高岡の自慢のいっぴんはこちら

たかおかいっぴん
セレクション
ht t p: //omiyage.t akaoka.exe.jp/

お問い合わせ

高岡の観光情報はこちら

高岡市観光ポータルサイト
「たかおか道しるべ」
ht tps: // w w w.takaoka.or.jp/

高岡の
ものづくり体験情報はこちら

高岡産業観光ガイド
ht tp://w w w.takaoka-sangyokanko.net /

免税店・お買い物情報はこちら

OIDEYO TAKAOKA
http://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka/map/

高岡商工会議所
富山県高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル TEL.0766-23-5000

http://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka/

本誌に掲載した住所、電話番号、価格などの情報は、2020年10月現在のものです。 商品によっては価格や内容量などが変更になる場合がありますのでご了承ください。
記載の表示価格はすべて消費税込みとなっております。 商品についての責任は各商品の製造元に帰属します。

4 00 年余の歴史とともに歩んできた逸品
そして、これからの新たな時代を彩る一品
ものづくりの町として、400年余の歴史と文化が息づく高岡。
最高の品を追求し大切にする、ものづくりの心は受け継がれ
今も新しい個性と創造性に富んだ工芸品や、豊かな食文化が育まれています。
心を尽くしてできあがった品をじっくりとご覧いただき、
とっておきの時間に寄り添う、あなたの「いっぴん」を見つけてください。

高岡特有の優れた商品を認定する
「たかおかいっぴん
セレクション」
は、
審査員が申請商品の品質・特色、
デザ

Special
Award
20 - 21

イン・郷土色、市場性の項目について厳正なる審査を
行っています。
その中でも特に審査員の評価が高く魅力
的であるものを、
これらいっぴんを代表する 顔 として
Special Awardと称しています。

P. 03
P. 08
P. 09
P. 12
P. 13

01

食品
Co l u m n 高岡昆布百選

菓子
Co l u m n 日本遺産

工芸品等

02

Foods

03

ますの寿し 一段 P.05
室屋の昆布小箱 富山の幸 3 点セット P.06
越 中 高 岡 伝 承 蒲 鉾はべん 白えび・ます・ぶり P.05
越中万葉牛ヒレステーキ 3 枚入り P.05
勝 駒 本 仕 込 P.06
すずがみ P.15
立 山 のぐい 呑 - L P.16

04

Fo o d s

Fo o d s

Sweets

Sweets

Crafts

Crafts

越中万葉牛ハンバーグ

富山の昆布パン

磯香風セット

ほたるいかの味わいが詰まった肝醤油をたっぷ
りつけて食べる、
身と竜宮そうめんの刺身セット
です。

骨や皮を除いた刺身用のサバを県産米の低塩の
糠で漬け込みました。お好みに切ってそのままお
召し上がりください。

越中万葉牛を使用したふんわりジューシーなハン
バーグです。牛の旨みがぎっしり、豚の脂でしっと
りとやわらかく仕上がっています。

北海道の小麦粉と昆布、そして富山の米粉を使用。
味はシンプルで昆布好きの富山県人にピッタリです。

北海道産1等昆布のみを使用した昆布巻。昔と変
わらぬままの味付けにこだわった佃煮の詰め合
わせギフトです。

6人前入／2,160円

1枚入 ／800円

8個入 各200g／4,500円

葵食品 高岡市二塚199-13

◆

天狗乃肉林本店 高岡市佐野997-1

◆

◆

つかもと 高岡市二塚199-20

株式会社 葵食品
☎0766-63-4114

株式会社 葵食品
☎0766-63-4114

有限会社 天狗乃肉林本店
☎0766-21-0525

さわや食品 株式会社
☎0766-51-6388

株式会社 つかもと
☎0766-63-4850

〒933-0816 高岡市二塚199-13

〒933-0816 高岡市二塚199-13

〒933-0826 高岡市佐野997-1

〒939-0256 射水市広上2000-35

〒933-0816 高岡市二塚199-20
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つけもの珍味 かぶらずし

ますの寿し 一段

越中高岡伝承蒲鉾はべん 白えび・ます・ぶり

室屋の昆布小箱 富山の幸3点セット

越中高岡万葉ごはん

吟醸 市左衛門

当社独自の製法（氷室）にて熟成させた北陸地方
伝承の漬物です。

お子様にも安心、安全、無添加の「ますの寿し」で
す。素材本来の味をご堪能いただけます。

化学調味料や保存料を一切加えず、昆布だしと本
みりんで上品に仕上げています。

高岡産コシヒカリ1等米を100%使用。
電子レンジ
で2分温めるだけですぐにおいしく食べられます。

富山湾の冷たい浜風を利用して蒸米を冷やし、
１本
１本大切に造られたお酒です。

600g／3,240円

一段 420g／1,500円 二段 840g／2,900円
プチ丸 280g／1,100円

3個入／598円

伝統食である黒とろろがしろえび、ほたるいか、
稲積梅といった地域食材とコラボレーションしま
した。
富山の幸をご堪能ください。

各200g 1個／150円 3個入／450円
12個入／1,740円 36個入／5,220円

720ml／1,833円

◆

新高岡駅おみやげ処高岡 高岡市下黒田3012
道の駅 万葉の里高岡 高岡市蜂ヶ島131-1
◆ イオン高岡南店 高岡市下伏間江383
◆
◆

◆
◆

ＪＡ高岡生活センター 高岡市佐野新町1420-1
あぐりっち佐野店 高岡市佐野1416

主な販売店

道の駅 万葉の里高岡 高岡市蜂ヶ島131-1
道の駅 雨晴 高岡市太田24-74
◆ フレッシュ佐武 高岡市昭和町２-1-10
◆

主な販売店

◆

主な販売店

ホテルニューオータニ高岡 高岡市新横町1
カフェ＆ダイニングCoo（クー） 高岡市新横町1
◆ イオン高岡南店 高岡市下伏間江383
◆

しろえび黒とろろ10g×2袋 ほたるいか黒とろろ8ｇ×2袋
稲積梅しそ黒とろろ8g×2袋／1,198円 各種単品／399円
主な販売店

つかもと 高岡市二塚199-20

主な販売店

主な販売店

◆

1000g／5,400円

◆

1800ml／3,564円

酒商&ぎゃらりぃ 木屋本店 市の蔵 高岡市坂下町1204

株式会社 つかもと
☎0766-63-4850

ニューオータニ高岡フード 株式会社
☎0766-31-5131

株式会社 富山ねるものコーポレーション
☎0766-63-4848

株式会社 室屋
☎0766-63-4668

JA高岡生活センター
☎0766-27-8890

株式会社 木屋
☎0766-25-0077

〒933-0816 高岡市二塚199-20

〒933-0321 高岡市六家若の宮1701-1

〒933-0816 高岡市二塚199-16

〒933-0816 高岡市二塚199-19

〒933-0826 高岡市佐野新町1420-1

〒933-0038 高岡市坂下町1204

高岡コルマカレー

富山ブラックカレー

Special
Award
20 - 21

Special
Award
20 - 21

御車山かまぼこ

越中万葉牛ヒレステーキ3枚入り

越中万葉牛すきやき

勝駒 本仕込

高岡御車山祭の写真を印刷したパッケージに、地
域ブランドに認定された昆布巻かまぼこなどを
詰め合わせました。

万葉の街高岡の山間にある山本牧場で飼育された黒毛交
雑種の越中万葉牛のヒレの部位です。ほどよい脂と旨みの
ある肉質です。ステーキで焼いてお召し上がりください。

万葉の街高岡の山間にある山本牧場で飼育された黒
毛交雑種の越中万葉牛です。すきやき用にスライスして
ありますのでお好みの調理法でお召し上がりください。

小さな手造り酒屋なので、たくさんは造れません。冷やよし、燗よし。

3本入 各180g／1,480円

3枚入 各200g／10,000円

天狗乃肉林本店 高岡市佐野997-1

◆

天狗乃肉林本店 高岡市佐野997-1

◆
◆
◆
◆

ふたつか酒店 高岡市東下関2-8
山田酒店 高岡市波岡116
なかやす酒販 高岡市清水町3-5-58
末広酒食品店 高岡市末広町1017-8
富山大和 高岡サテライトショップ 高岡市御旅屋町101

