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き も の ・ ゆ か た を 着 て

金 沢 の ま ち に で か け よ う！

きもの・ゆ かたを 着 ているだけで
ステキな サービス・特 典 が 受けられる！

◎ イベントや 対 象 店 舗・施 設 の 詳 細 は 公 式 サイトで チェック！
Visit our official website for more information about the event, selected stores and cultural facilities!

L e t ’s  g o  t o  Ka n a z a w a  t ow n  i n  K i m o n o  a n d  Yu ka t a !

きもの・ゆかたを着て「きもの・ゆかたが似合うまち金沢」対象店舗・

施 設に行くと、ステキな特 典を受けることができます。対 象 店 舗・

施設の詳細は公式サイトをご確認ください。この機会に是非きもの・

ゆかたで金沢のまちめぐりをお楽しみください！

Wear Kimono and visit our selected stores and cultural facilities that are participating in the “Kanazawa 

Kimono & Yukata Stroll” event. You can enjoy some of our special services and benefits. Please visit our 

official website for more information. Don’t miss this event! Come and enjoy Kanazawa in Kimono!

S T E P.01

きもの・ゆかたを着て
金沢のまちにでかけよう！
Go to Kanazawa town

in Kimono and Yukata!

S T E P.02

公式サイトを見て
対象店舗・施設に行こう！
Check our website for seleted 

stores and cultural facilities 

and go visit them!

S T E P.0 3

お得な特典や
サービスが受けられます！
Enjoy the special services

and benefits!

ht tp://kimono-niaumachi-kanazawa.jp

きもの・ゆ かたが 似 合うまち金 沢 検 索 アクセスはこちらから！

海鮮丼いちば025

金沢市上近江町36-2
076-221-1882

［営］9:00～15:00
［休］不定休

近江町市場の中にある海鮮丼屋。白身の王様と呼ばれる
のどぐろ、日本海の白海老やガス海老などをぜひご賞味下
さい。

単品の寿司ご注文の方に、「あら汁」サービス！
※海鮮丼には付いています

近江町市場の着物レンタル あかり026

金沢市下松原町49
076-201-8119

［営］9:00～18:00
［休］水曜

老舗呉服店が運営するレンタルショップ。近江町市場の20
店舗と提携しオリジナルのクーポンマップも貰えます。

スタジオ撮影データ渡し3,000円（税別）
通常2枚→10枚に増量

旅館鹿島屋001

金沢市本町2丁目19-13
076-221-0187

［休］不定休

大正時代創業の「和」の情緒あふれる旅館。金沢駅から
徒歩4分の距離にあり、荷物を預けてから観光できるのも
魅力的です。

宿泊料の3％を割引

参加方法 How To Join

公式インスタグラムでは対象店舗・施設の情報を発信しています !

ぜひアカウントをフォローしてチェックしてみてください。

Please follow our official instagram page and be updated 

about our selected stores and cultural facilities!

公式
インスタグラムも

チェック！

●お問い合わせ：金沢市クラフト政策推進課

〒920-8577 石川県金沢市広坂1-1-1  TEL.076-220-2373 （平日9:00～17:45）

※きもの・ゆかた着用者のみ特典を受けることができます ※2019年10月からの消費税増税により料金などが
変更になる可能性がございます。詳しくは各対象店舗・施設へお問い合わせください。

和装

飲食店

買い物

美術館・博物館

体験

その他

エリアアップ

金沢町屋はっち007

金沢市本町2-18-26
076-254-5686

［営］18:00～23:00（L.O.22:00）
［休］月曜

築150年の町家を改装した、イタリアンベースのお料理と
お酒のお店です。木のぬくもりを感じる店内は居心地バツ
グン!

食後のデザートサービス

着物レンタル心結（ここゆい）005

金沢市本町1-3-39
076-221-7799

［営］9:00～18:00
［休］火曜・不定休

着物レンタルだけでなく、着付やヘアセット、メイク、スタジ
オ撮影のみ利用もOK。毎月のキャンペーン詳細はHPへ！
アンティークや加賀友禅の着物もたくさん。

①スタジオフォト（2枚写真付き） 3,000円→2,000円
②次の日、返却無料

琴三絃 野田屋003

金沢市本町1-8-9
076-221-2870

［営］10:00～18:00
［休］日曜

琴、三味線、尺八、太鼓など和楽器全般の販売、修理、レ
ンタルをいたしております。今あなたに伝統の音色を…。

商品などのお買い上げ全額の5％引き

金箔工芸 田じま009

金沢市武蔵町11-1 プラサーダムサシ
2F、076-201- 8486、［営］10:00～
17:30、［休］火曜（祝日営業）、年末
年始、夏期休業あり

伝統的な逸品から普段使いの品まで、幅広い品揃え。1F
にはおみやげやプレゼントにぴったりな小物専門店「かな
ざわキラキラこもの」があります。金箔貼り体験も人気です！

