の魚介をふんだんに使った豪華なお刺

身の盛り合わせと料理長がおすすめの旬の食材を使った逸

品を一緒に味わえる夕食がついた2食付のプランです。4名

様の場合は舟盛にさせて頂き見た目にも大変お楽しみ頂け

ます。

20,000円～

0763-58-2200 https://inami.kokarian.com/

五箇山温泉　五箇山荘 南砺市田向333-1

五箇山温泉　赤尾館 南砺市西赤尾町396-1

越中井波　町屋旅館　

古香里庵
南砺市本町2-23

https://www.gokasansou.com/

天竺温泉の郷 南砺市利賀村上百瀬482 0763-68-8400 https://www.tenjiku-onsen.com/

0763-66-2316

https://www.akaokan.com/

旅亭　みや川 南砺市福光1376 0763-52-1072 http://ryoteimiyagawa.com/

大牧温泉観光旅館 南砺市利賀村大牧44 0763-82-0363 http://www.oomaki.jp/

0763-67-3321

https://inami.kokarian.com/
https://inami.kokarian.com/
https://inami.kokarian.com/
http://www.kawaidaonsen.com/
https://www.akaokan.com/
https://www.akaokan.com/
https://www.gokasansou.com/
http://www.oomaki.jp/
https://www.tenjiku-onsen.com/
https://www.tenjiku-onsen.com/
http://www.hanayama-onsen.com/
https://www.kitaharasou.com/
https://www.mansuikaku.com/
http://ryoteimiyagawa.com/
http://ryoteimiyagawa.com/
https://inami.kokarian.com/
https://www.gokasansou.com/
https://www.tenjiku-onsen.com/
https://www.akaokan.com/
http://ryoteimiyagawa.com/
http://www.oomaki.jp/
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里山のオーベルジュ薪の音 南砺市野口140 0763-62-3255 https://makinooto.co.jp/

もっと愉しもう！里山満喫プラン　

南砺Domaine Beau（ドメーヌ・

ボー）のワイン付き

南砺Domaine Beau　醸造ワイン 30,000円～

入善町

割烹旅館　清八楼 下新川郡入善町入膳6265 0765-72-1108 http://www3.nsknet.or.jp/~seihachiro/ もっと入善を愉しもう！
入善産さくらます、深層水の美味しい牡蠣、コシヒカリ、