1食入 150g／490円
◆
◆

あぐりっち佐野店 高岡市佐野1416
デリー各店舗 高岡市あわら町13-48

50年間人気のカシミールカレーに野菜のとろみを加えて仕上げた
カレーで「越中富山高岡野菜」玉葱、人参、じゃがいもを使用。JA高岡と
インド料理デリーのコラボ商品とし、高岡のお土産品としてPRしています。
1食入 150g／490円
主な販売店

◆

◆

「越中富山高岡野菜」玉葱、人参、
じゃがいも使用。
そのロゴを付け、JA高岡とインド料理デリーのコラ
ボ商品とし、高岡のお土産品としてPRしています。

主な販売店

◆

広又蒲鉾商店 営業所 高岡市下黒田777
道の駅 万葉の里高岡 高岡市蜂ヶ島131-1
ニューオータニ高岡フード 高岡市六家若の宮1701-1

720ml／1,320円 1800ml／2,420円
勝駒大吟醸、
純米吟醸、
純米もあります。
主な販売店

◆

1個入 350g／3,000円
満足セット
（越中万葉牛すきやき用350g・サーロインステーキ250g・
ヒレステーキ200g）／10,000円
主な販売店

◆

5本入 各180g／2,400円

主な販売店

主な販売店
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フレッシュ佐武 高岡市昭和町2-1-10
富山厚生連 高岡病院売店 高岡市永楽町5-10
◆ アルビス各店
◆

5個入／3,240円
主な販売店

◆

主な販売店

葵食品 高岡市二塚199-13

主な販売店

主な販売店

主な販売店

◆

4個入 ／173円
梅昆布パン／200円

品

品

〜ぬかまで美味しい〜お刺身ぬか漬けさば

食

食

食 品

肝醤油で食べるほたるいか刺身セット

◆
◆

あぐりっち佐野店 高岡市佐野1416
デリー各店舗 高岡市あわら町13-48

有限会社 広又蒲鉾商店
☎0766-63-4840

有限会社 天狗乃肉林本店
☎0766-21-0525

有限会社 天狗乃肉林本店
☎0766-21-0525

有限会社 清都酒造場
☎0766-22-0557

株式会社 神戸サンド屋東日本（インド料理デリー）
☎0766-25-4974

株式会社 神戸サンド屋東日本（インド料理デリー）
☎0766-25-4974

〒933-0816 高岡市二塚198-3

〒933-0826 高岡市佐野997-1

〒933-0826 高岡市佐野997-1

〒933-0917 高岡市京町12-12

〒933-0057 高岡市広小路5-22

〒933-0057 高岡市広小路5-22

06
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Sweets
Crafts

Crafts

甘じょっぱさがくせになる
「昆布スイーツ」の数々

高岡大仏や古城公園でイメージされる「緑」から
考案。高岡産のほうれん草を使った、とんこつ
ベースのラーメンです。

氷見産ハト麦等8種の植物配合のブレンド茶。雨
晴海岸のラベルに、
きときと君とぶりと君で高岡
を盛り上げます。

富山県産米と地元酒蔵の生酒粕を与えて平飼い
した親鳥から生まれた卵です。黄身の甘みうまみ
が特徴です。

2個入 各110g／702円

500ml／151円

6個入（各58〜70g）／486円

◆

あぐりっち佐野店 高岡市佐野1416
道の駅 万葉の里高岡 高岡市蜂ヶ島131-1
いっぽ堂 高岡市末広町14-43

◆
◆
◆

道の駅 万葉の里高岡 高岡市蜂ヶ島131-1
ホテルニューオータニ高岡 高岡市新横町1
高岡薬局 高岡市末広町7-2

主な販売店

◆

主な販売店

主な販売店

◆

1ケース24本／3,624円

◆
◆

仁光園 高岡市十二町島134
あぐりっち佐野店 高岡市佐野1416

合同会社 高岡グリーンプロダクツ
☎0766-24-8950

中北薬品株式会社 高岡支店
☎0766-26-6556

有限会社 仁光園
☎0766-63-8084

〒933-0951 高岡市長慶寺826

〒933-0871 高岡市駅南1丁目10-15

〒933-0822 高岡市十二町島134

高岡産コシヒカリを
使用した「昆布飯」

タカオカミルクソフトクリーム
高岡の牧場クローバーファームの生乳を100%
使用。
やわらかい食感が特徴のソフトクリームです。
1個／300円
ギフト用1ケース10個入 3,500円（イータウン大島店のみ）

射水市本開発198

富山県砺波地方のエンレイ大豆と北陸米100％
使用し、15割糀（大豆比1.5倍）で仕込んだ甘口
の無添加米こうじ味噌です。

各80g 1袋／227円
10袋入／2,370円

1袋 750g／648円

5袋入／1,235円

越中葛秀 高岡市川原町4-12
◆ フレッシュ佐武 高岡市昭和町2-1-10
◆

主な販売店

◆

道の駅 万葉の里高岡 高岡市蜂ヶ島131-1
CHILLOUT&ソフトクリーム畑 イータウン大島店

十五割甘こうじ生味噌

この地において古くより作られております。つるつるもっちり
手作りならではの食感を、各種鍋物、すき焼き、夏は三杯酢に
冷菓など、四季を問わず色々なお料理にお使いください。

主な販売店

主な販売店

◆

くずきり

道の駅 万葉の里高岡 高岡市蜂ヶ島131-1
◆ アルビス各店
（一部店舗除く）
◆ サンコー各店
◆

株式会社 DQ Ｓolution
☎0766-54-0656

有限会社 越中葛秀
☎0766-22-1314

山元醸造 株式会社
☎0766-21-1111

〒933-0857 高岡市木津1368-14

〒933-0942 高岡市川原町4-12

〒933-0842 高岡市横田町2-6-8

松前 函館

7〜8
世紀

高岡

高岡と昆布の由縁は江戸時代までさかのぼり、北海道・

な交易品は昆布。北前船のルートは“昆布ロード”

14世紀

17世紀
中国

下関

富山
敦賀

東京

大阪

長崎

ともいわれ、これを発端に富山では昆布文化が
育っていきました。

東まわり
航路

西まわり航路

日本海沿岸・瀬戸内海・大阪をめぐる「北前船」の寄港地の
ひとつが富山だったことにあります。北前船の主要

18世紀

品

ちどりたまご

旅の目 的 地にしたい高 岡の﹁ウマミ﹂グルメ︒

品

活命茶
「富山県ラベル」

食

食

高岡グリーンラーメン

18世紀

鹿児島

17〜18
世紀

沖縄

北前船が姿を消した今でも昆布をよく食べる習慣はしっかりと
根付き、富山の人々は昆布を食生活に積極的に取り入れ、新しい
味覚を生み出していきました。世帯当たりの昆布の消費金額は、
総務省の家計調査で毎年だんとつで全国第1位をキープしてお
り、昆布の美味しさと食べ方をどこよりも熟知しているといえる

刻み昆布の入った
ふんわりもちもち
「昆布パン」

でしょう。
「高岡昆布百選」はそんな昆布を愛する、高岡の伝統と
歴史から生まれたおもてなし料理・商品です。地元では当たり前
でも、全国的には珍しい昆布料理の数々を存分にご堪能くだ
さい。

万能ダレ

白えびつゆ

焙煎珈琲 はと麦／玄米

あらゆる料理にご利用いただける簡単便利な万
能調味料です。煮物、炒め物にかける、絡めるだけ
でお料理上手に！

富山湾の宝石「白えび」を素干しにしてダシをとり、
風味豊かな透明感のあるつゆに仕上げました。

カフェインレスのコーヒー豆とはと麦、玄米をそれぞれ焙煎し、
ブレンドしました。美味しい！だけじゃない体にやさしい珈琲で
す。時間帯を気にせずコーヒータイムをお楽しみいただけます。

