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/  受付を行っています \TEL 0766-84-9600

の り も の ラ イ ン ナ ッ プ新しい！
懐かしい！

楽しい！

べいぐるん

公衆トイレ レンタサイクル

撮影スポット駐車場

デマンド運行エリア

べいかーと・べいとらいく

通行可能エリア

※主に国道415号以北のエリアに限ります。
※新湊大橋、国道415号等は通行できません。
※実際の交通規則に従って走行してください。

通行禁止道路
一方通行
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新湊グルメお買い物クーポン券 利用可能店舗 〝YouTube動画〟で
射水ベイエリアの魅力を紹介しています

\ 新湊昼セリ見学と海の幸 /

● お食事どころ・喫茶　● おみやげ　● サービス他

おすすめモデルコース

1 射水ベイエリア堪能コース
クロスベイ新湊➡あいの風プロムナード（片道6㎞）

富山湾の
絶景と食を
楽しもう

2 新湊ソウル体感コース
クロスベイ新湊➡内川周辺（一周4㎞）

新湊らしさって
こんなとこ

3 こんな新湊もあったのか！再発見コース
クロスベイ新湊➡海王丸パーク（一周8㎞）

新湊が
新しく
なったよ

4 新湊の歴史探訪＆富山湾鮨コース
クロスベイ新湊➡内川周辺（一周5㎞）

やっぱり
食べたい
お寿司！

iPhone

Googleマップ
tm

アプリをインストール

Android
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\ 新湊電動カートレンタカー「べいかーと」 /
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\ 新湊観光船とKIPPO着物レンタル /
03

\ 新湊「べいぐるん」 /
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琥珀物語第二章5
お食事メニューも充実したレスト喫茶。オムライスやド
リアが人気！カラフルな色のドリンクは味だけでなく、
見た目も楽しめます。広い店内でゆったり、ゆっくり。
30台
月~木 10：00～17：30
金土日祝 10：00～22：00
0766-83-0016
水（1/1,2はお休み）

エビトマトクリームオムライス 880円（税込）クリームソーダ 450円（税込）

ダービー6
クロスベイ新湊1Fにある飲食店。ランチには地元でとれた
新鮮な魚を使った刺身定食（白エビのかき揚げ付き）、白エ
ビコロッケ200円がオススメ。午後２時～の揚げパンは揚
げたてを召し上がれます！

9：00～17：30
月
（月が祝日の場合は火）

揚げたての揚げパン 130円（税込）刺身定食 1,300円（税込）

野村屋10
定番の和菓子から遊び心を加えたスイーツまで。
醤油味の生地にあんバターをサンドした富山ブ
ラックどら焼きは不動の人気！葛アイスの涼しん
棒は夏のmust商品です。
3台
7：00～17：00
0766-82-3637
火（他、不定休あり）

富山ブラックどら焼き涼しん棒

フランス菓子 モリナガ11
昔ながらのケーキ屋さん。季節のフルーツを使ったケー
キが並びます。創業当時から変わらぬ味のレモンケーキ
とマドレーヌをはじめ、しっとりとした食感のロールカ
ステラもオススメです。
なし
10：00～19：30
0766-84-4894
火

マドレーヌ 160円（税込）　レモンケーキ 150円（税込）

太陽堂12
Made in Japanのこだわりのメガネが豊富。
県内唯一の取り扱いブランドもあります。メガ
ネの他、ジュエリーや時計も。長く使える良い
ものを販売しています。
6台
10：00～19：00
0766-82-3049
火

　　おまかせランチ 2,000円（税込）～　※写真はイメージです

秀鮨14
いつでも新鮮なネタが食べられるのがお店の自慢。

●おまかせランチ（味噌汁付き）　2,000円（税込）～
※ご予算に合わせて、ご相談ください。

●富山湾鮨（味噌汁付き）　2,750円（税込）

４台
11：00～21：00
0766-84-2769
水（不定休あり）

おすすめ
ラ ン チ

笹寿司15
押し寿司のTake out店舗が併設されています。鱒、鯖、カニ、穴子、
磯巻５種類の押寿しを販売しています。人気NO.1は富山名物鱒寿し! 
おみやげにおすすめです。にぎり寿司の店舗は完全予約制。
5台
9：00～21：00
（売り切れ次第終了）
0766-84-1100
水

