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七尾港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

寿司  
  

能登半島は三方を海に囲まれており、ほどよく脂が乗った魚は、寒流と暖流にもまれ身が引き締まり、その魚を最高の鮮度

で提供できる七尾湾はまさに天然の『生け簀』です。 

その最高の鮮度と美味しさの魚をもうひとつの名物である『生きのいい大将の声』とともに、“すし王国 能登七尾”でお

寿司をご堪能ください。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より徒歩 10 分(1.5km) 

季節 通年 

関連リンク 
すし王国「能登七尾」 
http://www.su-si.net/ 

お問合せ 【七尾市観光協会】 

電話番号:0767-53-8424  l メールアドレス:kankou@city.nanao.lg.jp 

ホームページ:http://www.nanaoh.net/ 

 

カキ  
  

七尾湾の冬の海の幸といえば「能登かき」です。七尾西湾域を中心に、マガキの養殖が行われています。七尾湾での養殖の

歴史は古く、大正時代に始まりました。里山里海の恩恵を受けエサとなるプランクトンが豊富なため、七尾湾の「能登かき」

は 1 年で出荷することができます。 

  
 

 

所在地・開催地 石川県七尾市中島町  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 30 分(20km) 

個人:電車で鉄道七尾線「能登中島駅」下車 徒歩 5分(港より 18km) 

季節 12月～3月 

関連リンク 

牡蠣料理 お食事 
http://www.nanaoh.net/c47.html 
能登かき街道マップ 
http://n.rokuhoku.shoko.or.jp/notokaki/ 

お問合せ 【七尾市観光協会】 

電話番号:0767-53-8424 l メールアドレス:kankou@city.nanao.lg.jp 

ホームページ:http://www.nanaoh.net/c47.html 

 

能登食祭市場  
  

海にかこまれた半島ならではの新鮮な海産物をはじめ、能登の銘産品をショッピングできる「生鮮市場」や「銘産･工芸館」、

能登各地の里山里海の伝統的な味を体感できる「里山里海小路」、能登の美味を楽しめる「グルメ館」。 

“見る・買う・食べる”をまるごと集めた能登食祭市場で、新しい能登の魅力を見つけてください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒926-0041 石川県七尾市府中町員外 13-1  

アクセス 港より徒歩 10 分(1.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

15台 

関連リンク 
能登食祭市場 
http://www.shokusai.co.jp/index.html 

お問合せ 【能登食祭市場  】 

電話番号:0767-52-7071 l メールアドレス:kasimazu@shokusai.co.jp  

ホームページ:http://www.shokusai.co.jp/index.html 
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一本杉通り  
  

一本杉通りでは、「ふれあい観光 語り部処」を行っております。見る観光ではなくふれあい観光です。語り部処を訪れて、

主人、女将さん、従業員、おばあちゃんの目線での語りを聞き楽しむ観光です。ゆっくり堪能コースで半日、短くても１時

間半は欲しいです。体験コースもあり、楽しみいっぱいです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒926-0806 石川県七尾市一本杉町  

アクセス 港より徒歩 10 分(1.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

1台 

関連リンク 

能登・七尾 一本杉通り公式サイト 
http://www.ipponsugi.org/index.html 
まちなか・ふれあいスポット 
http://www.nanaoh.net/c90.html 

お問合せ 【七尾市観光協会】 

電話番号:0767-53-8424 l メールアドレス:kankou@city.naano.lg.jp 

ホームページ:http://www.nanaoh.net/ 

 

のとじま水族館  
  

能登半島近海に住む魚を中心に約 500 種 4 万点の生きものを飼育しています。イルカ・アシカショーをはじめ、ラッコの

お食事、ペンギンのお散歩、マダイの音と光のファンタジアなどのイベントが多く、時間が経つのも忘れてしまうくらい。

エサやり体験やイルカなどの生きものとのふれあいもできる参加型水族館です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒926-0216 石川県七尾市能登島曲町 15部 40  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 35分(21km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 17台 

関連リンク 
のとじま水族館 
http://www.notoaqua.jp/ 

お問合せ 【のとじま水族館】 

電話番号:0767-84-1271 l メールアドレス:info@notoaqua.jp 

ホームページ:http://www.notoaqua.jp/inquiry/ 

 

世界農業遺産「能登の里山里海」  
  

人々の営みによって形作られてきた景観は、日本の原風景とも表現され、農林漁業と深く結びついた文化や祭礼が残ってい

ます。また、豊かな里海からは新鮮な海産物が豊富に獲れ、四季を通して人々を魅了しています。このように、景観、祭り、

食材などの七尾の魅力と「能登の里山里海」は深く繋がっています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
世界農業遺産「能登の里山里海」 
http://www.pref.ishikawa.jp/satoyama/noto-giahs/ 