1本 500ml／648円

1本 160ml／270円

1本 500ml／1,080円

◆
◆
◆

山元醸造 高岡市横田町2-6-8
道の駅 万葉の里高岡 高岡市蜂ヶ島131-1
道の駅 雨晴 高岡市太田24-74

焙煎はと麦珈琲ドリップパック
（3袋入 各14g）／210円
焙煎玄米珈琲ドリップパック1パック
（3袋入 各14g）／210円
主な販売店

金田商店 高岡市駅南1-8-28

主な販売店

主な販売店
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◆

150g／750円

◆

Café Beans 高岡市下伏間江516-10

金田商店 株式会社
☎0766-26-5424

山元醸造 株式会社
☎0766-21-1111

株式会社 ワールド珈琲商会
☎0766-21-0622

〒933-0871 高岡市駅南1-8-28

〒933-0842 高岡市横田町2-6-8

〒933-0813 高岡市下伏間江516-10

高岡食のブランド推進実行委員会

（高岡商工会議所内）

高岡市、高岡商工会議所、高岡市農協などで
組織する「高岡食のブランド推進実行委員会」
では、高岡市における食のブランドづくりを
目指し、北前船の寄港以来、高岡となじみの
深い“昆布”を活用した「高岡昆布百選」の取り
組みを進めています。
富山県高岡市丸の内1-40 TEL 0766-23-5000

昆布の味わい方を熟知した高岡が発信する
昆布ムーブメント

おか
たか
ぶ
こん
せん
ひ ゃく

とろろ昆布で包まれた
「昆布おにぎり」
ほのかな酸味が特長の
「黒とろろ」
は富山だけで
食べられています

提供店はこちら
からご覧いただ
けます。
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Fo o d s
Sweets
Crafts

富山県でアイシングクッキーを販売している店舗
も少なく、高岡市のキャラクター利長くん家持く
んを描いてみました。

そばの実を混ぜ込んだ、ほんのり甘い「かりんと
う」
です。名入れが1個から可能。お土産や宴席で
の引き出物にご活用ください。

2個入／1,200円

90g／250円
主な販売店

主な販売店

◆

icoOWL studio 高岡市辻282

◆
◆

子

越の万葉 そばの実かりんとう

菓

菓 子

利長くん家持くんアイシングクッキー

200g／480円

三の丸茶屋 高岡市古城1-9
お食事処 尾の上 高岡市熊野町6-9

アイコール・スタジオ
☎0766-31-3536

あわやま製麺
☎0766-23-7171

〒933-0835 高岡市辻282

〒933-0906 高岡市五福町8-16

Special
Award
20 - 21

越の家歌餅

高岡ラムネ

とこなつ

水清らかな富山県で育まれた良質なもち米を餅生地に
使用し、最上級の黒糖蜜と共に富山県産の希少な極小
黒大豆の蜜漬けを閉じ込めた、風味豊かな餅菓子です。

和菓子木型を使い、地域素材を組み合わせて職
人が丁寧に手作りしたふんわり柔らかな口どけ
が特徴のラムネです。

立山の雪、家持の歌にちなんで創りました。希少
な備中産白小豆餡を求肥（餅皮）で包み、和三盆
糖を振り掛けた明治期からの看板商品です。

3個入／702円 5個入／1,188円
10個入／2,268円 15個入／3,240円

10粒入／540円 宝尽くし（しょうが味）、貝尽くし（ゆず味）、
花尽くし（いちご味）、御車山（りんご味）、季節もの4種、とやまkawaii（いちご味）

大野屋 高岡市木舟町12
新高岡駅おみやげ処高岡 高岡市下黒田3012

大野屋 高岡市木舟町12
新高岡駅おみやげ処高岡 高岡市下黒田3012
◆ クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆
◆

主な販売店

◆

主な販売店

主な販売店

◆

6個入／648円 12個入／1,134円 18個入／1,674円
（6個の倍数で96個入まで有り）

大野屋 高岡市木舟町12
新高岡駅おみやげ処高岡 高岡市下黒田3012
◆ クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆
◆

株式会社 大野屋
☎0766-25-0215

株式会社 大野屋
☎0766-25-0215

株式会社 大野屋
☎0766-25-0215

〒933-0929 高岡市木舟町12

〒933-0929 高岡市木舟町12

〒933-0929 高岡市木舟町12

千代くるみ

江出の月

銀甍（ぎんいらか）

献上銘菓千代くるみをお買い求めやすいお値段
とパッケージに一新致しました。

有磯の海（現在の雨晴海岸）に映った満月の美しさに甚
く感動した三代目当主三郎平の創案による極薄ふやき
せんべいに自家製白味噌あんを薄くはさんだ銘菓です。

国宝瑞龍寺にちなんで創案された銘菓です。胡桃
をふんだんに使った溜り醤油風味が絶妙の逸品
です。

2個入／324円 6個入／1,101円
9個入／1,598円 12個入／2,095円 （1個 2枚包）

9個入／756円

Special
Award
20 - 21

◆

志乃原 高岡市城東1-9-28
新高岡駅おみやげ処高岡 高岡市下黒田3012
◆ クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆
◆

主な販売店

千代くるみ P.10

こし村百味堂 高岡市伏木中央町3-50
道の駅 雨晴 高岡市太田24-74
◆ 御旅屋セリオ 高岡市御旅屋町101
◆

主な販売店

高 岡ラムネ P.10

主な販売店
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Sweets

7個入／864円 12個入／1,296円 15個入／1,620円

志乃原 高岡市城東1-9-28
新高岡駅おみやげ処高岡 高岡市下黒田3012
◆ クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆
◆

こし村百味堂
☎0766-44-0623

有限会社 志乃原
☎0766-22-1020

有限会社 志乃原
☎0766-22-1020

〒933-0103 高岡市伏木中央町3-50

〒933-0041 高岡市城東1-9-28

〒933-0041 高岡市城東1-9-28
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Fo o d s

Fo o d s

Sweets

Sweets

Crafts

Crafts

seco 8個入／648円

moco 9個入／648円

中餅（あたるもち）

名菓 反魂旦

銘菓 家持巻

栄養バランスに優れた自社のセイアグリ―健康卵
の力だけでふんわりしっとりと焼き上げたシフォ
ンケーキです。添加物を一切使っておりません。

富山県産の餅米と米、そして高岡産の里いもを
使ったもちもちした生地の食感と風味、あっさり
した自家製粒餡が自慢の一品です。

全国に知られた越中売薬「反魂丹」にちなんで、薬
玉を表した小ぶりのココア入りチョコ饅頭です。
箱の中には昔懐かしい紙風船も入っています。

万葉集歌人大伴家持は越中の国守。家持巻は、手
に捧げる歌巻をお菓子にしたもので、特製羊羹を
ロールカステラで巻きました。

直径17cm ／1,512円
中（直径15cm）／1,080円

1個／129円

12個入／864円 20個入／1,350円
30個入／1,998円

2本入／1,728円
抹茶・ココア味 1本／810円

小
（直径10cm）／540円

◆

中尾清月堂 本店 高岡市宮田町2-1
中尾清月堂 野村店 高岡市野村533-3

美都家本店 高岡市大坪町1-4-1
◆ クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆ 新高岡駅おみやげ処高岡 高岡市下黒田3012
◆

主な販売店

◆

主な販売店

フェルヴェール 本店 高岡市下老子775-2
◆ フェルヴェール 富山駅店 富山市明輪町1-226
◆

主な販売店

主な販売店

主な販売店

志乃原 高岡市城東1-9-28
◆ 新高岡駅おみやげ処高岡 高岡市下黒田3012
◆ クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆

