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新店情報が盛り沢山！

QR
ドで
コー で
ま
店舗 内
ご案

新しいお店

ななおカルテット村MAP の 使い方
①行ってみたいお店を確認
②QRコードを読み取る

この番号は地図と
対応しています。▶ 1 漁師の店 番屋

※QRコードの読み取りには専用のアプリ
が必要です。無料のQRコードリーダー
をダウンロードしてご利用ください。

③マップが出てくる！
④移動手段を選んで案内開始
⑤お店に到着！

それぞれのお店の ▶
QRコードから
詳細地図がご覧
いただけます。

この記号があるお店には
facebookページがあります。
▼
七尾市大手町76番地
ＴＥＬ 090-8090-6958
営業時間 16:00 〜 21:00
定休日 水曜・日曜
駐車場 無
お店では朝獲れた新鮮な地物食材を
使った自慢の料理をリーズナブルに提
供しております。店内はカウンターの
みですが、料理だけでなくお客様同士
が会話を楽しめる場としても好評です。

▲
背景の色はお店の系統ごとに
下記のとおり色分けしています。
■飲食 ■美容 ■体験
■販売 ■その他
※情報は平成30年3月現在のものです。

お店の詳細地図はそれぞれの店舗紹介に
あるQRコードからご覧いただけます。

のと里山空港

日本海

QRコードの読み取りには専用のアプリが必要です。無料の
QRコードリーダーをダウンロードしてご利用ください。
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七尾市大手町76番地
ＴＥＬ 090-8090-6958
営業時間 16:00 〜 21:00
定休日 水曜・日曜
駐車場 無
お店では朝獲れた新鮮な地物食材を
使った自慢の料理をリーズナブルに提
供しております。店内はカウンターの
みですが、料理だけでなくお客様同士
が会話を楽しめる場としても好評です。

Ｉ
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7

能登部

番屋

七尾市本府中町ヌ59-2
ＴＥＬ 0767-57-5656
営業時間 平 日 10:00〜17:30
土日祝 11:00〜17:30
定休日 不定休
駐車場 4台
コーヒーマイスターの店主が、厳選し
た豆を自家焙煎し、一杯ずつ丁寧に
ドリップ。上質なコーヒーと一緒にく
つろぎの時間を楽しんでいただけま
す。自家焙煎のコーヒー豆と焼き菓
子の販売をしております。ご来店を
お待ちしております。

七尾大泊IC

えびす堂
七尾市一本杉町35-1
ＴＥＬ 0767-57-5889
営業時間 11:00 〜 19:00
定休日 水曜
駐車場 3台
一本杉の花嫁のれん館近くで
営業しております。たこ焼き
や焼きそばをご用意しており
ます。お気軽にお越しくださ
い。

4 のとの蔵
七尾市和倉町ワ部23-3
ＴＥＬ 0767-62-1616
営業時間 ランチ 11:00〜15:00
ディナー 18:00〜21:00
ラストオーダー
20:30
定休日 水曜
駐車場 有
瀬上水産より毎朝仕入れる新鮮な牡蠣の専門店で
す。11月〜5月までは冬牡蠣を6月〜10月までは
岩ガキを堪能できます。ぜひ一度ご賞味ください。

5 ケーキ&カフェ Green One
七尾市石崎町レ部31-1
ＴＥＬ 0767-62-1502
営業時間 平日 10:00〜19:00
土日祝 10:00〜18:00
定休日 火曜・第３月曜
駐車場 5台
日常にホッと一息つけるよう
な優しいお菓子を作っており
ます！カフェもありますので
ゆっくり遊びに来てください☕
7

千魚萬菜

6 おでん串あげ

灘

七尾市大手町135-1
ＴＥＬ 0767-53-0829
営業時間 月火土 18:00〜22:00
水木金 12:00〜13:30
18:00〜22:00
定休日 日曜
(祝日が重なる場合は営業。翌月曜がお休み)
駐車場 無
こだわりおでんと地物食材を使用し
た40種の串揚げ。ひとりでもグルー
プでもお気軽にどうぞ。おでん・串
揚げのお持ち帰りもできます。