着物着用でご来店の方に「粗品」プレゼント

廻る近江町市場寿し 本店023

金沢市下近江町28-1
076-261-9330

［営］8:30～20:00
［休］無休

近江町市場の中にある回転寿し。白身の王様と呼ばれる
のどぐろ、日本海の白海老やガス海老などをぜひご賞味下
さい。

単品の寿司ご注文の方に、「あら汁」サービス！
※海鮮丼には付いています

一富士写真館015

金沢市武蔵町17-25 高瀬ビル1F
076-221-1075

［営］9:00～18:30
［休］不定休

写真が写って当たり前の時代にクリエイティブを追求する、
写真撮影専門スタジオ、写真のことなら何でもお気軽に相
談ください。

着物姿限定 写真撮影体験会¥4,800（税込）完全予約制 当店にてスタ
ジオ撮影＆キャピネ判写真1枚付（出張撮影の場合+￥3,000～（税込）

金澤着楽 （々めいてつ・エムザ店）021

金沢市武蔵町15-1 めいてつ・エムザ1F
076-256-1388

［営］10:00～19:00
［休］不定休（めいてつ・エムザに準ずる）

着物に必用なものは、すべてご用意。雨具や草履カバーも
セットだから、手ぶらでお越しいただけます。

◯お買い物された方：10%OFF
◯レンタルされた方：オプション名古屋帯半額

刺身屋019

金沢市青草町15-1
076-231-7222

［営］火～金曜9:00～21:30、土～
月曜10:30～21:00　［休］なし

創業25年、近江町市場内にある海鮮居酒屋です。北陸
の日本酒と季節の海の幸を楽しめます。定食、海鮮丼、一
品料理、のど黒料理もご用意しております。

ソフトドリンク1杯プレゼント

加賀の薫香 香屋017

金沢市武蔵町10-1
076-260-1139

［営］9:30～18:00
［休］火曜・年末年始

金沢町屋の佇まいの中営む、お香やローソクの専門店です。
古き良き金沢を表現した良い香りが多数揃っております。

プチ聞香＆匂袋体験¥1,800⇒¥1,600
（前日まで要予約）

茶庵黒門013

金沢市武蔵町15-1
めいてつ・エムザ1F 黒門小路内
076-260-2195

［営］10:00～18:00　［休］不定休

石川や北陸が誇る食・工芸の名産品を揃えたお土産処
「黒門小路」内にあり、ゆったりとした雰囲気の中、加賀棒
茶や金箔入りコーヒーなどが楽しめます。

全メニュー100円引き

小橋お多福011

金沢市彦三町1-9-31「福わ家隣」、
076-231-7205、［営］平日/昼11:30
～14:30 夜17:30～20:30、土・日・祝
日11:00～20:30、［休］水曜

昭和5年から続く金沢の老舗うどん・そば店です。ご家族お
仲間はもちろん、お一人様でも、どうぞお気軽にご利用くだ
さい。

ひと口デザートサービス

金箔貼り体験 かなざわカタニ029

金沢市下新町6-33、076-231-1566、
［営］9:00～17:00（L.O.16:00）、体
験時間 : 約1時間（ 要予約）、［休］年
中無休

創業120年の金箔メーカー直営店で金箔貼り体験をしま
せんか？

金箔貼り体験料10%引き

町屋ごはん 東山やつはし027

金沢市東山3-2-22、076-208-3983、
［営］ランチ11:30～15:00、ディナー
17:30～22:30、［休］不定休

東茶屋街バス停のすぐ向かい。築100年の古民家をリノ
ベーションした金沢町屋でおばんざいや地魚、地酒が味
わえます。

ワンドリンクサービス

金沢真美堂031

金沢市東山1丁目3-8
076-251-9930

［営］10:00～19:00
［休］年中無休

大正3年創業の九谷焼・ガラス器を販売する100年以上
の歴史を持つ老舗。豊富なアンティークや昭和レトロな商
品が並びます。

着物着用の方は全商品10%OFF

金銀箔工芸さくだ（本店）033

金沢市東山1-3-27、076-251-6777、
［営］9:00～18:00（季節によって変動
あり）、［休］年中無休

様 な々金箔製品の販売、金箔・プラチナ箔貼りの化粧室、
金箔貼り体験、工房見学など、金箔の魅力を存分にご体
感いただけます。

あぶらとり紙 1冊プレゼント

百番屋035

金沢市東山1-3-5
076-254-6181

［営］10:00～18:00
［休］不定休

「のど黒ソフト」のほか、お菓子・九谷焼雑貨、金沢水引ア
クセサリーなども販売。はちまんさんの顔出しパネルでもパ
シャリ！

のど黒ソフト50円引き（税込500円）

懐華樓037

金沢市東山1丁目14-8、076-253-0591、
［営］9:00～17:00（貸切等により開館時
間変更あり）、［休］不定休※6/24～8月初
旬の間、改装工事のため休館いたします。

ひがし茶屋街にある茶屋建築。夜は「一見さんお断り」を
通して一客一亭のお座敷を、昼は建物のすべてを一般公
開しています。

入館料750円のところ100円引き

泉鏡花記念館039

金沢市下新町2番3号、076-222-1025、
［営］9:30～17:00（入館16:30まで）、
［休］9/2（月）～9/6（金）、10/8（火）～
10/10（木）、11/11（月）～11/15（金）

金沢三文豪の一人、泉鏡花の生家跡地に建つ記念館。
愛用品や美しい初版本を通して鏡花の美意識に触れるこ
とができます。

観覧料金を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

金沢市立安江金箔工芸館041

金沢市東山1-3-10、076-251-8950、
［営］9:30～17:00（入館16:30まで）、
［休］9/24（火）～10/4（金）、11/25
（月）～11/29（金）