たまごシフォンケーキ

子

子

万葉時代、男を
「我背子（わがせこ）」、女を
「我妹子
（わがもこ）」
と呼び合っていました。時を超えて誰
かを想う心を色あざやかな洋風落雁で表しました。

菓

菓

seco・moco

3本入／2,484円

美都家本店 高岡市大坪町1-4-1
◆ クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆ イオン高岡南店 高岡市下伏間江383
◆

有限会社 志乃原
☎0766-22-1020

株式会社 セイアグリーシステム
☎0766-64-2372

株式会社 中尾清月堂
☎0766-25-0514

株式会社 美都家
☎0766-22-2864

株式会社 美都家
☎0766-22-2864

〒933-0041 高岡市城東1-9-28

〒939-0128 高岡市福岡町江尻570

〒933-0956 高岡市宮田町2-1

〒933-0918 高岡市大坪町1-4-1

〒933-0918 高岡市大坪町1-4-1

山町筋と高岡御車山祭

Co lumn

よもぎ饅頭

高岡古城公園の落ち葉たち

万葉の梅園

つぶ餡をよもぎの香りで包みこんだ自然の恵み
あふれる逸品です。

香り高いフレッシュバターを丁寧に折り込み、昆布、
ごま、グラニュー糖をたっぷり振り掛けサクサクに
焼き上げました。

梅の実を蜜で煮て、白あんと求肥で包みました。
万葉集の和歌にちなんだ越中銘菓です。

1個／118円

1枚／190円

中尾清月堂 本店 高岡市宮田町2-1
中尾清月堂 野村店 高岡市野村533-3

◆

バレンタイン 高岡市京田430

」

4個入／799円
6個入／1,264円 10個入／2,106円 15個入／3,078円

高岡は商工業で発展し、町民によって文化が興り受け継がれてきた都市です。
主な販売店

◆

主な販売店

主な販売店

◆

6枚（箱入）／1,260円

「

◆

引網香月堂 伏木店 高岡市伏木湊町1-1

高岡城が廃城となり、繁栄が危ぶまれたところで加賀藩は商工本位の町への転換
政策を実施し、浮足立つ町民に活を入れました。鋳物や漆工などの独自生産力
を高める一方、穀倉地帯を控え、米などの物資を運ぶ良港を持ち、米や綿、肥料

株式会社 中尾清月堂
☎0766-25-0514

有限会社 バレンタイン
☎0766-28-8151

有限会社 引網香月堂
☎0766-44-0585

〒933-0956 高岡市宮田町2-1

〒933-0874 高岡市京田430

〒933-0104 高岡市伏木湊町1-1

などの取引拠点として高岡は「加賀藩の台所」
と呼ばれる程の隆盛を極めます。
町民は、固有の祭礼など、地域にその富を還元し、町民自身が担う文化を形成
しました。町民の町として発展し続け、現在でも町割り、街道筋、町並み、生業や
伝統行事などに、高岡町民の歩みが色濃く残されています。

KITAMAE-BUNE

日本海や瀬戸内海沿岸には、山を風景の一部に取り込む港町が点々とみられま
す。そこには、港に通じる小路が随所に走り、通りには広大な商家や豪壮な船主
屋敷が建っています。

不破福寿堂 鹿の子餅

高岡大仏くん限定焼

高岡大仏くん 白えびせんべい

富山県産新大正餅 米と蜜 漬 け 金 時 豆 を使 用 。
純白の雪が輝く立山連峰をイメージさせる伝統
ある餅菓子です。

高岡大仏は高岡市の大佛寺にあり日本三大大仏
の一つに挙げられています。素朴で懐かしい味の
人形焼きをお召し上がりください。

富山湾の深海にすむ神秘的な白えびの香りを風味
豊かなおせんべいに仕上げました。どうぞお楽し
みください。

6個入／951円 10個入／1,512円 12個入／1,890円
他に6個・10個の倍数の箱入りがあります。

10個入／650円

6枚入／378円

◆

道の駅 万葉の里高岡 高岡市蜂ヶ島131-1

主な販売店

主な販売店

主な販売店
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不破福寿堂 高岡市京田140
◆ 新高岡駅おみやげ処高岡 高岡市下黒田3012
◆ イオン高岡南店 高岡市下伏間江383
◆

◆

道の駅 万葉の里高岡 高岡市蜂ヶ島131-1

株式会社 不破福寿堂
☎0766-25-0028

道の駅 万葉の里高岡
☎0766-30-0011

道の駅 万葉の里高岡
☎0766-30-0011

〒933-0874 高岡市京田140

〒933-0317 高岡市蜂ヶ島131-1

〒933-0317 高岡市蜂ヶ島131-1

また、社寺には奉納された船の絵馬や模型が残り、京など遠方に起源がある祭礼
が行われ、節回しの似た民謡が唄われています。
これらの港町は、荒波を越え、動
く総合商社として巨万の富を生み、各地に繁栄をもたらした北前船の寄港地・船
主集落で、時を重ねて彩られた異空間として今も人々を惹きつけてやみません。

近世高岡の文化遺産を愛する会
日本遺産に認定さ
れ た 詳しい ストー
リー はこち ら か ら
ご覧いただけます。

高 岡 を 体 感 する
モ デル コ ース は
こちらからご覧
いただけます。

本会は、
「近世高岡の文化遺産群」の世界文化
遺産登録の実現をめざし、高岡市民の共通の
文化資産（宝）である勝興寺、瑞龍寺、高岡城
跡、前田利長墓所などを中心とした文化遺産
群への市民の関心並びに保護意識の醸成を
図ることを目的として活動しています。
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ドラえもんトラム自由帳 P.21

雲龍山 勝興寺タオルハンカチ P.20

雨晴海岸が 描けるおえかきセット P.20

ti me an d sp ace スタンド小 P.20

13

Crafts

すずがみ P.15
立 山 のぐい 呑 - L P.16
W IN E Gl a ss AR OW IR L P.16
錫 の 紐 P.18
越 中 高 岡 伝 承 蒲 鉾はべ ん 白えび・ます・ぶり P.05
越中万 葉 牛ヒレステーキ 3 枚入り P.05

錫 の 紐 P.18
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Special
Award
20 - 21
Fo o d s

Fo o d s

Sweets

Sweets

Crafts

Crafts

kanpai bell pair

福楽まめざら 小槌・宝袋・向鶴

鯛のはしおき

立山のぐい呑 - L

ハンドル部分までも純銅製にこだわったアイス
コーヒーカップ。
銅は熱伝導率が高く、
すぐにカップ
が冷え、
冷たさが持続します。

形状の異なるグラスがペアになっています。異な
る音程に調律してあり、乾杯すると綺麗な和音を
奏でます。

福楽は日本の吉祥文様をモチーフにした愛らしい錫
のまめざらです。
ふっくらと幸せを育むうつわです。

富山県には古くから祝い事の際に鯛の蒲鉾を贈
る習慣があります。そんな鯛の蒲鉾を箸置にしま
した。

立山連峰のパノラマをおさめた錫100%のぐい
呑。それぞれの山の位置が分かるよう薄紙を付
けて表示しています。

各5,972円

各19,800円

3,520円

4,180円

小泉製作所ショールーム 高岡市戸出栄町57-5

ギフトBOX入り2枚組6,000円 ギフトBOX入り3枚組10,000円
◆

ナガエ 高岡市荒屋敷278

◆

50mm×32mm×10mm

主な販売店

◆

各3,080円 小槌／96mm×91mm×15mm
宝袋／85mm×90mm×15mm 向鶴／85mm×85mm×13mm

主な販売店

◆

19HITOYASUMI 高岡戸出店 高岡市戸出伊勢領2415
瑞龍寺門前レストラン やすらぎ庵 高岡市駅南4-5-2
T.OCUL 高岡市下伏間江383 イオンモール高岡内

40mm×40mm×75mm

主な販売店

◆

主な販売店

主な販売店

◆

直径111mm×幅131.5mm×高さ70mm

能作本社 FACTORY SHOP
高岡市オフィスパーク8-1

◆
◆
◆

70mm×70mm×44mm

工 芸 品

工 芸 品

工芸品

R&W ICE COFFEE CUP 鎚目・マット

能作本社 FACTORY SHOP 高岡市オフィスパーク8-1
旅人の･･･語りぐさ 高岡市御旅屋町101 御旅屋SERIO2F
高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101

