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http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

富山湾鮨  
  

「天然の生け簀」富山湾から揚がる旬の魚介をネタにした「富山湾鮨」。1 セット 10 貫で、ネタの全てが富山湾の新鮮な海

の幸。シャリは米どころ富山県が誇るおいしい県産米。富山らしい汁物付きで、価格は 2,000 円～3,850 円(税込)。富山な

らではの天然・新鮮な極上寿司が、富山を訪れた人々をもてなします。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
富山湾鮨公式サイト 
http://www.toyamawan-sushi.jp/ 

お問合せ【公益社団法人とやま観光推進機構】 

電話番号:076-441-7722 

ホームページ:http://www.toyamawan-sushi.jp/ 

 

新湊漁港の昼セリ  
  

新湊漁港セリ場では、目の前の海で獲れた新鮮な魚介類のセリを、早朝だけではなく 12時 30 分からも行っています。9 月

から 5 月までは、絨毯のように並べられたベニズワイガニのセリを見学することが出来ます。見学には事前の予約が必要で

すので、詳細についてはお問い合わせください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒934-0025富山県射水市八幡町 1－1100  

アクセス 

ツアー:係留バース（万葉岸壁）より車で 20分(約 7km) 

    係留バース（海王岸壁）より車で 4分（約 1km） 

個人:電車(万葉線)「東新湊駅」下車 徒歩 5分 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
25台 

関連リンク 
新湊きっときと市場 
http://kittokito-ichiba.co.jp/ 

お問合せ【新湊きっときと市場】 

電話番号:0766-84-1233 

ホームページ:http://kittokito-ichiba.co.jp/ 

 

世界遺産五箇山合掌造り集落  
  

相倉集落、菅沼集落は岐阜県の白川郷と一緒に 1995 年に世界文化遺産に登録され、今も人々の生活が営まれています。「合

掌造り」は古くは日本の民家に広く使われた様式で、茅葺（カヤブキ）の屋根の形が（手を合わせた）合掌の形に似ている

ことから名付けられました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒939-1914富山県南砺市上梨 754  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 60分(約 60ｋｍ) 

個人:係留バースより車で約 60分(約 60ｋｍ) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

菅沼・相倉 各 4台 

関連リンク 
五箇山観光協会 
http://www.gokayama-info.jp/ 

お問合せ【五箇山観光協会】 

電話番号:0763-66-2468 l メールアドレス:info@gokayama-info.jp 

ホームページ:http://www.gokayama-info.jp/ 

http://www.toyamawan-sushi.jp/
http://www.toyamawan-sushi.jp/
http://kittokito-ichiba.co.jp/
http://kittokito-ichiba.co.jp/
http://www.gokayama-info.jp/
mailto:info@gokayama-info.jp
http://www.gokayama-info.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@36.7813796,137.1000407,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.4102998,136.9305244,17z
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黒部峡谷鉄道  
  

日本一深い峡谷をトロッコ電車で訪ねることができます。宇奈月から欅平まで 20ｋｍの沿線は手つかずの秘境の大自然の

美しさで彩られ、皆様を優しくお迎えいたします。また、鐘釣温泉・黒薙温泉などの自然と一体となった素朴な温泉もあり、

心と体を癒してくれます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒938-0293富山県黒部市黒部峡谷口 11番地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 90 分(約 50ｋｍ) 

個人:電車で富山地方鉄道宇奈月温泉駅下車すぐ 

季節 4月下旬～11月下旬 
観光バス 
駐車台数 

30台 

関連リンク  

お問合せ【黒部峡谷鉄道】 

電話番号:0765-62-1011 

ホームページ:http://www.kurotetu.co.jp/ 

 

国宝瑞龍寺  
  

加賀前田家２代当主であり、高岡の開祖でもある前田利長公の菩提寺として、３代利常公が建立しました。総門から、山門、

仏殿、法堂を一直線に配列し、禅堂と大庫裏を左右対称に配置するとともに回廊で取り囲むといった典型的な禅宗寺院建築

の伽藍配置を持ちます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒933-0863富山県高岡市関本町 35  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 25分(約 10km) 

個人:バス又は電車（万葉線）で高岡駅下車 徒歩 10分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

13台 

関連リンク 
瑞龍寺ホームページ 
http://www.zuiryuji.jp/ 

お問合せ【高岡山 瑞龍寺】 

電話番号:0766-22-0179 

ホームページ:http://www.zuiryuji.jp/ 

重要文化財勝興寺  
  

中世に起源を持ち、近世以降は真宗王国越中における代表的寺院としての役割を果たしてきました。現在、本堂はじめ大広

間、書院など、伽藍を構成する 12 棟すべての建造物が重要文化財に指定されています。また、1998 年から 20 年余りに渡

る「平成の大修理」を経て、江戸後期の壮麗な伽藍が現代に甦っています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒933-0112富山県高岡市伏木古国府 17番 1号  