全国生産量の約99％を占める金沢ならではの金箔を紹
介する博物館です。

観覧料金を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

カフェ 安江町ジャルダン008

金沢市安江町18-12
076-254-1654

［営］11:00～18:30（L.O.18:00）
［休］木曜・不定休有

明 治 時 代 の 町 家をリノベ ーションした 複 合 施 設
『Machiya5』の中にあるカフェ。じっくり焼いた「厚焼きパ
ンケーキ」が人気です。

スイーツセット1,000円（コーヒーor 紅茶）

ざしき笑し006

金沢市中橋町11-1
076-263-1101

［営］17:00～24:00
［休］なし

わらし君に触るとご利益があるという噂を聞きつけ、あの
マックスむらいも来店！当店自慢の絶品串揚げを食べに
来てね！

パンケーキサービス

金澤美粋 茶の湯サロン 駅鈴舎004

金沢市本町2丁目15-1 ポルテ金沢1F
076-232-3456

［営］10:00～19:00
［休］水曜

お抹茶の体験、茶道具や茶道用品、抹茶等の販売など、茶の湯
を身近に感じながらその奥深さや楽しさを気軽に体験できます。

お抹茶一服（吉はし上生菓子orお干菓子付）500円 ・お抹茶体験（立札形式にて
約30分）1,500円・茶会お稽古体験（モダン茶室にて約60分）要予約4人6,000
円、3人5,000円、2人4,000円、1人3,000円 以上すべてのプランを10%OFF

菓匠 まつ井002

金沢市此花町9-16
076-221-1971

［営］9:00～18:00
［休］不定休（月2日）

1926（大正15）年創業。JR金沢駅より徒歩5分、金沢が
育んできた文化や伝統工芸を題材に創作和菓子を販
売しています。

●「友禅ころも」「友禅流し」「友禅はながら」「友禅詰合わせ」以上の商品
どれかをお買い上げで5%引き ●その他商品お買い上げで3%引き

美しいキモノ丸年010

金沢市青草町88 近江町いちば館1階
076-231-5733

［営］10:00～18:30
［休］水曜

武蔵ヶ辻のバス停前にあり加賀友禅を中心にきもの全般
を取り扱っています。

和装教育国民推進会議発行の
「きもの読本」先着20名様にプレゼント

西陣や022

金沢市尾張町2丁目9-22
076-231-1919

［営］8:00～18:00
［休］日曜

帯地小売りの専門店です。帯地を利用したテーブルセンタ
ーなどもございます。どうぞお気軽にご利用くださいませ。

お会計10％引き

かおる美容室020

金沢市武蔵町12-12
076-231-6207
予約専用0120-316-205

［営］10:00～19:00　［休］月曜

全日本花嫁化粧着付大会銀賞受賞店。ヘアメイク、着付
に定評あり。髪のエイジングケアに力を入れています。早
朝予約・出張着付もOK。※P有

ヘアセット＆一般着付20%割引、
ゆかたヘア＆着付3,500円

梅梅金沢018

金沢市尾張町1丁目9-16、076-204-
6032、［営］昼11:30～（L.O.14:00）、 
夜17:00～21:30（L.O.21:00）、［休］
火曜

北京ダックは、中国伝統の製法に基づき、自家製石釜に
て、果実の木の薪を焼き上げて、香り高く仕上げております。

着物着用の方にはデザートをサービスします。

福わ家012

金沢市彦三町1-9-31、076-264-8780、
［営］平日/ 昼11:30～14:30夜17:30～
20:30、土・日・祝日11:00～20:30、［休］
水曜

古都金沢・浅野川のたもとにある手づくりの鍋うどんと釜ご
はんのお店です。寛げる店内で、ゆったり季節の食材を楽
しんでみては？

その日の一品サービス

廻る近江町市場寿し 支店024

金沢市上近江町36-2
076-261-6693

［営］10:00～15:00
［休］不定休

近江町市場の中にある回転寿し。白身の王様と呼ばれる
のどぐろ、日本海の白海老やガス海老などをぜひご賞味下
さい。

単品の寿司ご注文の方に、「あら汁」サービス！
※海鮮丼には付いています

金澤福うさぎ かなざわはこまち店016

金沢市袋町1番1号 かなざわはこまち1F
076-225-8200

［営］10:00～19:00
［休］不定休

「金沢らしさ」も「新しさ」も詰め込んだ和菓子の数 を々ご
用意しております。ひとつのお菓子から、こころのはねるひと
ときを。

福うさぎあぶらとり紙1名につき1つプレゼント
※デザイン・種類は選択不可

千と世水引014

金沢市尾張町1-9-26、076-221-
0278、［営］月～土10:00～16:00

（祝日や連休は、その都度ブログにて
お知らせ）、［休］日曜

1992年創業。のし袋、ポチ袋、香り袋、オリジナルの季節
の飾りを極上の絹巻の水引と手漉きの紙で真心こめて結
んでおります。

1,500円以上お買い上げで水引で作った
オリジナルアクセサリープレゼント

寺島蔵人邸040

金沢市大手町10番3号
076- 224-2789

［営］9:30～17:00（入館16:30まで）
［休］期間中無休

江戸中期の風情を残す加賀藩士・寺島蔵人の屋敷と庭
園が見所です。

入館料金を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

染と織 やまざき028

金沢市小橋町2-46
076-252-6390

［営］10:00～18:00
［休］水曜

伝統の染めと織り。良い品をお値打ち価格にてご提供して
おります。着物でお悩みの方、どんな事でもサポートいたし
ます。

記念品プレゼント

カフェ・ギャラリー三味032

金沢市観音町1丁目5-6（旧：金沢市
東山1丁目15-13）、076-252-4033、

［営］10:00～17:00、［休］水曜

築120年以上の典型的な金沢の町家。1Fはカフェ、2Fはギ
ャラリー兼、レンタルルームとしてご利用いただけます。土間に
は、水引やつまみ細工などの手作り和雑貨を販売しています。