株式会社 織田幸銅器
☎0766-24-6154

株式会社 小泉製作所
☎0766-63-6590

株式会社 ナガエ
☎0766-31-2777

株式会社 能作
☎0766-63-5080

株式会社 能作
☎0766-63-5080

〒933-0945 高岡市金屋本町3-34

〒939-1118 高岡市戸出栄町57-5

〒933-0319 高岡市荒屋敷278

〒939-1119 高岡市オフィスパーク8-1

〒939-1119 高岡市オフィスパーク8-1

すずがみ

螺鈿コースター 角

螺鈿コースター 丸

straw standard

螺鈿箸置きセット 富山湾の幸

螺鈿7寸皿 富山湾の幸（5種）

すずがみは熟練の職人が金槌で叩くことにより
折り紙のように自分で形づくる楽しみがある商
品です。

高岡漆器の特徴である螺鈿で加飾したコース
ターです。光の当たり具合によって美しく多彩な
輝きを見せます。

高岡漆器の特徴である螺鈿で加飾したコース
ターです。光の当たり具合によって美しく多彩な
輝きを見せます。

冷たいものをより冷たく美味しく飲むことができ、環
境問題に貢献できればよいと考え、開発しました。

高岡の伝統工芸の技術を使い、富山県の海の幸
をモチーフにした食の場面を彩る商品です。

高岡漆器青貝塗の技法を使い、富山県の海の幸
をモチーフにした食の場面を彩る商品です。

3,300円

8,800円

3,300円

3,025円

各1,870円 黒／白（グラス・金平糖・肉球）
幅90mm×奥行90mm×厚4mm

各1,980円 黒／白（金平糖・肉球）
直径95mm×厚4mm
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高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101
クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1

◆
◆

高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101
クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1

◆
◆
◆

T.OCUL 高岡市下伏間江383 イオンモール高岡内
HairdressingCotoca 高岡市野村475
道の駅 雨晴 高岡市太田24-74

◆
◆

約 直径50mm×10mm

武蔵川工房 高岡市地子木町1-23
高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101

主な販売店

◆

直径6mm×長さ180mm

主な販売店

◆

主な販売店

◆

syouryu 高岡市千石町4-2
大寺幸八郎商店 高岡市金屋町6-9
雅覧堂 高岡市定塚町1239

主な販売店

◆

主な販売店

主な販売店

◆

幅130mm×奥行130mm×厚0.75mm

◆
◆

約 直径210mm×18mm

武蔵川工房 高岡市地子木町1-23
高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101

有限会社 シマタニ昇龍工房
☎0766-22-4727

株式会社 駒井漆器製作所
☎0766-25-3383

株式会社 駒井漆器製作所
☎0766-25-3383

株式会社 ホクリン
☎0766-63-6145

有限会社 武蔵川工房
☎0766-26-0792

有限会社 武蔵川工房
☎0766-26-0792

〒933-0847 高岡市千石町4-2

〒933-0987 高岡市東海老坂1523

〒933-0987 高岡市東海老坂1523

〒939-1118 高岡市戸出栄町50-2

〒933-0907 高岡市地子木町1-23

〒933-0907 高岡市地子木町1-23
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錫箸置き 向かい鶴

咲くすず

Aperitifcup Ume/Hakkaku

箸置き

WINE Glass AROWIRL

鶴の文様は夫婦円満や不老長寿といった意味を持ち、
古来より縁起物として使われてきた文様です。純錫製で
柔らかく羽や首など形を変えてご使用いただけます。

抗菌作用のある錫100%の鋳物。5つの花びらを
自由な形にして箸置きや抗菌グッズとしてご使用
いただけます。

食前酒を注ぐとUmeは縁起の良い梅の形が、
Hakkakuは「繁栄」
「幸運」を意味する吉祥模様の
八角形が浮かび上がります。

日常生活の暮らしの中で、
気軽にアートを楽しむ。
ペーパーウエイトとしてもご利用いただけます。

2ピース構造のステムレスワイングラス。金属ベースを
軸にグラスを回しワインを楽しく美味しく演出します。

5,500円

各1,100円 直径38mm×5mm
桜、
梅、
バラ、
トリの4種類

各11,000円
（グラス・金属ベースセット）

1個入／1,980円
2個入／3,960円

◆

ホテルニューオータニ高岡 高岡市新横町1
高岡市美術館ミュージアムショップ 高岡市中川1-1-30
高岡御車山会館 高岡市守山町47-1

◆

ナガエ 高岡市荒屋敷278

◆

四津井展示館 高岡市瑞穂町3-5

◆
◆
◆

四津川製作所ショールーム 高岡市金屋町7-15
T.OCUL 高岡市下伏間江383 イオンモール高岡内
高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101

「鶴は千年、亀は万年」という慣用句から折鶴や
千羽鶴は、病気快癒・長寿の願いを込めて贈られ
ています。
金色／3,300円 朱・紫色／各4,400円
123mm×115mm×95mm
主な販売店

◆

Bordeaux（ボルドー）
タイプ… 細い方 直径95mm×高さ120mm
Burgundy(ブルゴーニュ）
タイプ…丸い方 直径110mm×高さ110mm
グラスの形・金属ベースの色はお好みで組み合わせられます。
主な販売店

◆

63mm×63mm×68mm

主な販売店

竹中銅器 高岡市美幸町2-1-16

73mm×73mm×20mm
（箱）
73mm×148mm×20mm
（箱）

主な販売店

主な販売店
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◆

主な販売店

3,300円 50mm×28mm×10mm
（その他バリエーション）
向かい亀、
夫婦鶴、
長寿鶴亀／各3,300円

三枝惣太郎 香炉 華鶴

◆
◆
◆

大谷喜作商店 高岡市横田町3-3-4
富岡屋 高岡市下関町6-1 クルン高岡2F
高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101

株式会社 竹中銅器
☎0766-22-0707

株式会社 利長屋
☎0766-24-0479

株式会社 ナガエ
☎0766-31-2777

株式会社 四津井
☎0766-24-0025

有限会社 四津川製作所
☎0766-30-8108

株式会社 大谷喜作商店
☎0766-22-5272

〒933-0954 高岡市美幸町2-1-16

〒933-0804 高岡市問屋町257

〒933-0319 高岡市荒屋敷278

〒933-0955 高岡市瑞穂町3-5

〒933-0841 高岡市金屋町6-5

〒933-0842 高岡市横田町3-3-4
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cherin（チェリン）

花水幸（三枚組・一輪草・仏花用）

錫の紐

すずマグネット

堆朱ブローチ 螺鈿丸型（算木紋・鱗紋・麻の葉紋）

高岡市の花「かたかご」を香立ての表面に彫金し
ました。気分を変えたい時、
リラックスしたい時、
気軽に香を楽しんでいただけます。

さくらんぼのような形のおりん「cherin」は、
コン
パクトで場所を取らず、佇まいはまるでオブジェ
のようです。

錫の特性、腐敗を防ぐ点に着目した商品。花瓶の
中に入れることにより、水の腐敗を防ぎ、お花が
長持ちします。

金属でありながら曲がる性質をもち、優れた抗菌
浄化作用をもつ錫。花立やブレスレットなど自由
な発想でお楽しみください。

高岡の開祖でもある加賀前田家の家紋を錫と螺
鈿で表現しました。ペーパーウェイト等にもご利
用できます。

色漆を何層も重ね削り出した土台（堆朱）に螺鈿
を施した逸品。
アワビ貝が光を通し、魅力溢れる
光沢を放ちます。

各4,400円／3種類有
幅60mm×奥行60mm×高さ10mm

各11,000円 金色、銀色、黒色、白色
直径55mm×高さ129mm

三枚組／500円

あじろ、
ゆい、
らせん／各990円

加賀梅鉢紋
（螺鈿細工）
／2,750円
33mm×6mm

各7,700円

◆

鐵瓶屋 高岡市金屋町1-4
高岡銅器展示館 高岡市美幸町2-1-16

◆
◆

新高岡駅 GALLERY MONONO-FU 高岡市下黒田3011
大寺幸八郎商店 高岡市金屋町6-9
雅覧堂 高岡市定塚町1239

新高岡駅 GALLERY MONONO-FU 高岡市下黒田3011
クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆ 高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101
◆
◆