野菜、吉原のお魚
20,000円～

バーデン明日 下新川郡入善町舟見1677-1 0765-78-2525 http://www.baden-akebi.jp/

【もっと愉しもう！宿泊プラン】

お刺身をお一人様ずつ舟盛でご提

供+入善町「深層水アワビ陶板

焼」付

入善町「深層水アワビ」 18,000円～

黒部市

宇奈月温泉　延対寺荘 黒部市宇奈月温泉53 0765-62-1234 https://www.entaiji.com/

もっと地元で愉しもう！限定プラ

ン／富山湾の白えび＆富山牛ミニ

鉄板焼き＆のどぐろ煮付け付四季

彩り会席プラン

富山湾の白海老造り・のどぐろ煮付けと富山牛付きがつい

た会席プラン
23,650円～

【県民割限定】1泊2食とトロッコ

欅平往復チケット付きプラン

トロッコ電車（欅平往復キップ）／【食事会場】３F食事

処／※お盆期間中はプラス4,400円(税込)となります／※

１名様ご利用は宿泊料金にプラス3,300円(税込)となりま

す

20,500円～

【県民割限定】1泊2食と富山の地

酒飲み放題付プラン

富山の地酒／【食事会場】３F食事処／※お盆期間中はプ

ラス4,400円(税込)となります／※１名様ご利用は宿泊料

金にプラス3,300円(税込)となります

19,800円～

【県民割限定】1泊2食と富山の地

酒ペアリング付プラン

富山の地酒／【食事会場】３F食事処／※お盆期間中はプ

ラス4,400円(税込)となります／※１名様ご利用は宿泊料

金にプラス3,300円(税込)となります

20,900円～

【県民割限定】1泊2食とガイド付

き半日散策ツアー

宇奈月温泉の自然体感／【食事会場】３F食事処／※お盆

期間中はプラス4,400円(税込)となります※／１名様ご利

用は宿泊料金にプラス3,300円(税込)となります／※ガイ

ド付き散策は宿泊日翌日の午前中となります

19,800円～

【県民割限定】1泊2食と富山の地

酒と音楽♪を愉しむ宴

富山の地酒／【食事会場】３F食事処／①お盆期間中は販

売しておりません。

②１名様ご利用は宿泊料金にプラス3,300円(税込)となり

ます。③（8月15日，8月21日，8月28日の特別限定プラ

ン）

19,800円～

もっと富山づくし　スタンダード 梅貝　白海老　氷見牛 22,000円～

もっと富山づくし　特別室利用

（リバービュー）
梅貝　白海老　氷見牛 26,000円～

もっと富山づくし　露天風呂付き

客室
梅貝　白海老　氷見牛 38,000円～

ホテルアクア黒部 黒部市天神新353-1 0765-54-1000 http://www.aqua-kurobe.jp/
1泊2食　もっと愉しもう！熟成黒

部名水ポーク
黒部名水ポークの熟成肉、黒部米 16,000円～

【地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン適用プラン】☆とやま地

産地消☆１泊２食付松コース

・地元漁港で獲れたお造り（夕食時）・県内産味噌を使用

したお味噌汁(朝食時）・黒部米コシヒカリ（夕食・朝食

時）※入湯税別途150円

23,000円～

【地元で泊まろう！県民割引キャ

ンペーン適用プラン】☆とやま地

産地消☆１泊２食付竹コース

地元漁港で獲れたお造り（夕食時）／   県内産味噌を使用

したお味噌汁(朝食時）／黒部米コシヒカリ（夕食・朝食

時）／【食事会場】非個室　※別途入湯税１５０円かかり

ます。

20,000円～

【もっと愉しもう！県民割引専用

プラン】地酒・セレネ美術館入館

券付き「旬彩膳」

黒部峡谷を絵画を通じてお愉しみいただけるセレネ美術館

の入館券がセットになったプランです。ご夕食の際には富

山の食材を用いたスタンダード会席「旬彩膳」とともに館

主おすすめの地酒飲み比べセットをご用意します。（大人

のみ）※お部屋は対峰閣（和室12.5畳）になります　※記

載料金：4名1室　※週末加算2,200円

34,100円～

【もっと愉しもう！県民割引専用

プラン】本館★地酒・セレネ美術

館入館券付き「旬彩膳」

黒部峡谷を絵画を通じてお愉しみいただけるセレネ美術館

の入館券がセットになったプランです。お部屋は本館・和

室11畳になります。ご夕食の際には富山の食材を用いたス

タンダード会席「旬彩膳」とともに館主おすすめの地酒飲

み比べセットをご用意します。（大人のみ）（記載料金：

本館（和室11畳）4名1室　対峰閣は別にプランをご用意

しております。料金は1室あたりの人数により変動しま

す。3名1室＠29,700円　2名1室＠30,800円　休前日は各

＋2,200円）

28,600円～

富山の旬満喫プラン

白エビや氷見牛など富山の旬の食材を豊富に取り揃えた本

プラン特製のご夕食をお楽しみ頂く（記載料金：4名1室）

※禁煙和ベッドルーム(＋2,200円)　※特別室(＋5,500円)

18,700円～

黒部峡谷トロッコチケット付きプ

ラン

黒部峡谷鉄道の北信越デーお得チケットをお付けして黒部

峡谷トロッコ電車にご乗車頂く（記載料金：4名1室）※禁

煙和ベッドルーム(＋2,200円)　※特別室(＋5,500円)

17,600円～

富山の蟹満喫【活き蟹1杯-基本編

-】とろ～り蟹刺し＆濃厚甲羅味

噌焼プラン

(お一部屋3人様利用)

