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（ 公 社 ）石 川 県 観 光 連 盟 推 奨

石川のお土産

令和４年度版

◆ カタログの価格表示は消費税込みです。
◆ このカタログに掲載されております価格

は令和4年3月31日現在のものです。

◆ 各商店の都合により、
商品価格・規格等

が変更になる場合がございますのであら
かじめご了承ください。

石川のお土産紀行
お菓子、
食品、地酒、伝統工芸品と技を極めた
石川の銘品をラインナップ。
心に残る旅の思い出としてはもちろん、
ふる里を離れた大切な方や、
お世話になった先様へのご贈答に、
真心伝わる「石川のお土産」をお選びください。

能登、金沢、
加賀、
白山
多彩な魅力に出会う石川の旅。
豊かな海を抱き、美しい四季を讃える石川県。
江戸時代に花開いた百万石文化、
その伝統が、
まざまざと現在にまで伝承されています。
情緒あふれる街並みを歩き、
粋を極めた食文化を堪能し、
磨き抜かれた伝統の技と間近に触れ合う、
そんな贅沢な時間が、
石川の旅にはあります。
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商品注文の際は、直接
各商店へご連絡下さい。
● 表示料金には、
全て消費
税が含まれております。
●

（令和4年 3月31日現在）

優秀賞シール

推奨品シール

お土産品

交通のご案内・お問い合せ

●

商品写真の付属品等は、
イメージです。

旅行時の感染予防のために、
ご留意いた
だきたい事項がまとめられた
「新しい旅の
エチケット」
をご参照いただき、感染リスク
を避けながら、安全に石川県の旅行をお
楽しみください。

ほっと石川旅ねっと

検

索

ニッポンの原風景がいまなお残る能登
半島。荒波に削られた奇岩が絶景を描き、
黒瓦の屋根と板壁が軒を連ねる小さな
漁村が郷愁を誘います。

能登金剛・機具岩

KANAZAWA

美しい出格子と石畳が続く古い街並
江戸時代そのままの雰囲気が漂う…。
江戸時代から脈々と受け継がれてきた
文化の香り豊かな金沢。兼六園と金沢城
公園を拠点に、情緒ある街並散策へと足
をのばしたい。

金沢・ひがし茶屋街

「能登の里山里海」が国内初の
［世界農業遺産］に認定
能登の自然と共生した営みや歴史に育まれた文化、祭礼、
優れた里山景観、生物の多様性などが地域総合力として高く
評価されています。

白米千枚田

見附島

輪島朝市

厳しい自然に暮らす山里、
懐かしい日本があります。
日本三名山のひとつに数えられる白山。
古より「しらやま」や「越しのしらね」の
名で和歌にも読まれ、信仰の山としても
知られています。

金沢・重要伝統的建造物群
保存地区
百万石の城下町金沢は、歴史的な街並が今も残り、特に、
東山ひがし、主計町、卯辰山麓、寺町台の昔と変わらない
佇まいが保存地区に指定されています。

金沢城

加賀

白山
HAKUSAN

金沢

能登
NOTO

能登はやさしや土までも
素朴な人々の営みがあります。

KAGA

兼六園

近江町市場

温もりあふれる湯に浸り
歴史と文化に触れる…。
白山麓に広がる日本有数の4つの湯の街
とそこにみる九谷焼、山中漆器の工芸。
千年を超える歴史ロマンが心身を癒し
てくれる。

翠ケ池
（白山山頂付近）

蔵六園

加賀・重要伝統的建造物群
保存地区

［日本ジオパーク］に認定
科学的に、特別重要で貴重、もしくは美しい地質遺産を
含む自然公園の一種で、手取川扇状地一体が自然、歴史、
産業的に評価されています。

古い街並を保存するもので、北前船の寄港地として発達
した加賀橋立、山村集落の加賀東谷が今も変わずに面影
をとどめています。

手取扇状地・獅子吼高原

加賀・山中温泉鶴仙渓

綿ケ滝

手取渓谷

加賀片山津温泉うきうき弁天

加賀 山代温泉古総湯

お菓子

このシールが目印です

お菓子

（公社）石川県観光連盟推奨最優良みやげ品
石川県知事賞

ふぐの子オイル

（一社）石川県物産協会会長賞

FUGUNOKO OIL

かきくん製油づけ（牡蠣の缶詰）

業界初。石川県の発酵食品ふぐの子糠漬をコンフィにして
オイル漬にしました。
かけるだけ、
まぜるだけで簡単に美味
しい、
ふぐの子料理が作れます。

能登の里山里海の自然をたっぷり呼吸して育った能登か
きが一番おいしい春先の1年物を厳選して缶詰にしま
した。

972 円［ 45ｇ ］

1,080 円［ 105ｇ ］

㈲安新

TEL 076-278-4934
FAX 076-278-4934
HP http://www.yasushin.jp/
MAIL info@yasushin.jp

（公社）石川県観光連盟理事長賞

加賀みそチューブなパウチ詰め合わせ

木村功商店
TEL

0767-66-1037

FAX

0767-66-2035

（公社）石川県観光連盟理事長賞

サクラサキますく

伝統の加賀みそをチューブ容器に詰めました。
いつでも手
軽に本格的な味噌をお楽しみいただけます。

天然由来成分100%の顔用シートマスク。兼六園の桜の花
酵母エキス、能登海洋深層水を配合、加賀友禅作家による
パッケージデザインです。

2,160 円［ 1箱 3本入（各120ｇ）］

330 円［ 20mL・1回分 ］

TEL 076-275-5188
FAX 076-275-5190
HP https://kagamiso.or.jp/
MAIL info@kagamiso.or.jp

TEL 0120-369-708
FAX 0761-52-0466
HP https://www.revanche.jp
MAIL mail@revanche.co.jp

加賀味噌食品工業協業組合
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優秀賞シール

2 0 21 年 度

Ishikawa no Omiyage

㈱ルバンシュ

お菓子

優秀賞シール

2020 年度

このシールが目印です

お菓子

（公社）石川県観光連盟推奨最優良みやげ品
石川県知事賞

（一社）石川県物産協会会長賞

大江山 純米大吟醸
百万石乃白

令和最初の酒造りに
新しい酒米（百万石乃
白）
と新しい酵母そし
て華やかな香りにリン
クするたおやかな甘
口。石川酒６８号と松
波酒造創業１８６８年
にちなみデザインに
「６８」をいれる。海の
近くの酒蔵にて音をメ
インに発酵をイメージ
した色合いに。輸出も
念頭に箱に英文で蔵
の説明。

能登大納言甘納豆（豆箱入り）

奥能登の大地で育まれた能登大納言は粒の大きさと宝石
のような鮮やかな赤色が特徴です。収穫は豆の熟した順に
ひとさやずつ丁寧に収穫される「さやぼり」
と呼ばれる
手作業が中心。貴重な小豆を丁寧に甘く煮て作りました。
また豆型容器はすべて手書きです。九谷の職人がひとつ
ひとつ絵付けしています。

3,300 円［ 箱入 720ml ］

972 円［ 豆箱入 55ｇ×2袋 ］

松波酒造㈱

TEL 0768-72-0005
FAX
MAIL sake@o-eyama.com

㈱ぶどうの木
（まめや金澤萬久）
0768-72-2348

（公社）石川県観光連盟理事長賞

TEL
HP

FAX 076-258-5802
076-258-3366
https://www.mameya-bankyu.com/

（公社）石川県観光連盟理事長賞

のとひばこ 和

のと香楽 NOTOKAGURA

香りで纏う品格。
能登の里山里海の恵みに包まれた名刺香。

精緻に彫刻・カットを施した能登ヒバシートを３層に重ね
合わせることで県内を中心とした著名な風物を立体的に
再現しました。持ち運びに手軽な組立キットになっていま
す。
旅の思い出を持ち帰るのに最適な商品です。

1,700 円［ 5枚入 ］

2,970 円［ 組み立てキット1セット（W145×H128×D40（組立後サイズ））］

TEL 0768-22-4141
FAX 0768-22-4949
MAIL kouwa.s@swkouwa.com

TEL 076-237-1213
FAX 076-237-0009
MAIL toushin@muse.ocn.ne.jp

社会福祉法人 弘和会

東森木材㈱

Ishikawa no Omiyage
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お菓子

お菓子

能登大納言甘納豆

（豆箱入り）

優秀賞

972 円［ 豆箱入 55ｇ×2袋 ］

奥能登の大地で育まれた能登大納言は粒
の大きさと宝石のような鮮やかな赤色が
特徴です。収穫は豆の熟した順にひとさ
やずつ丁寧に収穫される「さやぼり」と
呼ばれる手作業が中心。貴重な小豆を丁
寧に甘く煮て作りました。また豆型容器
はすべて手書きです。九谷の職人がひと
つひとつ絵付けしています。

き

白えびおかき

かなざわばんきゅう

1,080 円［ 箱入 12枚 ］

薄い塩味で上品な味わいの無添加の
素焼きかきもち。（５種類：大豆・青
のり・えび・昆布・ごま 詰合せ）

か

が

㈲加賀かきもち丸山

〒920-0171 金沢市岩出町ハ 50-1

〒923-0003 小松市安宅町タ 121 番地

FAX 076-258-5802
HP https://www.mameya-bankyu.com/

能登大納言金つば
750 円［ 袋入 5個 ］
1,700 円［ 箱入 10個 ］

能登大納言小豆は大事
にしたい地元産の素晴
らしい小豆です。

だまえいかいどう

多間栄開堂

☎ 0768-82-0121

〒927-1214 珠洲市飯田町 10-11

FAX 0768-82-0121
HP damaeikaido@arrow.ocn.ne.jp

Ishikawa no Omiyage

1,080 円［ 箱入 10枚 ］

霊 峰白山のこだわりの餅を石窯 焼き
し、凝縮したうま味と上品な白えびの
塩味（焼き塩）が薫る豊かな味わい。
サクッと上質の食感です。

まるやま

㈱ぶどうの木
（まめや金澤萬久）
☎ 076-258-3366
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加賀かきもち