8 焼肉

武蔵

七尾市大泊町29-66-1
ＴＥＬ 0767-59-1020
営業時間 11:30 〜 14:00
夜はご予約のみ
定休日 不定休
駐車場 5台
富山湾を眺めながら、旬の食
材を使った心尽くしのお料理
を堪能いただけます。

9 旬彩旬魚 あぐら
七尾市和倉町ワ部11-7
ＴＥＬ 0767-62-1002
営業時間 ランチ 11:30〜13:30
ディナー 17:00〜24:00
ラストオーダー
23:00
定休日 月曜
駐車場 6台
豊富なお酒と旬の食材を使っ
た料理が楽しめるお店です。
是非お気軽におこしください。
11 魚屋さんのお好み焼き あうん
七尾市和倉町ヨ部17-3
ＴＥＬ 0767-57-5908
営業時間 11:30 〜 14:00
17:00 〜 24:00
定休日 木曜・金曜昼
駐車場 3台
魚屋さんのお好み焼きですが、
海鮮を使ったお得感いっぱい
のランチもおススメです。

13 たこ焼き処 食べて美っ‼
七尾市本府中町ヌ部38-5
ＴＥＬ 0767-53-2754
営業時間 11:00 〜 19:00
定休日 日・祝
駐車場 無
テイクアウト専門のたこ焼き
処です。こだわりソースの美
味しいたこ焼きです。是非一
度ご賞味ください。

七尾市大田新町ハ９
ＴＥＬ 0767-53-3722
営業時間 11:00 〜 22:00
定休日 水曜
駐車場 10台以上
豊富なメニューに加え、飲み
放題付きの宴会プランもあり
ま す。宴 会 は 最 大70名 様 ま
でOK。お気軽にご来店、お
問い合わせください。
10 Villa della

Pace

七尾市白馬町36-4-2
ＴＥＬ 0767-58-3001
営業時間 ランチ 12:00〜13:30
ディナー 18:00〜20:00
要予約
定休日 木曜
金曜ランチ休み
駐車場 有
能登の銘産品や工芸品、里山里海の
恵みともいえる食材の数々、それら
を産み出す生産者の想いをイタリア
料理をベースとしたコース料理に乗
せて表現していきます。

12 カラオケ喫茶

おしん
七尾市大津町ヤ部26-8
ＴＥＬ 0767-57-5440
営業時間 13:00 〜 22:00
定休日 日曜
駐車場 有
うどんや焼きそばなど軽食も
おススメな、気軽に落ち着け
るカラオケ喫茶です。

14 coﬀee

木馬

七尾市小丸山台2-46
ＴＥＬ 0767-58-3058
営業時間
9:30 〜 18:00
18:00 〜 21:00
※夜は予約制となっております。
定休日 日曜・祝日
駐車場 有
かつて七尾の街で人気だった昭和の名
店・レストランバー「木馬」が復活いた
しました。看板メニューだったカツサン
ドと冷やし中華も、先代から受け継い
だ昔懐かしい味わい。お酒によく合う
ナイトメニューもご用意しております。

15 ワイン食堂 ぷかぷか亭

16 網元（あみげん）

七尾市中島町外イ14
ＴＥＬ 090-9760-1982
営業時間 11:30 〜 14:00
18:00 〜 22:00
定休日 水曜
駐車場 有
色々なワインをグラスで楽し
め、堅苦しくない気軽な雰囲
気のお店です。ランチも好評
ですのでお気軽にどうぞ！

七尾市魚町５番地
ＴＥＬ 0767-57-5554
営業時間 10:00〜16:00
定休日 不定休
駐車場 ４台
能登の歴史文化の中心、一本
杉通りにあり、美味しい地酒
と観光案内の情報が満載のお
店です。観光名所の花嫁のれ
ん館のすぐ近くです。

17 ニコデリ

18 鶏とまつば

七尾市生駒町3-3 banco内1F
ＴＥＬ 0767-57-5635
営業時間 11:00 〜 19:00
定休日 日曜
駐車場 無
くせになること間違いなし‼
超人気ソースカツ丼！お弁当
やオードブルの配達もしてい
ます。お気軽にお問い合わせ
ください。

