カフェ＆スイーツ

1

焼き立てパン

アンリス

10周年を迎えよりいっそうお客様に喜んで頂きた
く毎日手間暇かけてパンを焼いております。お気
軽にお立ち寄りください。
住／和倉町ワ部5-4 ☎0767-62-2310
営／8:00～19:00
休／木曜日 Ｐ／あり
シンプルにあんぱんクリームパンがおすすめです。
スイーツでは3種類のシュークリームがイチオシです。

2

菓子工房

シャールベルべ

美味しいものを味わった記憶も旅の思い出として
良いものです。和倉の素敵な思い出になりますよ
うに、心をこめて焼き上げています。
住／和倉町ひばり2-14 ☎0767-62-4561
営／8:00～19:00
休／第2日曜日 Ｐ／あり
ふわふわっと口どけのよいシフォンケーキ

3

能登ミルクファクトリー

能登ミルクは、能登の厳選素材を使い美味しい
ジェラートを提供しています。珈琲や雑貨もあり
ますので、ぜひ遊びに来てください！
住／和倉町ワ部13-6 ☎0767-62-2077
営／9:00～19:00
休／木曜日 Ｐ／あり
当店のスペシャリティ「宙（そら）」：3色のジェラートを合
わせた、観て楽しい、食べて美味しい商品です。

4

ル ミュゼ ドゥ アッシュ 和倉店

世界 的に活 躍するパティシエ辻口博 啓 による
ミュージアム＆カフェ。能登の素材をふんだんに
使用したスイーツを販売しております。
住／和倉町ワ部65-1 ☎0767-62-4002
営／9:00～19:00（LO18:30）
休／なし Ｐ／あり
兼六園の雪吊りをイメージして造り上げたYUKIZURIはお
土産に人気です。

5

Calm place coffee（お土産だるまや内）

自家焙煎の豆を使い注文の都度豆を挽き仕上げ
るコーヒーが人気です。スイーツ券にありますガ
トーショコラとも相性抜群です。
住／和倉町ヨ部18番地 ☎0767-62-2386
営／9:00～17:00（LO16:00）
休／不定休 Ｐ／なし
おいりを使ったカラフルで写真映えするドリンクやわくた
まくんのラテアートがのったカフェラテが人気です。

お食事（ランチ＆ディナー）

6

旬彩旬魚

あぐら

ゆったりとした空間で、地元能登の旬の魚や野菜
で四季折々の創作和食です。あぐらをかいてゆっ
くりとおくつろぎください。
住／和倉町ワ部11-7 ☎0767-62-1002
営／11:30～14:00（LO13:30）17:00～24:00（LO23:00）
休／月曜日 Ｐ／あり
地元七尾湾で水揚げされた新鮮な魚介類や、地酒を含む
50種類以上の日本酒を取り揃えております。

7

お好み焼き

樂 GAKU

老若男女問わず人気のお好み焼きは、たっぷりの
山芋で、ふわっと軽くて優しい食感！レトロな雰
囲気漂う店内で、ほっこり気分に♪
住／和倉町ひばり2丁目11番地 ☎0767-62-2593
営／平日17:00～24:00（LO23:30）土・日12:00～14:00,17:00～24:00
休／木曜日 Ｐ／あり
人気メニューのとん平焼きはタマゴと豚肉の相性バツグ
ン！食べ放題＋飲み放題もやってまーす。

8

魚屋さんのお好み焼き

あうん

店名のとおり魚屋をやっています。朝定置網でと
れた魚の刺身、魚貝を使った一品、もちろんお好
み焼き、焼きそばもおすすめです。
住／和倉町ヨ部17-3 ☎0767-57-5908
営／11:30～14:00，17:00～23:30
休／木曜日、金曜日（昼） Ｐ／あり
朝とれの刺身、醤油ベースのフグ、イカのいしる干、シー
フード玉、地元のあまえび玉がおすすめです。

9

ポケットデリッシュ

日々忙しいお母さんを少しお手伝い。手作りの家庭料
理をご提供しております。お弁当・オードブル・惣菜な
ど当日予約も可。イートインスペースもあります。
住／和倉町ひばり2丁目5番地 ☎0767-57-5835
営／10:00～19:00
休／日曜日 Ｐ／あり
毎日、日替わりでお惣菜がケースに並びます。計り売り、
パック売り、お弁当も！