新湊で水揚げされた生きた蟹をメインに富山湾の冬の味覚

の王者蟹を満喫して頂くプラン

3名１室利用、２名１室利用料金は施設にお問い合わせ下

さい。

25,300円～

名剣温泉 黒部市宇奈月町欅平 0765-52-1355 https://meiken-onsen.com/meikensyousai.htm
【もっと愉しもう！対象プラン】

山菜料理と岩魚の骨酒プラン

主に地元で採れた山菜がメインのお料理に加え、

岩魚の骨酒（1合）が付きます。※宿泊日により代金変動

あり

21,050円～

お酒のお宿喜泉 黒部市宇奈月町音澤1387 0765-62-1321 https://www.gkisen.com/

サン柳亭 黒部市宇奈月温泉1397ｰ2 0120-41-8044 http://www.yanagitei.com/

黒部・宇奈月温泉桃源 黒部市宇奈月温泉22-1 0765-62-1131 http://www.h-togen.com/

ホテル黒部 黒部市宇奈月温泉7 0765-62-1331 http://www.hotelkurobe.co.jp/

延楽 黒部市宇奈月温泉347-1 0765-62-1211 https://enraku.com/

https://makinooto.co.jp/
http://www3.nsknet.or.jp/~seihachiro/
http://www.baden-akebi.jp/
https://www.entaiji.com/
https://www.gkisen.com/
https://www.gkisen.com/
https://www.gkisen.com/
https://www.gkisen.com/
http://www.yanagitei.com/
http://www.yanagitei.com/
http://www.aqua-kurobe.jp/
http://www.hotelkurobe.co.jp/
https://enraku.com/
http://www.h-togen.com/
http://www.h-togen.com/
https://meiken-onsen.com/meikensyousai.htm
https://www.gkisen.com/
http://www.yanagitei.com/
http://www.h-togen.com/
http://www.hotelkurobe.co.jp/
https://enraku.com/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

