
パスポート特典（利用期間：2021年 9 月 4日〜10 月 24 日） 
施設名 電話 住所 特典内容 
庄屋の館 0768-32-0372  珠洲市 真浦町カ 10-1  お食事をされた方、お一人様にコーヒー1 杯無料 
(株)珠洲製塩 0768-87-8080  珠洲市 長橋町 13-17-2  1,000 円以上お買い上げで塩小袋（8g）を進呈 
(有)新海塩産業 0768-87-8140  珠洲市 長橋町 15-18-11  1,000 円以上お買上げで塩プレゼント 
道の駅 すず塩田村 0768-87-2040  珠洲市 清水町 1-58-1  資料館入館料を無料 
道の駅 狼煙 0768-86-2525  珠洲市 狼煙町テ 11  ソフトクリーム各種 100 円引き 
木ノ浦ビレッジ 0768-86-2014  珠洲市 折戸町ホ 25-1  カフェの飲食代 10％ OFF 
カラオケ＆喫茶花ぐるま 0768-82-0987  珠洲市 三崎町雲津ラ 61  カラオケ 2 曲サービス 
能登半島最先端聖域の岬 
自然環境保護センター 

090-7087-8800  
 

珠洲市 三崎町寺家 10-13  
 

青の洞窟・空中展望台・石彫アート共通入場券通常 1,500 円を 
33％割引の 1,000 円にて販売 

Camping Spot hamano  0768-82-0526  珠洲市 三崎町雲津ナ 68  ご利用料金 5％ OFF 
ランプの宿 0768-86-8000  珠洲市 三崎町寺家 10-11  ご宿泊の方、ソフトドリンク 1 杯サービス 
輝丸 
 

090-3763-2321  
 

珠洲市 三崎町小泊 33-3  
 

①貸切（2〜10 名）のご予約のお客様に海釣り体験 
（釣り道具 2 セット）サービス ※事前にご連絡ください。  
②貸切（2〜10 名）のご予約のお客様に輝丸オリジナル珠洲焼 
楊枝入れ 50％ OFF 

鉢ヶ崎ケビン  
オートキャンプ場 

0768-82-4322  珠洲市 蛸島町鉢ヶ崎 36-2  レンタル用品のハンモックをサービス 

増田呉服店 0768-82-0453  珠洲市 正院町 19-1  祭り衣装（ドテラ）を着る体験を 5,000 円で ※着衣に約 30 分かかり
ます。 

イタリアン＆カフェ こだま 0768-82-0525  珠洲市 野々江町サ 104-1  SUZU MANGER のと 115 椎茸カルツォーネ 100 円引き 
おきな軒菓子舗 0768-82-0713  珠洲市 野々江町ヲ 132  1,000 円以上お買い上げで粗品を進呈 
能登焼酎 
日本醗酵化成（株） 

0768-82-1231  珠洲市 野々江町ア 58  3,000 円以上お買い上げで粗品を進呈 

道の駅 すずなり 0768-82-4688  珠洲市 野々江町シ 15  2,000 円以上お買い上げで粗品を進呈 
生鮮食品と酒の店 
だいまる 

0768-82-1155  珠洲市 野々江町メ 48  創業記念ボールペンとオリジナルタオル進呈 

農事組合法人 きずな 0768-82-5566  珠洲市 野々江町ナ 146-4  1,000 円以上お買い上げでお米 1 合をプレゼント 
カット＆エステ ウエノ 090-4688-0664  珠洲市 野々江町ス 65-1  ご予約でヘッドマッサージをサービス 
ベルロードだま 0768-82-5144  珠洲市 飯田町 1-1  3,900 円以上お買い上げのお客様にソックス 1 足プレゼント 
らごら三和 0768-82-0257  珠洲市 飯田町 13-32  飯田町灯籠山祭り暖簾、4,000 円を 2,000 円の特別価格で販売 
ろばた焼 あさ井 0768-82-0515  珠洲市 飯田町 16-10-2  ろばたコース（3,500 円）を特別価格（3,000円）で提供 
ラウンジ シャルマン 0768-82-1118  珠洲市 飯田町 15-32  ファーストドリンク 50％引き 
能登-和 DINING SHO-
TATSU  

0768-82-0310  珠洲市 飯田町 15-38  アミューズをサービス 

E'café  0768-82-8301  珠洲市 飯田町 1-1-8  お食事をされた方、ドリンク 1 杯 100 円引き 
酒肴まつうら 0768-82-0073  珠洲市 飯田町 15-71  ファーストドリンク 100 円引き 
パティスリー  
シュークルグラス 

0768-82-6656  珠洲市 飯田町 10-1  1,000 円以上お買い上げで「珠洲の塩マドレーヌ」をプレゼント 

多間栄開堂 0768-82-0121  珠洲市 飯田町 10-11  1,000 円以上お買い上げで 10% 引き 
いも菓子の泉谷 0768-82-2114  珠洲市 飯田町 15-11  1,000 円以上お買い上げでいも菓子 1 個をプレゼント 
今井商店 本店 0768-82-0116  珠洲市 飯田町 13-92  1,000 円以上お買い上げでお箸一膳を進呈 
カメラのはやし 0768-82-0188  珠洲市 飯田町 15-90  1,000 円以上お買い上げで粗品を進呈 
(株)浜野水産 0768-82-0195  珠洲市 飯田町 12-88-2  1,000 円以上お買上げで珠洲産わかめをプレゼント 
椿原青果店 0768-82-1282  珠洲市 飯田町 12-3  1,100 円以上お買い上げで粗品を進呈 
灯りの宿 まつだ荘 0768-82-1117  珠洲市 飯田町 26-42-1  宿泊の方に手作りシーグラスブローチプレゼント 
トラベル愛ランド（株） 0768-82-8877  珠洲市 飯田町 11-85-2  合計 15,000 円以上のお申込みで粗品進呈 ※1グループに 1 つまで。 
レストラン浜中 0768-82-2595  珠洲市 上戸町南方イ 21  1,650 円以上のお食事をされたお客様に輪島箸進呈 
メルヘン日進堂 0768-82-0106  珠洲市 上戸町北方イ 49-1 1,000 円以上お買い上げでプチスイーツをプレゼント 
ギフト館イマイ 0768-82-6888  珠洲市 上戸町北方イ 67-1  現金でお支払いの方、T ポイント 5 倍進呈 
癒ワンハーブ 
 

0768-82-4315  
 

珠洲市 上戸町寺社ほ 13  ボイジャータロット人生相談 30 分 4,000 円を 2,800 円 
（30 分以降は延長につき 1,000 円） 

(株)中野朝日自動車工業 0768-82-0787  
 

珠洲市 上戸町南方い 12  
 

レンタカー貸出し料金から10％引き ※車両に限りがあるので事前に
ご連絡ください。ご希望に添えない場合もあります。 

宗玄酒造（株） 0768-84-1314  珠洲市 宝立町宗玄 24-22  2,000 円以上お買い上げで『のトロちゃんタオル』プレゼント 
(株)カーライフ中野 0768-84-2238  珠洲市 宝立町春日野ろ 123-1 レンタカーご利用料金から 20％ OFF  

※市内、芸術祭周遊への利用に限る。商用は除く。 
Gallery 舟あそび 0768-82-3960  珠洲市 若山町出田 41-2  田中有希さんのポストカードをプレゼント 
和倉温泉 お祭り会館 0767-62-4332 七尾市 和倉町 2-13-1 入館料を団体料金に割引 
金沢 21 世紀美術館 076-220-2800 金沢市 広坂 1-2-1 金沢 21 世紀美術館主催展覧会観覧料金を団体料金に割引 

 