石川県観光連盟

☎ 0761-22-2066

FAX 0761-24-2021
HP http://www.kakimoti.co.jp
MAIL kakimochi@po4.nsk.ne.jp

太鼓まんじゅう
900 円［ 箱入 5個 ］

珠洲しかない昔ながらの和菓子です。

太鼓まんじゅう（珠洲産わかめ入）
900 円［ 箱入 5個 ］

珠洲産のわかめをたくさん使っていま

お菓子

お菓子

しおちょこ
540 円［ 箱入 10個 ］

伝統の揚げ浜式製塩法による海の塩
の旨みと芳醇なカカオの風味が甘みを
引き立てるチョコレート。

ア ン テ

輪島 海からのフィナンシェ
890 円［ 箱入 5個 ］

低温でゆっくり結晶化させた、舳倉島
の塩使用。

しゃかいふくしほうじん

こうわかい

金沢戦国武将ドーナツ
2,344 円［ 箱入 8個入 ］

金沢の洋菓子店として地元金沢に縁の
ある戦国武将をテーマに石川産の食
材 も 使 用して
つくりました。

㈱ Ante

社会福祉法人 弘和会

菓子工房 西都 KOGURA

〒922-0441 加賀市篠原新町 1-162

〒928-0022 輪島市宅田町 25 字 4 番 10

〒920-8202 金沢市西都１丁目 54

FAX 0761-74-8003
HP http://www.ante-jp.com
MAIL info@ante-jp.com

FAX 0768-22-4949
MAIL kouwa.s@swkouwa.com

☎ 0761-74-8002

能登塩キャラメルナッツクッキー
584 円［ 14枚 ］
1,166 円［ 30枚 ］

能 登 の 塩キャラメル をかけたナッツ
クッキー。

☎ 0768-22-4141

五郎島金時芋ロールケーキ
1,296 円［ 1本 ］

五郎島金時芋をふんわり生地で包ん
だケーキ。

☎ 076-255-0607

FAX 076-255-0607
HP https://www.seito-kogura.net

五郎島金時すいーとぽてと
756 円［ 8個 ］
1,188 円［ 16個 ］

五郎島金時芋をしっとり焼いたスイー
トポテト。

㈱だいいち

☎ 0761-77-3636

〒922-0241 加賀市加茂町 330 番地 1
FAX 0761-77-3113
MAIL daiichi-1@daiichi-co.jp

Ishikawa no Omiyage
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お菓子

お菓子

爽か滴 きいちご・ゆずオレンジ
864 円［ 1個（35g×6個）］

和傘をモチーフにしたゼリーです。
きいちごとゆずオレンジの ゼリーを
爽やかな味わいに仕上げました。

涼菓 彩紙ふうせん
540 円［ 1個（30g×6個）］

紙ふうせんをイメージしたゼリーです。

つづみ

㈱鼓

☎ 076-237-0370

〒920-0219 金沢市かたつ 12 番地
FAX 076-237-0380
HP https://tsuzumi.biz/
MAIL info@tsuzumi.biz
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爽か滴 塩ソーダ・ぶどう
864 円［ 1個（35g×6個）］

和傘をモチーフにしたゼリーです。
塩ソーダとぶどうのゼリーを爽やかな
味わいに仕上げました。

フルーツゼリー 鼓の果
540 円［ 2個入（各90g）］
648 円［ 2個入（各115g）］

古都金沢をイメージした鼓型のゼリー
です。

爽か滴 小
きいちご・ゆずオレンジ
648 円［ 1個（26g×6個）］

「弁当忘れても傘忘れるな」と言われ
るほど雨や雪が多い金沢の風土に因み
「和傘」をモチーフにしたゼリーです。
２種のフルーツゼリーをのど越しよく爽
やかな味に仕上げました。傘の柄を伸
縮式にするなど工夫を凝らしています。

爽か滴 小
塩ソーダ・ぶどう
648 円［ 1個（26g×6個）］

「弁当忘れても傘忘れるな」と言われ
るほど雨や雪が多い金沢の風土に因み
「和傘」をモチーフにしたゼリーです。
２種のフルーツゼリーをのど越しよく爽
やかな味に仕上げました。傘の柄を伸
縮式にするなど工夫を凝らしています。

お菓子

お菓子

爽か滴
塩ソーダ・きいちご・ゆずオレンジ
648 円［ 1個（26g×6個）］

「弁当忘れても傘忘れるな」と言われ
るほど雨や雪が多い金沢の風土に因み
「和傘」をモチーフにしたゼリーです。
３種のフルーツゼリーをのど越しよく爽
やかな味に仕上げました。傘の柄を伸
縮式にするなど工夫を凝らしています。

自家焙煎 コーヒー羊羹
584 円［ 箱入（９個入）］

コ ーヒー 専 門 店
ならで は の自 家
焙 煎 の 香り高 い
コーヒー の風 味
豊かな羊羹。

自家焙煎 カカオの羊羹
584 円［ 箱入（９個入）］

自家焙煎カカオ
のチョコと餡か
ら生まれた新感
覚羊羹。

ほんてん

キャラバンサライ本店

☎ 076-269-2900

〒921-8052 金沢市保古 3-47

FAX 076-269-1415
HP https://www.caravanserai.co.jp
MAIL info@caravanserai.co.jp

ふっくら

みそまんじゅう

1,700 円［ 箱入 10個 ］

バニラ、チョコ、イチゴ、小豆、抹茶
の５種類あります。

ほんぽ

1,500 円［ 箱入 10個 ］

能登名物と言えば、竹内の「みそまん
じゅう」。

しなもんど
1,500 円［ 箱入 10個 ］

シ ナ モンとアー モンドが入ったマド
レーヌ。

たけうち

みそまんじゅう本舗 竹内

☎ 0767-68-2053

〒929-2121 七尾市田鶴浜町を部 14 番地
FAX 0767-68-8053
HP http://misoman.com/
MAIL takeuchi@misoman.com

Ishikawa no Omiyage
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お菓子

お菓子

金沢金箔 羽二重餅
648 円［ 箱入 9個 ］

加賀伝統工芸「金沢金箔」を贅沢に
白い羽二重餅に散りばめました。

能登栗 栗上々巻
1,296 円［ 箱入 8切 ］

風味豊かな能登栗をふんだんに使った
和風ロールケーキです。

わ

が

し

か が じ ん や

和菓子 加賀陣屋

0120-2001-33

〒922-0277 加賀市河南町ヌ -57

FAX 0761-77-6591
HP https://www.kagajinya.com
MAIL info@kagajinya.com
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加賀銘菓 金沢あんころ餅
360 円［ 箱入 9個 ］

甘さを抑えた一口サイズのあんころ餅
です。

能登大納言 上々巻
1,080 円［ 箱入

8切 ］

大粒で皮が柔らかい、能登大納言なら
ではの、豊かな風味を活かして炊き上
げ、ロールケーキに練りこみました。

いしかわ自慢 甘えび煎餅
486 円［ 袋入 10枚 ］
648 円［ 箱入 18枚 ］
1,080 円［ 箱入 30枚 ］

石川県産甘えびと石川県産コシヒカリ
を使い、パリパリの触感の煎餅に焼き
上げました。

能登大納言 上々巻 抹茶
1,080 円［ 箱入

8切 ］

厳選された能登大納言をたっぷり使用
してつくった和風ロールケーキです。

お菓子

お菓子

加賀のかがやき
上々かすてぃら
1,188 円［ 箱入 11切 ］

上品な風味のカステラに、優美な金沢
金箔をあしらいました。

打木赤皮甘栗
かぼちゃシフォンケーキ
980 円［ カップ入 1個 ］

ふわふわでしっとりなエンゼルオリジ
ナルの味。

加賀のかがやき
上々かすてぃら 抹茶
1,188 円［ 箱入 11切 ］

上品な抹茶風 味のカステラに、優 美
な金沢金箔をあしらいました。

登録銘菓 加賀の殿様
820 円［ 箱入 6個 ］
1,296 円［ 箱入 10個 ］
1,890 円［ 箱入 15個 ］
2,484 円［ 箱入 20個 ］

優しく上品なこしあんを包んで、
前田家
家紋の梅鉢をかたどり金沢金箔をあし
らった加賀百万石ならではの気品あふ
れる銘菓です。

エンゼルの
加賀野菜ものがたり
1,296 円［ 箱入 6個 ］
3,000 円［ 箱入 14個 ］

加賀野菜の風味を活かしたやさしい
手作りの味。

ケ-キハウス エンゼル

☎ 076-240-1143

〒920-0376 金沢市福増町南 79-1

FAX 076-240-1143
HP http://enzelu.com/
MAIL enzel_tentyou@yahoo.co.jp

Ishikawa no Omiyage
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お菓子

お菓子

俵っ子 つぶあめ
540 円［ 袋入 90g ］

じろあめを硬く煮詰め、ゆっくり溶け
出す飴玉状。

俵っ子 しょうが
540 円［ 袋入 90g ］

じろあめに生姜を加え、硬く煮詰めた
飴玉状。

あやめもち
986 円［ 輪っぱ入 5個 ］
みやび

かけことば

城下町「金沢」の雅を「花あやめ」の掛詞
でうすむらさきの生菓子に表してみま
した。

しろちどり

じんぽ

㈲白千鳥 神保

☎ 076-281-0167

〒929-1215 かほく市高松ソ 5 番地
FAX 076-281-0169
HP https://jinbo.wagashi.work/
MAIL qh8s-jnb@asahi-net.or.jp

飴ん子 しろ
540 円［ 箱入 80g ］

じろあめを練り上げ、キャラメル状に
仕上げました。

じろあめ
1,296 円［ 壷入 300g ］

米と大麦だけで作った麦芽糖の優しい
味。

農家屋ぽてと
980 円［ 箱入 4個 ］

金沢で 300 年作り続けている「五郎
島金時」をふんだんに使用し、なめら
かな食感に仕上げたスイートポテトで
す。

たわらや

あめの俵屋

0120-411-522
☎ 076-252-2079

〒920-0844 金沢市小橋町 2 番 4 号
FAX 076-251-3525
HP http://www.ame-tawaraya.co.jp
MAIL kanazawa@ame-tawaraya.co.jp
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の う か や