10

海ごちそう

能登はやさしや土までもの気持でスタッフ一同は
他では味わえないメニューをご用意してご満足い
ただける様にお待ち致しております。

住／石崎町香島1丁目22番地 ☎0767-62-4568
営／11:00～15:00，18:00～21:00（LO20:30）
休／木曜日（8月・連休時営業） Ｐ／あり
当店でのイチオシはこのわたいくら丼、三大珍味の干く
ちこピザ、11月中旬からなまこしゃぶしゃぶが絶品です。

お食事（ランチ＆ディナー）

11

能登すしの庄

信寿し

庭園を眺めながら旬の鮨や一品料理を食して頂
いております。詳しくは www.nobuzushi.com へ
お越しくださいませ。席数45席
住／和倉町ひばり3丁目120-1 ☎0767-62-2019
営／11:00～14:00（LO13:30）17:00～22:00（LO21:30）
休／水曜日 Ｐ／あり
昼はランチが2,100円～。夜は寿司盛り合わせと自家製珍
味、地酒で。他コース料理（要予約）5,000円～（税別）

16

épice （エピス）

能登の珪藻土製の窯で焼きあげるピッツァ、能登
牛や石川県伝統食品を使ったパスタ等がお楽し
みいただける小さなレストラン。
住／和倉町ワ部13-1 ☎0767-62-4188
営／11:00～14:30（LO14:00）17:30～20:30（LO20:00）
休／月曜日（他臨時休業あり） Ｐ／あり
希少な能登牛プレミアムを使ったメニューや季節毎の能
登の旬な食材をご提供できるよう心掛けています。

12

能登海鮮丼

みとね

街中にある能登唯一の海鮮丼専門店。全てテー
ブル席で1名様から多人数まで対応可能 。各種
カードOK！ゴマソフトも大好評！！席数24席
住／和倉町ワ部23-3 ☎0767-62-0077
営／10:00～18:00（LO17:30）
休／月曜日（祝日の時翌日）第三火曜日 Ｐ／あり
メニューは11種類 季節ごとの丼は6種類 価格は1,400
円～1番人気の能登海鮮丼は2,100円（全て税別表示）

17

レストラン

ブロッサム

1983年創業の洋食屋です。地元で賑わうアット
ホームな雰囲気の店内で新鮮な地元食材を取り
入れたお料理をご提供しています。
住／和倉町ヲ部22-2 ☎0767-62-2410
営／10:00～23:00（LO22:00）
休／月曜日 Ｐ／あり
定番のハンバーグやシーフードグラタンは特に人気です！
ふわふわの日替わりシフォンケーキもオススメ！

13

居酒屋＆お食事

まっちゃん

能登の味、家庭の味にこだわり、地元で採れた野
菜や魚を使い、お酒に合う一品料理やボリューム
のあるお食事を提供しています。

住／和倉町ワ部15-12 ☎0767-62-4440
営／18:30～27:00（LO26:30）
休／なし Ｐ／なし
自家製餃子、ねぎ塩ラーメン、オムライス、かつ丼、ハン
バーグ、冷たい料理、温かい料理など

23

焼き肉

ひでくら

高品質な能登 牛を店主自らの目利きで 一頭 買
い。タレや料理も手間ひま惜しまず作り込み。ア
ルコール類も豊富に取り揃えています。

住／石崎町香島2丁目5-4 ☎0767-62-8129
営／17:00～23:00（LO22:30）
休／水曜日 Ｐ／あり
能登牛各種部位、盛合せ。能登牛ホルモンやトロトロす
ね肉のスープ、自家製無添加ソーセージも絶品です。

海よ友よ

香川県の丸亀市とは姉妹都市で、官間交流から
民間交流の輪を広げようとさぬきうどんを提供し
ています。その旨さは驚く旨さ！！

住／和倉町ひばり3-57-3 ☎0767-62-0500
営／11:00～15:00（LO14:30）
休／不定休 Ｐ／あり
おおぶりの海老天2本と野菜天を盛り込んだ「温天おろ
し」暑い季節は「冷やし天おろし」が一推しです。

18

中華料理

北京飯店

14

蛇之目寿司

和倉温泉で創業50年の蛇之目寿司です。能登で
獲れる魚を中心に、地元七尾湾ならではのネタも
取り揃えております。
住／和倉町ワ部20番地7 ☎0767-62-2411
営／11:00～14:00，17:00～23:00
休／不定休 Ｐ／あり
季節折々の旬のネタが入る「能登づくし」がおすすめで
す。能登づくし（10貫）2200円（税別）

19

居酒屋

15

きょう屋

ツルっとのどごしが良いそばは、もちろん、うどん
もツルツルシャキシャキ家庭的です。ファミリーも
安心、ほっこりします。

住／和倉町ワ-20-8 ☎0767-62-3289
営／11:00～19:00
休／不定休 Ｐ／あり
一年を通して、冷しとろろそば・ざるそばが一番人気で
す。他に肉うどんやきつねうどんと続きます。