ご飲食の方に小袋に入ったクッキーを進呈

二木調整店034

金沢市東山3丁目11-7
076-252-2323

［営］9:00～19:00
［休］日曜、祝祭日、第2・4土曜

着物に汚れや、汗がないか点検したり、着物のお手入れ、
しみ抜きをしています。着物の加工相談ならお気軽にどうぞ。

しみ抜きや着物のお手入れを持って来て
いただいた方に粗品をプレゼント

大樋長左衛門窯・大樋美術館036

金沢市橋場町2-17
076-221-2397

［営］9:00～17:00
［休］無休

初代長左衛門から現代にいたるまでの大樋焼作品並び
に、大樋家にゆかりの深い茶道具類を展示しています。

美術館入館料一般￥700を団体料金￥600にいたします

金澤着楽 （々東茶屋街本店）038

金沢市東山1丁目3-18
076-252-4931

［営］9:00～18:00
［休］水曜

着物に必要なものは、すべてご用意。雨具や草履カバーも
セットだから、手ぶらでお越しいただけます。

◯お買い物された方：10%OFF
◯レンタルされた方：オプション名古屋帯半額

森八本店030

金沢市大手町10-15、076-262-6251、
［営］店舗9:00～18:30（1月・2月9:00
～18:00）、喫茶・木型美術館9:00～
17:00、［休］1/1、1/2

寛永2年創業。日本三名菓の長生殿などを販売する老舗
和菓子店。落雁手作り体験や金沢菓子木型美術館も併
設し、菓子文化を発信。

金沢菓子木型美術館の入館券プレゼント

金沢蓄音器館042

金沢市尾張町2丁目11番21号
076-232-3066

［営］10:00～17:30（入館は17:00まで）
［休］期間中無休

毎日11時、14時、16時、エジソンが発明した蝋管式蓄音
器から昭和初期に活躍した大型高級蓄音器まで、実際に
音色を聴くことができます。

観覧料金を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

加賀友禅ファンクラブ会員募集中！ 詳しくは加賀友禅会館（076-224-5511）まで



金澤広坂「春勢」Shunsei057

金沢市広坂1丁目1-56
076-222-7668

［営］10:00～18:00
［休］月曜

金澤広坂「春勢」（しゅんせい）は、『和と洋と、今と昔の良いとこ
ろを生かし、毎日使える豊かで美しい品々。生活に彩りを添える
ファッションをここ、金沢から』をテーマとして取り組んでいます。

絹巻水引で作られたチャームプレゼント

ビストロ・シャレ058

金沢市南町4-60
076-264-3072

［営］17:30～23:00
［休］日曜

金沢市の中心部、南町にあるリーズナブルでアットホームな
雰囲気の欧風居酒屋です。40名様までさまざまなニーズに
対応致します。

ドリンク1杯サービス（お一人様につき）

ぶどうの木 片町店091

金沢市片町1-3-21 プレーゴ内、076-
232-7878、［営］平日11:30～ L.O.
21:00、土・日・祝11:00～L.O.21:00、

［休］不定休

大通りから一歩入ったプレーゴ内、生い茂るぶどう棚が目
印。オムライスやパスタと豊富なスイーツをお楽しみいただ
けます。

お食事の方1ドリンクorミニデザートサービス
他券・サービス併用不可

ポレポレ085

金沢市片町2-31-30
076-260-1138

［営］19:00～翌5:00
［休］年中無休

年中無休。朝5時まで営業。レゲエを聞きながら、南の島
をお楽しみいただけるバーです。英語対応可。フランス版
ミシュランガイドにも掲載。

カクテル2杯目サービス（注文時申告）

金澤大正ロマン着物レンタル はれまロマン093

金沢市尾山町13-5
076-221-3331

［営］9:30～17:00
［休］不定休

大正ロマン、竹久夢二をテーマとした着物レンタルショップ
です。「カワイイ」文化の原点、竹久夢二の世界に触れて
みてください。

当店のプチフォトスペースを無料にてご利用いただけます

nontan095

金沢市広坂1丁目1-46 カサロビル1F
076-299-5787

［営］8:00～18:00
［休］木曜

トーストと炊き立てご飯（ひゃくまん穀）が選べるモーニングメニューや、玄
米麺（グルテンフリー）を使用した特製パスタ、豆乳ホイップを使用した

「のんたんパフェ」など、食材にこだわったメニューを提供しております。

お会計700円以上で、
「ドリップバックコーヒー」1つプレゼント！

ゲームっちカフェ074

金沢市竪町32 B1、090-3298-5471、
［営］金曜18:00～27:00、土・日曜
14:00～27:00、［休］年中無休

石川県初のゲームカフェ。友達、旧友、家族、職場の方、サークル仲間などの集まり
などは当店にお任せください。ご予約も承り中。勿論、初心者、お一人様も大歓迎！
今の季節ですと台湾かき氷だけでもOKです。お気軽にご来店お待ちしております。

カルピス、烏龍茶、アイスコーヒー
おかわり一杯無料進呈（但し1回のみ）

金沢能楽美術館097

金沢市広坂1丁目2番25号、076-220-2790、［営］
10:00～18:00（入館は17:30 まで）、［休］月曜日（休
日の場合は次の平日但し8/13・10/28は特別開館）、
8/27（火）～9/5（木）、11/26（火）～11/29（金）