湯快リゾート　

宇奈月グランドホテル
黒部市宇奈月温泉267 0765-62-1112 https://yukai-r.jp/unazuki-gh/

宇奈月グランドホテル黒部峡谷鉄

道セットプラン

日本有数のV字峡谷を縫うように走る小さなトロッコ列

車。春の新緑、夏の清流、秋の紅葉といった四季折々の見

所が満載。いくつもの橋やトンネルを抜けながら大自然を

駆け抜けます。途中には黒薙川（くろなぎがわ）に架かる

高さ60mの後曳（あとびき）橋、鐘釣（かねつり）温泉の

秘湯露天風呂、紅葉の名所として知られる錦繍関（きん

しゅうかん）といった絶景がいっぱい！／「日本三大峡

谷」や「日本の秘境百選」にも選ばれた壮大な自然美を、

往復40.2kmの旅でお楽しみ下さいませ。

13,310円～

魚津市

【県民限定～地元で泊まろう！

もっと愉しもう！～】いけがみ流

日本料理ー竹ー ＆ 観光券付き

日本最古の魚津水族館へ足を運んでいただく（記載料金：

2名1室）※食事コース梅の場合。他「松」・「竹」あり
24,200円～

【県民限定～もっと愉しもう～宿

泊券１０枚対象プラン】いけがみ

流日本料理ー梅ー

女将の実家産コシヒカリ、魚津の郷土料理「ばい飯」、山

崎さんちの鮮魚、

魚政さんちの白海老、魚津産フルーツなどの地産食材が愉

しめます。

24,200円～

魚津マンテンホテル駅前 魚津市釈迦堂1-14-8 0765-25-0100 https://www.manten-hotel.com/uozu/

【地元で泊まろう！もっと愉しも

う対象プラン】朝・夕食（和食

コース）付プラン

和食コースの全メニューに富山県産の食材を使用 12,000円～

もっと愉しもう！県民限定～魚津

の海の幸＆魚津水族館利用券付き

魚津水族館利用券付き（記載料金は最安値を表記しており

ます。人数や部屋タイプにより変動します。）
17,600円～

もっと愉しもう！県民限定～秋の

ご馳走玉手箱！高志の紅ガニ＆の

どぐろ付き

魚津漁港で水揚げされた”高志の紅ガニ”や”のどぐろ”が付

いた富山の素材たっぷりの食事が愉しめる。人数や部屋タ

イプによって料金は上がります。

24,000円～

もっと愉しもう！県民限定～魚津

近海の本ズワイガニのフルコース

付き

魚津近海で水揚げされた”本ズワイガニ”の蟹尽くし料理が

愉しめる（11/19～）人数や部屋タイプによって料金は上

がります。

32,000円～

もっと愉しもう！県民限定～魚津

近海の本ズワイガニのフルコース

付き（蟹増量プラン）

魚津近海で水揚げされた”本ズワイガニ”をたっぷり使用し

た蟹尽くし料理が愉しめる（11/19～）人数や部屋タイプ

によって料金は上がります。

36,000円～

【もっと愉しもう】選んで行ける

【金太郎温泉周辺人気スイーツ引

換券付】プラン

金太郎温泉周辺の人気店のいずれかでスイーツをお楽しみ

いただきます。

『水だんご専門店藤吉』　水だんごパフェ

『くろべ牧場Mooガーデン』　ソフトクリーム

1泊2食　宿泊料金　消費税込み　入湯税別

お部屋タイプおまかせ　2名1室利用時の1名料金が基本料

金(上記宿泊金額)　※部屋タイプ、宿泊日における料金は

施設にお問い合わせ下さい。

18,350円～

【もっと愉しもう】選んで行ける

【魚津のランチ引換券付】プラン

魚津の人気飲食店のいずれかでランチをお楽しみいただき

ます。

『はじめ家』　ラーメン（並）

『海風亭』　海鮮丼

『小政寿司』 　昼定食大盛

『魚津丸食堂』　バイ飯定食

1泊2食　宿泊料金　消費税込み　入湯税別

お部屋タイプおまかせ　2名1室利用時の1名料金が基本料

金(上記宿泊金額)　※部屋タイプ、宿泊日における料金は

施設にお問い合わせ下さい。

18,700円～

【もっと愉しもう】選んで行ける

【魚津の観光地入館引換券付】プ

ラン

魚津の「魚津埋没林博物館」または「魚津水族館」を選択

して観光していただくプランです。1泊2食　宿泊料金　消

費税込み　入湯税別お部屋タイプおまかせ　2名1室利用時

の1名料金が基本料金(上記宿泊金額)　※部屋タイプ、宿

泊日における料金は施設にお問い合わせ下さい。

18,500円～

【もっと愉しもう】

日本海側最大級の大観覧車がそび

えるミラージュランド【のりもの

券１５枚相当付】プラン

富山県唯一の遊園地【ミラージュランド】で愉しめるのり

もの券付きプランです。1泊2食　宿泊料金　消費税込み　

入湯税別宿泊料金　消費税込み　入湯税別お部屋タイプお

まかせ　2名1室利用時の1名料金が基本料金(上記宿泊金

額)　※部屋タイプ、宿泊日における料金は施設にお問い

合わせ下さい。

19,500円～

http://www.niemonya.com/

お宿いけがみ 魚津市北山684 0765-33-9321 https://ikegamiryokan.jp/

北山鉱泉元祖仁右衛門家 魚津市北山702 0765-33-9222

金太郎温泉 魚津市天神野新6000 0765-24-1220 https://www.kintarouonsen.co.jp/

https://yukai-r.jp/unazuki-gh/
https://ikegamiryokan.jp/
https://www.manten-hotel.com/uozu/
http://www.niemonya.com/
http://www.niemonya.com/
http://www.niemonya.com/
https://www.kintarouonsen.co.jp/
https://www.kintarouonsen.co.jp/
https://www.kintarouonsen.co.jp/
http://www.niemonya.com/
https://ikegamiryokan.jp/
https://www.kintarouonsen.co.jp/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