19 カフェろくでなし/ゲストハウスＢ＆Ｂ45

七尾市松本町93-1
ＴＥＬ 0767-88-9013
営業時間 17:30 〜 23:00
定休日 火曜 ＊セレクトショップcheckinは
土日のみオープン12時〜16時
駐車場 2台
蔵で食べる焼き鳥。紀州備長炭で香
ばしく焼き上げた銘柄鶏を作家もの
の器やヴィンテージの器で御提供。
驚きを大事に食の提案をトータルで
楽しんで頂ける空間です。また土間
部分では服、雑貨などを扱うライフ
スタイルセレクトショップ
「CHECKIN」
を展開しております。

20 朝漁れ一番 哲

七尾市温井町リ部10番地
ＴＥＬ 070-4174-9634
営業時間 お問合せ下さい
駐車場 10台
昼は古民家カフェで寛ぎ、夜
は飲んでも泊まれますよ〜

七尾市神明町22-4
ＴＥＬ 0767-58-6155
営業時間 火〜土 18:00〜22:00
日・祝 17:00〜21:00
定休日 月曜
駐車場 3台
私は埼玉県から移住してきま
した。七尾の魚や野菜を季節
に合わせた料理でいろいろと
楽しんでいただけます。

21 Nagomi 〜なごみ〜

22 ここーね

23 炭火焼肉 金むら
七尾市府中町13番地4
ＴＥＬ 0767-58-6189
営業時間 火〜土 17:00 〜 22:00
日・祝 15:00 〜 21:00
定休日 月曜、第3日曜
駐車場 有
大阪で焼肉店を20年間営んできた経験
を活かし、確かな技術で質のよいお肉を
お手頃な値段で提供します。大小の宴会も
承っています。お気軽にご相談ください。

24 欒（MARU）
七尾市矢田新町イ6番地41
ＴＥＬ 090-6811-0808
営業時間 12:00 〜 23:00
定休日 日曜、祝日
駐車場 10台
お昼のランチ、
カフェから夜は
居酒屋です。宴会イベントなど
も大歓迎です。占い、パワース
トーンアクセサリー、アロママ
ッサージなどもしております。

七尾市三島町3番地
ＴＥＬ 090-8266-7950
営業時間 8:00 〜 16:00
定休日 土曜
駐車場 1台
ワンコインの日替ランチやって
ます。モーニングセットもありま
す。他にもオムライス、パスタ、カ
レーライスなどもあります。

七尾市相生町27-1
ＴＥＬ 090-2127-4826
営業時間 11:00 〜 19:00
定休日 日曜
駐車場 2台
無添加調味料、自然栽培野菜を中心
に、なるべく農薬、肥料を使わない食
材でお惣菜やお弁当を作っていま
す。お弁当やオードブルのご予約な
どお気軽にお問い合わせください。

25 空間樂（あまら）

26 のとつぐウェディング

七尾市能登島佐波町ヲ15番地
ＴＥＬ 090-5171-1445
営業時間 9:00 〜 16:00
定休日 水曜、第3日曜
駐車場 15台
ゆったりとした空間を楽しんでいただけ
るとうれしいです。地元の食材にこだわ
ってその時手に入った物を使っての日
替りランチとなります。金曜日はカレー
の日です。カレーも週替りで変わります。

七尾市橘町24-2
サロン・ド・エスポワール内
ＴＥＬ 0767-57-5874
営業時間 9:00 〜 18:00
定休日 日・月
駐車場 無
能登には日本古来からのしきたりに
従った伝統婚礼儀式が息づいていま
す。それぞれの儀式には礼儀、心構え
と様々な意味があります。一つ一つ
の儀式を理解することで「婚礼」の意
味をかみしめ、携わっていただいた
皆様の心に響く婚礼ができます。

27 Hairs ACE（ヘアーズ エース）

28 癒し堂 ほぐしランド

29 pippin

30 Spring春

七尾市万行町43-181-8
ＴＥＬ 090-9440-4887
受付時間 9:00 〜 18:00
定休日 月曜、第1・3日曜
駐車場 店前1〜2台/店横2台
完全予約制なのでお待たせす
る事はございません！小さな
お子様連れ大歓迎です♥プレ
パスも使えます！

HAIR

七尾市津向町ハ部6-1
ＴＥＬ 0767-57-5653
営業時間 9:00 〜 20:00
完全予約制。
※木曜と日曜は14:00まで。
駐車場 2台
揉みほぐし、整体、各所テーピ
ング、O脚、X脚調整他。女性専
用経絡オイルケア。夫婦で皆様
へサービスさせて頂きます。

