
ヒスイテラス2周年記念企画！

ポスターに記載された
QRコードを読み取ります。

サイト内のスポット情報を参考に、それぞれ
スタンプラリースポットを訪れ、
食事やお買い物、体験をお楽しみください。

スタンプラリースポットで提示・掲示される
QRコードを読み取り、どんどんスタンプを
獲得していきます。

獲得したスタンプ数に応じて
ステキな賞品GETのチャンス！
期間中にwebフォームから
応募してください。

朝日町のさまざまなお店がスタンプラリースポットに！

スマートフォンやタブレットがあればどなたでも

登録不要・参加無料ですぐに始められます。

獲得したスタンプ数に応じてステキな賞品に応募しよう！

ヒスイテラス 

周年!
これからも皆さまのお越

しをお待
ちしてい

ます！たくさんのご来訪ありがとうござ
いました。
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11 （土）

朝日町 / 朝日町商工会 / 朝日町観光協会
お問い合わせ：朝日町 商工観光課  Tel.0765-83-1100 / 朝日町商工会 Tel.0765-83-2280 / 朝日町観光協会 Tel. 0765-83-2780

今年は

デジタルスタンプラリーで
朝日町を楽しくめぐろう！
デジタルスタンプラリー

～2021/1/24（日）まで

Start

朝日町・ヒスイ海岸観光交流拠点施設

21

1.
2.

3.

4.

お風呂を満喫＆さっぱりした
後は美味しい食事でゆったりと
立山連峰を望む露天風呂やサウ
ナ、岩盤浴、プール、お食事処など、
ゆっくり過ごせる施設です。
■入館料 大人1,150円・小人740
円（1日全館コース）/大人630円・
小人420円（お風呂4hコース）

1 らくち～の なないろKAN2 島田化粧品店3 橘屋呉服店4

寺田美容室6 7 cafeふかみ8private salon Beans
プライベート サロン ビーンズ
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ヒスイ海岸 お食事処 結10 喫茶 我忘11 ドライブイン・料理旅館 きんかい12食堂 颯楽9

14 15 大久保精肉店16そば処 草の子13

菓子処みずしま18 玩具＆婦人服 ドンキー19 ナチュラルスイーツ ぽんぽん20あさひショッピングセンター アスカ17

大むら菓子舗22 まめなけ市場23 新田駄菓子屋24寺田鮮魚店21

How to Stamp - 参加方法 -

※スタンプラリースポットで提示されるQRコードからサイトに入り、
　そのままスタートすることも可能です。

〈表示価格は税込〉

〈イメージ〉
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スタンプラリーに
参加するお店はコチラ！
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おかげさまで

それぞれのお店で

食事 や お買い物 、

体験 を楽しもう

ヒスイテラス 

● 越中宮崎駅より徒歩1分
朝日町宮崎 3239-6

スタンプラリースポットで
提示・掲示される
QRコードを
読み取るだけ！

参加店舗の
店頭ポスターが

目印！

予告!

ヒュッゲ

astro
アストロ

朝日町舟川新35　Tel.0765-82-0990
　10：00～22：00（プール・ジム 10：00～21：30）
　11/12、11/19、12/10、1/14休 P 150台

「小顔脳洗浄メソッド」で
身体の内側から
健康＆キレイに
最新美容技術として注目される
「小顔脳洗浄メソッド」。目に見え
る小顔効果、自律神経の乱れの
改善を目指して身体の内側からの
健康でキレイに！

朝日町沼保1562-11　Tel.090-2121-3698
　10:00～17:30
　不定休休 P LINE2台 @569pmlhl（lはLの小文字）

「日替わりランチ」（800円）は
美味しさ＆ボリューム満点!!
日替わりランチは和・中華から選べ
ます（土・日もあり）。売り切れの際は
ご容赦ください。
■ラーメン650円/チャーハン600円/
ギョウザ300円/エビチリ750円/
各種定食750円～

朝日町道下1050-1　Tel.0765-82-0698
　[昼の部]11:00～14:00(LO) [夜の部]17:00～21:30(LO)
　月曜日休 P 20台

カップルや親子で♪
赤川焼の作陶体験や
レストランでお食事も♡
■粘土をこねて器づくり(手びねり
体験)1,800円/陶器に好きな
絵を描こう(絵付体験)1,300円
体験でレストラン利用割引券を
プレゼント。