能面や能装束の体験、加賀宝生に伝わる貴重な品の展
示など、金沢の伝統芸能を全身で体感できる美術館です。

観覧料を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

前田土佐守家資料館099

金沢市片町2丁目10-17、076-233-
1561、［営］9:30～17:00（入館16:30
まで）、［休］期間中7/8（月）～7/12

（金）、9/24（火）～9/30（月）

加賀藩の重臣であった前田土佐守家が所蔵する、古文書
を中心とした歴史資料を見ることができる資料館です。

観覧料金を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

中川呉服店102

金沢市鳴和1丁目20-8
076-252-3480

［営］9:00～19:00
［休］月に1回日曜

着物。和装小物はもちろん、着物に関するご相談や寸法
直し、シミ・色やけ・染め替え・アフター着付けなど、なんで
もご相談ください。

期間中、お着物で来店された方は、商品を1割引きします！

とりのすけ 金沢本店104

金 沢 市 旭 町 3-13-10、076-261-
2415、［営］17:00～翌1:00、金・
土・祝前日～翌2:00、［休］水曜、不
定休

メニュー数300種類以上を誇る「とりのすけ」。大人気の2
時間飲み食べ放題は、ナント3,500円！各種宴会はお任
せください！！

グループ様全員分の乾杯ドリンク無料！ 
※他サービスとの併用不可

金沢湯涌夢二館105

金沢市湯涌町イ144-1、076-235-1112、
［営］9:00～17:30（入館は17:00まで）、
［休］7/1（月）～7/5（金）、9/30（月）～
10/4（金）展示替休館

明治末から昭和初期に活躍し、 独特の「夢二式美人画」
を生み出した詩人画家・竹久夢二の記念館です。お土産
ショップも充実。

観覧料金を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

カフェ デパール103

金沢市元町2-10-23（アミングモン
ファヴォリ内）、076-251-7100、［営］
11:00～19:00（L.O.18:30）、［休］
火曜

ココロと体にやさしいギルトフリーな食事がコンセプトのフードカフェ。
お野菜たっぷりハンバーグのランチプレートや手づくりスコーンなど女
性はもちろん、男性やお子様も美味しくいただけるメニューばかりです。

店内でお召し上がりの方ランチ又はデザート5%OFF

金沢湯涌江戸村106

金沢市湯涌荒屋町35番地1
076-235-1267

［営］9:00～17:30（入園は17時まで）
［休］期間中火曜

湯涌温泉に位置する野外民家博物館です。指定文化財
である農家や町家など江戸時代の建築物を移築し、保
存・展示しています。

入園料金を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

つば甚090

金沢市寺町5丁目1-8、076-241-
2181、［営］11:00～14:00、17:00
～21:00、日曜11:00～14:00、［休］
年末年始（12/26～1/5）

創業1752年、金沢最古の料亭として文人墨客をはじめ県
内外から多くのお客さまにお越しいただいております。

当店オリジナル特岡の手ぬぐいをプレゼント

欧風バル センナリ食堂073

金沢市片町2-23-3 プリンスビル1F、
076-224-2223、［営］17:30～翌
1:00、日曜・祝日17:30 ～ 22:30、

［休］不定休

バルスタイルのワイン食堂。重さ45kgのチーズの塊の中
で、パスタとチーズを絡めた「パルミジャーノチーズのクリー
ムパスタ」は絶品！

プチデザート人数分プレゼント！

徳田秋聲記念館043

金沢市東山1丁目19-1、076-251-4300、
［営］9:30～17:00（受付は16:30まで）、
［休］期間中7/16（火）～7/20（土）、9/11
（水）、11/5（火）～11/9（土）