てん

㈲かわに「農家屋かわに」あんと店
☎ 076-255-2217

〒920-0226 金沢市粟崎町 5 丁目 32-2
FAX 076-255-2219

お菓子

お菓子

能登羽咋発 黄金のたまご
200 円［ 袋入 1個 ］
2,340 円［ 箱入 10個 ］

能登産のたまご、珠洲産の塩を使用し
たしっとり和風ケーキ。
ゴマ・栗・苺の
３種の味がござ
います。

と

わ

とき

永久の瞬
280 円［ 和生カップ入 1個 ］

五代目店主が作る永久の瞬は金沢金
箔を煌めかせ天然記念物であるトキが
優雅に飛ぶ姿を現したお菓子です。

羽咋まわれば花とおしゃべり
200 円［ 袋入 1個 ］

餡に能登産のブルーベリーを使用した
やわらかなくちどけの良い焼菓子です。

能登里山里海のめぐみ
2,640 円［ 箱入 12個 ］

能登羽咋発 黄金のたまご 3 個、羽咋
まわれば花とおしゃべり 4 個、羽咋
UFO 伝説 5 個の詰め合わせです。

羽咋UFO伝説
180 円［ 袋入 1個 ］

高級ブランド米である羽咋「神子原米」
を使用した新感覚のしっとりブッセで
す。

じゅあん

あさお樹庵

☎ 0767-22-0006

〒925-0034 羽咋市旭町エ 1 番地 1
FAX 0767-22-7948
HP https://asaojuan.jimdo.com/

http://asaojuan.blog56.fc2.com/

Ishikawa no Omiyage
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お菓子

お菓子

能登大納言・能登の塩
金沢 五郎島小町
162 円［ 1個 ］

加賀野菜「五 郎島金時」を使った和
のマドレーヌ。

か が は ん ご よ う か し つ か さ

もりはち

864 円［ 箱入 18枚 ］

加賀三大銘菓である生姜と砂 糖をど
ぶ漬けして仕上げたしば舟せんべいに
金沢金箔を贅沢にあしらい、見た目に
も食しても楽しめるおせんべいに仕上
げました。

ほくりく

ほんぽ

ブリュレ de 笑顔
（金沢大野醤油）
1,944 円［ 1個 200ｇ ］

古都金沢で 400 年愛される大野醤油
を混ぜ込んだ風味豊かなブリュレ。パ
リパリした食感としっとりした上品な
甘さで二重の食感が楽しめます。

かなざわ

加賀藩御用菓子司 森八

㈱北陸ゆつぼ本舗

金澤プレミナンス（㈱ノリオターブル）

〒920-0912 金沢市大手町 10-15

〒922-0337 加賀市合河町ヲ 6-1

〒920-0022 金沢市北安江 4-8-31

FAX 076-260-0881
HP https://www.morihachi.co.jp
MAIL info@morihachi.co.jp

FAX 0761-75-3725
MAIL info@hokurikuyutsubo.jp

FAX 076-234-7703
HP http://www.norio.co.jp/
MAIL pre@norio.co.jp

☎ 076-262-6251

栗景色
1,512 円［ 5個 ］

栗丸ごと一粒と白餡入
りのしっとりした和風
パイ。

やまなかいしかわや

㈱山中石川屋

☎ 0761-78-0218

〒922-0115 加賀市山中温泉本町 2 丁目ナ24
FAX 0761-76-0334
HP http://www.yamanakaishikawaya.com/
MAIL nya-nya@hyper.ocn.ne.jp
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金箔しば舟
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☎ 0761-74-1792

金時芋
1,404 円［ 箱入 5個 ］

加賀野菜五郎島金時芋を使用した焼
菓子です。

☎ 076-234-5007

にゃあにゃあまんじゅう

娘娘万頭
1,274 円［ 箱入 9個 ］

加賀言葉から名付けられた郷土色豊
かな万頭です。

お菓子

お菓子

みそまんじゅう
750 円［ 箱入 5個 ］

金のバウム
2,430 円［ 箱入 1個 ］

加賀の里
1,700 円［ 箱入 10個 ］

金箔をあしらったバウムクーヘン。

たっぷりの栗とくるみが
入ったバターカステラ。

㈲中嶋冨貴堂

ル ミュゼ ドゥ アッシュ（㈱レグレット）

㈱大松庵

〒920-0341 金沢市寺中町イ 92

〒926-0175 七尾市和倉町ヲ部 1-2

〒924-0841 白山市平松町 331-12

FAX 076-267-4911
HP http://www.kanazawa-fukido.com/
MAIL fukido@polka.ocn.ne.jp

FAX 0767-62-0008
MAIL info@le-musee-de-h.jp

FAX 076-276-2797
HP http://daimatsuan.com
MAIL matuura1@asagaotv.ne.jp

金 沢 大 野 町のみそを
使用しております。
あんは 北 海 道 産のい
んげん豆を使用してお
ります。

なかしまふうきど う

☎ 076-267-1844

小松ラスク
1,350 円［ 箱入 2枚入×12袋 ］

小松産大麦使用のラスク
プ レ ーン・チョコ・メー
プルの 3 種類入です。

☎ 0767-62-0007

だいまつあん

☎ 076-276-2047

小松フロランタン
1,923 円［ 箱入 9個 ］

小松産大麦のラスクと小松うどんをコ
ラボしたお菓子。

㈲パン あづま屋

☎ 0761-22-2625

〒923-0921 小松市土居原町 112
FAX 0761-22-2647

Ishikawa no Omiyage
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お菓子

お菓子

金沢箔菓子
金箔ガトーショコラ
1,620 円［ 3個入 ］

菓子職人がひとつずつ丁寧に焼き上げ
ました。金箔が輝く見た目も味わいも
贅沢なガトーショコラです。

はくいち

1,890 円［ 箱入 1個 ］

壷型のアップルクーヘン。飾って楽し
める椿つき！

㈲メルヘン日進堂

〒921-8061 金沢市森戸 2 丁目 1 番地 1

〒927-1215 珠洲市上戸町北方イ 49-1

FAX 076-240-6800
HP http://www.hakuichi.co.jp/
MAIL info@hakuichi.co.jp

FAX 0768-82-4567
HP https://www.meruhen-nissindo.com/
MAIL otoginokuni@peace.ocn.ne.jp

煉羊羹
2,019 円［ 箱入 5本 ］
小豆風味が生きた程
良く甘い羊羹。

れんえいしょうどう

㈲瑓永昌堂

☎ 0761-76-1480

〒922-0242 加賀市山代温泉 18-116
FAX 0761-77-5566
HP http://www.yorunoume.com
MAIL youkan@yorunoume.com

Ishikawa no Omiyage

能登の里山

大地の虹

2,160 円［ 箱入 1個（14cm）］

能登里山の野菜をたっぷり練り込んだ
五色五層のバウムクーヘン。

にっしんどう

㈱箔一

☎ 076-240-0891
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珠洲焼の里

☎ 0768-82-0106

梅もなか
1,004 円［ 箱入 6ヶ入 ］
1,296 円［ 箱入 8ヶ入 ］

加賀の旨さと思い出を詰めた最中。

太鼓の胴
216 円［ 箱入 70g ］

人気商品煉羊羹の一口サイズの羊羹
です。

お菓子

お菓子

金城巻
994 円［ 箱入 5個 ］
1,944 円［ 箱入 10個 ］

柔らかい三角皮で二種類の餡を包んだ
優しいお菓子。

こしやまかんせいどう

ころ柿
1,200 円［ 箱入 10個 ］

つるし柿をイメージ
した焼き菓子です。

160 円［ 1個 ］

手土産におすすめです。

ま え の か し ほ

越山甘清堂

前野菓子舗

〒920-0855 金沢市武蔵町 13-17

〒927-1214 珠洲市飯田町 8-64 番地

☎ 076-221-0336

太鼓饅頭

☎ 0768-82-0078

FAX 076-221-0431
HP https://www.koshiyamakanseido.jp
MAIL kasi5480@oregano.ocn.ne.jp

手取川 昭和九年
1,280 円［ 箱入 6個 ］
1,700 円［ 箱入 8個 ］

命の水・手取川…。
後世に伝えたい歴史を和菓子に。

梅ごもり
2,070 円［ 箱入 10個 ］

おめでたい席での菓子として、親しま
れています。

おかしどころ

御菓子處 たなか

☎ 0761-51-2116

〒923-1235 能美市徳久町ナ 35 番地
FAX 0761-51-0563

Ishikawa no Omiyage
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お菓子

お菓子

輪島プリン（千枚田のお米）
486 円［ 1個 90g ］

世界農業遺産として知られる白米千枚
田のお米で作ったプリン。卵は一切使
用していないのでアレルギーの方でも
安心してお召し上がりいただけます。
なめらかでもっちりとした食感。黒蜜
付で和のテイストでお楽しみいただけ
ます。

わ じ ま

870 円［ 箱入 5個 ］

紫 蘇（しそ）の 葉 の 香り
漂う、粒餡入り餅です。

かしょう

とらひこ

輪島プリン ラ・レーヴ

菓匠 虎彦

〒928-0001 輪島市河井町 2-70

〒920-0865 金沢市長町 1-1-13

☎ 0768-22-0131

FAX 0768-22-8610

HITOTSU のフィグログ
1,323 円［ 1個 100g ］

イタリアの伝統的なスイーツです。

たか だ

㈱高田

☎ 0768-52-3314

〒927-0027 鳳珠郡穴水町字川島サ 61
FAX 0768-52-3314
HP http://okurusky.com/
MAIL info@okurusky.com
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虎彦 こむらさき

Ishikawa no Omiyage

☎ 076-231-5131

FAX 076-231-5131
HP http://www.spacelan.ne.jp/̃kasyotora/
MAIL kasyotora@spacelan.ne.jp

HITOTSU のサブレ
270 円［ 1枚 ］

石川県の形をしたサブレです。県民は
もちろんですが、独特な形は他県には
ない魅力があり、県産の食材を練り込
むなど商品開発も進めています。

御殿羊羹
1,580 円［ 箱入 2本 ］

小豆練羊羹に抹茶を配した、上品な
味わいです。

お菓子

お菓子

とちもち

かまし饅頭
750 円［ 箱入 9個 ］

幻の雑穀と言われるシコクビエを自家
栽培で復活させ粉にしてお饅頭にしま
した。幻のお饅頭です。

750 円［ パック入 5個 ］

栃 の 実 の 香 ば しさ
と、あんがマッチし
たお餅です。

かましせんべい
500 円［ 袋入 12袋（1袋2枚入）］

かましは雑穀の一種で香ばしさが広が
る煎餅です。

とちの実せんべい
500 円［ 袋入 9袋（1袋2枚入）］

栃の香ばしさが味わい
深い煎餅です。

しらみねとくさんひんはんばいしせつ

さい

白峰特産品販売施設 菜さい
しらみね

きょうぎかい

（NPO白峰まちづくり協議会）
☎ 076-259-2588

〒920-2501 白山市白峰ロ 9

いえ

かんこの家

☎ 076-259-2441

〒920-2501 白山市白峰ハ 1-1

FAX 076-259-2588

FAX 076-259-2442

かぶっきー旅あるき

かぶっきー瓦せんべい

560 円［ 箱入 16枚 ］

玉子たっぷりサクサクの加 賀 せんべ
い。

280 円［ 袋入 5枚 ］

小松のキャラクター、かぶっきーを焼
印しました。

ながいけさいかどう

長池彩華堂

☎ 0761-23-0761

〒923-0964 小松市今江町 7 丁目 669 番地
FAX 0761-23-0311
HP https://www.nagaikesaikadou.com
MAIL info@nagaikesaikadou.com