お問合せ 【七尾市産業部里山里海振興課】 

電話番号:0767-53-8005 l メールアドレス:notosatoyama@city.nanao.lg.jp 

ホームページ:https://www.city.nanao.lg.jp/notosatoyama/satoyamagyoumu.html 
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史跡 七尾城跡  
  

約 170 年間栄えた能登の守護・畠山氏によって城山一帯に築かれた山岳城。険しい山岳部を巧みに利用した難攻不落といわ

れた山城ですが、上杉謙信によって陥落。現在は山頂まで車道があり、市街や能登島を望む展望台、ハイキングコースなど

が整備されています。 

  
 

 

所在地・開催地 石川県七尾市古府町、古屋敷町、竹町入会地大塚 14-1、2-4、15-2  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 20分(8km) 

季節 通年 

関連リンク 
観光スポット 
http://www.nanaoh.net/p50.html 

お問合せ 【七尾市観光協会】 

電話番号:0767-53-8424 l メールアドレス:kankou@city.nanao.lg.jp 

ホームページ:http://www.nanaoh.net/c20.html 

 

能登演劇堂  
  

演劇を通じて、文化や様々な情報を全国に発信しています。舞台のホリゾントを開くと、外の景色が目前に現れる演出効果

抜群の造りが大きな特徴。建設には、無名塾を率いる仲代達矢氏から専門的なアドバイスを受け、舞台面積が広くとられる

などの工夫がされています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒929-2222 石川県七尾市中島町中島上部 9  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 30分(20km) 

季節  

関連リンク 
能登演劇堂 
http://www.engekido.com/ 

お問合せ 【公益財団法人 演劇のまち振興事業団】 

電話番号:0767-66-2323 l メールアドレス:engekido@nanaonet.jp 

ホームページ:http://www.engekido.com/ 

 

和倉温泉  
  

和倉温泉は、高温で豊富な湯量を誇る良質な源泉を有し、これに加えて豊かな自然美、新鮮な山海の珍味、そして「おもて

なし」により、心身ともに和むことが出来る温泉です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒926-0192 石川県七尾市和倉町  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 20分(10km) 

季節 通年 

関連リンク 
和倉温泉～わくらづくし～ 
http://www.wakura.or.jp/index.php 

お問合せ 【和倉温泉観光協会】 

電話番号:0767-62-1555 l メールアドレス:info@wakura.jp 

ホームページ:http://www.wakura.or.jp/index.php 
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青柏祭  
  

若葉萌える５月に行われる大地主神社（山王神社）の例大祭で、能登地区最大の祭礼。高さ１２m、重さ２０ｔの日本一大

きな山車「でか山」３台が狭い町なかを曳き廻されます。訪れる人々が山車を曳くことができる参加型の祭りです。 

  
 

 

所在地・開催地 七尾市 市街地中心部  

アクセス 港より徒歩 10 分(1.5km) 

季節 5月 3日～5月 5日  

関連リンク 
青柏祭の曳山行事「でか山」 
http://www.nanaoh.net/p100.html 

お問合せ 【七尾市観光協会】 

電話番号:0767-53-8424 l メールアドレス:kankou@city.nanao.lg.jp 

ホームページ:http://www.nanaoh.net/c20.html 

 

モントレージャズフェスティバル in 能登  
  

アメリカ・カリフォルニア州モントレーで開催されている、世界三大ジャズフェスティバルのひとつ「Monterey Jazz 

Festival」の名称を冠したイベントで、七尾湾に面した特設会場では、1 日を通して移りかわっていく景色を背景に心地よ

い海風に吹かれながらジャズに酔いしれることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 七尾マリンパーク  

アクセス 港より徒歩 10 分(1.5km) 

季節 7月最終土曜日 

関連リンク 
モントレージャズフェスティバルイン能登について 
http://www.mjfinnoto.jp/ 

お問合せ 【モントレージャズフェスティバルイン能登実行委員会】 

電話番号:0767-54-8820 l メールアドレス:info@mjfinnoto.jp  

ホームページ:http://www.mjfinnoto.jp/index.html 

 

祭り  
  

七尾市は全国有数の祭りの大国です。７月の最終土曜日には日本三大火祭りである「向田の火祭」、８月第 1 土曜日には能

登に数多く点在する奉燈祭（キリコ）の中で最も勇壮華麗な「石崎奉燈祭」、９月２０日は通称二十日祭りと呼ばれ深紅の

枠旗が登場する「お熊甲祭」があり、祭りを肌で感じられます。 

  
 

 

  

所在地・開催地  

アクセス  

季節 夏 

関連リンク 
祭り・イベント動画 
http://www.nanaoh.net/c116.html 

お問合せ 【七尾市観光協会】 

電話番号:0767-53-8424 l メールアドレス:kankou@city.nanao.lg.jp 

ホームページ:http://www.nanaoh.net/c20.html 
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