金太郎温泉 魚津市天神野新6000 0765-24-1220 https://www.kintarouonsen.co.jp/

【もっと愉しもう】金太郎温泉人

気No.1！季節の海幸会席を愉しむ

プラン　うれしいお土産令和3年

産富富富付

金太郎温泉で温泉と人気No.1の季節の海幸会席を愉しみ

ご旅行後も地元のブランド米【令和3年産富富富】を愉し

めるプランです。

宿泊料金　消費税込み　入湯税別

1泊2食　宿泊料金　消費税込み　入湯税別

お部屋タイプおまかせ　2名1室利用時の1名料金が基本料

金(上記宿泊金額)

・第2別館和室　‐1,500円(平日)　-400円(休日)

・標準客室和室　‐400円(平日)　+4,000円(休日)

・標準客室和室ベッドタイプ　+1,800円(平日)　+6,200円

(休日)

・標準客室和洋室　＋2,900円(平日)　+7,300円(休日)

・峰の界和モダン和室ベッドタイプ　＋6,200円(平日)　

+10,600円(休日)

・峰の界レインシャワー付き和モダン和洋室　＋6,200円

(平日)　+10,600円(休日)

・峰の界露天風呂付和モダン和洋室　＋9,500円(平日)　

＋15,000円(休日)

・峰の界露天風呂付スイートルーム　＋13,900円(平日)　

＋19,400円(休日)

・峰の界特別室　＋13,900円(平日)　＋19,400円(休日)　

　