アクセス 
個人：係留バース(万葉岸壁)より徒歩 25分(約 2km) 

係留バース（海王岸壁）より車約 15分（約 9km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

4台 

関連リンク 
勝興寺 
http://www.shoukouji.jp/ 

お問合せ【雲龍山 勝興寺】 

電話番号:0766-44-0037 

ホームページ:http://www.shoukouji.jp/ 

 

http://www.kurotetu.co.jp/
http://www.zuiryuji.jp/
http://www.zuiryuji.jp/
http://www.shoukouji.jp/
http://www.shoukouji.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@36.8149533,137.5856271,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.7355995,137.0105027,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.7928153,137.0539329,17z
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 能作  
  

高岡で 400 年にわたって育まれてきた鋳造作業の工程を現場で解説を聞きながら見学できます。伝統の技法で錫の鋳物製

作体験ができる体験工房や、実際に能作の器を使って飲食を楽しめるカフェを併設しています。また、販売スペースでは他

では手に入らない限定品を購入する事もできます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒939-1119 富山県高岡市オフィスパーク 8-1   

アクセス 
ツアー：係留バースより車 30分（約 18km） 

個人：係留バースより車 30分(約 18km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

2台 

関連リンク 
能作 
http://www.nousaku.co.jp/ 
 

お問合せ【能作】 

電話番号: 0766-63-0001 

ホームページ: http://www.nousaku.co.jp/ 

新湊大橋・海王丸パーク  
  

新湊大橋は、日本海側最大級の斜張橋で、晴れた日には、日本海や立山連峰などが一望できます。歩行者用の道路「あいの

風プロムナード」も整備されています。 

「海の貴婦人」海王丸を中心に広がる海王丸パークは、人びとが集い、憩う、素敵なベイエリアです。さわやかな潮風をう

けながら、海のロマンを満喫してください。 

  
 

 

 

所在地・開催地 〒934-0023富山県射水市海王町 8番地  

アクセス 
ツアー:係留バース(万葉岸壁)より車で 20 分(約 7km) 

個人:電車（万葉線）「海王丸駅」下車徒歩 5 分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

約 150台 

関連リンク 
海王丸パーク 
http://www.kaiwomaru.jp/ 

お問合せ【公益財団法人伏木富山港・海王丸財団】 

電話番号:0766-82-5181 

ホームページ:http://www.kaiwomaru.jp/ 

 

新湊内川  
  

新湊地区の中心を流れる内川は、川沿いに停泊するたくさんの漁船や川をなぞるように建ち並ぶ家々、ユニークな橋が並ぶ

風景から「日本のベニス」と言われています。特に、富山湾の爽快な眺望と内川の風情ある街並みを楽しむことができる、

海王丸パークから内川の 12 の橋を巡る遊覧船がおススメです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒934-0013 富山県射水市立町 1-26  

アクセス 

個人:電車(万葉線)「新町口」下車徒歩 10 分(係留バース(万葉岸壁)

より約 6km) 

  係留バース(海王岸壁)より徒歩 10 分（約２km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

射水市観光協会 
https://www.imizu-kanko.jp/ 
新湊観光船 
http://shinminatokankousen.jp/ 
 

お問合せ【射水市観光協会】 

電話番号: 0766-84-4649 

ホームページ: https://www.imizu-kanko.jp/ 

 

http://www.nousaku.co.jp/
http://www.kaiwomaru.jp/
http://www.kaiwomaru.jp/
https://www.imizu-kanko.jp/
http://shinminatokankousen.jp/
https://www.imizu-kanko.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@36.6681973,136.9973311,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.7811216,137.1078081,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.7809362,137.0877112,17z
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富岩運河環水公園・富山県美術館  
  

富岩運河を囲むように広がる緑の美しい水辺空間で、岩瀬までのクルーズが人気です。特に、重要文化財「中島閘門」での

高低差最大 2.5mの水のエレベーターは必見です。また、2017 年にオープンした「アートとデザインをつなぐ」をコンセプ

トとする富山県美術館からは立山連峰の絶景を望むことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒930-0805 富山県富山市湊入船町 1  

アクセス 個人：富山駅徒歩 9分(港より約 20km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5台 

関連リンク 

富岩水上ライン 
https://fugan-suijo-line.jp/ 
富山県美術館 
http://tad-toyama.jp/ 

お問合せ【富岩運河環水公園】 

電話番号: 076-444-6041  

ホームページ: http://www.kansui-park.jp/ 

立山黒部アルペンルート 

 
  