金沢の三文豪の一人、「女性を描かせたら神様」と評され
た自然主義作家・徳田秋聲を紹介する記念館です。

観覧料金を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

金沢・竹屋071

金沢市竪町17
076-222-0006

［営］10:00～18:30
［休］水曜

加賀友禅をはじめ、あらゆる着物帯や、それに伴う和装小
物、オリジナル和雑貨などの楽しい雑貨も豊富に取り扱っ
ております。

お買い上げいただいた場合、5％引き

金澤文豪カフェあんず069

金沢市香林坊2-1-1 香林坊東急ス
クエアB1F、076-231-6457、［営］
10:00～20:00（L.O.19:00）、［休］
無休

かつて若かりし頃の「金沢三文豪」も通った宇都宮書店。
その一角に文人の名残を感じられるカフェを設けました。

お着物姿でご来店の方和菓子セット
もしくはランチセットを100円引き

金沢 小太郎063

金沢市片町2丁目30-12
076-221-4056

［営］16:00～23:00（L.O.22:30）
［休］日曜

創業45年なべ料理を中心として割烹料理も提供ています。
なべのお出しは最後まで澄み切っていてアクが出ないほ
ど。門外不出のお出しをぜひご賞味ください。

食後の水物サービス

加賀てまり 毬屋067

金沢市南町5-7
076-231-7660

［営］9:30～18:00
［休］火曜・水曜

全国でも珍しい、手まり、ゆびぬきを製作・販売する専門
店。ゆったりと、みやびな糸の芸術をお楽しみください。

お買い物をされた方ポストカード1点プレゼント

割烹たけし065

金沢市片町2-32-4
076-234-2121

［営］17:30～23:00
［休］日曜

金沢の地の食材を使用したお料理と完全個室で、ごゆっく
りお過ごし頂けます。地酒、ワインも沢山ご用意しお待ちし
ております。

シャーベットまたは珍味をお選びいただけます

もつ鍋もつ焼き さいさい059

金沢市片町2-23-12 中央コアビル
B1F、076-225-3131、［営］17:00
～翌4:00（L.O.3:30）、［休］日曜

金沢で本格的なもつ鍋、もつ焼きが楽しめます。今春から
新しくもつしゃぶ、もつすき焼きもご提供しております。

もつ鍋、もつ焼き一人前半額又はデザート（バニラ、抹
茶、チョコ）お一人様一個サービス

Mizube 本店061

金沢市片町1-4-20
076-261-7151

［営］10:30～19:30、
［休］水曜（初売り・祝日除く）・元旦

お肌にあったスキンケア、メイクに出会えるかも…有名ブラ
ンドやこだわりのスペシャルブランドを取り揃えております。

お肌に合ったサンプルプレゼント 
※お肌測定でお時間いただきす。（無料）

古都美077

金沢市広坂1丁目2-27
076-222-5103

［営］11:00～18:00
［休］月曜

1階は石川県の食材を使ったお菓子の販売しており、2階
はジャズを聞きながら金沢の景色を楽しめるカフェになって
います。

白餡を生地に練りこんだ餡ケーキ「ことみん」を
1つプレゼント

きものレンタル彩雅（あやか）083

金沢市片町2-13-27
076-221-2412

［営］9:00～18:00
［休］不定休

きものの先生が着せてくれるから安心！インスタ穴場の武
家屋敷に徒歩0分。いっぱい食べても大丈夫!!

かわいい「水引ピアスまたはイヤリング」プレゼント

九谷焼 鏑木商舗079

金沢市長町1-3-16
076-221-6666

［営］9:00～22:00
［休］不定休

文政5年（1822年）創業。城下町金沢の面影を色濃く残
すまち、長町武家屋敷界隈の一角に佇む店舗では、日常使
いの器から人間国宝の逸品まで幅広く取り揃えております。

10,000円以上お買い物の方に
粗品をプレゼントいたします。

漆の実081

金沢市広坂1-1-60、076-263-8121、
［営］平日11:00～18:30（L.O.18:15）、 
休日10:00～18:30、［休］水曜

老舗漆器店が運営する甘味処。自家製の能登大納言を
使った小豆のぜんざいや吉はしの和菓子もお楽しみ頂け
ます。

抹茶クリームぜんざい・
バニラクリームぜんざい（単品）が50円引き

金沢東急ホテル075

金沢市香林坊2-1-1
076-231-3913

［営］17:00～22:00（L.O.21:30）
［休］無休

落ち着いたインテリアで個室やバーカウンターを備えた、家
庭的なレストラン。街のダイニングとして県内外や海外から
もご来店。

ご夕食時お一人様ソフトドリンク一杯サービス（ご来店時"公式サイト"
または"インスタグラム"の画面のご提示をお願いいたします）

アンティークキモノ装姫 SOKI089

金沢市里見町40 2F
090-2831-8132

［営］11:00～19:00
［休］水曜

独自に収集したアンティーク着物を取りそろえ、販売とレン
タルに対応しています。カジュアルでおしゃれな着こなしを
楽しんでみてください。

特典内容は店舗にお問い合わせください。

めいどりぃた087

金沢市竪町24 BELSEL3F、090-3298-
5471、［営］平日18:00～20:00、土・
日・祝14:00～20:00、［休］年中無休

（但しBELSELに準ずる）

石川県唯一のメイド喫茶。白とピンクを基調としたお屋敷（店内）では、ケチャップでオムライ
スにお絵描きから美味しくなる萌え萌えキュンの魔法まで色んなアミューズメントが盛り沢山！
忘れてならないのがメイドとのチェキ撮影、週末ともなると他県からもご主人様お嬢様がご帰
宅なさる盛況ぶり、お一人様、団体様、はじめての方もお気軽にご帰宅お待ちしております♡

POINT倍

兼六園茶店 兼六園三芳庵051

金沢市兼六町1-11
076-221-0127

［営］9:00～17:00（季節により異なる）
［休］水曜

瓢池の畔で翠滝の音を聴き、四季折 の々趣を変える景色
を眺めながらゆっくりとお抹茶や加賀のお料理をお楽しみ
ください。

お食事の方、お抹茶（お干菓子付）サービス

いしかわ赤レンガミュージアム 石川県立歴史博物館053

金沢市出羽町3-1、076-262-3236、
［営］9:00～17:00（展示室への入室
16:30まで）、［休］年末年始・展示替
え期間

旧陸軍兵器庫として建てられた赤レンガの建物で国指定
重要文化財。館内では「石川の歴史と文化」を分かりや
すく紹介しています。

入館料を通常料金から団体料金へ

鈴木大拙館055

金沢市本多町3丁目4-20、076-221-8011、
［営］9:30～17:00（入館は16:30まで）、［休］
期間中:月曜（月曜日が休日の場合はその直後
の平日）、展示替期間※8/13（火）は特別開館