直径30mm×厚12mm

柴田漆器店 高岡市明野町3-10
クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆ 高岡御車山会館 高岡市守山町47-1
◆
◆

しろがね屋 裕翠
☎0766-26-7299

瀬尾製作所 株式会社
☎0766-63-5000

鐵瓶屋
☎0766-25-7305

株式会社 古城製作所
☎0766-21-1012

株式会社 古城製作所
☎0766-21-1012

株式会社 柴田漆器店
☎0766-21-2102

〒933-0971 高岡市五十里西町98

〒939-1118 高岡市戸出栄町40-5

〒933-0841 高岡市金屋町1-4

〒933-0014 高岡市野村600

〒933-0014 高岡市野村600

〒933-0905 高岡市明野町3-10

三枝惣太郎作 新香り 小判台付

錫製 香立 クローバー

錫製オクトパス

平安手鏡 螺鈿（カワセミ・金魚・ウグイス）

DOU-29 OTOME桜（ペットボトルキャップ）

銀に漆の耳かき

日本の国鳥（雉子）であり、日展作家の現代的なデザインで
あり、卓上の飾りにもなります。お香を焚くとほのかな香り
に包まれ、心のやすらぎのひと時をもたらしてくれます。

本錫製で、錫の地肌を表現した四つ葉の幸福を招くデザイ
ンをしており、お香で癒しの心をもたらす工芸品です。中に
はアクセサリー等（指輪、ネックレス）が入れられます。

足が自在に曲がり好きな形に変えて、ペン立てや
置物としても楽しめます。合格祈願（置くとPASS）
や開運グッズにどうぞ。

高岡塗の伝統技法青貝塗の技術を施した、手の
平サイズの手鏡です。
アワビ貝を繊細に切り抜き、
光を通す光沢が鮮やかです。

新しい生活様式に銅の特性である殺菌効果を生
かして
「安心・安全・快適」かつ、高岡の伝統である
螺鈿を施して女性向けに製作しました。

1本ずつ丁寧に削り出した銀製の耳かきの持ち手
にひもを巻いて漆を塗って仕上げた掻き心地に
こだわった耳かきです。

4,565円

各4,400円

4,400円 桜、
唐草模様
直径33.7mm×高さ17mm

9,130円

5,500円

藤田銅器製作所 高岡市野村69
高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101

◆
◆

クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
織田幸銅器 高岡市金屋本町3-34

柴田漆器店 高岡市明野町3-10
クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆ 高岡御車山会館 高岡市守山町47-1
◆
◆

◆

長さ128mm

板厚0.8mm

ジュエリークラフト４R 高岡市明野町2-5

主な販売店

◆

直径75mm×厚11mm

主な販売店

◆

縦115mm×横120mm×高さ33mm

主な販売店

藤田銅器製作所 高岡市野村69
高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101

主な販売店

◆

8,360円 90mm×78mm×高さ25mm
（その他バリエーション）松竹梅、桔梗、
七福神
主な販売店

主な販売店

◆

幅190mm×奥行65mm×高さ225mm

◆
◆

しろがね屋 裕翠 高岡市五十里西町98
高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101

株式会社 藤田銅器製作所
☎0766-25-3365

株式会社 藤田銅器製作所
☎0766-25-3365

株式会社 織田幸銅器
☎0766-24-6154

株式会社 柴田漆器店
☎0766-21-2102

ジュエリークラフト４R
☎0766-25-0440

しろがね屋 裕翠
☎0766-26-7299

〒933-0014 高岡市野村69

〒933-0014 高岡市野村69

〒933-0945 高岡市金屋本町3-34

〒933-0905 高岡市明野町3-10

〒933-0905 高岡市明野町2-5

〒933-0971 高岡市五十里西町98

青銅金縁

古銅風紋

錫製招福健康のパートナー

ドアハンドル 守宮（やもり）

銅器のマウスパッド・メタパッド

MEETS TAKEGAMI[ORIGAMI-SATOYAMA-]

岩崎石プレート

風鈴 梅鉢

純錫で七福神の大黒と恵比寿を可愛らしく仕上
げました。健康と一緒に福を呼べるようにと願い
を込めました。

家族が住む大切な家を守ってくれる象徴のヤモ
リをドアハンドルや柱に付けるお守りとして作っ
てみました。

四代続く銅器の職人がこつこつ手作りで仕上げま
した。伝統美の持つ穏やかな空間を貴方に。

しなやかさとハリを持ちあわせた、竹紙の質感を
活かした折り紙で、里山の生き物とタケノコをつ
くります。

雨晴海岸で採掘された、縞模様のきれいな岩崎石を
切削加工したプレートです。長い年月をかけて、できた
自然の模様は同じものが二つとない一品ものです。

加賀藩前田家ゆかりの梅鉢紋を風鈴にしました。
上から見ると梅鉢紋のデザインとなっています。

3,960円

77，000円／一対（左右） 80mm×200mm×30mm

550円 175mm×175mm
15シート
（5パターン×3シート）

3,300円 205mm×205mm×15mm
採寸可能なサイズであれば、
オーダー寸法で承ります。

鋳物工房利三郎 高岡市金屋町8-11

◆
◆

金森銅器加工所 高岡市金屋町5-11
高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101

◆
◆

食の輪カフェわろんが 高岡市御旅屋町90-4
山町ヴァレー 高岡市小馬出町6

◆

高岡石材工業 高岡市二上1-6

7,700円

主な販売店

◆

主な販売店

クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
織田幸銅器 高岡市金屋本町3-34

主な販売店

◆

青銅色／4,620円 古銅風紋色／4,620円 青銅金縁色／5,060円
円形 直径168mm×厚さ約1.5mm
主な販売店

◆

大黒／幅35mm×奥行30mm×高さ35mm
恵比寿／幅35mm×奥行30mm×高さ37mm

主な販売店

主な販売店
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◆

梅鉢紋／1,320円

主な販売店

◆

240mm×5mm

主な販売店

瀬尾製作所 高岡市戸出栄町40-5

仏花用／900円

主な販売店

◆

主な販売店

しろがね屋 裕翠 高岡市五十里西町98

主な販売店

主な販売店

◆

一輪草／600円

工 芸 品

工 芸 品

ちょっと香

◆
◆

40mm×50mm×50mm

高岡銅器展示館 高岡市美幸町2-1-16
高陵金寿堂 高岡市金屋町2-3

株式会社 織田幸銅器
☎0766-24-6154

鋳物工房利三郎
☎0766-24-0852

金森銅器加工所
☎0766-22-4175

末広開発 株式会社 まちづくり事業部
☎0766-20-0555

高岡石材工業 株式会社
☎0766-44-2614

高岡銅器 有限会社
☎0766-63-5556

〒933-0945 高岡市金屋本町3-34

〒933-0841 高岡市金屋町8-11

〒933-0841 高岡市金屋町5-11

〒933-0029 高岡市御旅屋町101

〒933-0981 高岡市二上1-6

〒933-0954 高岡市美幸町2-1-16
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5 YEN BANK

総桐米びつ
（優氣）

Orii tie pin（ネクタイピン）

time and spaceスタンド小

名刺入れ(L)

煌雲 本菅笠「煌雲（一尺六寸角笠）」は、
ブランド
を代表する、
菅笠のフラッグシップモデルです。

5円硬貨と同じ素材（真鍮）で作った貯金箱です。メッキや塗装
等の表面処理を一切施していないので、使うほど色味が変化
していきます。金属特有の経年変化をお楽しみください。