七尾市亀山町１９番地
ＴＥＬ 0767-52-0733
受付時間 火〜土 9:00〜19:00
日・祝 9:00〜18:00
定休日 毎週月曜・第３日曜
駐車場 ３台
青山・表参道で永年経験を積
んだ夫婦が営むサロンです。

七尾市和倉町ひばり2丁目84-1
ラークハイツ204号
ＴＥＬ 090-7747-0944
営業時間 9:00 〜 17:00
（時間外応相談）
定休日 不定休
駐車場 お問合せ下さい
痛みの原因お教えします。頭痛・肩こ
り・腰痛・生理痛・便秘・産前産後ケア・
姿勢矯正などお気軽にご相談下さい。

31 BLANKET

32 hair room sora

七尾市つつじが浜3-53
ＴＥＬ 0767-57-5418
受付時間 9:00 〜 18:00
定休日 月曜、第1・第3日曜
駐車場 2台
予約優先で、お客様一人一人
のお時間を大切にしておりま
す。のんびりお寛ぎください。

33 癒し処cocono 〜心信〜
七尾市つつじが浜3-94
ＴＥＬ 090-2034-1767
営業時間 10:00 〜 19:00
定休日 不定休
駐車場 2台
海の景色と静かな自分だけの
空間の提供。笑顔になれる場
所です。

七尾市中島町中島上部16-2
ＴＥＬ 0767-66-6595
受付時間 9:00 〜 17:00
時間外は要相談
定休日 毎週月曜、第1・第3日曜
駐車場 3台
キッズルームもご用意しておりますの
で、小さなお子様連れのお客様にもお
気軽にゆっくりとくつろいでいただけ
るプライベート空間になっております。

34 HAIR EY
七尾市本府中町モ38-4
ＴＥＬ 0767-57-5080
受付時間 水・金 11:00〜20:00
他
9:00〜18:00
定休日 第1火曜、
第3日曜、
毎週月曜
駐車場 5台
小さいお子さんがいらっしゃる方も
気軽に利用できる「MOM's DAY」
とキッズルーム。手入れのしやすい
カットや低刺激のカラーも好評で
す。

35 HAPPY NAIL

36 能登島ビーチリゾート Dolphin Smile & iLuCafe

七尾市本府中町モ85-3
ＴＥＬ 080-4258-9886
営業時間 10:00 〜 18:00
定休日 不定休
駐車場 有
ネイルとまつ毛エクステのサ
ロンです。丁寧な施術はもち
ろん、お客様の気持ちもハッ
ピーにします。

七尾市能登島向田町そわじ浦 地内
ＴＥＬ 090-7088-3219
MAIL anri.dolphin.dream@gmail.com
営業時間 4月〜10月 DolphinSmile 無休
（事前予約にて24時間対応可能）
iLuCaf'e 無休（10:30〜17:00）
11月〜3月 DolphinSmile &
iLuCaf'e 土日祝 10:30〜17:00
駐車場 30台程
船に乗って野生のミナミバンドウイ
ルカをウォッチング。ガイド付きド
ルフィンスイムも楽しめます！

37 アトリエつばさ

38 スポーツ応援合宿所『One☆Day☆Fam』

七尾市一本杉町1-1
ＴＥＬ 0767-53-3122
営業時間 毎週、月・水・土の放課後
駐車場 １台
臨床美術を取り入れたアート
教室
体験教室：ストーンペイント
旅の想い出、お土産に
「能登の石に絵を描こう」
（石・2個・1,000円）

39 農家民宿 農遊庵

七尾市石崎町ロ部109番地
ＴＥＬ 090-2035-3100
ＦＡＸ 0767-62-1925
チェックイン 16:00
チェックアウト 9:00
定休日 不定休
駐車場 1台
一日一組（1〜6名）限定。素泊のみ
（自炊可）で１泊１名3,780円。別棟で
は昔懐かしい囲炉裏も体験できます。

41 珪藻土クリーン

七尾市中島町古江126番地乙
ＴＥＬ 090-2121-9589
営業時間 8:00 〜 17:00
定休日 不定休
駐車場 有
能登の珪藻土がもつ機能性に
着目し、他にないような製品
の開発、販売に取り組んでい
ます。