金沢が生んだ世界的な仏教哲学者・鈴木大拙の考えや
足跡をたどりながら、来館者自らが思索できる場となってい
ます。

入館料金を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

兼六園茶店 寄観亭049

金沢市兼六町1-21
076-221-0696

［営］8:00～17:00
［休］無休

兼六園のシンボルことじ灯籠の目の前に位置するお食事、
お土産処。金沢の名物「治部煮」や自家製団子などの甘
味をご用意しています。

1,000円以上お買い上げまたはお食事の方粗品進呈

金澤屋珈琲店本店045

金沢市丸の内5-26、076-254-5411、
［営］9:00～18:00、土・日・祝8:00～
18:00、［休］水曜

金沢城公園黒門口に位置し、四季折 の々風情ある金沢が
望める店内では、1杯ずつネルドリップする煎りたての珈琲
が味わえます。

温かいコーヒー（デザート）をご注文されると
金箔を浮かべます。

金沢くらしの博物館047

金沢市飛梅町3-31 紫錦台中学校敷地
内、076-222-5740、［営］9:30～17:00

（入館16:30まで）、［休］9/2（月）～9/6
（金）、11/18（月）～22（金）

建物は国重要文化財。町家の座敷を再現し、金沢の風
物詩や料理、昔の生活用品、伝統産業の製作用具などを
紹介しています。

観覧料を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

能作 漆器店070

金沢市広坂1丁目1-60
076-263-8121

［営］10:00～19:00
［休］水曜

創業230年あまりの老舗漆器専門店。金沢漆器をはじめ、
輪島・山中塗など豊富な品揃えを誇ります。

2,000円以上のお買い上げでわじま箸進呈。

九谷陶芸 北山堂072

金沢市広坂1丁目2-33
076-231-5288

［営］9:30～18:00
［休］月曜

あなたの欲しい九谷焼が必ず見つかる！（現在、総数
2,500以上）世界的VIPもご来店。九谷焼ひと筋140年
超！九谷焼老舗専門店。

5,400円以上お買い上げのお客様8%OFF

加賀友禅の店 ゑり華/加賀お国染ミュージアム066

金沢市竪町34、076-261-9188、
［営］10:00～18:30（ミュージアム入
館は18:00まで）、［休］水曜

本加賀友禅の着物からオリジナルの小物まで幅広く取り揃
えています。加賀友禅のルーツが分かるお国染ミュージア
ムは必見!

着物着用の方、入館料（300円）を無料

アミーズネイル064

金沢市香林坊2-1-1 東急スクエア2F
076-220-5085

［営］10:00～20:00
［休］不定休

リーズナブルな価格でアットホームなサロン。ハンド・フット
のケアなど幅広くネイルをお楽しみいただけます。4階から
2階へリニューアルオープンいたしました。

5,400円以上の施術で和柄小物プレゼント

武家屋敷跡野村家062

金沢市長町1丁目3番32号、076-
221-3553、［営］4～9月8:30～
17:30、10～3月8:30～16:30（入
館は閉館の30分前まで）

奉行職を歴任した加賀藩士、野村伝兵衛信貞の屋敷跡。
曲水や古木を配した庭園を眺めながら、茶室「不莫庵」で
呈茶をいたします。

入館料50円引き

金澤ななほしカレー060

金沢市広坂1丁目2-18 中村ビル2F
076-232-5707

［営］11:00～19:30（L.O.19:00）
［休］月曜

カフェ風のおしゃれな店内で、金澤らしさにこだわった、お
いしくて身体に優しいカレーをお楽しみいただけます。

着物着用の方にソフトドリンク1杯サービス
（希望者は紙エプロンもご利用いただけます）

金沢・クラフト広坂068

金沢市広坂1丁目2-25
076-265-3320

［営］10:00～18:00
［休］月曜（祝日の場合翌日）

加賀象嵌、加賀毛針、加賀水引細工など、金沢の伝統工
芸を一堂に集めたショップ＆ギャラリー。

お買い上げの方に希少伝統工芸のポストカードを進呈

メガネのシマダ082

金沢市片町2-1-9、076-223-6200
［営］平日10:00～19:30、日・祝
10:00～19:00、［休］水曜

メガネのシマダは”ここちよさ”をコンセプトに3つのここちを追求します。「掛け
ごこち」「見えごこち」「使いごこち」。毎日使用するメガネを快適にご使用いた
だくためにお手伝いさせて頂きます。レイバン、オークリー、コーチなど取扱中。

きもの・ゆかたで入店され、5分以上いると店長と握手かペーパークリーナー
（スマホ、DVD、メガネに使用）を差し上げます。クーポン券もお渡し！

インドネシア料理 レギャン084

金沢市片町2-31-30
076-262-6510

［営］17:00～1:00
［休］火曜

タイ米使用のナシゴレンなどインドネシア、バリ島料理専門
店。旅のこと、インドネシアのこと、何でもお尋ねください。

カクテル2杯目サービス（注文時申告）

NEUTRAL KANAZAWA078

金沢市香林坊2丁目11-7 1F
076-262-6220

［営］11:00～19:00
［休］水曜

木と鉄を使いオリジナルの家具を展開。デザインから製作
まで全ての工程を自社で行えることで、様 な々オーダーメイ
ド家具が可能です。

家具商品10%OFF（一部商品を除く）、雑貨30%OFF
（一部商品を除く）

からなしの上080

金沢市尾山町10-9、076-225-8393、
［営］火～金16:00～24:00、土日祝
12:00～24:00、［休］月曜

尾山神社と近江町の間、尾山神社より徒歩1分のBarで
す。おつまみから、がっつりデザート迄楽しめます。もちろん、
ウイスキー、ワイン、カクテルなどとりそろえております。

