
 

 

 

 

 

 

  

 

 

亀頭龍ラーメン ② 
チャーシューメン 

（８７０円） 

「とろけるチャーシューで作

るチャーシューメン、チャー

ハン大人気！」 

【住】魚津市上村木 1-7-21

【問】0765-23-0077【休】

火曜日【営】11:30〜14:00 

17:30〜 25:00（日曜日は

24:00） 

 
香龍 ① 
海鮮ラーメン 

（８８０円） 

「本格中華屋さんが作る海

鮮ラーメン。具材の下処理

も完璧！」 

【住】魚津市本江新町 3-20 

【問】0765-24-3636【休】

火曜日【営】11:00〜14:30 

17:00～23:00 土日祝 11:00

～23:00 

 

四十萬食堂 ③  
五目中華 

（７８０円） 

「塩味ベースのスープの上

に野菜がたっぷり！くせに

なる旨さ。」 

【住】魚津市諏訪町 13-22 

【問】0765-22-1581【休】

なし【営】11:00〜14:30  

 

十々亭 ④ 
塩ラーメン 

（７００円） 

「韓国もみのりと、ゴマで焼

き肉屋さんの風味。飲んだ

あとのシメに最高！」 

【住】魚津市釈迦堂 1-1-5 

【問】0765-22-4002【休】

日曜日【営】17:30〜22:30 

 

食堂園 ⑤ 
大葉あっさり鶏塩ラーメン 

（８４０円） 

「もっちり麺に、かぎりなく柔

らかい鶏ささみと大葉のハ

ーモニー！」 

【 住 】 魚 津 市 釈 迦 堂

1-15-13 【問】0765-24-4002

【休】不定休【営】18:00

〜27:00  

 

中国家常菜 竃 ⑥ 
ごまみそ担々麺 

（８００円） 

「魚津宮本みそ店さんの無

添加純正みそと全粒粉麺を

使用しています。」 

【住】魚津市吉島 1-4-27 

【問】0765-22-2209【休】

水・日曜日【営】11:30〜

14:00 17:30〜 21:00 土祝

17:30～21:00 

 

中国菜家 天華 ⑦ 
エビ入りソバ 

（８８０円） 

「あっさり塩味ベースのスー

プの上に、ぶりっぷりのエビ

がたくさん！」 

【住】魚津市新宿 6-13 

【問】0765-22-0563【休】

火曜日【営】11:30〜14:00 

17:00〜20:30 

⑦ 

 

手打ちラーメンやまや⑧ 
ワンタンメン 

（並６５０円） 

「あっさり醤油の透明スー

プ。無化調、無着色で体に

やさしい一杯！」 

【住】魚津市真成寺町 2-17 

【問】0765-22-1059【休】

水曜日【営】11:00〜19:30

（麺がなくなり次第終了）  

 

ヌードルハーツ ⑱
(NOODLE HEARTS)  
ラーメン＋チーズ 

（８００円） 

「一番人気のチーズトッピン

グ。豚骨醤油スープとの相

性が抜群！」 

【住】魚津市吉島 4330 

【問】0765-22-5566【休】

月曜日【営】11:30〜14:30 

17:30～22:00 土曜 11:30～

15:00 17:30～ 22:00 日祝

11:30～15:00 17:00～21:00  

 

山久ラーメン ⑩ 
みそ野菜ラーメン 

（８５０円） 

「味噌ラーメンの老舗で、い

つも満席の人気店。白みそ

と野菜の甘みのコラボ。」 

【住】魚津市上村木 1-17-8 

【問】0765-22-8213【休】

水曜日【営】11:00〜14:00 

17:30～20:50 

 

ラーメンむてっぽう ⑪ 
しょうゆチャーシュー 

（８７０円） 

「大豆、豚骨ベースに魚節

系のダシが効いて、むせ返

るほど香ばしい。」 

【 住 】 魚 津 市 上 村 木

2-15-17 【問】0765-22-0306

【休】なし【営】11:00〜

15:00 17:30～23:00 

 

8番らーめん魚津店 ⑫ 
野菜ラーメン（塩、味噌、

醤油あり）（６０４円） 

「健康あとおし！仕入れに

こだわったキャベツがシャ

キシャキ！」 

【住】魚津市上村木 2-3-33 

【問】0765-24-7940【休】

なし【営】11:00〜25:00  

 

らーめん居酒屋 ⑰ 
北海  
塩ラーメン＋煮卵 

（７４０円） 

「豚骨＋煮干しであっさり飲

めるスープ。麺は旭川仕入

れの強コシちぢれ麺。」 

【住】魚津市緑町 3-8 【問】

0765-24-6300【休】水曜日

【営】11:30〜23:00  

 

麺留伊亭ふるさと ⑬ 
そば、ラーメン、カレーラ

イスなど（５００円～） 

「サンプラザショッピングセンタ

ーで買い物した時に、気軽に立

ち寄れるフードコート。」 

【住】魚津市駅前新町 5-30 

【問】0765-24-5170 

【休】不定休【営】11:00〜

15:00  

 

麺道 いとう ⑯ 
塩ラーメン 

（７００円） 

「モンゴル天然湖塩を使用

したあっさり系塩ラーメン。」 

【住】魚津市駅前新町 6-9 

【問】080-1960-3586【休】

不定休【営】21:00〜27:00  

 

ラーメンの店 ⑲ 
ラーメン 

（６００円） 

「創業1975年！以来変わら

ぬ懐かしい味。ショウガが

香るすっきり醤油味。」 

【 住 】 魚 津 市 上 村 木

2-16-30 【問】0765-24-6043

【休】月曜日【営】11:00

〜20:30  

 

らーめん世界 ⑨ 
富山魚津店 
チャーシューらーめん 

（９７０円） 

「スープにチャーシューのコ

クと旨味が加わって味が進

化！」 

【住】魚津市上村木 660 

【問】0765-22-1991【休】

無休【営】11:00〜25:30  

 

はまちょう ⑳ 
深層水ラーメン 

（５００円） 

「深層水効果で、不思議な

ほどあっさりまろやか。海鮮

丼とのセットも人気！」 

【住】魚津市村木字堤防割

2500-2 【問】0765-24-9758

【休】第 2 水曜日（除く

G.W）【営】6:00〜17:00  

 

はじめ家 (21) 
チャーシューメン 

（８７０円） 

「家系総本山吉村家四天王

はじめ家！パンチの効いた

豚骨醤油味！」 

【住】魚津市吉島 67-1 

【問】0765-23-1789【休】

月曜日（祝日のとき火曜

日）【営】11:00〜23:00  

 

麺はうす 三華 ⑮ 
ホワイトラーメン 

（８８０円） 

「みそベースのスープに牛

乳、バターが入っている野菜

たっぷりのラーメンです。」 

【住】魚津市並木町 5-6 

【問】0765-22-4224【休】

火曜日【営】11:30〜21:00  

 

まるたかや魚津店 ⑭ 
チャーシューメン 

（９０７円） 

「数種類の香辛料を入れて

じっくり煮込んだ存在感の

あるチャーシュー。」 

【住】魚津市吉島 1-605-1 

【問】0765-23-4567【休】

不定休【営】11:00〜21:00

（月曜は 15:00 迄）  
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