43 あっさんぷらーじゅ

七尾市大手町28
ＴＥＬ 0767-57-5919
営業時間 11:30〜19:00
定休日 日曜
駐車場 2台
日本初の真正ラベンダー専門
店「あっさんぷらーじゅ」で
す。南フランスの農園直輸入
の真正ラベンダー製品を販売
しております。

七尾市石崎町乙部19-9
090-8704-9679
駐車場 20台程度
10名以上のチーム、団体利用で1
泊2食付5,000円というリーズナ
ブルな料金設定に加え、合宿に必
要な洗濯機（5台）も完備しており
ます。また、一般の方にも素泊ま
り3,500円〜出張などいろいろ
な用途にご利用いただけます。

40 能登島ゲストハウス 葉波

七尾市能登島向田町128-81-2
ＴＥＬ 050-5242-4911
チェックイン 15:00
チェックアウト 10:00
定休日 不定休
駐車場 10台
ゆったりとした共有スペース
と キ ッ チ ン・ラ ン ド リ ー、
Wiﬁを完備。家のような寛ぎ
で、暮らすような旅を。

42 kota glass

七尾市能登島曲町
営業時間 9:00 〜 17:00
定休日 不定休
駐車場 無
能登島で小さな工房を営んで
います。溶けたガラスを相手
にしながら、日々作り続けて
います。生活と制作が密接に
関わる環境でどんなものが生
まれるか挑戦しています。

44 Sartoria Cavuto

七尾市木町19-1
M AIL cavutosartoria@gmail.com
営業時間 11:00 〜 20:00
定休日 日曜
駐車場 2台
ハンドメイドスーツ

45 OTUVAC

46 住宅・リフォーム 株式会社 勇樹

七尾市木町19-1
M A I L otuvacavuto@gmail.com
営業時間 11:00 〜 17:00
定休日 土曜・日曜
駐車場 有
ハンドメイドレザーバッグ

七尾市南藤橋町巳部7-34
ＴＥＬ 0767-57-5064
営業時間 9:00 〜 17:00
定休日 日曜
駐車場 3台
住宅リフォーム、外構工事・店舗
改修工事・新築など住まいに関
する最適なサービスをご提供し
ます。見積りは無料です。小さな
事からお気軽にご相談ください。

47 児童デイサービスぽぷら かがやき

（デコレ）
48 総合メンテナンスの 株式会社 ＤＥＣＯＬＥ

七尾市八幡町い部６番地
TEL 0767-57-5670
FAX 0767-57-5679
営業時間 9:00 〜 17:00
（19:00までの延長も可能）
定休日 日曜日、12/31〜1/3
駐車場 ５台
外出支援を多く取り入れ、社会
参加を促していきます。また、入
浴サービスも喜ばれています。

49 なおし屋

Before

After

七尾市石崎町ヨ70番地40
ＴＥＬ 0120-722-032
0767-57-5496
営業時間 9:00 〜 18:00
定休日 不定休
駐車場 有
2016年に七尾に移住し、創業しました。東
京で16年間清掃から内装リフォームまで店
舗や住宅のメンテナスをする事にこだわり
営業してきた経験を活かし、七尾でも昼夜
を問わず店舗や住宅のトラブルに迅速に駆
けつけるスタイルで営業しています。困った
ときはお気軽にお問い合わせください。

50 株式会社れん らいず訪問看護ステーション

七尾市古府町11-3の2
ＴＥＬ 090-1631-5435
営業時間 8:00 〜 18:00
定休日 日曜
駐車場 有
自動車板金塗装歴40年以上
の経験をもとに、お手軽な料
金で相談をお受けします。

七尾市塗師町37 北野ビル1F
ＴＥＬ 0767-57-5736
営業時間 月〜金 9:00〜18:00
定休日 土日祝祭日、
年末年始12/30〜1/3
駐車場 7台
石川県で数少ない精神科領域に特化した
訪問看護ステーションです。能登全域を
カバーし、住み慣れた環境の下安心して
暮らしていけるように支援しております。