デザートサービス

ハティハティ 香林坊アトリオ店076

金沢市香林坊1-1-1 香林坊アトリオ
B1F、076-221-1601、［営］10:00
～19:30、［休］不定休（アトリオに準
ずる）

台湾式リフレ、タイ式、バリニーズオイルトリートメントなどの
多彩なアジアンメニューで、着物で沢山歩いて疲れた身体
をほぐしませんか？

きもの着用写真を見せていただいた方10%OFF
※他券、クーポン併用不可

武の助088

金沢市片町2-23-17
076-222-2212

［営］17:00～23:00（L.O.22:30）
［休］日曜

道場六三郎氏の下で修行経験をもつ店主が安心感と共
に料理を提供します。

乾杯ドリンクサービス（500円相当）

カフェ・アルコ プレーゴ086

金沢市片町1-3-21、076-223-7333、［営］月曜－木
曜11:30～ 23:00（L.O.22:00）金曜11:30～24:00

（L.O.23:00）土曜 11:00～24:00（L.O.23:00）日曜・
祝日11:00～22:00（L.O.21:00）、［休］火曜

フルオープンのテラスと本格的なバールカウンターを備え
たイタリアンカフェです。

ランチ利用では、ドリンクバーサービス。ディータイムよりワンドリ
ンクサービス。但しサービスドリンクのみの利用は不可。

和甘味・つぼみ101

金沢市柿木畠3-1
076-232-3388

［営］11:00～18:00
［休］水曜

厳選した本物の材料で和の甘味をおつくりいたしておりま
す。庭を流れる用水の瀬音と金沢職人が作った空間でお
楽しみください。

甘味ご注文の方に一口甘味をプレゼント

金沢21世紀美術館092

金沢市広坂1-2-1、076-220-2800、［営］展覧会ゾーン
10:00～18:00 （金・土曜は20:00）、［休］月曜（祝日の場
合は翌平日）、8/13（火）・10/28（月）を除く※2019年12
月20日（金）～2020年2月3日（月）は完全閉館になります。

誰もがいつでも立ち寄ることができる「まちに開かれた公園
のような美術館」です

主催展覧会入場料金を一般料金から団体料金へ割引

クロネコほっとステーション094

金沢市広坂1-1-55
076-235-2251

［営］9:00～19:00
［休］年中無休

クロネコヤマトが発信するまちなか観光案内所。観光のご
相談から手荷物のお預かり、宅急便、加賀棒茶のサービ
スまで、お気軽にお立ち寄りください。

オリジナルあぶらとり紙プレゼント！

きものレンタル wargo 金沢香林坊店096

金沢市香林坊2-1-1
香林坊東急スクエア G階
076-233-1211

［営］9:00～18:00　［休］なし

香林坊バス停徒歩1分。全国展開中の着物レンタル店。
着物、帯、バッグ、ヘアセット、着付けまで全部込みで2,900
円～!

お客様の携帯、カメラでお写真撮影のお手伝いいたしま
す！撮影時、舞妓傘貸します！

金沢ふるさと偉人館098

金沢市下本多町6-18-4
076-220-2474

［営］9:30～17:00（入館16:30まで）
［休］期間中、無休

金沢ゆかりの「近代日本を支えた偉人たち」の生涯や功
績について遺品や関係資料を展示し、わかりやすく紹介し
ています。

観覧料金を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

室生犀星記念館100

金沢市千日町3-22、076-245-1108、
［営］9:30 ～ 17:00（入 館 16:30まで）
［休］期間中7/1（月）～7/5（金）、11/11
（月）～11/15（金）

金沢の三文豪の一人で犀川をこよなく愛し、金沢を舞台と
した作品も数多く残した、室生犀星の記念館です。

観覧料金を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

九谷焼 片岡光山堂054

金沢市兼六町2-1、076-221-1291、
［営］9:00～18:00、［休］4月～10月 
無休、11月～3月 毎週水曜

兼六園、石川門を目の前に大正9年に開店。初代は九谷
焼の絵付師としても活躍していた四代続く老舗の九谷焼
専門店です。

お買い上げのお客様に粗品贈呈

加賀友禅会館048

金沢市小将町8-8
076-224-5511

［営］9:00～17:00
［休］水曜

伝統工芸加賀友禅に触れ合うことのできる施設です。加
賀友禅の展示や着物着用体験、友禅染の体験コーナーな
どがあります。

入館料無料

兼六園茶店 城山亭052

金沢市兼六町1-13、076-221-6848、
［営］夏季10:00～17:00、冬季10:00
～16:00、［休］不定休

気軽に食べていただける加賀料理をご提供しています。兼
六園散策後や散策前の腹ごしらえにご利用ください。

お食事の方ソフトドリンクサービス

石川県立美術館046

金沢市出羽町2-1
076-231-7580

［営］9:30～18:00
［休］年末年始・展示替え期間

国宝「色絵雉香炉」や加賀蒔絵などの加賀藩ゆかりの品
と石川県関係の作家の作品など郷土色豊かな美術品を
展示しています。

入館料（常設展部分のみ） 団体料金扱いになります。

兼六園茶店 兼六亭050

金沢市兼六町1-20、076-261-3783、
［営］夏季8:30～17:00、冬季8:30～
16:00、［休］無休

日本最古の噴水前のお食事処・お土産処です。当店一番
の人気メニューの「じぶそば」はぜひ一度、ご賞味ください。

1,000円以上お買い上げまたは
お食事の方に油取り紙進呈

茶道具と工芸の美術館 金沢市立中村記念美術館056

金沢市本多町3-2-29、076-221-0751、
［営］9:30～17:00（受付16:30まで）、［休］
期間中8/19（月）～8/30（金）、10/21（月）
～10/31（木）

茶道具と金沢ゆかりの工芸作品を鑑賞できます。庭園を眺
められる喫茶室では、抹茶と和菓子をリーズナブルな料金
で楽しめます。

観覧料金を一般料金（300円）から
団体料金（250円）へ割引

かなざわ 美かざり あさの（箔一体験処）044

金沢市東山1-8-3、076-251-8911、
［営］10:00～16:00（体験受付15:00
まで）、［休］火曜

ひがし茶屋街にある伝統工芸品をセレクトしたお店です。
二階の体験処では金沢らしいベンガラの空間で金箔貼り
体験ができます。

金箔貼り体験いただいた方に
あぶらとり紙一冊をプレゼント