Ishikawa no Omiyage
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お菓子

お菓子

最中勧進帳
250 円［ 1個 ］
1,450 円［ 箱入 6個 ］

加賀の国関守冨樫氏に因んだ難関突
破の縁起最中。

650 円［ 各1本（小倉、抹茶）］
1,400 円［ 箱入（セット）2本 ］
全国菓子大博覧会で
技術優秀賞を授与。
抹茶と小倉の風味
豊かな羊羹です。

か

どう

し

ほ

1,188 円［ 6個 ］

金沢特産の「五郎島金時」を使用し、
芋本来の甘みとチーズをアクセントに
したお菓子です。

くらつきほんてん

ふがく堂

かやもと菓子舗

トゥール・モンド・シュシュ 鞍月本店

〒921-8815 野々市市本町 3 丁目 8 番 9 号

〒929-0465 河北郡津幡町鳥越ニ 74

〒920-8203 金沢市鞍月 5-53

☎ 076-214-6634

FAX 076-214-6635
MAIL fugakudo2021@gmail.com

黒糖くるみ生わらび餅

550 円［ 箱入 6切（黒蜜付）］

600 円［ 箱入 6切 ］

無添加の黒糖とくるみを練り込んだ高
級わらび餅。

貴重な本わらび粉を
使い、手作りした生
のわらび餅。

なま

もちほんぽ

☎ 076-288-0818

FAX 076-288-1280

生わらび餅

かんみちゃや

こうめ

生わらび餅本舗 甘味茶屋 小梅
☎ 076-244-8122

〒921-8178 金沢市寺地 1-31-11
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いも五郎

源平羊羹

Ishikawa no Omiyage

☎ 076-237-2078

FAX 076-237-6108
HP https://tmchouchou.jp

お菓子

お菓子

皇室献上銘菓 栗小路
324 円［ 袋入 1個 ］

じっくりと蜜に漬け込んだ和栗を自慢
の蒸し羊羹で包み竹皮で包み上げた
代 表銘菓です。髙島屋味百選にも販
売されています。

かしこうぼう

にほんどう

はと麦入り加賀百万石どら焼
195 円［ 袋入 1個 ］

美容にも評判の能美市特産のはと麦を
味が損なわないレベルで生地に練り込
んだどら焼。季節に応じた四季（春・夏・
秋・冬）どらや、迎春どら等全てには
と麦を使用しています。

加賀ぽてと
270 円［ 袋入 1個 ］

加賀野菜の五郎島金時芋をペーストに
し、濃厚な生クリームをたっぷり加え
たくちどけのよいスイートポテトに焼き
上げました。

ごさいあん

菓子工房 日本堂 五彩庵

☎ 0761-57-3739

〒923-1121 能美市寺井町た 48
FAX 0761-57-3739
HP http://nihondo.biz/
MAIL nihondo@tvk.ne.jp

愛と和 野々市煎餅
540 円［ 袋入 15枚 ］
1,080 円［ 箱入 30枚 ］
野々市ゆかりの
図 柄 をあしら
い、卵風味の煎
餅。

ののいちしぢばさんぎょうしんこうかい

マルカンジャム
580 円［ 瓶入 1個（内容量 230g）］

アントシアニンが豊富に含まれるマル
ベリー（桑の実）と食物繊維であるカ
ンテン（寒天）の
ジャムです。

野々市市地場産業振興会

エーテック

〒921-8821 野々市市白山町 8-16 野々市市商工会内

〒922-0671 加賀市大聖寺瀬越町 23-110

☎ 076-246-1242

FAX 076-246-2558

☎ 0761-73-8271

FAX 0761-73-8271
MAIL atec.2@kagacable.ne.jp

Ishikawa no Omiyage
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食
品

食

かきくん製油づけ（牡蠣の缶詰）

優秀賞
石川県観光連盟

1,080 円［ 105ｇ ］

能登の里山里海の自然をたっぷり呼吸
して育った能登かきが一番おいしい春
先の1 年物を厳選して缶詰にしました。

きむらいさおしょうてん

品

大正ロマン醤油 ハイカラ姉妹
1,270 円［ 箱入 2本（100ｍl）］

地元実 業高校とのコラボ 商品。文明
開化の雰囲気を醸し出したワイン醤油
と燻製醤油２種類の詰め合わせ。

井村商店

〒929-2218 七尾市中島町瀬嵐ク部 70-1

〒922-0854 加賀市三木町ト 165-1

FAX 0767-66-2035

能登の里山 玄米棒茶
650 円［ 60g（5g×12p）］

☎ 0761-72-1786

FAX 0761-72-1108
MAIL umaigaya@poppy.ocn.ne.jp

能登の里山 玄米緑茶
650 円［ 72g（6g×12p）］

自然と伝統によって育まれた千枚田米を、丁寧に炒ることで味・香りを引き出し
贅沢に仕上げた一品です。

ちゃとんや

たじりとらぞうしょうてん

茶問屋 田尻虎蔵商店

☎ 0767-62-2043

〒926-0176 七尾市和倉町ひばり 3-57
FAX 0767-62-1550
HP http://www.torazo.jp/
MAIL staﬀ@torazo.jp
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1,500 円［ 箱入 3本（100ｍl）］

一日三食。三種類の旨～いしょうゆで
笑っちゃお

いむらしょうてん

木村功商店

☎ 0767-66-1037

一日三笑セット

釡焙り棒茶 能登かおり
650 円［ 60g ］

伝統の釡焙り製法にて焙りあげた棒ほ
うじ茶です。

食

とり野菜みそ
313 円［ 袋入 200g ］

深いコクと味わいがクセになる調味みそ。

ごまとり野菜みそ
313 円［ 袋入 180g ］

ねりごまをたっぷり使用した、まろや
かな味わいの調味みそ。

品

ピリ辛とり野菜みそ
313 円［ 袋入 200g ］

特製豆板醤入りのピリッと辛い調味みそ。

担々ごまとり野菜みそ
313 円［ 袋入 180g ］

特製豆板醤と風 味豊かなねりごまを
使用した、ほどよい辛さの調味みそ。

品

食

とり野菜みそスパウトパック
783 円［ 袋入 500g ］

大容量で、便利なキャップ付
「とり野菜みそ」
。

ピリ辛とり野菜みそスパウトパック
783 円［ 袋入 500g ］

特製豆板醤入り、便利なキャップ付
「ピリ辛とり野菜みそ」
。

㈱まつや

0120-888-752

〒929-1171 かほく市木津ハ 14-2
HP

https://toriyasaimiso.jp

Ishikawa no Omiyage
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品

食

加賀みそチューブなパウチ詰め合わせ

優秀賞
石川県観光連盟

2,160 円［ 1箱 3本入（各120ｇ）］

伝統の加賀みそをチューブ容器に詰め
ました。いつでも手軽に本格的な味噌
をお楽しみいただけます。

か

が

み

そ しょくひんこうぎょう

加賀棒茶 特上加賀
棒ほうじ茶（抹茶棒入り）
1,080 円［ 袋入 200g ］

希 少 な 抹 茶 棒 を 使 い、
香り豊かな加賀棒茶。

ちゃ

㈲お茶の あずま園

〒924-0007 白山市倉部町 1080

〒920-3131 金沢市百坂町リ 109

FAX 076-275-5190
HP https://kagamiso.or.jp/
MAIL info@kagamiso.or.jp

FAX 076-258-1540
HP http://www.azumaen.jp/
MAIL ocya-ya@azumaen.jp

巻鰤
972 円［ 真空パック入 70g ］

塩漬した鰤をわらと縄で巻
いた能登伝統食材。

はまのすいさん

㈱浜野水産

☎ 0768-82-0195

〒927-1214 珠洲市飯田町 12-88-2
FAX 0768-82-6219
HP http://okunoto-hamano.com/
MAIL hamahama@yu.incl.ne.jp
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加賀棒茶 上加賀
棒ほうじ茶
540 円［ 袋入 200g ］

芳ばしい香りとさっぱり
した味わいの加賀棒茶。

えん

加賀味噌食品工業協業組合
☎ 076-275-5188
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品

☎ 076-258-4000

干し甘海老
540 円［ 袋入 30g ］

新鮮な甘海老を乾燥した風味豊かな
一品です。

食べる能登えび
432 円［ 袋入 30g ］

日本海でとれるクロザコエビを使い煮
干にしました。甘えびよりも甘いと言
われています。スナック感覚で召し上
がって下さい。

食

鳥越 渡津米 白米
650 円［ ／kg～ ］

鳥越 渡津米

品

玄米

550 円［ ／kg～ ］

品

食

剣崎なんばスパイス
648 円［ 瓶入 1本 10g ］

石川県産唐辛子剣崎なんばを使用し
たスパイス。

こうぼう

ご しょ

ふれあい工房たんと御所

☎ 076-254-6751

〒920-0813 金沢市御所町イ 21-5
FAX 076-254-6752
MAIL tant-yuto2@mopera.net

鳥越 渡津蛍米 白米
950 円［ ／kg～ ］

鳥越 渡津蛍米

玄米

850 円［ ／kg～ ］

宮泉の柿の葉寿し
3,980 円［ 百万石 箱入 24枚入 ］
2,480 円［ 十万石 箱入 15枚入 ］
加賀地方で
昔から愛さ
れ 続 ける 伝
統の柿の葉
寿し。

きゅうせん

のうじょう

おおた農場

㈱宮泉

〒920-2366 白山市渡津町ロ 106

〒922-0257 加賀市山代温泉桔梗丘 2 丁目 95 番地

☎ 0761-76-1511

☎ 076-254-2198

FAX 076-254-2148

白山麓 蛍の里で栽培しています。

FAX 0761-76-1514
HP http://www.kyusen-kakinoha.com
MAIL shopping@kyusen-kakinoha.com