朝日町横水300　Tel.0765-83-3700
　9:00～17:00
　火曜日・水曜日休 P 100台

誰でも簡単20分！
かわいい「ヒスイお守り袋」で
思い出を形に
親子・カップル大歓迎！ヒスイ海岸の
帰り道に、見つけた小石などを中に入
れて「ヒスイお守り袋」を作りましょう！
■記念のお守り作り体験500円
（小石はお店でも用意しています）

朝日町泊333　Tel.0765-82-0424
　8:30～18:00
　日曜日休 P 2台

世界に1つだけの
「リメイク和服・洋服を着た
リカちゃん」

朝日町道下167　Tel.0765-82-0008
　8:00～18:00
　日曜日休 P 6台

弱酸性美容法『ベル・ジュバンス』で
髪を若く美しく！
当店が提供する弱酸性美容法『ベル・
ジュバンス』は髪にダメージを与えず
に頭皮や毛髪を元気にします。デトック
ス効果やリラクゼーション効果をぜひ
体感ください。男性にもおすすめです。
（効果の実感には個人差があります）

朝日町平柳140（泊駅から徒歩5分） Tel.0765-82-1537
　8:30～18:00（要予約）
　月曜日（第1・3・5日曜日）休 P 6台

お花屋さんで味わう
本格スムージー♡

朝日町平柳161　Tel.0765-82-0155
　10:00～17:00
　火曜日休 P 10台

大人気♪
「フルーツなだれパンケーキ」
「生パスタ」も♡
■フルーツなだれパンケーキ1,250円
■生パスタボロネーゼ1,000円
■大人のオムライス900円
■季節のパフェ1,200円～
（テイクアウト可／コロナ対策に力を入れています）

朝日町平柳228-2　Tel.0765-83-3030
　[平日]11:30～16:00  [土・日・祝日]11:30～18:00
　火曜日休 P あり

目の前はヒスイ海岸！
「たら汁」と「ヒスイ」のお店

朝日町宮崎3239-1（越中宮崎駅前） Tel.0765-83-0707
　10:00～16:00
　月曜日～木曜日休 P 2台

「何でも美味しい」と
地元のマダム、
サラリーマンが通うお店
みんなが認める喫茶店の名店。昭
和レトロな街中にあって、中に入る
と隠れ家的な雰囲気が楽しめます。
■オムライス700円/焼きそば700円/
ナポリタン850円/ミックスサンド700円

朝日町平柳162（農協会館1F）　Tel.0765-83-1651
　9:00～18:30
　不定休休 P 10台

舌鼓を打つ美味しさ！
きんかいの「たら汁定食」
ご当地グルメ「たら汁」の名店として
知られるお店。こだわりの味噌が真似
のできない美味しさの秘密です。
■たら汁定食1,400円
■たら煮定食1,400円
■海鮮丼2,000円

朝日町境25-1　Tel.0765-83-1870
　10:00～22:00
　不定休休 P 50台

ひっそりと佇む
隠れ家で味わう
風味豊かな手打ち蕎麦
■天ざるそば1,650円/胡麻汁そば
1,000円/梅おろしそば1,000円/
ぶっかけそば1,200円/すべての
テイストを味わえる「草の子セット」
2,200円

朝日町東草野522-4　Tel.0765-83-9541
　11:00～14:30(売切じまいの場合あり)
　火曜日休 P 12台

手作りにこだわり、
愛され続ける
創業49年の洋食屋さん
■煮込ハンバーグ（120～500g）1,030円～
■ビーフシチューセット2,980円～
■ピザ各種1,390円～
（平日は女性のお客様にデザートをサービ
ス／全メニューテイクアウト可）

朝日町南保252　Tel.0765-83-0006
　[昼の部]11:00～14:00(LO) [夜の部]17:30～20:00(LO)
　火曜日・水曜日休 P 16台

「ホッ」とする空間、
心と身体に沁みるハーブティー

朝日町沼保925　Tel.0765-32-3818
　10:00～18:00
　日曜日・月曜日休 P 7台

自家製「桜町コロッケ」、
揚げたて「トンカツ」などお土産に

朝日町桜町764　Tel.0765-82-0290
　10:00～18:30
　日曜日（土曜日・祝日は不定休）休 P 3台

朝日町の衣・食・住、
文化・暮らしを支えます

朝日町平柳688　Tel.0765-82-2000
　10:00～20:00
　不定休休 P 400台

創業75年。チーズケーキ＆
ブランデーケーキの
隠れた名店

朝日町泊211　Tel.0765-82-0207
　9:00～17:30
　日曜日休 P 10台

説明のできない面白さに
人が集まる不思議なお店
駄菓子、くじ当て、玩具、婦人服、アク
セサリーなどを販売。また、カード
ゲーム「Magic」の愛好者から“富山県
の聖地”と呼ばれるお店です。聞い
ただけではわからない魅力がある、
ぜひ訪れてほしいお店の1つです。

