
常時、能登牛を味わえる宿泊プランを提供しています

■ お問い合わせ：能登牛銘柄推進協議会（石川県畜産振興・防疫対策課内） TEL.076-225-1623（平日9：00～17：00）
「能登牛いただきますキャンペーン」事務局（ケィ・シィ・エス内） TEL.076-208-4162（平日10：30～17：00）

■ 主催：石川県／能登牛銘柄推進協議会

【オレイン酸がおいしさのひみつ】 能登牛は和牛のオリンピックと呼ばれる「第９回全国和牛能力共進会」で、脂肪に含まれるオレイン
酸の含有率が最も高く、特別賞「脂肪の質賞」を受賞しました。牛肉のやわらかさや舌触りは、脂肪中のオレイン酸が重要で、含有率が
高いほど、トロけるような食感が味わえるとされています。

とは

キャンペーン対象

宿泊施設

各店舗でのお食事の際は、新型コロナウイルスの感染対策に十分に配慮したうえでお楽しみいただきますようお願いします。

珠洲温泉 のとじ荘
珠洲市宝立町鵜飼1-30-1 Tel.0768-84-1621

珠洲市お宿たなか
輪島市河井町22-38  Tel.0768-22-5155

輪島市和倉温泉 多田屋
七尾市奥原町3-29-2  Tel.0767-62-3434

七尾市和倉温泉 加賀屋
七尾市和倉町ヨ部80番地 Tel.0767-62-1111

七尾市

国民宿舎 能登うしつ荘
能登町字羽根5字4番地  Tel.0768-62-2295

能登町真脇ポーレポーレ
能登町真脇19字110番地  Tel.0768-62-4700

能登町いこいの村 能登半島
志賀町上野18の1番地  Tel.0767-32-3131

志賀町湖畔の宿 森本
加賀市片山津温泉乙63-1  Tel.0761-74-0660

加賀市

宿泊プランの詳細やご予約など、各施設のホームページでご確認いただくか直接お問い合わせください。

食肉店や町のスーパーなどでも能登牛を購入できますキャンペーン対象

販売店

能登牛取扱店

このリストは石川県内で能登牛を販売している店舗全てを網羅している訳ではありません。
また、入荷状況により常時取り扱っていない場合もあります。

天狗中田本店
天狗中田本店 大和売店
天狗中田武蔵店
肉の匠いとう
肉乃北安江
中島ストアー
Aコープ 粟津店
藤田総本店
福田家精肉店
フレッシュフード＆リカーだいまる
肉のはまなか
あだちストア ジョイフル店

金沢市新竪町3-88 Tel.076-221-0298

金沢市香林坊1-1-1 Tel.076-220-1137

金沢市下近江町35-1 Tel.076-232-2237

金沢市武蔵町15番1号 Tel.076-260-2450

金沢市北安江3-14-20 Tel.076-221-7060

七尾市矢田新町ホ-49 Tel.0767-53-0988

小松市島町ル100-1 Tel.0761-44-7221

輪島市河井町2-270-1 Tel.0768-22-0310

珠洲市飯田町13部88番地 Tel.0768-82-1165

珠洲市野々江町メの部48 Tel.0768-82-1156

加賀市片山津温泉乙36番地7 Tel.0761-74-0228

羽咋市中央町フ168 Tel.0767-22-1133

肉のいまえだ
Aコープかほく店
ファーマーズAコープ 北安田店
藤井肉店
プララAコープ 富奥店
野々市ミート
Aコープ つばた店
寺岡ミートセンター
寺岡精肉本店
駒寄ミート
片岡精肉店
スーパーしんや やなぎだ店

かほく市宇野気リ222-5 Tel.076-283-0047

かほく市内日角1-24-1 Tel.076-283-5222

白山市北安田1-50 Tel.076-274-7116

能美市寺井町た110-1 Tel.0761-57-0298

野々市市粟田1-226 Tel.076-246-1178

野々市市白山町1番33号 Tel.076-227-9623

津幡町加賀爪ハ99 Tel.076-289-8600

志賀町富来領家町イ30 Tel.0767-42-2829

志賀町富来領家町甲26 Tel.0767-42-0012

能登町字柳田梅部114-1 Tel.0768-76-1233

能登町宇出津新1字149 Tel.0768-62-3207

能登町字柳田礼16-1 Tel.0768-76-1203

能登牛の認定について
石川県内の肉用牛関係団体で構成した能登牛銘柄推進協議会が能登牛の基準を満たしたものを認定し、「能登牛証明書」を発行しています。
また、店頭に並ぶ際には「能登牛シール」（写真・左）が貼付されています。（全てに貼付してあるわけではありません）