Ishikawa no Omiyage
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食

【香しおシリーズ】DENEN
香しお わさび しお

【香しおシリーズ】DENEN
香しお 燻製 しお

【香しおシリーズ】DENEN
香しお 醤油 しお

540 円［ 瓶入 1本 25g ］
918 円［ 瓶入 1本 60g ］

540 円［ 瓶入 1本 25g ］
918 円［ 瓶入 1本 60g ］

540 円［ 瓶入 1本 25g ］
918 円［ 瓶入 1本 60g ］

【香しおシリーズ】DENEN
能登のミラクルソルト

【香しおシリーズ】DENEN
香しお5種セット

【香しおシリーズ】DENEN
いろいろ五種

香り・彩りをのせて食卓を華 やかに
演出するわさびの香りの「揚げ浜塩」。

864 円［ 瓶入 1本 35g ］

貴重な揚げ浜塩を
使った香り豊かな
ハーブソルト。

ア ン テ

㈱Ante

☎ 0761-74-8002

〒922-0441 加賀市篠原新町 1-162
FAX 0761-74-8003
HP http://www.ante-jp.com
MAIL info@ante-jp.com
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香り・彩りをのせて食卓を華 やかに
演出する燻製の香りの「揚げ浜塩」。

2,808 円［ 瓶入 25g×5種類 ］

香しお 5 種 ( 焼き・梅紫蘇・わさび・
燻製・醤油 ) の小瓶セット。

香り・彩りをのせて食卓を華 やかに
演出する醤油の香りの「揚げ浜塩」
。

1,004 円［ 袋入 7g × 5 種類 ］

「揚げ 浜 塩」を身近に、
多様に楽しめ
る 5 種類の調味料。

食

品

【香しおシリーズ】DENEN
香しお 焼き しお

【香しおシリーズ】DENEN
香しお 梅紫蘇 しお

432 円［ 瓶入 1本 25g ］
702 円［ 瓶入 1本 60g ］

540 円［ 瓶入 1本 25g ］
918 円［ 瓶入 1本 60g ］

香り・彩りをのせて食卓を華 やかに
演出する焼いてさらさらにした「揚げ
浜塩」
。

品

食

加賀の棒茶
820 円［ 袋入 120g ］

加賀の棒茶は伝承の直火製法で焙じ
てあります。

香り・彩りをのせて食卓を華 やかに
演出する梅紫蘇の香りの「揚げ浜塩」
。

かわぎしせいちゃじょう

川岸製茶場

☎ 0761-65-2310

〒923-0333 小松市馬場町ロ 35 番地
FAX 0761-65-2309

金箔しおシャンメリー
1,080 円［ 360ml 1本 ］

能 登 の 揚 げ 浜 塩と金 沢の 金 箔を
使ったおもてなしドリンク。

奥能登地サイダー しおサイダー
248 円［ 340ml 1本 ］
1,652 円［ 箱入 6本 ］

奥能登珠洲の「揚げ浜式製塩法」の塩
を使用したサイダー。

こう

しょう

肴の匠 天然ぶりたたき
1,080 円 ※100gあたりの価格です。

（1袋 100g～250g）
賞味期限：冷凍60日

地物天然ぶりを炙り旨みを閉じ込めた
逸品です。

かなざわほくちんこう

しょう

金澤北珍肴の匠
（㈱ホクチン）
☎ 076-237-6000

〒920-0211 金沢市湊 4 丁目 56 番地
FAX 076-238-1004
HP http://www.hokuchin.co.jp/
MAIL syouhinbu4@hokuchin.co.jp

Ishikawa no Omiyage
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食

磯の樽じこみ
3,240 円［ 箱入 3個 ］

名産のふぐの糠漬・粕漬をスライスい
たしました。贈答品に最適です。

品

ふぐの子オイル
FUGUNOKO OIL

優秀賞

972 円［ 45ｇ ］

業界初。石川県の発酵食品ふぐの子
糠漬をコンフィにしてオイル漬にしまし
た。かけるだけ、まぜるだけで簡単に
美味しい、ふぐの子料理が作れます。

やすしん

1,620 円［ 1個 100g ］

能登の風土に合った梅は果肉も良く、
ミネラル豊富な揚げ浜塩と色素豊かな
しそをたっぷりと漬け込み土用干しに
し、熟成したまろやかな味の酸味を感
じないおいしい梅干しです。

たからや

㈲安新

のと宝屋

〒929-0235 白山市美川永代町ヲ 134 番地

〒927-1222 珠洲市宝立町鵜飼辰 12-1

☎ 076-278-4934

☎ 0768-84-8030

FAX 076-278-4934
HP http://www.yasushin.jp/
MAIL info@yasushin.jp

剣崎なんばつな
300 円［ 12本ワラ編み ］
720 円［ 36本ワラ編み ］

艶のある赤色をした細長い激辛唐辛子
です。魔除けにもなります。

けんざき

せいさんくみあい

FAX 0768-84-8031

ハーブ塩
（サラダ・ビーフ・シーフード）
650 円［ 瓶入 各25g ］

奥能登珠洲産の塩とハーブをミックス
しました。

ゆめ

くず湯
1,520 円［ 袋入 5個 ］

宝達葛を使ったのど越しの
良い風味ある商品です。

ほうだつくずせいさんくみあい

はかい

剣崎なんば生産組合

㈱夢のと

宝達葛生産組合 くず葉会

〒924-0842 白山市剣崎町 59 番地

〒927-1214 珠洲市飯田町 15-5

〒929-1301 羽咋郡宝達志水町宝達ロ 7

FAX 076-276-1005
MAIL ss1946@dance.ocn.ne.jp

FAX 0768-82-8282
HP http://www.yumenoto.co.jp
MAIL yumenoto@yumenoto.co.jp

☎ 076-276-1005
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☎ 0768-82-8181

☎ 0767-28-3469

FAX 0767-28-3469

食

100％ Premium grape juice
B2（ブラック・オリンピア）
1,404 円［ 瓶入 720ｍl ］

上質なすっきり系の甘さ。

品

100％ Premium grape juice
C3（キャンベル）
1,404 円［ 瓶入 720ｍl ］

酸味あり、赤ワイン好きの方にお勧め。

品

食

杉野屋与作
「与作揚げ・焼チーズ」詰め合わせ
5,076 円［ 箱入 ］

（与作揚げ×12個・焼チーズ×6個）

厳選したタラとのどぐろのすり身で上
品に仕上げた揚げかまぼこ『与作揚げ』
と焼きかまぼこ『焼チーズ』の詰め
合わせです。

す ぎ の や よ さ く

杉野屋与作

0120-194-439

〒926-0041 七尾市府中町員外 11-2-2
FAX 0120-778-439
HP https://www.suginoyayosaku.jp/

100％ Premium grape juice
D1（デラウェアー）
1,404 円［ 瓶入 720ｍl ］

蜂蜜のような甘さ。

100％ Premium grape juice
M4（マスカット・ベリーＡ)
1,404 円［ 瓶入 720ｍl ］

酸味と軽い渋みのあっさり系の味。

にしむら

ぶどうやさん西村

☎ 0761-74-0093

〒922-0304 加賀市分校町 263-5
FAX 0761-74-5793
HP http://budouyasan.info/
MAIL budouya@po.incl.ne.jp

Ishikawa no Omiyage
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食

ひゃくまん穀
ごはんば～が 3つの味
1,458 円［ 冷凍 3個 ］

いしかわの新しいお米「ひゃくまん穀」
を 使 用したプレミアム「ごはんば～
が」
。

丸いも真空パック
170 円［ 100g ］

煩わしい皮剥きを解消しました。便利
ですよ！

ねあがりや

ねあがり

かこうぶかい

根上屋
（JA根上 加工部会）
☎ 0761-55-1100

〒929-0113 能美市大成町リ -40

FAX 0761-55-1332
HP http://www.is-ja.jp/neagari/
MAIL y.nakada-ng@neagarimachi.is-ja.jp
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品

ごはんば～が・セット
2,676 円［ 冷凍保冷袋入 10個 ］

いつでもどこでも手軽に【ご・は・ん】

加賀丸いも薄皮しゅう米
540 円［ 6ヶ入 ］

もっちりとした食感と、米粉の甘味が
ほんのり。

加賀丸いものほうじ茶
500 円［ 10包 ３ｇ ］

加賀丸いもの剥いた皮を有効活用した
商品です。乾燥させた丸いもの皮と焙
煎したハトムギを混ぜてお茶にしまし
た。丸いもの皮の甘さとハトムギの香
ばしさが 楽しめ
るお茶です。

かわいいもんカフェ
540 円［ ドリップ式 2袋入 ］

丸いもの皮を焙煎したものと珈琲をブ
レンドすることで飲みやすく、まろや
かな味のコーヒーが出来 上 がりまし
た。皮もいいもん！

食

丸いもボールコロッケ
540 円［ 6個 30ｇ ］

外はサックリ、中はとろ～り、ころこ
ろとまーるく丸いもたっぷり味わえる
コロッケです。

品

丸いもカラフルボールコロッケ
540 円［ 6個 30ｇ ］

ころっとまーるい丸いものコロッケ。
具材には丸いも同様 100 年の歴史が
ある「赤井にんじん」も入っています。

品

食

日本自動車博物館 博物館カレー
800 円［ 箱入 1個 ］

開館した 40 年前の味そのままのオリジ
ナルカレー。

にほんじどうしゃはくぶつかん

日本自動車博物館

☎ 0761-43-4343

〒923-0345 小松市二ツ梨町一貫山 40 番地
FAX 0761-43-4444
HP http://www.mmj-car.com
MAIL mmj@ishikurosangyo.co.jp

かぶとみそ
560 円［ パック入 900g ］

自家栽培米と北陸 産大豆で 仕込み魚
に合う田舎味噌です。

能登玄米こしひかり味噌
680 円［ パック入 550g ］

自家栽培玄米、大豆、能登の塩で 仕
込みました。

たかおしょうてん

高尾商店

☎ 0768-58-1234

〒927-0211 鳳珠郡穴水町甲ソ -119
FAX 0768-58-1235

Ishikawa no Omiyage
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食

~極上の能美を召し上がれ~
能美の恵み「ひかり太陽米」特別栽培米食べ比べセット
3,000 円［ 箱入 300ｇ×3種］

能美市から排出される
給食残渣及び樹木の選
定枝のチップ等を原料
とするミネラルが 豊富
な有機肥料「ひかり太
陽」で 健 康な 土づくり
をして作ったお米の食
べ比べセットです。