鱒寿し 650円（税込）

Yショップ新湊中央店18
便利なまちのコンビニエンスストア。

5台
6：30～21：00
0766-82-2533
第3日

片口酒店20
ウイスキーをはじめ、ワイン・日本酒・焼酎・ビール
お酒なら何でも取り揃えております。生ビールサー
バーの貸出しも可能。夏にはソフトクリームも販売し
ています。
3台 
7：00～20：00
0766-82-2409
不定休

石松寿司21
味の良さと気さくな人柄が魅力のお店。

●おまかせランチ（味噌汁付き） 1,330円（税込）
●富山湾鮨（味噌汁付き）　　　 2,750円（税込）

7台
11：30～22：30
0766-84-7555
不定休

おすすめ
ラ ン チ

おまかせランチ（味噌汁付き） 1,330円（税込）～　※写真はイメージです

麺処 スパロー22
地元の人に愛されている新湊のソウルフード「カレー中華」が有名
な老舗麺処。トロトロのカレーあんで、あっさり味ながらスパイス
しっかり。１度食べるとくせになるリピーター続出の新湊名物！
5台
11：00～15：00
17：00～20：00
0766-82-2592
月

カレー中華 800円（税込）

大井旭堂23
古くから立町通りにあるお茶と茶道具のお店。お茶は
もちろん古道具やアンティーク食器、お茶菓子も売っ
ています。雑貨屋さんに行く気分でぜひどうぞ！

なし
8：00～17：00
0766-82-2541
不定休

中川餅店24
愛されて80年余年。朝つきの餅が売られて
います。種類も豊富！不動の1番人気はきな
こ団子。黒蜜ときなこが絶妙！
2台
9：00～18：00
（売り切れ次第終了）
0766-82-3070
水

きな粉団子 76円（税込）

神戸屋精肉店立町店25
こだわりのお肉、お惣菜を販売。おすすめは
自家製コロッケ！揚げたてを召し上がれま
す。新商品の中六醤油の塩麹を使った唐揚げ
も、もちろん揚げたて！
なし
9：00～18：00
0766-82-2984
月（不定休あり）

魚間菓子舗27
100年前から作り続けている新湊名物「おらんだ焼き」
のみを販売しています。全て手焼きで製造しています。
ワッフルのような見た目とサクサクの食感と素朴な味わ
いを楽しんでください。
なし
10：00～19：00
0766-82-2687
なし

おらんだ焼き 226円（税込）

川の駅新湊28
内川散策の拠点。レンタサイクルや観光船もここから乗れ
ます。1Fには「うまいもんショップ」2Fにはテラス席の
ある喫茶コーナー。新湊ならぜひ、かけ中をめしあがれ！
19台
1F  9：00～21：00
2F 10：00～16：00
0766-30-2552
水

かけ中 550円（税込） 豊富な鮮魚とお惣菜

おきがえ処・内川KIPPO29
着物とドレスのおきがえ処。気軽に着物や浴衣
を楽しめます。身一つで大丈夫！男性用もあり
ます。着物を着て内川を散歩しませんか？
（事前予約制。まずはお電話をお願いします。）

4台
10：00～16：00
0766-84-7996
火

●着物一式レンタル
　　　3,000円（税込）
●浴衣一式レンタル
　　　2,000円（税込）
●ドレスレンタル
　　　1,000円（税込）

食堂・居酒屋 虎と猫30
肉好きも魚好きも満足の食堂・居酒屋。ランチもおいしい
と人気！ひな鶏の半身揚げ定食や海鮮丼、パスタなどラン
チメニューのバリエーションが広いのもお店の魅力です。
3台
11：30～14：00
17：30～23：00
日曜 11：30～23：00
0766-92-3229　　木

ひな鶏の半身揚げ定食 1,200円（税込） 海鮮丼 900円（税込）

豆大福 108円（税込）　草餅 108円（税込）

　弁当は要予約

中川大福堂31
毎朝つきたての餅を販売しています。おはぎや豆大福の
ほか、よもぎたっぷりの草餅が自慢！午後には全てのお
餅がお嫁に行ってしまう事も多いので、お早めに。
なし
8：00～17：00
0766-82-2957
月・木
（月が祝日の場合は火）

番屋カフェ32
内川を眺めながらゆったりとくつろげるカフェ。ラ
ンチもあり。地元の銘菓とドリンクのセット「まっ
たりセット」が人気。コーヒーや抹茶ラテなどドリ
ンクは全てTake out可。
なし
9：00～17：00
0766-75-7477
水