3名1室の場合、上記料金　‐1,100円　　4名1室の場合、

上記料金　‐2,200円

週末等の料金については当館で定める料金カレンダーによ

り変動する。

休前日や繁忙期（平日含む場合あり）、特別期間は　＋

2,200円～7,700円

18,000円～

滑川市

海老よし 滑川市田中町200-1 076-475-0356 －
富山湾のお魚とクルージングで富

山満喫プラン
魚・米・野菜 12,200円～

海老源 滑川市上小泉2155 076-475-5656 https://www.ebigen.jp/

“もっと愉しもう県民割引特別プ

ラン”宿泊と富山湾の白海老フル

コース

ご夕食に白海老のフルコース 13,200円～

滑川市東福寺野自然公園

ＳＬハウス
滑川市東福寺野字不水掛41 076-474-1141 https://bunspo-namerikawa.jp/nature

「もっと愉しもう！宿泊プラン」

東福寺野自然公園SLハウス宿泊

バーベキュー付プラン

東福寺野自然公園SLハウス宿泊に際し、公園内でバーベ

キューを楽しめるプラン（公園入園料含む）
16,000円～

朝日町

【スタンダードプラン】地元で泊

まろう！県民割り引きキャンペー

ン～もっと愉しもう！おがわ基本

会席と１６１７年開湯の霊泉に浸

かる。

富山の地元食材白エビのかき揚げ、また釜飯は白エビ入り

の釜飯となっております。
22,000円～

【料理長こだわり会席プラン　輝 

】地元で泊まろう！県民割り引き

キャンペーン～もっと愉しもう！

贅沢な休日に。料理長厳選の素材

を使用したアップグレード会席プ

ラン

富山の地元食材白エビのかき揚げ、富山ポークの豚の角

煮、のどぐろのしゃぶしゃぶ、柳八目の塩焼き　一例にな

りますが、その日毎に料理長が地元食材を使ったメニュー

を考案いたします。

27,500円～

【特選会席プラン　彩】地元で泊

まろう！県民割り引きキャンペー

ン～もっと愉しもう！おがわ基本

会席からワンランクアップの会席

プラン

富山の地元食材白エビのかき揚げ、また釜飯は白エビ入り

の釜飯となっております。酢の物は白エビ酢漬け、お造り

は西梅貝の姿盛り付き。

24,200円～

活本ズワイ蟹フルコース会席プラ

ン

カニ好きにはたまらない、カニ料理がたっぷり５種のフル

コース会席プラン♪

館内の水槽で、調理する直前まで生かした活本ズワイガニ

を、余すところなく味わえます！※料理メニューは仕入れ

によって変更する場合がございます。

33,000円～

城山荘 下新川郡朝日町横尾965-7 0765-82-0280 －

朝日町で、もっと愉しもう！富山

県民割引【フリードリンク付】プ

ラン

地元の食材と地酒で愉しむ特別プラン　お米は地元米（契

約農家から直接仕入）、地酒（林、千代鶴、勝駒、他）　

地元（朝日町）名物のたら汁、富山湾で獲れた魚介類の刺

身等（記載料金：一般客室　※新室の場合は700円追加）

12,000円～

料理旅館　有磯 下新川郡朝日町宮崎3239-1 0765-82-0768 https://www.asahimachi.com/ariiso/

≪冬季限定≫【かにフルコース】

日本海水揚げのカニを堪能。海の

幸が盛りだくさん♪

【期間】2021年11月20日～2022年02月28日

～冬季限定カニフルコース～やっぱり『かに』を楽しみた

い♪

日本海の荒波の中で育ったズワイガニ。この冬は鮮度抜群

のフルコースをお楽しみください。お食事はかにづくしの

メニューがずらりと並びます。自慢のベニズワイガニは、

新鮮なままゆで、1杯まるごと味わっていただけます！

海の幸山の幸盛りだくさん自然豊かな朝日町。都会の喧騒

を離れ、海の景色に心癒されるひとときをお過ごしくださ

い。

≪お子様のお食事について≫

・小学生のお料理に珍味は付きません。またゆでガニは半

杯となります。

・幼児のお子様にはお子様ランチをご用意いたします。

ご予約日は、ご宿泊の1週間前にお願いいたします。

ご予約人数は、2名様から承ります。

13,000円～

料理旅館　紋左 下新川郡朝日町沼保1184 0765-82-0011 － 自然豊かな朝日町で愉しもう 富山湾の新鮮な魚介類ヒスイ拾い 20,000円～

ホテルおがわ 下新川郡朝日町湯ノ瀬1 0765-84-8111 https://www.ogawaonsen.co.jp/

https://www.kintarouonsen.co.jp/
https://www.ebigen.jp/
https://bunspo-namerikawa.jp/nature
https://www.ogawaonsen.co.jp/
https://www.ogawaonsen.co.jp/
https://www.ogawaonsen.co.jp/
https://www.asahimachi.com/ariiso/
https://www.ogawaonsen.co.jp/