引出しを引くだけで1合（板を使えば0.5合）の米を正確に量れ
る米びつですべて手作業で作られています。引出しに升を入れ
ないと戻せない誤動作防止機能（特許取得済）も備えています。

鮮やかに発色させた銅板ネクタイピンは胸元を
華やかに彩ります。記念品やギフトにもおすすめ
の一品です。

真鍮の板を発色させたスタンド置き時計。存在感
のある色味は空間を彩るアクセントカラーにお
すすめです。
記念品やギフトにもどうぞ。

高岡銅器の技法を応用して鮮やかに発色させた
真鍮板の名刺入れ。華やかな名刺入れは印象的
な出会いを演出します。
約40枚収納可能です。

11,000円

15,180円 幅150mm×奥行420mm×高さ305mm
重さ 1.5kg 容量5kg

各4,950円

各4,180円

各4,950円

55,000円 490mm×490mm×130mm

◆

竹本木箱店 高岡市長江1058-1

◆
◆
◆

モメンタムファクトリー・Orii 高岡市長江530
Orii gallery 八ノ蔵 高岡市小馬出町6 山町ヴァレー内
T.OCUL 高岡市下伏間江383 イオンモール高岡内

モメンタムファクトリー・Orii 高岡市長江530
Orii gallery 八ノ蔵 高岡市小馬出町6 山町ヴァレー内
T.OCUL 高岡市下伏間江383 イオンモール高岡内

◆
◆
◆

70mm×100mm×14mm

斑紋孔雀色、斑紋ガス青銅色、斑紋純銀色、斑紋荒らし色、斑紋緑青色、斑紋硫化色
サイズ違いの名刺入れ（3,960円）もベストセラー商品です。
（全5色展開）
主な販売店

竹中銅器 高岡市美幸町2-1-16

105mm×75mm×45mm

斑紋孔雀色、斑紋ガス青銅色、斑紋純銀色、斑紋黒染色、斑紋荒らし色、斑紋茶褐色
サイズ違いの「スタンド大（11,000円）」
もあります。
主な販売店

◆

52mm×17mm×8mm

斑紋孔雀色、斑紋ガス青銅色、斑紋純銀色、斑紋黒染色、斑紋荒らし色、斑紋緋銅色
主な販売店

高岡民芸 高岡市麻生谷403

幅78mm×奥行78mm×高さ73mm

主な販売店

◆

主な販売店

主な販売店

※製作期間は1週間程度（受注生産）
※1つ1つ手作業で製作している為、サイズや色に若干の違いが生じる
場合があります。五徳は付きません。

◆
◆
◆

モメンタムファクトリー・Orii 高岡市長江530
Orii gallery 八ノ蔵 高岡市小馬出町6 山町ヴァレー内
T.OCUL 高岡市下伏間江383 イオンモール高岡内

高岡民芸 株式会社
☎0766-31-1311

株式会社 竹中銅器
☎0766-22-0707

有限会社 竹本木箱店
☎0766-23-7424

有限会社 モメンタムファクトリー・Orii
☎0766-23-9685

有限会社 モメンタムファクトリー・Orii
☎0766-23-9685

有限会社 モメンタムファクトリー・Orii
☎0766-23-9685

〒933-0353 高岡市麻生谷403

〒933-0954 高岡市美幸町2-1-16

〒933-0954 高岡市長江1058-1

〒933-0959 高岡市長江530

〒933-0959 高岡市長江530

〒933-0959 高岡市長江530

鉄や君

陶器風アルミック 高岡鋳物 金しゃり釜

キーホルダー - ホタルイカ

おともりん雨晴

くまりん

ことりん らでん さくら

漬け込むだけで、黒豆の煮物の色付け・ツヤ出し
に。
アルミのやかんにいれて水道水のカルキ抜き
になります。

陶器に見えるアルミ製ごはん釜。
半分の熱量と陶器を
超えた遠赤効果で、
銀しゃり越えのご飯が炊けます。

春の富山湾を幻想的に青く彩るホタルイカをモ
チーフにしたキーホルダーです。

音が遠くまで届くので野生動物に人の存在を知らせ遭
遇を回避。
「1/ｆのゆらぎ」の心地よい音で軽快な歩み。

仕様 内面-3コートフッ素加工 外面- 黒アメ釉
32,780円 243mm×198mm×150mm 重さ 2.2kg
容量 1.8ℓ 2〜3合炊き

1,100円

ゆりかごのように本体を揺らすと、心安らぐ音色
が鳴りわたります。フレームに高岡漆器の螺鈿で
桜をあしらいました。

1,540円 アサリ／500ｍｍ×300ｍｍ
ナス／600ｍｍ×200ｍｍ エンドウ／900ｍｍ×200ｍｍ

◆

能作本社 FACTORY SHOP
高岡市オフィスパーク8-1

山口久乗 高岡市内免2-8-50
クルン高岡2F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆ 道の駅 雨晴 高岡市太田24-74
◆
◆

直径39mm×高さ50mm
（カラビナ付高さ105mm）
直径45mm×高さ70mm
（カラビナ付高さ125mm）

山口久乗 高岡市内免2-8-50
クルン高岡2F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆ 高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101
◆
◆

各22,000円 幅130mm×奥行50mm×高さ70mm
フレームの色は、
白と黒の2種類
主な販売店

砺波商店 高岡市問屋町75
高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101

9,900円
13号
15号

125mm×68mm×26mm

主な販売店

◆

主な販売店

◆

5,500円
主な販売店

◆

主な販売店

主な販売店

高岡銅器展示館 高岡市美幸町2-1-16
高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101
◆ クルン高岡２F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆

18mm×33mm×1mm

「おりんの音」
と
「水晶が持つ神秘な力」
と雨晴の
海・山・空をイメージした「手漉和紙袋」のトリオ。
いつもおともに。

山口久乗 高岡市内免2-8-50
クルン高岡2F銘店くるん 高岡市下関町6-1
◆ 高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101
◆
◆