まったりセット 650円（税込）

土屋鮮魚店36
自家製の惣菜や干物は地元のお客さんにも大
人気！魚や刺身の鮮度には自信があります。
地方発送もできますので、新湊の新鮮な魚を
おみやげにどうぞ。
2台
10：00～17：30
0766-82-3286
水・日

cafe uchikawa 六角堂26
元畳屋だった築70年以上の古民家カフェ。10種類以上も
あるサンドイッチがランチにオススメ。オーガニック
コーヒーをはじめ、ドリンクは全てTake out可能です。
9台
11：30～20：30
0766-30-2924
月・火
※13歳未満の方は入場不可

サンドイッチ 850円～1,450円（税込）

きときと食堂38
新湊漁港直送！その日にとれた魚を使った定食や
丼がリーズナブルな価格で味わえます。まかない
づけ丼はワンコイン！お好きな小鉢が選べる定食
も人気メニューです。
100台（新湊漁港駐車場）
5：30～14：30
0766-54-0310
水

お刺身定食 1,200円（税込）おまかせ１品お好きな小鉢２品 まかないづけ丼 500円（税込）

新湊かに小屋39
獲れたて新鮮！ 茹でたて！ 新湊漁港で水揚げされ
たばかりの高志の紅カニを巨窯で茹で上げます。
丸々一匹のカニを思う存分召し上がってください♪
完全予約制。
100台（新湊漁港駐車場）
11：15～15：00
0766-84-8051
水・日・祝

新湊きっときと市場40
特産の海産物や里の幸、お土産品なども充
実！飲食店やカフェもあります。
全店でおみやげクーポン使えます♪

400台
9：00～17：00
0766-84-1233
なし

夢テラス海王41
新湊かまぼこ直売店ならではの取り揃え。かまぼこから
できた「かまぼこチップス」が大人気！お好きな味を選
べる５種類詰め合わせは1000円！その他「かまちょこ
バー」もオススメです。
16台
9：00～17：00
0766-82-7744
水（祝日除く）

かまちょこバー 184円（税込）５種類詰め合わせ 1,000円（税込）

しろえび壱番屋42
地元でとれた新鮮なシロエビ直送店！売り
上げNO.1の冷凍の白エビ殻付きはかき揚げ
からお味噌汁まで幅広く使えて大人気。
地方発送も承ります。
15台
8：00～15：00
0766-84-4476
水

west87砂時計2
サイフォンコーヒーと薪ストーブがレトロな雰囲気の喫茶店。
カフェシンフォニーは、長年愛されるコーヒー味のパフェで
す。コーヒーはもちろんランチもおすすめ。オムライスドリア
は１番の人気メニューです。
16台
9：30～18：00
0766-84-1962
水（その他不定休あり）

カフェシンフォニー 750円（税込）オムライスドリア 980円（税込）

カフェ旬7
気取らずにくつろげるカフェ。自慢の角煮を使った
メニューが豊富！角煮丼・角煮カレーや角煮チャー
ハンも。お子様メニューもあり、家族でも楽しめま
す。ソフトクリームも人気！
10台
10：00～17：00
0766-50-8528
月

角煮丼 980円(税込）　ソフトクリーム 380円（税込）

竹泉堂カモン店9
カモン新湊SC内にある和菓子店。郷土ゆか
りの和菓子を取り揃えています。ぼんぼこ舞
や曳山せんべいは新湊ゆかりのネーミング。
新湊みやげに最適です。
50台（カモンSC駐車場）
10：00～18：30
0766-84-0062
元日のみ

ぼんぼこ舞1個 125円（税込）曳山せんべい5枚入 300円(税込）

IMATO34
漁師みずから厳選した鮮魚でつくる安心安全な
干物です。旧来の干物と違い、焼き魚とは思え
ない程の鮮度と柔らかさがあります。種類も豊
富で常時20種類以上！
クロスベイ新湊より徒歩5分
10：00～17：00
0766-82-2226
なし

　かにぼし　爪 540円（税込）　身 390円（税込）

魚源13
海産物なら何でも販売しています。干物や粕漬け、いかの
黒作り。中でも自社製造の昆布巻きは種類が豊富。ぶり巻
き、にしん巻き、ごぼう巻き、たらこ巻き。港町新湊のお
みやげにぴったりです。
なし
8：00～18：00
0766-82-3278
元日（その他不定休あり）

昆布巻き 216円～464円(税込）

広島風お好み焼 富乃家33
本場広島で40年以上お店を営業していた店主がオープ
ンした広島風お好み焼き店。お好み焼きはTake outも
できます。サクサクのデニッシュたい焼きもあります。
なし
11：00～14：00
16：00～20：00
0766-75-4064
水・木