福ちゃん

親子で営むアットホームな中華料理店です。手作
りにこだわって作ってます。

靴をぬいでゆったりできるお店です。能登のお魚
を是非とも食べてほしい。

住／和倉町ひばり2丁目98-1 ☎0767-62-3406
営／11:30～14:30，17:30～22:30
休／水曜日 Ｐ／あり
【おすすめメニュー】
ギョーザ、チャーシューメン、担々麺

住／和倉町ラ部10-2 ☎0767-62-1429
営／11:30～14:00，18:00～24:00（LO23:00）
休／水曜日 Ｐ／あり
刺身の盛合せや、よそとちょっと違う牛すじを食べてほし
いです。

お食事（ディナー）

21

本さぬきうどん

ナイトスポット

22

焼き肉

寿美好

ミシュランガイド掲載店‼県認定能登牛取扱店ゆ
え上質な肉をリーズナブルに堪能できる。名物の
もつ鍋も楽しみの一つとなります‼
住／光陽台41番地 ☎0767-62-1298
営／17:00～23:00（LOフード22:00ドリンク22:30）
休／火曜日 Ｐ／あり
花咲トロ牛タン、黒毛 和牛 炙り寿しなど他にはないメ
ニューは必食‼注文率№1のねぎ上タン塩もおすすめ‼

24

炭火やきとり

鶏うま

子供からお年寄りまで、気軽に来て頂けるお店で
す。店長が、うまいと思うものだけをメニューに載
せてあるので味には自信満々です。
住／石崎町ヨ部63-3 ☎0767-62-2984
営／17:30～23:00（LO22:30）
休／不定休 Ｐ／あり
やきとりは全種類おすすめなので一度食べてみるべし‼
レンコンあげ。湯ドウフ。鳥しめじなどもリピート多々。

25 スナック＆パブ

きつねとたぬき

和倉で一番の老舗でございます。セット料金もあ
り安心です。心よりおもてなしをさせて下さいネ。
カラオケもございます。
住／和倉町ワ部15 ☎0767-62-4357
営／20:00～25:00
休／月曜日（祝日は営業） Ｐ／なし 席／25席
能登の地酒はもちろん多彩のお酒が楽しめます。
マスターのオリジナルカクテル有り。

28

スナック

凜花

店内はモダンで落ちつく空間。地元から旅のお客
様まで幅広い年代の客層です。女性のお客様も
大歓迎‼
住／和倉町ひばり2-5 ☎0767-62-2626
営／20:30～26:00
休／不定休 Ｐ／あり 席／45席
おひとり様より合計金額より10％引きさせていただきま
す。団体様（10名以上）は15％引きにさせていただきます。

26

Café＆bar

月乃陽

一期一会を大事にし、老若男女問わず、安心して
お酒の席を楽しめる、夜の癒しの場です！
住／和倉町ワ部12 ☎0767-62-0728
営／19:30～
休／不定休 Ｐ／あり 席／15席
魚醤のいしるを使った「ピザ」が人気の一品です。他に
も、その日の仕入れで日替りの品も提供しています。

29

num-Bar

六

カラオケのない10席のみの小さなショットバーで
す。8ｍの一枚板カウンターでウイスキーを片手に
会話を楽しんで頂ければと思います。

住／和倉町ヨ部17-3 ☎0767-62-0036
営／21:00～26:00（LO25:00）
休／日曜、月曜日（不定休） Ｐ／なし 席／10席
女性バーテンダーが作る季節のお通しと共に限 定ウイス
キーや地元の日本酒など、様々なお酒をご用意いたします。

舞姫

27

ゆったりと過ごせるお店です。カラオケもあり、女
の子との会話で楽しんで、料金もセットありで安
心して飲めます。

住／和倉町元町ワ部26-7 ☎0767-62-0518
営／20:00～25:00
休／不定休 Ｐ／あり 席／30席
ピザ、から揚、一品も数そろえています。旬の焼魚、干物、
などなど。地物、一夜干丸干いかおすすめです。

30

スナック

アメリカーナ

けっして美 人ではありませんが、ゆかいなメン
バーと楽しいひとときを過ごしましょうよ！
住／和倉町ワ部15-22 ☎0767-62-3476
営／20:00～25:00
休／不定休 Ｐ／なし 席／25席
サイドメニューも充実。焼きそば、唐揚げ、ピザがお薦め
です。