51 株式会社Ｍ s ライフサポーター風のーと

52 クリエイティブランド ICOMA七尾教室

七尾市生駒町16-4
寄合処御祓館2F
ＴＥＬ 0767-58-3007
営業時間 9:30〜21:00（要予約）
定休日 土・日（予約があれば営業）
駐車場 3台
子どもの「個性」と「才能」を診
断し、その子どもに合った言
葉とその子どもに合った方法
で子育てプランを考えます。

七尾市田鶴浜町レ部218番地
ＴＥＬ 0767-57-5641
ＦＡＸ 0767-57-5642
問い合わせ時間 8:00〜17:00
サービス提供時間はご相談ください
定休日 なし（年中無休）
駐車場 3台
その人らしく、自立して生きるため
公的・自費のサポートを柔軟に行っ
ております。是非お気軽にお問い合
わせください。お待ちしておりま
す。

53 土地家屋調査士 平石事務所
七尾市万行町22部58番地2
ＴＥＬ 090-3888-5439
営業時間 9:00 〜 19:00
定休日 土曜・日曜
駐車場 ２台
お気軽にご相談いただける
様、誠実にお話を伺い対応い
たします。

54 濵田瓦店

七尾市能登島向田町117部87番地
ＴＥＬ 0767-84-1070
営業時間 9:00〜17:00
定休日 不定休
駐車場 ５台
瓦のことならおまかせ下さい。全日
本瓦工事連盟公認の高い施工技術で
安心の住まいづくりをお手伝いしま
す。屋根診断・点検・お見積りは無料で
す。お気軽にお問い合わせください。

起業・創業が気になったら…
に
に聞
聞いて
いて
みよう
！
みよう
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だ！
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2014年（平成26年）
１月に、市内経済団体、行政、地元金融機
関、政府系金融機関の４団体が創業支援にかかる連携協定を結
び、
「ななお創業応援カルテット」
が立ち上がりました。
「ななお創業応援カルテット」は、創業にかかる相談にワンス
トップでスピーディーに対応し、創業希望者のステージに合わせ
て創業準備から創業、そして創業後のフォローまでを常に寄り
添いながら支援します。

七尾商工会議所
能登鹿北商工会

日本政策
金融公庫

●ビジネスマッチ
ング●補助金の申
請などをサポート

●創業セミナー●
創業塾の開催●創
業ノウハウの提供

創業
予定者
のと共栄
信用金庫

七 尾 市
●スタートアップ
事業●空き家の情
報提供など

●事業計画の検討・
アドバイス●金融
支援など

ステージⅣ

カルテット村（創業者交流NET）、
販促支援（ビジネスマッチング・展示会・
商談会・イベント）、専門家派遣、補助金活用

⑥事業を成長軌道に
⑦事業をモニタリング

ステージⅢ
資金調達（金融機関・補助金）支援、
経理・記帳指導、開店PRのサポート

創業者

⑤いよいよ創業
カルテット

ステージⅡ
ステージⅠ

③創業を決意する
④創業への準備

①創業に関心がある
②創業を思いつく

窓口相談、事業計画作成支援
空き店舗などの情報提供
創業塾の開催

創業に必要な知識の習得と
ビジネスプランの具体化

創業セミナーや
創業交流会、企画展示の開催による情報提供

ステージⅠ→ステージⅡ 創業を思いついてから創業を決意するまでには数年から10年以上かか
る人も。創業を決意するまでには長い時間が必要です。
ステージⅡ→ステージⅢ 創業準備からいよいよ創業するまでには6か月程度が必要です。金融機
関からの借入を利用する場合は特に余裕をもった準備期間が必要です。

お気軽に

ステージⅢ→ステージⅣ 創業して事業を軌道にのせていくには５年程度の期間が必要です。

まずはお電話ください！

七尾商工会議所 経営支援課

能 登 鹿 北 商 工 会

〒926-8642 石川県七尾市三島町70-1

〒929-2243 石川県七尾市中島町河崎ヌ部50番地1
（七尾市中島健康福祉センターすこやか内）

T E L（ 0 7 6 7 ）5 4 - 8 8 8 8
受付時間

月〜金曜日

9:00〜17:00

創業者の最新情報あります！

T E L（ 0 7 6 7 ）6 6 - 0 0 0 1
受付時間

Facebook
ページ

月〜金曜日

ななお創業応援
カルテット

9:00〜17:00
ななお
カルテット村

