
対象施設一覧

・飲食

施設名 住所 電話番号

魚政亭 小矢部市津沢436 0766-61-2056

小川屋 小矢部市本町5-1 0766-67-0554

大すぎ 小矢部市小矢部町1-11 0766-67-3105

カレーショップJINJIN 小矢部市後谷716 0766-67-6972

喫茶　ふうしゃ 小矢部市今石動町2-7-33 0766-54-6211

総合宴会場　ばんば 小矢部市中央町4-15 0766-68-1234

フィレンツェクラブ 小矢部市鷲島10 0766-68-4082

松坂家 小矢部市石動13-17 0766-67-0319

ペコット！ 小矢部市石動町1-35 0766-67-5150

Tea&Bar 小矢部市本町1167 0766-68-1230

美よし 小矢部市石動町13-21 0120-67-0696

おかむら 小矢部市綾子512-1 0766-68-1424

やぶ 小矢部市和泉町7-28 0766-67-0634

おやたま食堂 小矢部市平桜6082 0766-69-7123

柚子 小矢部市綾子3968 0766-67-6755

フルーツパーラー源平 小矢部市石動町10-39 0766-67-3223

R.CAFE 小矢部市中央町7-24 0766-67-1185



・特産品、お土産、その他

施設名 住所 電話番号

おせんべい処かなや 小矢部市石動町10-10 0766-33-5112

菓子工房　西村屋 小矢部市中央町8-17 0766-67-0017

お菓子処　はとや 小矢部市綾子517-1 0766-67-0463

若林屋総本家 小矢部市泉町13－10 0766-67-0408

薄氷本舗五郎丸屋 小矢部市中央町5-5 0766-67-0039

沼田製粉 株式会社 小矢部市津沢372 0766-61-2025

旭醤油味噌 株式会社 小矢部市水島863 0766-61-2014

杉野味噌醤油 株式会社 小矢部市中央町1-25 0766-67-0111

畑醸造 株式会社 小矢部市浅地800 0766-61-2111

メルヘン工房田中園芸 小矢部市北一327-2 0766-69-8924

松永うの花農園  小矢部市松永2038-2 0766-68-1754

株式会社宇川農産 小矢部市胡麻島203 0766-61-2532

きばや食品 小矢部市石動町6-6 0766-67-0410

坪の屋 小矢部市石動町3-10 0766-67-0224

白川栄養食品 小矢部市石動町1-30 0766-67-1261

道の駅メルヘンおやべ 小矢部市桜町1535-1 0766-68-3811

U-project株式会社 小矢部市西福町6-10 0766-73-6231

有限会社中田酒販 小矢部市本町7-7 0766-67-0344

川原茶店 小矢部市中央町6-6 0766-67-0942

まごま蒲鉾店 小矢部市中央町6-13 0766-67-0464

有限会社やしま呉服店  小矢部市岡360 0766-67-5298

新明写真館 小矢部市西福町3-15 0766-67-0027

クロスランドおやべ 小矢部市鷲島10 0766-68-0932

ゴルフ倶楽部ゴールドウイン 小矢部市興法寺1 0766-61-3000

千羽平ゴルフクラブ 小矢部市蓑輪千羽山24 0766-61-4341

天然温泉風の森 小矢部市西中野1086-1 0766-92-2626

津沢あんどんふれあい会館 小矢部市岩武921 0766-61-3531



飲食・料亭 ☎0766-61-2056 飲食・料亭 ☎0766-67-0554

魚政亭 津沢436 小川屋 本町5-1
大正ロマンの風情が香る うなぎ定食が看板メニュー

メニュー メニュー
懐石料理 和食・うなぎ
ランチあり ランチあり
価格　￥3,200～ 価格　￥1,800～
定休日　不定休 (トンカツ定食）

定休日　不定休

飲食・料亭 ☎0766-67-3105 飲食・料亭 ☎0766-67-6972

大すぎ 小矢部町1-11 カレーショップJINJIN 後谷716
落ち着いた雰囲気で味わうお酒 名物マスターのいるお店

メニュー メニュー
和食・居酒屋 洋食・喫茶
新鮮なお刺身が味わ ランチあり