お好み焼き 850円（税込）デニッシュたい焼き 200円（税込）

貴婦人館43
海王丸パーク内にあるお店です。1Fは楽しい雑貨を販売してい
る他、コーヒーやソフトクリームのTake outコーナーもありま
す。2Fでは美しい景色を眺めながらお茶やお食事ができます。
600台（海王丸パーク駐車場）
1F 10：00～17：00
2F 平日　10：00～15：00
　　土日祝10：00～17：00
0766-82-1233　　水

ソフトクリーム 350円（税込）

※クーポン券は
　1Fのみ利用可能です。ならや35

地元で親しまれている商店。近所の人達が気軽に買い
物に行くお店です。並んでいるお惣菜はもちろん自家
製。野菜やくだものもは安いと評判です。

クロスベイ新湊より徒歩3分
8：30～17：30
0766-82-2290
日

安吉水産㈱37
春はホタルイカ、夏はシロエビ、秋冬はカニ！年間を
通じて浜前鮮魚を取り扱っています。全国配達対応可
能。
6台
9：00～16：00
0766-84-3668
9月~5月まで無休
その他、不定休

石松薬局3
クロスベイ新湊から徒歩１分。専門のスタッフ
があなたのキレイをお手伝い致します。お気軽
にお越しください。新湊近郊でしたら化粧品の
配達もしております。
6台
9：00～18：30
0766-84-4823
日・祝

喫茶ふぉるて4
クロスベイ新湊から徒歩２分。地元の方々の憩いの
喫茶店。月～土はモーニングと日替わりランチやっ
てます。サイフォンコーヒーはもちろん、白玉あず
きも人気メニューです。
7台
8：00～17：00
17：00以降は予約制
0766-84-2037　　日

白玉あずき 500円（税込）

エスキナーソ19
地元で愛されている憩いの喫茶店。ランチもやってる
他、やきそば600円（税込）、たこやき500円（税込）
はお持ち帰りもできます。夏でなくても１年中かき氷
が食べられますよ。
5台
10：30～18：00
0766-84-2128
日

柳瀬酒店1
新湊で長年親しまれている酒店。昭和初期より営業し
ています。祝い酒、奉納酒など新湊の祭りや行事にも
欠かせない店です。富山の地酒も扱っていますので、
おみやげにぜひどうぞ！
なし
9：00～18：00
0766-82-2649
日

カモン食品館8
カモン新湊SC内にある新湊で愛されているスー
パー。鮮魚やカニは鮮度が良く、安くて有名！海鮮だ
けでなく地元の醤油や味噌など新湊の味も取り揃えて
います。
50台
10：00～19：00
0766-84-9800
元日のみ

割烹かわぐち16
新湊漁港で直接競り落とした新鮮な魚介類を味わえます。
ランチメニューも充実！新湊名産白えびを使用したお膳、
カニやホタルイカを使った季節メニューもあります。
15台
11：30～14：00（L.O）
17：30～21：00（L.O）
0766-84-1331
月（火曜は月2回休）

　弁当は要予約

寿司竹17
新鮮な地物のにぎりが自慢です。

●おまかせランチ（味噌汁付き） 1,500円（税込）
●富山湾鮨（味噌汁付き）　　　 2,750円（税込）

4台
11：30～21：00
0766-82-3329
火

おまかせランチ 1,500円（税込） ※写真はイメージです。

おすすめ
ラ ン チ

中六塩麹唐揚げ 380円（税込）揚げたてコロッケ 81円（税込）～

射水ベイエリア
Vol.1

掲載のお店の位置を
スマホ等で確認できます。

新湊地区まちづくり協議会
（主管）一般社団法人 射水市観光協会

〒934-0011 富山県射水市本町2-10-30
クロスベイ新湊１階（万葉線西新湊駅より徒歩3分）
TEL 0766-84-4649
射水市観光公式サイト「きららか射水観光NAVI」

▲

お問合せ先

※掲載内容は令和４年４月現在の情報です。

（令和４年４月）

お食事どころ・喫茶
テイクアウトOKおみやげ

● お食事どころ・喫茶
● おみやげ
● サービス他

新湊グルメお 買い物クーポン券　利用可能店舗一覧
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のご利用に応じ、１回につき
いずれかのクーポン券を１枚進呈!!
※べいぐるんは「おすすめコース運行」のみ

べいぐるん べいかーと べいとらいく