㈱サニーサイド／全農石川県本部
㈱ミートリポ／㈱ミートビック／㈱世界館
関東日本フード㈱能登営業部
関東日本フード㈱石川営業部

A賞 能登牛精肉（10,000円相当）

B賞 特製能登牛タンブラー

C賞 能登牛関連商品（2,000円相当）

黒毛和種
（血統が明確であるもの）

石川県内が最終飼養地であり
かつ石川県内での飼養期間が最長

肉質等級は
A3以上またはB3以上

能登牛とは、石川県内の生産から販売・流通に至る関

係団体で構成する「能登牛銘柄推進協議会」が、平成7
年（1995年）に規約を作成し、これに基づいて認定し
たもので以下の基準を満たしたものをいいます。

ハッシュタグ「＃能登牛いただきます」をつけて投稿

＃
能登牛

いただきます

［追加］をタップして
友だち追加・完了

STEP❷

STEP❶

STEP❸

公式LINEを友だちに追加して

「能登牛」をGET 

【特賞】

！
応募方法

能登牛の写真（料理でも精肉でも可）を撮影

InstagramまたはTwitterの公式アカウントに

能登牛認定店に足を運んでください

STEP❷

STEP❶

毎 週抽選

能登牛を
撮って、
食べて、
ハッシュタグ
「＃能登牛
 いただきます」を
つけて投稿！

認定店のお得な情報は
WEBサイトを
チェック♪

認定店認定店

能登牛応援
キャラクター

能登牛 ♡ べ
こりん

【友だち追加】
右の二次元コード
を読み込む！

Twitter

Instagram

LINEは

キャンペーン公式アカウント

2022年1月15日㊏〜2月28日㊊期
間

毎週当たる！ 当たる！期間終了後に

合計  6  名様毎週 1 名様  →

毎週 5 名様  →

毎週23名様  →

合計 30 名様

合計138名様

  5  名様

 60 名様

160名様

Instagram & Twitter LINE

＜LINE友達登録のみ＞

毎週29（にく）名様・計174名様にプレゼント

能登牛を味わう
ペア宿泊券
1名様にプレゼント

合計400名様に当たる！

多く投稿
すれば
当選確率
UP

Instagram＆Twitterは

友だち追加！今すぐ

＋
追加

→

友だちの中から抽選でプレゼント！

賞
品



味にこだわる人だけの
とっておきの贅沢な場所

銘酒と焼肉 京澤

営 月～木曜日／祝日 17：00～22：00
 金・土曜 17：00～23：00
㉁ 日曜日
金沢市片町2-24-11オリンピアサンローゼ1F・B1F
Tel.076-231-2915

金沢市本場の能登牛を味わえる
高級レストラン

てらおか風舎 金沢店

営 11：30～15：00（L.O.14：30）
 17：30～21：00（L.O.20：30）  
㉁ 火曜日（祝日の場合は営業）
金沢市寺地2-2-2  Tel.076-242-0050

金沢市

※月曜日は
　昼のみ営業

営 月～土16：00～24：00
 日・祝15：00～23：00
㉁ 木曜日
加賀市山代温泉山背台1-14
Tel.0761-77-3611

営 12：00～14：00
    17：00～22：00
㉁ 無休
野々市市三納1-6
Tel.076-294-1029

営 11：30～15：00（L.O.14：30）
 17：30～22：00（L.O.21：00）  
㉁ 水曜日
金沢市香林坊2-1-1 Tel.076-222-6109

営 11：00～14：00（L.O.13：30）
 17：00～22：00（L.O.21：30）  
㉁ 不定休
金沢市此花町3-3  ライブ1ビルB棟2F
Tel.076-256-1129

本物の味わいと
ゆったりしたひとときを

ステーキハウス 山下屋

営 11：00～13：30  ※電話予約は前日20：00まで
 17：00～20：30 
㉁ 月曜日（祝日の場合は火曜休み）／第3日曜日
金沢市本町2-9-21 Tel.076-221-9705