にほんかいかいはつ

金沢カレー いかまんま（甘口）
864 円［ 箱入 1個 ］

〒929-0126 能美市山口町ワ 27 番地

〒924-0007 白山市倉部町 200

FAX 0761-48-5177
HP http://www.nihonkaikaihatsu.com
MAIL info@hikaritaiyou.com

FAX 076-275-6114
HP http://zenifukuya.com/
MAIL zenifukuya@m5.dion.ne.jp

864 円［ 60ｇ ］

山海の美味しさを詰め込んだ佃が届け
る宝箱。能登かきをやわらかく、ふっ
くらと炊きあげました。山椒を加えて
仕上げた絶品の美味です。

つくだ

つくだに

ほんてん

佃の佃煮 本店

0120-610-290

〒920-0910 金沢市下新町 6 番 18 号
FAX 0120-472-017
HP https://www.tukudani.co.jp
MAIL tsukuda@tukudani.co.jp
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864 円［ 箱入 1個 ］

ぜにふくや

㈱錢福屋

佃の宝箱
能登かき山椒風味

金沢カレー いかまんま（辛口）

いかの中にカレーを詰めたスパイシーないかめし。

㈱日本海開発

☎ 0761-21-6867
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品

☎ 076-275-5931

佃の宝箱
能登ふぐポン酢仕立て
864 円［ 60ｇ ］

山海の美味しさを詰め込んだ佃が届け
る宝箱。能登ふぐを使用し、自家製ポ
ン酢でさっぱりと仕上げました。酒の
肴にも、ご飯のお供にもおすすめです。

佃の宝箱
能登しいたけ使用牛肉の佃煮
864 円［ 60ｇ ］

山海の美味しさを詰め込んだ佃が届け
る宝 箱。石 川 県 産 椎 茸「のと 115」
を使用し、石川県産牛肉のうまみたっ
ぷりに炊きあげました。ご飯のお供に
最適です。

食

ヤマチ醤油 能登の雫
370 円［ 300ｍl ］
800 円［ 1リットル ］

もろみ 本来の味をきわだたせた杉 樽
二年仕込み本醸造醤油。

品

白山麓 ジビエカレー
735 円［ 箱入 180g ］

自然の中でのびのび育ったイノシシの
お肉を使 用した地 産地消のジビエカ
レーです。

かなざわちざい

ちかおかやしょうゆ

近岡屋醤油㈱

㈲金沢地財

〒929-1345 羽咋郡宝達志水町今浜新イ 108

〒920-0362 金沢市古府町西 113

☎ 0767-28-2001

FAX 0767-28-8222
HP https://www.yamachi-shouyu.co.jp/
MAIL info@yamachi-shouyu.co.jp

加賀棒茶「鏡花」
777 円［ 袋入 60g

］

選りすぐった一番茶の茎を浅く丁寧に焙
じ、贅沢な味と香りを引き出しました。

☎ 076-262-8175

FAX 076-262-8635

品

食

弁吉漬
1,188 円［ 袋入 1本 ］

氷温熟成させた鰊を挟んだ一本漬の
大根寿し。

あさひつけもの

旭漬物㈱

☎ 076-268-3658

〒920-0331 金沢市大野町 4 丁目カ 19-1
FAX 076-267-1086
HP http://www.asahitukemono.com
MAIL info@asahitukemono.com

加賀棒茶「鏡花」棗缶
918 円［ 缶入 30g ］

コロンと可愛らしい、棗型の缶に、
贅沢
な味と香りの加賀棒茶「鏡花」をおつめ
しました。

かんばやしかなざわちゃほ

上林金沢茶舗

☎ 076-231-0390

〒920-0910 金沢市下新町 1 番 7 号
FAX 076-231-0391
HP https://kanbayashi-chaho.com/
MAIL kanazawa@kanbayashi-chaho.com
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酒

地

大江山 純米大吟醸
百万石乃白

優秀賞

竹葉 能登純米

石川県観光連盟

3,300 円［ 箱入 720ml ］

令和最初の酒造りに新しい酒米（百万石
乃白）と新しい酵母そして華やかな香り
にリンクするたおやかな甘口。石川酒６８
号と松波酒造創業１８６８年にちなみデザ
インに「６８」をいれる。海の近くの酒
蔵にて音をメインに
発酵をイメージした
色合いに。輸出も
念頭に箱に英文で
蔵の説明。

まつなみしゅぞう

1,540 円［ 1本 720ml ］

能登の米、水、技で醸す能登産山田
錦 100％使用の純米酒。スペインで
開催された世界最高峰の食の学会マド
リッド フュー
ジ ョ ン に て、
トップソムリエ
か ら「お 米 の
豊かな味わ
い」を 評 価 さ
れました。

かずましゅぞう

松波酒造㈱

数馬酒造㈱

〒927-0602 鳳珠郡能登町松波 30-114

〒927-0433 鳳珠郡能登町宇出津へ字 36 番地

☎ 0768-72-0005

FAX 0768-72-2348
MAIL sake@o-eyama.com

純米自然酒 蛍舞
1,650 円［ 袋入 720ml ］

小松の山間地域のみで、農薬、肥料の
使用量を抑えたブランド米「蛍米」使用。
すっきりした飲み口の純米酒です。

ひがししゅぞう

☎ 0768-62-1200

FAX 0768-62-1201

清酒 能登路 華
4,290 円［ 木箱入 900ml ］

自社独自の酒米を使った純米吟醸 原
酒三年冷蔵。オンザロック、冷や、ぬ
る燗がおすすめ。

くぜしゅぞうてん

東酒造㈱

㈱久世酒造店

〒923-0033 小松市野田町丁 35

〒929-0326 河北郡津幡町清水イ 122

FAX 0761-22-2300
HP http://www.sake-sinsen.co.jp
MAIL info@sake-sinsen.co.jp

FAX 076-289-4606
HP https://www.choseimai.co.jp/
MAIL info@choseimai.co.jp

0120-47-2302
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☎ 076-289-2028

地

常きげん特別純米 金沢城
1,430 円［ 箱入 720ml ］

まさに加賀を代表する銘酒。

常きげん KISS of FIRE
4,400 円［ 箱入 750ml ］

ノー ベ ル賞 ナイト
キャップパーティに
使 用された世界の
酒。

酒

酒

地

常きげん 友禅大吟醸
2,200 円［ 箱入 720ml ］

上品な香り、豊かな味わい、石川県内
限定販売商品。

常きげん 純米大吟醸
2,970 円［ 箱入 720ｍl ］

酒米山田錦を使 用
した 酒。香 り 高 く
味わい深い逸品。

かのしゅぞう

鹿野酒造㈱

☎ 0761-74-1551

〒922-0336 加賀市八日市町イ 6 番地
FAX 0761-74-6120
HP http://www.jokigen.co.jp
MAIL kano@jokigen.co.jp
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地

シャルドネ
（白・辛口）
2,316 円［ 瓶入 720ml ］

完熟した果実風味とスッキリとした口
当りの商品。

マスカットベリーA
（ロゼ・甘口）
1,561 円［ 瓶入 720ml ］

やさしいマスカットの香
りで女性に人気の味わ
い。

の

と

能登ワイン㈱

☎ 0768-58-1577

〒927-0006 鳳珠郡穴水町旭ヶ丘リ 5 番 1
FAX 0768-58-1588
HP http://www.notowine.com/
MAIL notowine@etude.ocn.ne.jp

35

Ishikawa no Omiyage

酒

メルロー・ビジュノワール
（赤・辛口）
2,316 円［ 瓶入 720ml ］

「メルロー」と黒い宝石とも呼ばれる新
品種「ビジュノワール」をアッサンブ
ラージュし樽でじっくり熟成、エレガン
トなスタイルのワインです。

マスカットベリーA
（赤・辛口）
1,561 円［ 瓶入 720ml ］

軽い口当たりで、心地良
い酸味を持ったワイン。

地

樽熟成 心の雫
（赤・辛口）
3,080 円［ 瓶入 720ml ］

厳選されたヤマソーヴィニヨンをオー
ク樽で貯蔵・熟成。優雅な香りとコク
のあるしっかりとした味わい。品格あ
る雰囲気を醸し出しています。

酒

酒

地

ヤマソーヴィニョン
（赤・辛口）
1,815 円［ 瓶入 720ml ］

能登ワインを代表する
人 気 商 品。深 み あ る
味わい。

ノトワインブラン
（白・甘口）
1,561 円［ 瓶入 720ml ］

香りか ら 始 まるフレッ
シュな味わいが特徴。
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工 芸・民 芸 品

工 芸・民 芸 品

サクラサキますく

優秀賞
石川県観光連盟

330 円［ 20mL・1回分 ］

4,730 円［ １組 ］

(雄(黒)獅子・雌(赤)獅子)

化粧石けん なまこ美人
900 円［ 32g（ナチュラルベージュ）］
900 円［ 32g（マリンブルー）］
2,000 円［ 80g（ナチュラルベージュ）］
2,000 円［ 80g（マリンブルー）］

天然由来成分 100% の顔用シートマ
スク。兼 六 園 の 桜 の 花 酵 母 エキス、
能登海洋深層水を配合、加賀友禅作
家によるパッケージデザインです。

災いを祓い、幸運を招く加賀 獅子の
箸置きです。一刀一頭心を込めて手彫
りしています。

㈱ルバンシュ

加賀獅子頭 知田工房

㈲大根音松商店/なまこや

〒923-1211 能美市旭台 2-5-3

〒920-2113 白山市八幡町 98

〒926-0178 七尾市石崎町香島 1-22

FAX 0761-52-0466
HP https://www.revanche.jp
MAIL mail@revanche.co.jp

FAX 076-272-3169
MAIL kagasisi@taupe-plala.or.jp

FAX 0767-62-2235
HP http://www.namakoya.com
MAIL support@namakoya.com

0120-369-708

～金箔のしおり～ 金沢散歩道
2,530 円［ 袋入 5枚 ］

金沢らしさが描かれた金箔のしおりで
す。
※5 種セット

㈱タジマ

☎ 076-263-0221

〒920-0855 金沢市武蔵町 11-1

FAX 076-233-2221
HP http://www.tajima-kinpaku.com
MAIL kougei@tajima-kinpaku.co.jp
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か

が

ししがしら

ち

だ こうぼう

☎ 076-272-1696

～金箔のしおり～ 能登の里山里海
2,090 円［ 袋入 4枚 ］

金箔の輝きと能登の風物詩がセットに
なりました。
※4 種セット

ナマコ抽出エキス配合の洗顔石けんです。

おおねおとまつしょうてん

0120-33-7058

～金箔のしおり～ 加賀旅情
1,540 円［ 袋入 3枚 ］

加賀の旅の思い出とともにお使いくだ
さい。
※3 種セット

工 芸・民 芸 品

工 芸・民 芸 品

のと香楽 NOTOKAGURA

優秀賞
石川県観光連盟

1,700 円［ 5枚入 ］

香りで 纏う品格。能登の里山里海の
恵みに包まれた名刺香。

しゃかいふくしほうじん

こうわかい

香り水引袋
2,500 円［ 1個 ］

白檀の香り漂う、華やかな香り水引袋。

び お

Vio Bell

〒928-0022 輪島市宅田町 25 字 4 番 10

〒927-0006 鳳珠郡穴水町旭ヶ丘リｰ1-3

FAX 0768-22-4949
MAIL kouwa.s@swkouwa.com

FAX 0768-58-8002
HP https://r.goope.jp/viobel
MAIL viobell1999@gmail.com

iPhone 13/13Pro/13Pro Max
高盛り蒔絵カバー
4,950 円［ iPhone 13/13Pro 1個（6種）］
5,500 円［ iPhone 13Pro Max 1個（6種）］