株式会社 秀正堂
☎0766-21-8681

株式会社 砺波商店
☎0766-21-1677

株式会社 能作
☎0766-63-5080

株式会社 山口久乗
☎0766-22-0993

株式会社 山口久乗
☎0766-22-0993

株式会社 山口久乗
☎0766-22-0993

〒933-0947 高岡市本郷1-4-1

〒933-0804 高岡市問屋町75

〒939-1119 高岡市オフィスパーク8-1

〒933-0941 高岡市内免2-8-50

〒933-0941 高岡市内免2-8-50

〒933-0941 高岡市内免2-8-50

Special
Award
20 - 21

工 芸 品

工 芸 品

煌雲 本菅笠
「煌雲（一尺六寸角笠）」

Special
Award
20 - 21

©Fujiko-Pro

高岡銅器製 真鍮ドアオープナー

Couleur jouer liberte カードケース

Couleur jouer liberteペンケース

雨晴海岸が描けるおえかきセット

雲龍山 勝興寺タオルハンカチ

ドラえもんTOYAMAシリーズクリアファイルB

つり革やエレベーターのボタンなどを直接手で
触れずに使うための感染症対策グッズ。抗菌作用
のある銅が主成分の真鍮製です。

弊社独自の塗装技術「テクニカラー」を細部にまで施し
た、ひとつひとつ美しく個性的な「カードケース」です。

有名建築物への塗装経験を活かし、細部まで繊細に
仕上げた「ペンケース」。スタイリッシュな一品です。

各3,000円 縦65mm×横95mm×厚5mm
KABUKI RED、バームブラウン、
ショコラブラウン
バームホワイト、
ショコラホワイト、蛍灯

各4,000円 縦60mm×横175mm×厚15mm
KABUKI RED、ROKUSYO、バームブラウン

絵心がなくても誰でも簡単に下書きなしで描け
る型シートとパステル・ポストカード用紙など必
要な道具をすべてセットにしました。

本堂の大広間は元禄5年に建立されました。菊と
松が描かれた襖と壁紙の絵様は独自の文様とし
て親しまれています。

高岡駅周辺マップ柄デザイン。高岡の歴史ある建
造物が紹介されているグッズで実用性も兼ね備
えた一品です。

1,650円

500円

275円

各3,300円 麻の葉、
紗綾形、七宝、市松
縦80mm×横40mm×厚2.6mm

◆
◆
◆

高岡地域地場産業センター 高岡市御旅屋町101
高岡御車山会館 高岡市守山町47-1
瑞龍寺門前レストラン やすらぎ庵 高岡市駅南4-5-2

◆

お絵かき工房きままハウス 高岡市伏木古府2-8-13

◆
◆

250mm×250mm

雲龍山 勝興寺 高岡市伏木古国府17-1
道の駅 雨晴 高岡市太田24-74

主な販売店

◆

道の駅 万葉の里高岡 高岡市蜂ヶ島131-1
高岡御車山会館 高岡市守山町47-1
瑞龍寺門前レストラン やすらぎ庵 高岡市駅南4-5-2

主な販売店

◆

主な販売店

◆

主な販売店

般若鋳造所 高岡市長慶寺1000

主な販売店

主な販売店
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◆

150mm×20mm×220mm

◆
◆
◆

縦310mm×横220mm
（A4サイズ収納）

文苑堂書店 清水町店 高岡市泉町685-7
高岡市美術館ミュージアムショップ 高岡市中川1-1-30
富岡屋 高岡市下関町6-1 クルン高岡2F

般若鋳造所
☎0766-23-8542

宮越工芸 株式会社
☎0766-20-3854

宮越工芸 株式会社
☎0766-20-3854

お絵かき工房きままハウス
☎0766-44-4810

近世高岡の文化遺産を愛する会
☎0766-23-5000

株式会社 才高
☎0766-22-7115

〒933-0951 高岡市長慶寺1000

〒933-0951 高岡市長慶寺995

〒933-0951 高岡市長慶寺995

〒933-0114 高岡市伏木古府2-8-13

〒933-8567 高岡市丸の内1-40

〒933-0804 高岡市問屋町54

20
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©Fujiko-Pro

工 芸 品

ドラえもんTOYAMAシリーズポストカードセット

ドラえもんトラム自由帳

あみたん ストラップ

高岡の名所や名物をたっぷりと盛り込んだイラス
トを採用。観光客にはお土産にぴったりの全5種
入りセットです。

高岡の中心部を走るドラえもんトラムの写真を
取り入れた自由帳です。お子様へのお土産に最適
です。

高岡市観光大使あみたんをストラップに致しまし
た。是非観光の記念、プレゼント等にご利用くだ
さい。
御利益があるかも！！

495円

187円

650円 縦90mm×横10mm

◆

文苑堂書店 清水町店 高岡市泉町685-7
高岡市美術館ミュージアムショップ 高岡市中川1-1-30
富岡屋 高岡市下関町6-1 クルン高岡2F

◆
◆
◆

B5サイズ

文苑堂書店 清水町店 高岡市泉町685-7
高岡市美術館ミュージアムショップ 高岡市中川1-1-30
富岡屋 高岡市下関町6-1 クルン高岡2F

主な販売店

◆

主な販売店

主な販売店

◆

縦107mm×横156mm

◆

移転リニューアル！

高岡市美術館ミュージアムショップ 高岡市中川1-1-30

株式会社 才高
☎0766-22-7115

株式会社 才高
☎0766-22-7115

相互企画印刷 株式会社
☎0766-24-8543

〒933-0804 高岡市問屋町54

〒933-0804 高岡市問屋町54

〒933-0848 高岡市西町3-31

ＺＩＢＡ
（ジーバ）
では富山県内の6産地の
伝統的工芸品など地場産品を販売。
また制作
工程や歴史などの紹介コーナー、
鋳物や漆器
が体験できるものづくり工房に加え、
撮影
スタジオ
「ＳＴ＠Ｒ ＺＩＢＡ」
など学習、
体験、
配信ができる施設を併設しています。

たかおか５２景トランプ

着物布地の人形・オブジェ

高岡クリアファイル

高岡市の魅力的な観光スポットを52枚のトランプ
にしました。観光の記念やプレゼント等にぜひご
利用ください!!

高岡は歴史の街でお茶など着物文化が根強く残って
います。古い着物地を使って新しい形に変える商品
で一品物で楽しめる小物等になっています。

高岡市マスコットキャラクターが歴史都市・日本
遺産認定の高岡をPR。
NEWデザインいろいろ。

830円

1,500円〜5,000円

◆

高岡市美術館ミュージアムショップ 高岡市中川1-1-30
道の駅 万葉の里高岡 高岡市蜂ヶ島131-1
道の駅 雨晴 高岡市太田24-74

◆

旅人の・・・語りぐさ 高岡市御旅屋町101 御旅屋SERIO 2F

各250円

主な販売店

◆

主な販売店

主な販売店

◆

縦90mm×横60mm

◆
◆
◆

Crafts

高岡の銘菓
国指定伝統的工芸品
高岡銅器・高岡漆器

公益財団法人
高岡地域地場産業センター
営業時間/10：00〜18：00
（休館：水曜・年末年始）
あいの風とやま鉄道
「高岡駅」
より徒歩10分
〒933-0029 富山県高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ2階
TEL:0766-25-8283

Fo o d s
Sweets

工 芸 品

駅ナカで買える︑高岡の銘菓・工芸

Fo o d s
Sweets

営業時間8：00〜20：00（無休）
〒933-0021 富山県高岡市下関町6-1
クルン高岡２階
（高岡駅隣接）
TEL：0766-22-7728

縦310mm×横215mm（A4サイズ収納）

三の丸茶屋 高岡市古城1-9
高岡市美術館ミュージアムショップ 高岡市中川1-1-30
八丁茶屋 右近亭 高岡市駅南4-408-2

相互企画印刷 株式会社
☎0766-24-8543

旅人の・・・語りぐさ
☎0766-28-0255

株式会社 利長屋
☎0766-24-0479

〒933-0848 高岡市西町3-31

〒933-0029 高岡市御旅屋町101 御旅屋SERIO 2F

〒933-0804 高岡市問屋町257

魅惑の富山グルメを
召し上がれ
富山ならではの
昆布づくしのラーメン
旨だし増し増し
昆布ラックラーメン
1,000円（税込）

脂がのったサーモントロを
贅沢に炙っちゃいました
トロッと炙っちゃい鱒丼

利長くん・家持くんピンバッジ

越中万葉かるた

高岡市マスコットキャラクター「利長くん」
「 家持
くん」のピンバッジです。万葉のふるさと
「令和×
高岡」
をPRします。

越中で詠まれた大伴家持の歌を中心に、万葉集
の越中関連歌を小倉百人一首のようにかるた形
式にしたものです。

利長くんピンバッジ／420円
家持くん
「令和」
ピンバッジ／500円

4,400円

◆
◆

三の丸茶屋 高岡市古城1-9
高岡市美術館ミュージアムショップ 高岡市中川1-1-30
八丁茶屋 右近亭 高岡市駅南4-408-2

主な販売店

主な販売店
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◆

◆
◆
◆

1,000円（税込）

富山県中のお土産が揃う！ 富山県一の品揃え！

道の駅 万葉の里 高岡

縦165mm×横115mm×高さ70mm

〒933-0317
富山県高岡市蜂ケ島131-1
TEL：0766-30-0011

文苑堂書店 福田本店・清水町店
文苑堂書店 野村店・戸出店・新湊店
高岡市万葉歴史館 高岡市伏木一宮1-11-11

株式会社 利長屋
☎0766-24-0479

株式会社 文苑堂書店
☎0766-21-0333

〒933-0804 高岡市問屋町257

〒933-0871 高岡市駅南5丁目2-20

〒933-0135
富山県高岡市太田24番74
TEL:0766-53-5661
FAX:0766-53-5666

新着情報や営業時間はこちらからご覧ください
国定公園 雨晴海岸
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