営 ランチ   11：00～15：30（L.O.14：45）
 ディナー17：00～22：00（L.O.20：30）
㉁ 年末年始
金沢市観音町3-4-42 Tel.076-252-5115

営 ランチ   11：30～14：00（火～金曜日のみ）
 ディナー17：00～23：00（L.O.22：30）  
㉁ 月曜日（祝日の場合は翌営業日）
金沢市田上さくら1-140 Tel.076-235-4129

金沢市ホルモンまで能登牛にこだわる
能登牛専門焼き肉

金沢焼き肉 獅子丸

営 17：00～23：00（L.O.22：30）  
㉁ 木曜日
金沢市大友2-100  
Tel.076-239-2929

営 17：00～23：00
㉁ 月曜日
金沢市進和町49-3
Tel.076-291-2929

営 17：00～24：00（L.O.）
㉁ 不定休
金沢市本町2丁目6-2
Tel.076-222-0029

営 17：00～23：00（L.O.22：30）
㉁ 水曜日
七尾市石崎町香島2-5-4
Tel.0767-62-8129

営 10：30～19：00（L.O.18：30）
㉁ 水曜日（祝日の場合は営業）
珠洲市片岩町ノ部12番
Tel.0768-87-2111

営 11：00～14：30（L.O.13：30）※水曜日定休
 17：00～20：30（L.O.19：30）
㉁ 無休
能登町字柳田知部1番地 Tel.0768-76-1550

営 17：00～22：00
㉁ 月曜日
能登町字宇出津新1-203
Tel.0768-62-0330

営 17：00～25：00
㉁ 月曜日（祝日の場合 翌火曜日）
東京都板橋区大山町31-1 第2中坪ビルB1
Tel.03-6905-9721

営 11：30～13：30（L.O.13：00）
㉁ 無休
能登町字恋路3-18
Tel.0768-72-1234

営 11：00～14：00／17：00～21：00
㉁ 不定休
能登町字柳田礼部37-1
Tel.0768-76-0037

営  8：00～14：00         ※事前にご連絡ください
㉁  無休
志賀町大津峰山5番
Tel.0767-32-1212

営 月～土11：30～14：00／16：00～22：00
 日・祝11：30～22：00
㉁ 水曜日（祝日・祝前日の場合は営業）
宝達志水町今浜へ135-4 Tel.0767-28-2438

営 平　    日 11：00～15：00（L.O.14：30）
 土・日・祝 11：00～20：00（L.O.19：30）
㉁ 無休
能登町字上町ロ部1-1 Tel.0768-76-1680

営 平　  日 17：30～23：00
 土・日・祝 17：00～23：00
㉁ 不定休
白山市番匠町216 Tel.076-276-2939

営 17：00～23：00（L.O.22：00）
㉁ 不定休
能美市寺井町ロ87-1
Tel.0761-58-5666

営 17：00～23：00
㉁ 日曜日
金沢市本町２丁目17-13
Tel.076-224-0029

営 10：00～15：00（商品が無くなり次第終了）
㉁ 水曜日（祝日は除く）
金沢市青草町88番地 近江町いちば館1階
Tel.076-261-2944

営 17：00～23：00
㉁ 水曜日
金沢市新神田4丁目14番15号
Tel.076-291-4828

営17：30～23：30（L.O.23：00）
㉁ 日曜日（祝祭日を含む連休の場合は最終日が定休日）
金沢市此花町4-15
Tel.076-261-2884

営 火～日17：00～22：00（L.O.21：30） 
 ランチは土日祝のみ11：30～15：00（L.O.14：30）  
㉁ 月曜日（祝日の場合は営業）
金沢市武蔵町16-1 Tel.076-201-8954