3,850 円［ 1個 ］

水引で作る、手鞠。装いに華を添えます。

べ る

社会福祉法人 弘和会

☎ 0768-22-4141

水引き華手鞠ピアス

☎ 0768-58-8001

九谷焼USBメモリ
11,000 円～［ 1個（14種）］

国内唯一の陶磁器のＵＳＢメモリです。

伝統工芸の職人技を日常使いで持ち
歩けるカバーです。

あさひでんきせいさくしょ

㈱朝日電機製作所

☎ 076-274-2525

〒924-0004 白山市旭丘 1-10

FAX 076-274-7667
HP http://dentou-oukoku.com
MAIL h-sanada@asahi-ew.co.jp
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工 芸・民 芸 品

工 芸・民 芸 品

のとひばこ 和

優秀賞
石川県観光連盟

2,970 円［ 組み立てキット1セット ］

（W145×H128×D40
（組立後サイズ））

精緻に彫刻・カットを施した能登ヒバ
シートを３層に重ね合わせることで県
内を中心とした著名な風物を立体的に
再現しました。持ち運びに手軽な組立
キットになっています。旅の思い出を
持ち帰るのに最適な商品です。

のとひばこ 雅
12,100 円［ 化粧箱入 ］

（W170×H145×D45）

小さな木枠の中に精緻に彫刻・カット
を施した能登ヒバシートを多層に重ね
合わせることで県内を中心とした著名
な風物を立体的に再現しました。化粧
箱入りの高級タイプ。旅の記念として
また贈答品として最適な商品です。

とうしんもくざい

11,000 円［ 1個 ］

漆や金粉で描く「蒔絵」でボタンダウ
ンシャツの襟元を飾ります。

東森木材㈱

うるしアートはりや

〒920-0211 金沢市湊 1 丁目 67 番地

〒922-0111 加賀市山中温泉塚谷町 2-124

FAX 076-237-0009
MAIL toushin@muse.ocn.ne.jp

FAX 0761-78-5563
HP http://urushiarthariya.com
MAIL info@urushiarthariya.com

☎ 076-237-1213

金彩バングルウォッチ
33,000 円［ 1個 ］

金沢金箔と鯖江の眼鏡 & 越前漆器、
北陸の伝統工芸がコラボレーションし
ました。

きんぎんはくこう げ い

㈱金銀箔工芸さくだ

☎ 076-251-6777

〒920-0831 金沢市東山 1 丁目 3 番 27 号
FAX 076-251-6677
MAIL kinpakuya@goldleaf-sakuda.jp
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☎ 0761-78-5154

銀彩バングルウォッチ
30,800 円［ 1個 ］

金沢金箔と鯖江の眼鏡 & 越前漆器、
北陸の伝統工芸がコラボレーションし
ました。

工 芸・民 芸 品

工 芸・民 芸 品

Notohiba 五彩箸
1,320 円［ 箱入 1膳 ］

くるみクリップ（白山小話付）
400 円［ 袋入 1個 ］

(紫(茶)、紺青、青(緑)、
黄、
赤)

白山の麓で育ったくるみを和やかにお
すそわけ。

㈱かのりゅう

ゆゆなの実

〒922-0103 加賀市山中温泉長谷田リｰ410

〒920-2333 白山市尾添チ 81-3（白山一里野温泉）

山中塗り × 能登の恵み × 九谷焼の色彩
能登ヒバの香りも楽しめるお箸です。

☎ 0761-78-1838

FAX 0761-78-5420
HP https://kanoryu.co.jp
MAIL info@kanoryu.co.jp

花嫁お椀・花婿お椀
1,925 円［ 1客 ］

〔花嫁のれん〕のオリジナル商品です。

あらき

くるみストラップ
400 円［ 袋入 1個 ］

野性に育ったくるみです。白山の恵み
をおすそわけ。

み

☎ 076-256-7933

FAX 076-256-7723

花嫁のれん ペアスプーン
1,100 円［ 箱入（赤黒各1本入）］

「花嫁のれん」のオリジナル商品です。
普段使いで使える実用性と丈夫さを兼
ね備えた商品です。

うるし と う ほ

㈱新城
（漆陶舗あらき）

☎ 0767-52-4141

〒926-0806 七尾市一本杉町 4

FAX 0767-52-4140
HP http://www.nanao-araki.com
MAIL info@nanao-araki.com
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工 芸・民 芸 品

箸・箸置きセット 古代箔(L)
2,640 円［ 化粧箱入 1セット ］

箔の色は本来、金属が持つひと色ですが、
熟練職人の手による特殊加工で、輝きを
変化させるグラデーション箔を生み出しま
した。それが「古代箔」と名付けた箔一
オリジナルの金沢箔です。箔の色合いを
お手元でお楽しみください。

福招き箸置き 五つ小紋
5,500 円［ 桐箱入 5個 ］

縁起のいい小紋柄をデザインしました。
特別な日に使いたくなる箸置きです。

はくいち

㈱箔一

☎ 076-240-0891

〒921-8061 金沢市森戸 2 丁目 1 番地 1
FAX 076-240-6800
HP http://www.hakuichi.co.jp/
MAIL info@hakuichi.co.jp
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金の箸 銀の箸 金糸(L)/(M)
1,980 円［ PP袋入 各1組 ］

天然木の木地で仕上げたお箸。先端をで
きる限り細く仕上げることで細かなものも
つまみやすい形状としました。特殊な技
法で、金の糸が絡みつくような個性的な
デザインを表現。手作りのため同じ模様
はふたつとありません。

吉祥 金の鶴箸置き
3,850 円［ 化粧箱入 2個 ］

鶴は長寿・夫 婦の象徴。大 切な人に
贈りたくなる箸置きです。

こども金の箸 銀の箸
金糸<黒>/金糸<朱>/銀糸<藍>
1,980 円［ PP袋入 各1組 ］

天然木の木地で仕上げたお箸。先端をで
きる限り細く仕上げることで細かなものも
つまみやすい形状としました。特殊な技
法で、金の糸が絡みつくような個性的な
デザインを表現。手作りのため同じ模様
はふたつとありません。

檜ラウンドコースター 小紋
七宝/麻の葉/市松
3,300 円［ 化粧箱入 各1個 ］

天然木「ヒノキ」のナチュラルな風合いに、
縁起の良い吉祥紋の透かし模様がアクセ
ント。本金箔の輝きがシンプルなカップや
グラスを華やかに引き立てます。ヒノキ産
地として注目されている東京都の「檜原村」
産ヒノキ間伐材を使用しています。ほの
かに特有の香りをお楽しみいただけます。

工 芸・民 芸 品

工 芸・民 芸 品

金華ゴールド ナノローションＮ
3,850 円［ ボトル入PET箱入 180ml ］

たっぷりと贅沢な金箔入りローション
です。保温成分とうるおい成分が配合
された本格派品質です。

SHIKISAI ボールペン
TAN-AO 淡青
4,180 円［ 1本 ］

箔ならではの輝きと重なり合う色合い
を楽しめます。職人の手作りなので一
つとして同じものはありません。

あぶらとり紙「金箔入 梅雅」
1,870 円［ 袋入 5冊セット ］

加賀百万石の優美さただよう、金箔打
紙製法のあぶらとり紙です。

SHIKISAI ボールペン
AKANE 茜
4,180 円［ 1本 ］

箔ならではの輝きと重なり合う色合い
を楽しめます。職人の手作りなので一
つとして同じものはありません。

金箔しおり ひゃくまんさん/
北陸新幹線/ことじ灯籠/雪吊り/鼓門
550 円［ 袋入 各1枚 ］

金沢箔に石川県や金沢の有名なモチー
フを描きました。日常の中で石川の旅
を思い出していただけます。

SHIKISAI ボールペン
KODAI 古代
4,180 円［ 1本 ］

箔ならではの輝きと重なり合う色合い
を楽しめます。職人の手作りなので一
つとして同じものはありません。
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市松 スクエアプレート（S)(金）
5,500 円［ 化粧箱入 2枚 ］

伝統的な市松柄を箔の貼り方の違いで表
現しているプレートです。箔の貼り方はも
み散らしで、奥行き間のある輝きです。
主菜、副菜、デザートとどれにでも合わ
せてご使用いただけます。

貫入 タンブラーグラス＜2個＞
8,800 円［ 化粧箱入 2個 ］

金箔が割れた文様が光を落とし、優雅な
ひとときを与えてくれます。文様は特殊な
技法によるもので、モダンな印象のテー
ブルコーディネートとなります。

はくいち

㈱箔一

☎ 076-240-0891

〒921-8061 金沢市森戸 2 丁目 1 番地 1
FAX 076-240-6800
HP http://www.hakuichi.co.jp/
MAIL info@hakuichi.co.jp
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市松 スクエアプレート（L)(金）
5,500 円［ 化粧箱入 1枚 ］

伝統的な市松柄を箔の貼り方の違いで表
現しているプレートです。箔の貼り方はも
み散らしで、奥行き間のある輝きです。
主菜、副菜、デザートとどれにでも合わ
せてご使用いただけます。

冷酒セット 千筋
13,200 円［ 化粧箱入 1セット ］

本金箔ならではの陰影の揺らぎと繊細な
千筋が家飲みの時間に華を添えます。上
にいくに従って消えていく千筋は、箔一独
自の技術です。

縁起手塩皿 瓢/富士
3,850 円［ 化粧箱入 各1個 ］

縁起の良い瓢形 / 富士型の手塩皿を本
金箔で仕上げました。

古代箔 3.8寸三段重(黒)/(白)
3,850 円［ 化粧箱入 各1個 ］

箔の色は本来、金属が持つひと色ですが、
熟練職人の手による特殊加工で、輝きを
変化させるグラデーションの金沢箔です。
古代箔を並べてあしらったモダンなお重
は、和洋問わず食卓を華やげます。

