お食事処
能登かきを味わう

下記の飲食店において、各店独自のかき料理やコース料理などをご用意致しております。
価格は全て税込です。

「七尾湾能登かき祭2019」

平成31年１月6日（日）〜3月31日（日）

宮本水産
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七尾市中島町外イ29 ☎0767-66-0002
営業時間／11：00～15：00
定休日／火曜

電子レンジで

蒸し牡蠣

①牡蠣の表面をたわしなどで洗う。
②殻の深い方を下にして、耐熱皿に並べる。
（１度に５個くらいまで）
③お皿にゆったりとラップをかける。１個につき約１分を目安に加熱。
④殻に少し隙間があいたらできあがり！
※熱い汁がこぼれるので殻をはずす際には火傷にご注意ください。
※殻付き牡蠣の加熱を禁止しているレンジの場合は、鍋や蒸し器で代用ください。

おうた民宿（おうた水産）
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七尾市中島町長浦子25 ☎0767-66-1642
営業時間／11：00～15：00、17：00～20：00
定休日／年末年始 要予約
牡蠣生産者ならで
は の 目 で 吟 味し、
提 供 い たしま す。
ぷりぷりの能登か
きを炭火焼きでご
堪 能くだ さ い。当
店の牡蠣料理コー
ス に は、すべ て 能
登木炭を使用して
おります。

木村功商店

甘く、濃 厚 な 味わいを存

◆おすすめメニュー◆

3，
240円、
4，320円

【カキコース】２,８００円

1，
200円

詳しくは店頭又はHPで。

能 登 海 鮮 丼1，400円 も

http://www.notokaki.com/

人気。かきいなり寿し、焼

かき処

さぶ ろう

与三朗

わいわい処

国道249号線「七尾市中島支所前」信号を左に曲がってすぐの看板
が目印。新鮮な牡蠣を炭火でご堪能ください。
（平日のご予約者に

◆おすすめメニュー◆

・驚きのセットメニュー
4，
320円
焼 き が き 食 べ 放 題、
かきフライ、かきグラ
タン、かき春 巻、かき
飯、能登野菜うどん

は牡蠣

１個プレゼント）

かい

海（山下水産）
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七尾市中島町浜田ツ21 ☎0767-66-1594
営業時間／11：00～14：00（L.O.）※土・日・祝は16：30（L.O.）
定休日／なし
かきを養殖している山下水産直営のかき料理専門店。炭火で焼い
て食べるかきは、
10個1，
100円です。
隣接する山下水産では、か
きを直販、
地方発送も可能。
◆おすすめメニュー◆

・かきフライ定食
1，
100円
・かきのコース料理
3，
000円～

割烹

おとみ

七尾市中島町浜田1-69 ☎0767-66-0183
営業時間／11：00～20：00
定休日／月曜
店から望める七尾西湾で水
揚げされた新鮮なカキを提
供しています。珍しいカキ
の天ぷらはおすすめ。
・牡蠣コース
2，000円～ 4，000円ま
でバリエーションが あり
ます。かきフライなどの単
品メニューも豊富です。カ
ウンター、お座敷もあり。

１,０００円

可

七尾市中島町浜田5-33 ☎080-5856-1737
営業時間／10:00～16:00（営業時間外は予約にて受付可）
定休日／なし 予約をお勧めします。
能登中島駅から車で2分。
相席なしでゆったりとお
食事が できます。米と野

・炭火で焼けるカキコース
３,３００円
・カキ定食
１,２００円 等
また、カキの苦手な方の定
食もご用意できます。牡 蠣
の直販・発送も可能です。

せい

ろばた焼き盛ちゃん（湯田水産）
七尾市中島町筆染4-35 ☎0767-66-6734
営業時間／9:00～16:00（L.O.15:30）
10
定休日／1月1日 要予約
牡蠣養殖業を始めて60余年。牡蠣料理店を始めて35年。加工場のすぐ
横のお店で新鮮な牡蠣料理を提供しています。 盛ちゃん 検索

◆おすすめメニュー◆

みず

の大きな駐車場の敷地内
に あ る お 食 事 処。カ ウ ン

ひで

漁師屋

秀

七尾市若林町い127-1 ☎0767-57-2270
営業時間／11:00～14:00,17:00～22:00
定休日／月曜（祝日の場合は火曜）かき飯は要予約
四季を織りなす日本海
の魚介類をはじめ、地
元の無農薬野菜を使用

ター、
テーブル、座敷あり。

した料理が自慢です。

◆おすすめメニュー◆

かき。当店では、焼きが

・かき鍋

目前の七尾湾で、新鮮で、美味しいカキを養殖しています。品質管理
も徹底実施。全国各地でのイベントにも多数参加し、能登かきのお
いしさを広めたいと頑張っています。

7 善端水産
要予約

8 山下水産（かき処 海）

能 登 島 大 橋を渡って すぐ

・焼きがき

中島町瀬嵐ク-70-1 TEL.0767-66-1037
営業時間／10:00～16:00 定休日／なし

当水産は、能登半島七尾西湾の万葉集にも詠まれる机島を抱く海上
で、かき養殖に専念して50年余。この間、皆様に安心しておいしくお
召し上がり頂けますよう、品質のよいかき生産のため、ひたすら努力
しています。