朝日町泊377　Tel.0765-83-2139
　10:00～18:30
　水曜日休

厳選素材でつくる手作りおやつ♡
素材1つ1つを吟味した、大人から子
どもまで安心して食べられるおやつ
が人気です。
■ふわっふわ定番シフォンケーキ
各種270円～/カヌレ300円/ホ
ット・ジンジャーシロップ680円～

朝日町泊631（泊駅構内）　Tel.0765-83-1088
　10:00 ～17:00
　日曜日・月曜日休 P あり（泊駅駐車場）

魚の目利きと鮮度、価格で
信頼される創業99年の老舗
目の肥えた方、ぜひ一度見に来て
ください！今が旬の紅ズワイガニ、
鮮度抜群のお刺身はもちろん、地魚
の箱売りも。
（鮮魚の地方発送サービスあり/内容・
予算など気軽にご相談ください）

朝日町道下170　Tel.0765-82-0152
　9:00～19:00
　日曜日・祝日休 P 4台

朝日町のお土産に！
銘菓「ヒスイ羊かん」
甘みを抑えた上品な味わいが特徴
の銘菓「ヒスイ羊かん」（1個250円
/4個箱入り1,150円）で全国に知ら
れる老舗和菓子店。独自の製法が
評価され、NHK・BS番組「美の壺」
でも紹介されました。

朝日町沼保288　Tel.0765-82-0422
　9:00～18:00
　火曜日休

地場産品や地酒など
朝日町の「美味しい」を品揃え！
野菜、鮮魚、豆腐、パン、地酒など
朝日町の地場産品・味覚が豊富
に揃います。朝日町のお土産は
「まめなけ市場」で!!ぜひお立ち
寄りください。

朝日町泊418クロスファイブ1F　Tel.0765-83-3802
　10:00～18:00
　日曜日休 P 30台

赤いのれんが目印！
昔を今に伝える
町の駄菓子屋さん
創業60年。たくさん並ぶ駄菓子や
当時の面影を残す景観が特徴です。
大人には懐かしく・子どもには新
しい、親子でワクワク＆夢中になれ
るお店です。

朝日町泊198 　Tel.0765-82-1631
　7:00～18:00
　不定休休 P 2台

ゆい

昭和レトロな大衆食堂です。「たら汁
定食」（1,100円）のほか、ヒスイ加工品
などを販売。店内工房で『石のブレス
レット作り体験』もできます（火・水・木/
要予約）。予約は電話（080-1950-6773/
野村）かメール（jinen39@yahoo.jp）で。

がぼう

グリル松 ハーブと喫茶 HYGGE

ふうらく

朝日町

※スタンプラリーサイトは11/21（土）のオープンを予定しています。

※参加方法などの詳細は同日付の北日本新聞をご覧ください。

店内にはオリジナルのリメイク衣装
に着せ替えたリカちゃん人形やダッ
フィーなど、50体以上を展示。気軽
にお立ち寄りください。着物や帯、
洋服などリメイク商品の販売も。

東京・青山のスムージー専門店
｢FICO＆POMUM（フィコ＆ポムム）｣
のスムージーで、ヘルシー＆きれい
をパワーチャージ！ぜひ一度ご賞味
ください。
■スムージー各種660円～

お店で感じる「優しさ、美味しさ、癒
やし」がやみつきになります。
■月替わりカレーランチ900円
  ハーブティーセット1,300円
■週替わりケークサレ400円
■ハーブティー各種550円～

当店自慢の手作り「桜町コロッケ」
（1個110円）をはじめ、トンカツ（1枚
350円～）や自家製焼豚など、朝日町
で愛される味をお土産やご自宅の
食卓にどうぞ。
（電話予約可／お気軽にご連絡ください）

朝日町でケーキ屋さんといえばこの
お店。チーズケーキ（カット230円/6号
ホール2,600円）や、遠方からわざわざ
来店し購入されるオールド・ブランデー
ケーキ（箱入1,940円）がおすすめです。

【テナント】大阪屋ショップ/ばらずし/
フレッシュベーカリー・ボンアーデル/
秋山クリーニング/靴・カバンのイワタ/
高級婦人服シャンパトラ/化粧品ハート
のイタクラ/フラワーシップ恵美/ひら
せいホームセンター/富山第一銀行