3,000ｍ級の北アルプスを貫く国際的山岳観光ルート。富山市から信濃大町まで電車・ケーブルカー・高原バス・トロリー

バス・ロープウェイなどを乗り継ぎ、季節ごとに変化する大自然を満喫することができます。毎年春のアルペンルート開通

時には、高さ約 20ｍの雪の壁が訪れる人を圧倒します。 

  
 

 

所在地・開催地 〒930-1406 富山県中新川郡立山町千寿ケ原 2  

アクセス ツアー：係留バースより車で 90分（約 50㎞） 

季節 4月中旬～11月下旬 
観光バス 
駐車台数 

約 100台 

関連リンク 
立山黒部アルペンルート 
http://www.alpen-route.com/ 

お問合せ【立山黒部貫光株式会社】 

電話番号: 076-432-2819 

ホームページ: http://www.alpen-route.co.jp/  

 

高岡御車山祭  
  

2016 年にユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」に登録された高岡御車山祭。「御車山」と呼ばれる、高岡の金工、漆

工等の優れた工芸技術の装飾が施された日本でも屈指の華やかな山車が勢揃いし、高岡の山町一帯を巡行する光景はまさに

圧巻。また、高岡御車山会館では、実物の「御車山」を通年展示しています。 

  
 

 

所在地・開催地 富山県高岡市山町筋・片原町周辺   

アクセス 個人：高岡駅徒歩 10分（港より約 10km） 

季節 5月 1日 
観光バス 
駐車台数 

応相談 

関連リンク 

高岡御車山祭 
http://www.mikurumayama.jp/ 
高岡御車山会館 
https://mikurumayama-kaikan.jp/ 

問合せ【高岡市役所 観光交流課】 

電話番号: 0766-20-1301  l メールアドレス: kankou@city.takaoka.lg.jp 

ホームページ: https://www.takaoka.or.jp/ 

 

 

 

 

https://fugan-suijo-line.jp/
http://tad-toyama.jp/
http://www.alpen-route.com/
http://kankou.city.takayama.lg.jp/
http://www.mikurumayama.jp/
https://mikurumayama-kaikan.jp/
mailto:kankou@city.takaoka.lg.jp
https://www.takaoka.or.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@36.7110266,137.2104675,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.583348,137.445188,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.747379,137.0104134,17z
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となみチューリップフェア  
  

国内最大級の 700 品種、300万本のチューリップが色あざやかに咲き誇るとなみチューリップフェア。フラワーファッショ

ンショー、チューリップで描かれた迫力の地上絵など、見ごたえのある演出がいっぱいです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒939-1382 富山県砺波市花園町 1-32  

アクセス 
ツアー：係留バースより車で 30 分(20km) 

個人:電車で JR 城端線砺波駅 徒歩 15 分 

季節 4月下旬～5月上旬 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
となみチューリップフェア 
http://www.tulipfair.or.jp/ 

お問合せ【（公財）砺波市花と緑の財団】 

電話番号：0763-33-7716 

ホームページ：http://www.tulipfair.or.jp/ 

  

おわら風の盆  
  

胡弓が奏でる哀調漂う旋律と、優雅かつ艶やかに流れる踊り。八尾に暮らす人々が大切に守り、育んできた「おわら風の盆」。

その幻想的で優美な姿は、訪れる人を魅了します。8 月 20 日～30 日まで前夜祭が行われ、9 月 1 日～3 日に祭りが最高潮

に達します。毎年、県内外から 20 万人以上の観光客が訪れます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒939-2342富山県富山市八尾町上新町 2898-1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 60 分(約 30ｋｍ) 

個人:電車で JR 高山本線「越中八尾駅」下車 10 分 

季節 8月 20日～9月 3日 
観光バス 
駐車台数 

300台（要許可証） 

関連リンク 

越中八尾おわら風の盆 
http://www.yatsuo.net/kazenobon/ 
とやま観光ナビ 
http://www.info-toyama.com/ 

お問合せ【越中八尾観光協会】 

電話番号:076-454-5138 l メールアドレス:kankou02@cty8.com  

ホームページ:http://www.yatsuo.net/kazenobon/inquiry/index.html 

 

 

http://www.tulipfair.or.jp/
http://www.tulipfair.or.jp/
http://www.yatsuo.net/kazenobon/
http://www.info-toyama.com/
mailto:kankou02@cty8.com
http://www.yatsuo.net/kazenobon/inquiry/index.html
http://www.google.co.jp/maps/@36.6408209,136.960692,17z
http://www.google.co.jp/maps/@36.5761189,137.1306390,17z