営 17：30～23：00（お昼は前日までの予約）  
㉁ 日曜日
金沢市片町2-32-4
Tel.076-234-2121

金沢市 能登牛を一口ほおばれば
笑顔になれる本格焼肉店

能登牛焼肉味道苑 おおてまち店

営 17：00～23：00
㉁ 月曜日（祝日は営業）
金沢市大手町15-24
Tel.076-231-7584

金沢市 地産地消にこだわったグランシェフ
川本紀男プロデュースのレストラン

営 

㉁ 
金沢市北安江4-8-31 Tel.076-234-7706

金沢市食の都・金沢にふさわしい味と
おもてなしを満喫

ホテル日航金沢 鉄板焼「銀杏」 鉄板焼「加賀」

営 11：30～14：30
 17：00～21：30（L.O.21：00）  
㉁ 無休
金沢市昭和町16-3 Tel.076-224-9806

営 ランチ   11：30～15：00
 ディナー17：00～22：00
㉁ 無休
金沢市香林坊2-1-1 Tel.076-231-3913

金沢市

甘くて美味しい5等級能登牛を
食べてみたい！

YAKINIKU&STEAK 銀
金沢市 能登牛、加賀野菜に

地物の魚も食べられるお店

割烹 たけし
金沢市

営 11：00～15：00
    18：00～22：00
㉁ 月曜日
金沢市尾張町2-13-9 
Tel.076-262-2468

金沢らしいお洒落空間で
極上能登牛を

登るや
金沢市

営 11：00～15：00
    16：00～21：00
㉁ 無休
金沢市笠市町5-2 
Tel.076-207-3266

営 11：30～14：00
    17：00～22：00
㉁ 水曜日
金沢市中川除町59
Tel.076-264-1500

営 17：00～23：00
   （L.O.フード22：00／ドリンク22：30）
㉁ 火曜日
七尾市光陽台41番地
Tel.0767-62-1298

能登牛を気軽に食べられる
焼肉店

能登牛のステーキを
気軽に食べられる鉄板焼

営 11：30～14：30／17：00～22：00
㉁ 火曜日
金沢市広岡1-5-3 クロスゲート2階
Tel.076-255-3588

能登牛の炭火焼ステーキを
食べられる店

能登牛焼肉 すずや
金沢市

ステーキハウス にしむら
金沢市

焼肉 伊蔵
野々市市

炭火焼肉 巌門

東京都
板橋区

金沢市

地元に愛され続ける
金沢で屈指のステーキの名店

六角堂
金沢市石川の恵“能登牛”を

匠の技で“旨い”に変える
金沢市 伝承100年の目利きが贈る

極上の能登牛

金澤焼肉 牛や榮太郎 武蔵店

金沢市

徹底した管理で驚くほど新鮮な
能登牛を楽しめる

能登牛焼ごろ 匠八
金沢市

能登牛の鉄板焼ステーキで
ちょっと贅沢なひと時を

六角堂 せせらぎ通り店

ノリオターブル

金沢市

「能登牛認定店」焼肉飛天龍新神田店

金沢市

金沢駅前で60年続く
能登牛が気軽に食べられる焼肉店 

焼肉うら
金沢市

営 8：30～20：00
㉁ 元旦
金沢市木ノ新保町1番1号
（金沢駅あんと内）
Tel.076-254-0129

営 11：30～14：00
     17：00～21：30（L.O.21：00）
㉁ 火曜日
七尾市高田町へ77
Tel.0767-68-2744

ひゃくまん穀と能登牛の
焼きたて弁当をご提供します

ひゃくまんぞく亭
金沢市

営 11：30～16：00（月・火・水・金）
    11：00～16：00（土・日）　※夜：予約のみ
㉁ 木曜日・不定休
金沢市東山1丁目4番地42-1号 2F
Tel.076-256-5634