えるお店です。 価格　￥630～
定休日　不定休 定休日　無休

月曜15時終了

喫茶 ☎0766-54-6211 飲食・料亭 ☎0766-68-1234

ふうしゃ 今石動町2丁目7-33 総合宴会場ばんば 中央町4-15
野菜の味が凝縮！絶品カレー 宴会から法要まで

メニュー メニュー
洋食・喫茶 寿司・割烹・仕出し
ケーキセット ランチあり
価格　￥600～ 価格　￥2,000～
定休日　水・日・祝 定休日　無休

飲食・料亭 ☎0766-68-4082 飲食・料亭 ☎0766-67-0319

フィレンツェクラブ 鷲島10 松坂屋 石動13-17
イタリア人シェフの本格的なお店 富山のお魚を味わえます

メニュー メニュー
イタリア料理 割烹
ランチあり ランチなし
価格　￥1080～ 価格　￥3,000～
定休日　水曜 定休日　日曜

飲食・料亭 ☎0766-67-5150 飲食・料亭 ☎0766-68-1230

ペコット 石動町1-35 Tea&Bar 本町1167
楽しい雑貨も売ってます ウッディな落ち着いた雰囲気

メニュー メニュー
和食・お菓子 和食・洋食・喫茶
ランチあり ランチあり
価格　￥1000～ 価格　￥650～
定休日　木・日曜 定休日　月曜



飲食・料亭 ☎0120-67-0696 飲食・料亭 ☎0766-68-1424

料亭美よし/旬菜酒楽 美よし 石動町13-21 おかむら 綾子512-1
創業60年、地元の味 元気な女将がお出迎え

懐石料理・一品料理 メニュー
ランチ要予約 割烹・一品料理
テイクアウト可能 ランチなし
価格　￥1,500～ 価格　￥1,000～
定休日　月曜 定休日　日曜

飲食・料亭 ☎0766-67-0634 飲食・料亭 ☎0766-69-7123

やぶ 泉町7-28 おやたま食堂 平桜6082
サクサクあつあつな天ぷらが絶品 究極の卵かけごはん&ホワイトラーメン

メニュー メニュー
うどん・そば・定食 卵かけごはん・ﾗｰﾒﾝ
ランチあり ランチあり
価格　￥600～ 価格　￥550～
定休日　第2.4木曜 定休日　月曜日

飲食・料亭 ☎0766-67-6755 飲食・料亭 ☎0766-67-3223

柚子 綾子3968 フルーツパーラー源平 石動町10-39
季節の旬の味を提供 昔懐かしいミルクセーキ

メニュー メニュー
割烹・一品料理 洋食・喫茶店
ランチなし ランチあり
価格　￥2,000～ 価格　￥600～
定休日　月曜 定休日　不定休

喫茶 ☎0766-67-1185

R.CAFE 中央町7-24
日替わりランチとこだわりコーヒー

メニュー
洋食・喫茶
ランチあり
価格　￥850～
定休日　日・月

(定休日でも予約があれば営業いたします。）



お菓子 ☎0766-68-0914 お菓子 ☎0766-67-0017

おせんべい処かなや 石動町10-10 菓子工房　西村屋 中央町8-17
昔懐かしい味わい 120種類もの手作りお菓子

販売品 販売品
源平柴舟 洋菓子全般
メルヘンせんべい ケーキ、焼き菓子
縄文せんべい
定休日　不定休 定休日　無休

お菓子 ☎0766-67-0463 お菓子 ☎0766-67-0408

はとや（本店） 綾子5630 若林屋総本家(本店/駅前店) 泉町13-10/石動町13-19

上質な和菓子を販売 地元に愛される老舗菓子店
販売品 販売品
和菓子全般 和菓子・洋菓子
こんぶ餅 生きんつば
いちご大福
定休日　無休 定休日　無休

お菓子 ☎0766-67-0039

薄氷本舗　五郎丸屋 中央町5-5
観光庁に認められた究極のお土産

販売品
和菓子
干菓子

定休日　月曜



特産品・その他 ☎0766-61-2025 特産品・その他 ☎0766-61-2014

沼田製粉 津沢372 旭醤油味噌 水島863
大地の豊かさそのままに 日本の風味を活かして90年

販売品 販売品
小麦粉・そば粉 醤油・味噌
そうめん 氷見うどん
ギフトあり 工場内見学可
定休日　土日祝 定休日　土・日曜

特産品・その他 ☎0766-67-0111 特産品・その他 ☎0766-61-2111
杉野味噌醤油 中央町1-25 畑醸造 浅地800
地元に愛されるカンロ醤油 レンガ造りの麹室で仕込む限定醤油