工 芸・民 芸 品

工 芸・民 芸 品

あぶらとり紙
「金箔入 金沢弁 方言遊々」
385 円［ 袋入 20枚 ］

金沢の方言をモチーフにした 10 種の
デザインを特徴とした金箔打紙製法の
あぶらとり紙です。

九谷焼 庄三フリーカップ
5,500 円［ 1個 ］

繊細で絢爛豪華な作風、花鳥風月の図柄
と和洋折衷のデザインを金箔が華やかに
彩ります。

金沢箔扇子
星空/天の川/海月
13,750 円［ 桐箱入 各1本 ］

箔一が 職 人の手作りにこだわった扇
子。金沢箔の美しさ、おもしろさ、手
作りの温かみをファッションの一部と
して愉しんでいただける実用扇子。

九谷焼 古九谷フリーカップ
5,500 円［ 1個 ］

力強い骨描き（輪郭線）に赤・黄・緑・群青・
紫を使った彩色が特徴。草花山水の図柄
と金箔の輝きが華やかに彩ります。

九谷焼 青粒フリーカップ
5,500 円［ 1個 ］

細かい点の盛り上がりを並べる手法。青
磁、ラッセンの唐草、白粒の青海波を組
み合わせた縁起の良い柄です。

九谷焼 吉田屋フリーカップ
5,500 円［ 1個 ］

古九谷を最も受け継いだ作風。３色の彩
色と花鳥・山水・小紋・草花が特徴。金
箔で豪華かつ忠実に仕上げました。
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さくら貝華ブローチ
4,950 円［ ケース入 1個 ］

国内でも珍しいさくら貝を立体的に割
れにくく華やかに創作。

幸せ招くさくら貝 能登かんざし
3,300 円［ 1本 ］

日本３大小貝名所の一つ増穂ヶ浦海岸
の幸せを呼ぶ桜貝と輪島塗を使用した
石川県能登を代 表する商品に、と心
を込めて手作りしております。

和紙さくら貝入はがき
330 円［ 袋入 1枚 ］

桜貝と金粉入の幸せ便り

さくらがいこがい

桜貝小貝くらふと

☎ 090-8267-3074

〒925-0566 羽咋郡志賀町西海風戸ハの 41
FAX 0767-45-1066

さくら貝円ストラップ
550 円［ 袋入 1個 ］

二枚貝のさくら貝が御縁をつなぎ、ま
るく治めます。

がい こがい

はな

さくら貝小貝クラフト華

☎ 090-2120-6977

〒925-0446 羽咋郡志賀町富来地頭町乙の 68-2
FAX 0767-42-2753
MAIL kotama19731210@yahoo.co.jp
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さくら貝ネックレス
3,300 円［ ケース入 1個 ］

さくら貝の２枚貝を可愛らしく美しい
ネックレスに創作。
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工 芸・民 芸 品

金蒔絵グリーティングカード
740 円［ 1個（HK光沢紙はがき判）］
950 円［ 1個（HLうるし風はがき判）］

記念に、贈り物に、思い出のしおりで
す。

金蒔絵マウスパッド
950 円［ 1個（MM小）］
1,260 円［ 1個（ML大）］

和の文様と金蒔絵は卓上を飾るアート
です。（※樹脂含浸紙に金文様金蒔絵
をほどこす。）

観葉九谷デコポット
3,850 円［ W75×D75×H55 Ｓサイズ ］
4,180 円［ W75×D75×H75 Ｍサイズ ］
4,620 円［ W75×D75×H95 Ｌサイズ ］

ポットは石川県の伝統工芸九谷焼で創
作しました。花屋と九谷焼作家 2 名
（成
形と上絵）でコラボし伝統柄や現代柄
を楽しいタッチで手書きしました。ひ
とつひとつ丁寧に仕上げたそれぞれ 1
点ものとなっております。
植物は季節によってかわります。

ひがしではなてん

東出花店

☎ 076-261-5864

〒920-0863 金沢市玉川町 14 番 13 号
FAX 076-261-5864

金蒔絵の栞 台紙付
340 円［ 1個（BMカード判）］
440 円［ 1個（BLロング判）］

記念に、贈り物に、思い出のしおりで
す。

きんがどう

㈱デザイン・モデル・ファクトリィ金賀堂
☎ 076-243-6021

〒921-8163 金沢市横川 2-148-3
FAX 076-243-6026
HP http://www.kingado.jp/
MAIL oﬃce@kingado.jp
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交通のご 案 内
飛行機で

J Rで

★関東から

★小松空港

● 東京～金沢（2時間27分）…………北陸新幹線

● 札幌（新千歳）………1時間30分

● 東京～加賀温泉（3時間7分）
………北陸新幹線＋特急

● 東京
（羽田）
…………1時間

● 東京～和倉温泉（3時間38分）……北陸新幹線＋特急

● 福岡…………………1時間15分

★関西から

● 那覇…………………2時間10分

● 大阪～金沢（2時間34分）…………特急

● 上海
（浦東）
…………2時間05分

● 大阪～加賀温泉（2時間13分）……特急

● 台北
（桃園）
…………2時間40分

● 大阪～和倉温泉（3時間42分）……特急

● ソウル
（仁川）
………1時間45分

★中京から

★のと里山空港

● 名古屋～金沢（2時間28分）………新幹線＋特急

● 東京
（羽田）
…………1時間

● 名古屋～加賀温泉（2時間00分）…新幹線＋特急
● 名古屋～和倉温泉（3時間40分）…新幹線＋特急
※米原乗換の場合。
※所要時間は最速列車の場合です。
※定期列車のみ。

（令和4年１月現在）

輪島
穴水
のと里山海道

和倉温泉
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石川の観光に関するお問い合わせ
https://www.hot-ishikawa.jp/

［ほっと石川 旅ねっと］
で 検索

金沢駅観光案内所 ………………………………………………………………TEL.（ 0 7 6 ）2 3 2 - 6 2 0 0
金沢中央観光案内所 ……………………………………………………………TEL.（ 0 7 6 ）2 5 4 - 5 0 2 0
能登の旅情報センター…………………………………………………………TEL.（ 0 7 6 8 ）2 6 - 2 5 5 5
加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット………………………………TEL.（ 0 7 6 1 ）7 2 - 6 6 7 8
石川県アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」………………TEL.（ 0 3 ）6 2 2 8 - 7 1 7 2
ほっと石川なにわ館 ………………………………………………………………TEL.（ 0 6 ）6 3 6 3 - 3 0 7 7
石川県名古屋観光物産案内所 …………………………………………………TEL.（ 0 5 2 ）2 6 1 - 6 0 6 7

金沢駅観光案内所
金沢中央観光案内所

【基本サービス】

場
所 石川県金沢市木ノ新保町１-１ JR金沢駅構内
（新幹線改札口正面）
営業時間 8：30～20：00
（12/31、1/1は19：00まで）
（年中無休）

場
所 石川県金沢市南町４-１金沢ニューグランドビル１F
営業時間 10：00～21：00（年中無休）

（金沢駅のみ）

手荷物預かり
サービス
（中央のみ）

傘・長靴・
車椅子
無料貸出

当日宿泊予約

【チケット販売】旅をお得に楽しめる各種チケット
金沢市内１日フリー 乗車券

「城下まち金沢周遊バス」
「 金沢ふらっとバス」
金沢市内指定エリア内の北鉄グループおよび西
日本ジェイアールバスが運行する路線バスが終
日乗り放題の乗車券。金沢市内の主要観光地
がほぼ指定エリア内にあるので大変便利です。

百万石の鮨特選
10 貫セットお食事券

石川の風土を知り尽くし、数多の素材を吟味
し、味を際立たせるべく磨かれた技で握る”親
父の一貫”を含む旬ネタを使った百万石の鮨
をご賞味ください。

和菓子＆体験クーポン「金沢巧味」

8種の手づくり体験から1つと和菓子店5店舗
で使える買い物券2枚がセットになった観光を
楽しみ尽くせるお得なクーポン。

ＳＡＭＵＲＡＩ
パスポート

加賀百万石回遊ルートにある12の対象文化
施設に2日間何度も入場できるお得なフリー
パスを1,000円で販売。600円の金沢市内1
日フリー乗車券とセットでは1,500円で購入
できます。

お食事＆Bar クーポン

「金沢美味」

金沢で愛される地元グルメをちょっとオトクに
選べる嬉しいお食事クーポン。千円、二千円、
三千円、五千円の４種あり、金額に応じたメ
ニューが選べます。

工芸体験 & 芸術文化
ナイトシアター（中央のみ）

工芸体験：県内の伝統工芸体験を日替わりで
開催。製作した品はお持ち帰りできます。
芸術文化ナイトシアター：石川の伝統芸能（い
け花・琴・邦楽・舞踊など）が1時間のダイジェ
※料金、
日程、予約等は
ストで楽しめます。
［金沢中央観光案内所 体験］
で 検索

サービス・チケットについて内容や金額が変更になる場合がございます。御利用の際は各案内所へ事前にご確認ください。

（令和4年3月現在）

「旅ぱすぽーと」と「旅ぱす＋」で石川の観光がとっても便利に！

＋

より快適な
＝ いしかわ観光を！
公益社団法人石川県観光連盟

いろんなお店や施設の特典情報が
掲載された「旅ぱすぽーと」

スマホ用ウェブアプリ
「旅ぱす＋」

「旅ぱす＋」でできること
●現在地から最寄の施設を検索しナビゲーション※1 ●施設のより詳細な情報をゲット※2
●旅ぱすぽーと掲載のお店をナンバーで即検索 ●エリアやジャンル、特典があるかなど希望の施設を簡単検索
※1 スマホアプリ「google map」が必要となります。 ※2 石川観光ポータルサイト「ほっと石川旅ねっと」へリンクします

あじ

わざ

ふるさとの美味と美技

石川のお土産
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■ 表紙意匠「松皮麻の葉文様」
と
「梅柄」
について
松皮を模した麻の葉文様は、三角形が集まってできた正六角形の幾何学的な連続模様で、魔除け
の力があると考えられました。麻の葉は成長が早く、真っ直ぐに成長していくため、健やかな成長の
願いが込められています。また、加賀百万石前田家の家紋である梅鉢紋をアレンジした色とりどり
の梅の花を全面に散りばめました。
ここ数年、感染防止のために、人と人のふれあいのカタチは変わりましたが、心と心を繋ぎ、長寿健
康を願う
「ご縁のカタチ」
として、
本カタログ
「石川のお土産」
をお役立てくださいませ。