石川県のブランド「能登牛」を
味わえるお店

 東山「志」
金沢市

能登牛一頭買い
JA全農いしかわ直営焼肉店

肉匠 Jade 金澤
金沢市

幻のブランド牛「能登牛」が
１品から気軽に食べられる専門店

たくみ
金沢市

極上のお肉を
絶妙な焼き加減で提供

あぶり肉 がらん
金沢市 能登牛をつかった

すき焼専門店

すき焼 伽藍
金沢市

能登牛の赤身肉やホルモンが
気軽に食べられる焼肉店

焼肉茶屋 恵比須 松任店
白山市

営 火～日曜 17：00～翌朝4：00
 月曜のみ 17：00～23：00
㉁ 無休
津幡町清水イ140-1 Tel.076-289-4252

上質な能登牛を
良心的な価格で提供

焼肉亭 ポパイ
津幡町能登牛をリーズナブルに味わえる

町の焼肉屋さん
能登牛をリーズナブルに
食べられる焼肉店

焼肉 あらはた
能美市奥能登の絶景を目の前に

能登牛の特製ビーフシチューを堪能

しお・CAFE
珠洲市

営 11：00～20：00（お昼休みあり）
㉁ 12/31、1/1、月2回不定休
珠洲市真浦町カ10-1
Tel.0768-32-0372

築160年の
貴重な茅葺古民家のお食事処

庄屋の館
珠洲市 能登牛を気軽に食べられ

ユッケも提供できる焼肉店

焼肉ダイニング あきちゃん
加賀市

自慢のタレで「能登牛」を
リーズナブルに堪能

東京で能登牛を
気軽に堪能できる焼肉店

星降る里のいで湯の宿で
「ちょっこり贅沢に能登牛」

絶景の日本海を一望しながら
能登牛を楽しめるレストラン

能登の風と一流シェフの
コラボレーション

能登町 能登町 能登町 能登町 能登町能登牛を使った
能登丼が食べられるお店

能登牛をリーズナブルに
食べられて、本格的和食も

焼肉旬彩 牛太郎 能登町
柳田植物公園 和味家 竹次郎 国民宿舎 能登やなぎだ荘 ラブロ恋路

営 12：00～13：30
    17：00～22：00  ※要予約
㉁ 不定休／12月29日～1月5日
能登町字宇出津ウ字43丙 
Tel.0768-62-0517

能登牛すき焼きを食べて
至福のひとときを

能登町

あ た か 焼肉 精香園

大自然のなかで楽しむ
ゴルフ場併設レストラン

レストラン能登G.C.

宝達
志水町

温泉街和倉で愛される
本格焼肉店

焼肉 ひでくらだいすけ
七尾市 和と洋の美食空間で味わう

和倉で人気の実力派焼肉店

焼肉 寿美好
七尾市

営  9：00～17：00（レストラン10：00～L.O.15：30）
㉁ 12/1～3/20までの毎週木曜日、12/29～1/1
七尾市能登島向田町122部14番地
Tel.0767-84-0225

道の駅では
全国初の能登牛認定店

道の駅 のとじま
七尾市 能登牛を

気軽に食べられるステーキ店

ステーキ 赤蔵
七尾市

志賀町

利用方法などキャンペーン詳細は表面をご確認ください 能登牛を食べて当てよう♪
認定店認定店

鉄板焼 川本

月曜日（祝日の場合は営業）

ラ ン チ①11：30    ②13：00
ディナー①17：30    ②18：30

11：45（L.O.13:15）17：30（L.O.19:00）

プレミナンス

ノリオターブル

ラ ン チ①12：00    ②12：30
ディナー①18：00    ②18：30

＜鉄板焼 川本＞

レストラン花菖蒲

【49店舗】

キャンペーン対象

飲食店

能登牛 串焼き・炙り寿司 
近江町市場

プレミナンス
鉄板焼 川本

最高の展望とともに
極上の能登牛を鉄板焼で

金沢市

※仕入れ状況によって
　対象メニューを
　ご提供できない場合
　があります。

Itadakimasu Campaign

“能登牛をリーズナブルに堪能”
美味しいものを食べて幸せに♪

金沢東急ホテルマレ・ドール
ダイニング＆バーラウンジ

● 新型コロナウイルスの対応のため、各店舗の営業日・営業時間は変更になる場
合があります。  ● 能登牛の仕入れ状況によって、対象メニューをご提供できな
い場合があります。  ● 能登牛認定店・販売店のうち、本紙に記載のない店舗
は本キャンペーンの対象外となりますので、事前にご確認ください。

ANAクラウンプラザ
ホテル金沢

クロスゲート
金沢店

和牛ステーキ
割烹

営 11：00～14：30（L.O.14：00）
     17：30～20：30（L.O.20：00）
㉁ 月曜日（祝日も月曜日はお休み）
七尾市和倉町ワ部13-1
Tel.0767-62-4188

能登の食材を楽しめる和倉温泉街の
小さな欧風料理レストラン

épice エピス
七尾市

志賀の郷
リゾート

営 11：00～15：00（L.O.平日14：30／土・日・祝15：00）
 17：00～21：00（L.O.20：00）※月曜は昼のみ営業  
㉁ 火曜日（祝日の場合は営業） 
志賀町富来領家町イ30 Tel.0767-42-2941

富来の風を感じながら食べる
能登牛レストラン

てらおか風舎 富来本店
志賀町

対象店の割引セールや特別メニューなど
詳細はWEBサイトをチェック！

営 11：30～14：00
 17：30～21：00（L.O.20：30）  
㉁ 無休
金沢市本町2-15-1 Tel.076-234-5431（直通）

二部制

二部制