販売品 販売品
醤油・味噌 醤油・味噌
香りだし ドレッシング
ギフトあり 蔵見学可
定休日　土・日曜 定休日　年末年始

特産品・その他 ☎0766-69-8924 特産品・その他 ☎0766-68-1753
メルヘン工房(田中園芸) 北一327-2 松永うの花農園 松永634
上質なバラを栽培・販売 夏の日差しをたっぷり浴びた甘いりんご

販売品 販売品
バラ・ポプリ りんご・ジュース
ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ クッキー・ジャム
小矢部産ｺｼﾋｶﾘ ケーキなど
定休日　不定休 定休日　不定休

特産品・その他 ☎00766-61-2532 特産品・その他 ☎0766-67-0410
株式会社宇川農産 胡麻島203 きばや食品 石動町6-6
小矢部産イチゴはいかが？ ゆっくり熟成した自慢の一品

販売品 販売品
「紅ほっぺ」 にしんの糀漬け
「やよいひめ」

定休日　不定休 定休日　不定休

特産品・その他 ☎0766-67-5298 特産品・その他 ☎0766-67-1261
坪の屋 岡360 白川栄養食品 石動町1
美味しいうなぎを食べるなら 手作り惣菜のお店

販売品 販売品
うなぎ蒲焼き コロッケ
さばみそ煮 メンチカツ
仕出し弁当 サラダ
定休日　不定休 定休日　日・祝



特産品・その他 ☎0766-68-3811 特産品・その他 ☎0766-73-6231
道の駅メルヘンおやべ 桜町1535-1 U-Project株式会社 西福町6-10
小矢部市の特産品が勢揃い メルギューくんグッツを取扱い

農産物 販売品
お土産品 ぬいぐるみ

ステーショナリー

定休日　無休 定休日　土日祝

特産品・その他 ☎0766-67-0344 特産品・その他 ☎0766-67-0942
中田酒販 本町7-7 川原茶店 中央町6-6
お気に入りのお酒をお探し こだわりの茶葉を探しませんか

販売品 販売品
アルコール類 お茶

茶道具

定休日　土日祝 定休日　水曜

特産品・その他 ☎0766-67-0464 特産品・その他 ☎0766-67-5298
まごま蒲鉾店 中央町6-13 やしま呉服店 岡360
名物どじょうの蒲焼はここ！ 運命の着物と出会う場所

販売品 販売品
かまぼこ各種 ふりそで・きもの
おでん種 フォーマルスーツ
どじょう蒲焼
定休日　不定休 定休日　水曜



写真 ☎0766-67-0027 文化施設 ☎0766-68-0932

ｼﾝﾒｲ写真館 西福町3-15 ｸﾛｽﾗﾝﾄﾞおやべ 鷲島10
誕生から白寿まで人生記録のお手伝い 家族で楽しめるスポット

写真プリント 定休日　水曜日
写真撮影・現像 施設
ビデオ復元 展望タワー

ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁﾐｭｰｼﾞｱﾑ
定休日　無休 おもしろ自転車

パターゴルフ

遊戯施設 ☎0766-61-3000 遊戯施設 ☎0766-61-3000
ゴルフ倶楽部ｺﾞｰﾙﾄﾞウィン 興法寺1 千羽平ゴルフクラブ 興法寺1
あなたの私的迎賓館 大自然のグリーンフィールド

定休日　不定休 定休日　不定休
平日　￥7,720～ 平日　￥6,910～
休日　￥12,970～ 休日　￥10,050～
レストラン・浴室 レストラン・浴室
必ずご予約下さい 必ずご予約下さい

入浴施設 ☎0766-92-2626 文化施設 ☎0766-61-3531
天然温泉風の森 西中野1086-1 津沢あんどんふれあい会館 岩武921
小矢部に沸いた大地の恵み 夜高行燈の魅力体感

無休 月曜定休
大人入浴料 ￥950
子供入浴料　￥750 あんどん展示室
各種浴槽、岩盤浴 体験室

レストラン有り 行燈絵付け体験あり