施設名 住所 TEL ホームページ プラン名 プラン内容 金額

上市町

地元で泊まろう「もっと愉しも

う、県産食材ふんだんに盛り込ん

だ会席料理」

富山湾近海の「舟盛り」「白海老」、富山県産「牛ももス

テーキ」露天風呂付客室
27,500円～

地元で泊まろう「もっと愉しも

う、県産食材ふんだんに盛り込ん

だ会席料理」

富山湾近海の「舟盛り」「白海老」、富山県産「牛ももス

テーキ」通常客室
23,100円～

立山町

グリーンビュー立山 中新川郡立山町千寿ケ原 076-482-1716 https://www.greenview-t.com/
グリーンビュー立山より　地元の

食の幸おもてなしプラン

グリーンビュー立山厳選の富山食材を夕食に、富山逸品を

お土産で提供するプラン／A.富山県特選食材を提供する食

事(夕食）／A５級和牛（氷見牛）と富山海老(キジ海老・

白海老・ボタン海老・甘海老お刺身)の食べ比べをメイン

とし、ビタミン・ミネラル豊富な夏野菜と共に提供するヘ

ルシーな会席料理。　その他富山食材：氷見うどん・富山

県産コシヒカリ／B.地元の食の一品の取り寄せサービス／　

以下の3品を試飲、試食コーナーを設けて、お好みの1品を

を提供／※立山和洋菓子ながかわ…立山とうふ。厳選した

有機丸大豆100％の無調整豆乳を使用。栄養価が高く、良

質のたんぱく質・ビタミン・ミネラル・GABAを多く含ん

でいる。／※皇国晴酒造…幻の瀧 柚子スパークリング／ 

shushu・吟醸生貯蔵酒 幻の瀧／日本の名水百選に選ばれ

た「黒部川扇状地湧水群」の湧水を使って醸造。／※ブ

ルーベリーファーム月岡…ブルーベリージャム。富山市月

岡で作られた完熟ブルーベリーだけを贅沢に使用した手造

りジャム。

20,000円～

陶芸体験であなただけの「器」づ

くり宿泊プラン
陶芸手ひねり体験 14,100円～

もっと愉しもう　料理長厳選「会

席」コース

立山町四谷尾産コシヒカリ・立山町産みそ・立山ポーク使

用
12,800円～

【地元でもっと愉しもう！富山県

民プラン】とやまの山の幸と海の

幸を満喫～白海老から揚げ付きプ

ラン

宿泊（１泊２食付）に夕食「富山湾の宝石・白海老のから

揚げ」を大人おひとり様につき１皿追加。／【食事会場】

和食堂たてやま／※記載料金はBタイプ客室・4名1室利用

の料金です。他のタイプの客室（A,Cタイプのほか特別

室、スイートルームがあります）について、3名以下の利

用について、子供料金についてはお問い合わせください

27,940円～

【地元でもっと愉しもう！富山県

民プラン】ガイドツアー付きプラ

ン～立山めぐり・室堂エリア～

宿泊（１泊２食付）に室堂エリアのガイドツアーがセット

になったプランです。ガイドツアーは、「立山霊山とみく

りが池コース」・「室堂山コース」・「室堂～天狗平コー

ス」の中からお選びいただけます。／【体験会場】室堂周

辺／※記載料金はBタイプ客室・4名1室利用の料金です。

他のタイプの客室（A,Cタイプのほか特別室、スイート

ルームがあります）について、3名以下の利用について、

子供料金についてはお問い合わせください

33,900円～

【地元でもっと愉しもう！富山県

民プラン】ガイドツアー付きプラ

ン～立山めぐり・弥陀ヶ原エリア

～

宿泊（１泊２食付）に弥陀ヶ原エリアのガイドツアーが

セットになったプランです。／【体験会場】弥陀ヶ原周辺

／※記載料金はBタイプ客室・4名1室利用の料金です。他

のタイプの客室（A,Cタイプのほか特別室、スイートルー

ムがあります）について、3名以下の利用について、子供

料金についてはお問い合わせください

33,900円～

【地元でもっと愉しもう！富山県

民プラン】ガイドツアー付きプラ

ン～立山めぐり・美女平エリア～

宿泊（１泊２食付）に美女平エリアのガイドツアーがセッ

トになったプランです。／【体験箇所】美女平周／※記載

料金はBタイプ客室・4名1室利用の料金です。他のタイプ

の客室（A,Cタイプのほか特別室、スイートルームがあり

ます）について、3名以下の利用について、子供料金につ

いてはお問い合わせください

33,900円～

みくりが池温泉 中新川郡立山町室堂平 076-463-1441 http://www.mikuri.com/index.html
地酒満喫プラン-利き酒と自家製

蛍烏賊の沖漬け-

立山・苗加屋・満寿泉の三種の地酒の利き酒

自家製蛍烏賊の沖漬け
12,150円～

ホテル立山 中新川郡立山町芦峅寺室堂 076-463-3345 https://h-tateyama.alpen-route.co.jp/about/

とやま健康の森　

グリーンパーク吉峰　

よしみねハイツ

中新川郡立山町吉峰野開12 076-483-2828 https://www.yoshimine.or.jp/

つるぎ恋月 中新川郡上市町湯上野1 076-472-6333 https://www.tsurugi-koizuki.com/

https://www.tsurugi-koizuki.com/
https://www.greenview-t.com/
https://www.yoshimine.or.jp/
https://h-tateyama.alpen-route.co.jp/about/
https://h-tateyama.alpen-route.co.jp/about/
https://h-tateyama.alpen-route.co.jp/about/
http://www.mikuri.com/index.html
https://h-tateyama.alpen-route.co.jp/about/
https://www.yoshimine.or.jp/
https://www.tsurugi-koizuki.com/