・かきのコース料理
3，
000円～
・かきフライ定食
1，
000円
他、単品もあり

・かきめし

6 木村功商店

中島町瀬嵐ク92-1 TEL.0767-66-6641
営業時間／9:00～16:00 定休日／不定休

安全・安心です。

・かきフライ

当社では、定期検査の他、紫外線流水殺菌とシャワーリングを常時
行い、品質保持を徹底しております。から付きとむき身(要予約)のい
ずれでも生食用をご用意しております。全国発送も可能。甘くて美味
しい能登かきをどうぞ！

当店では、カキの定期検査、品質管理を徹底し、吟味した能登牡蠣
を提供しています。直売・全国発送承ります。
http://www.searashi.shop.jp/

菜は減 農 薬自家 栽 培で

七尾市能登島半浦町20-17 ☎0767-85-2160
営業時間／9：00～19：00（L.O.）
定休日／なし

◆おすすめメニュー◆

4 赤崎水産
中島町瀬嵐8-3-1 TEL.0767-66-0397
営業時間／8:00～17:00 定休日／なし

5 加藤水産

とき

中島アグリサービス

弊店では、定期検査を随時行い、品質管理を徹底しております。な
お、品質、おいしさにこだわった牡蠣を提供するため、予約受注生産
とさせていただいております。 詳しくは、HPでご確認ください。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/outasuisan/index.html

七尾市中島町瀬嵐ク部60ー1 TEL.090-2183-4521
営業時間／8:00～19:00 定休日／なし

ございます。

七尾市中島町塩津ム部106-3 ☎0767-68-3765
営業時間／11：00～15：00、17：00～20：30
定休日／なし のと鉄道笠師保駅舎前

焼 き が き、蒸 しか き、
かきサラダ、かき揚げ
出し風、かきフライ、か
き 茶 碗 蒸し、か き 鍋、
釜飯、コーヒー付き
・その他
かき丼、かきにぎり寿
し、かきちらし寿し
メニュー盛りだくさん

美味しいですよ～

定食、
単品、いろいろ

七尾市中島町崎山2-26-1 ☎0767-66-8081
営業時間／11：00～20：00
定休日／火曜 能登中島駅近くの赤い屋根が目印

牡蠣養殖場直営店、漁師の
カキ料理をお楽しみくださ
い。

目前で焼きながら食べられます。

3，
500円

【カキフライ定食】

食事処

＊プリプリかきでおもてなし！

身がしまってぷりぷりの能登かきが、

2，
000円～

５品で３，
３００円

能登風土

◆おすすめメニュー◆

八味

七尾市中島町浜田耕128-9 ☎0767-66-2011
営業時間／11：30～22：00
定休日／火曜

・コース料理

和風レストランどもん

・能登かきづくしコース 3，240円、4，
320円

め

◆おすすめメニュー◆

◆おすすめメニュー◆

【かきづくしコース】

他に単品もあります

かき処

中島町長浦子25 TEL.0767-57-5811
営業時間／予約注文のみ受付
はち

七尾市中島町中島乙180-1 ☎0767-66-1240
営業時間／11：00～15：00（なくなり次第終了）
定休日／なし 要予約

2 宮本水産

3 おうた水産（おうた民宿）

きがき単品、その他あり。

よ

要予約

当水産は、能登半島七尾北湾の青島を抱く海上で、かき養殖に専念。食
品衛生法で定める生食検査を定期的に実施。品質管理を徹底し、安心・
安全で美味しいカキを提供しております。直売・全国発送承ります。

新鮮で、美味しいカキを提供。食品の管理・定期検査徹底実施。小
売・直売・全国発送可能です。詳しくはお電話またはHPでご確認で
きます。http://www.notokaki.com/

・かきフライ定食

その他単品もございます。

1 瀬戸水産
中島町外ラ5 TEL.0767-66-0831
営業時間／9:00～17:00 定休日／火曜

中島町外イ29 TEL.0767-66-0002
営業時間／8:00～17:00 定休日／火曜日

・かきコース

【岩かき】
もあり。

七尾市中島町瀬嵐ク70-1 ☎0767-66-1037
営業時間／10：00～14：00
定休日／なし
ください。

七尾市中島町小牧ワ96-3 ☎0767-66-6778
営業時間／11：00～20：00（月曜は11：00～15：00）
定休日／なし
「味は横綱、値段は十両」がキャッチフレーズ。

する食事処。臭みがなく、

6

目前の七尾湾を眺めながら新鮮で美味しいかきを炭火でご堪能

ちゃんこ時葵
相撲界で10年活躍し引退。
Uターンして料理屋を始めました。

能登かきの養殖場が直営

分にお楽しみ下さい。

自宅で簡単♪

ときあおい

能登かき直売店

中でも今の旬は、能登
き、天ぷら、かきフライ
の他、
おすすめメニュー
のかき天丼、かき鍋、か
き飯が好評です。

中島町浜田ツ21 TEL.0767-66-1598
営業時間／8:00～17:00 定休日／なし
朝とれ

新鮮さバツグン。

9 山口水産
中島町浜田1-11-1 TEL.0767-66-0446
営業時間／7:00～17:00 定休日／なし
当社の能登かきは、食品衛生法で定める生かきの規格検査を定期的
に実施しておりますので、安心してお召し上がり頂けます。全国発送
承ります。

10 湯田水産（盛ちゃん）
中島町筆染4-35
TEL.0767-66-6734（店）0767-66-0802（自宅）
営業時間／9:00～17:00 定休日／1月1日
カキ養殖業を始めて60余年。盛ちゃん（湯田水産）では、毎週定期
的に「食品衛生法」で定めるカキの生食検査を実施しています。ろば
た焼盛ちゃん併設。

