いしかわ宿泊商品券付きフリーパス
施設名

エリア

対象施設一覧（1／3）
施設紹介

2021.12.8時点

特典

1 温泉民宿 海辺

海岸沿いにある３階建ての白い壁の爽やかな民宿。朝市やキリコ会館・千枚田
等の見学に便利。お風呂は24時間入浴可能な輪島温泉。アテの木の香が漂 ジュース１本（1台につき１つ）
い、とてもリラックスできます。

2 海游 能登の庄

pH10を越す全国でも有数のつるつるアルカリ温泉を源泉に持つ一軒の温泉
宿。能登の旬の味覚を輪島塗の器とともにお楽しみください。

3 川端旅館

当館は、海鮮を中心とした季節の郷土料理を提供しております。輪島ふぐ、いし
る貝巻き、のど黒、サザエ、あわび、加能ガニ、鱈、能登ぶり、他を要予約にて堪 輪島箸人数分サービス
能できます。

輪
4

島

能登・門前ファミリーイン
ビュー・サンセット

輪島塗コーヒーカップでのモーニングコーヒー
サービス（人数分）

日本海を見渡す丘に立つホテル。天然ラドン温泉のじんのびの湯と、夕景を楽し
ご宿泊（2食付き）のお客様に
める長～い（廊下）があるホテルで、四季折々の自然の恵みにこだわった料理
ワンドリンクサービス（人数分）
でおもてなし。

5 ホテルこうしゅうえん

日本海が一望できる天然温泉の露天風呂と、能登随一の広さを誇る大浴場。 輪島の地酒一合（又はソフトドリンク）を
お食事は能登の新鮮な食材を使った会席料理をお楽しみください。
夕食時にサービス（人数分）

6 輪島温泉 八汐

袖ヶ浜海水浴場と輪島港に囲まれた高台に位置し、奥能登有数の景観です。
ＧＷ～夏休みの天気の良い日には、目の前の袖ヶ浜にすずむ夕日がご覧いただ 売店利用券500円分 (1台につき１つ)
けます。

7

輪の風ただよう漆の宿
お宿たなか

1室2名様以上
でのご宿泊

能登の隠れた魅力が凝縮した小宿。宿に入ると輪島の風が流れ、居心地良く
夕食時にソフトドリンク１杯サービス
旅の疲れを癒しゆったりとした時を過す。漆に触れ味わい五感で感じる贅沢なひ
（人数分）
と時を思い出に。そんな大人の時間を過ごしませんか。

1 お宿すず花

和室14室、和洋室3室の計17室、4階建て
大浴場、露天風呂、貸切風呂

2 加賀屋

七尾湾の絶景を一望できる露天風呂や野天風呂、能登の四季折々の新鮮な
ロビーラウンジでのドリンク券
幸を満喫していただけます。心のこもった伝統のおもてなしで最良のひとときをお過
（大人人数分）
ごしください。

3 多田屋

和倉温泉の中心部から少し離れた場所に佇む、波穏やかな海と小高い山に囲
まれた和倉温泉の隠れ宿。能登半島の観光の拠点としてお立ち寄りください。

4 渡月庵

和倉温泉の旅館としては最古の建造物。約100年前の大正当時の佇まいを今
に残す数寄を凝らした極上の和みの空間に身をゆだね、数寄屋造りの粋を存分 夕食時ワンドリンクサービス（人数分）
にお楽しみください。

倉

5 宝仙閣

和倉温泉の街中にあり散策にとても便利。源泉からとても近いので温泉の泉質
も良く小規模施設ならではの心のこもったサービスとお料理が自慢のお宿です。

温

6 ホテル海望

海を望むという名の宿「ホテル海望」は波穏やかな七尾湾を望む絶好のロケーショ
モーニングコーヒー券
ン。食事も旬の魚介類を中心としたお料理で多くのお客様に好評いただいており
お1人様1枚（大人人数分）
ます。

和

宿泊商品券
ご利用条件

夕食時ワンドリンクサービス
（大人人数分）

多田屋オリジナル絵葉書セット
（１台につき１つ）

1泊2食付き

泉

夕食時ワンドリンクサービス（人数分）

7 宿守屋 寿苑

全室オーシャンビューの立地と波穏やかな七尾湾の風景を眺めながらお入りいた
だける良質の温泉に、日本海の新鮮な魚介と能登の山の幸を使った料理を。

夕食時ワンドリンクサービス（人数分）

8 湯快リゾート 金波荘

能登の伝統を伝える宿。北陸唯一の海の温泉地で、湯量豊富で良質な泉質
を誇ります。視界いっぱいに広がるインフィニティ露天風呂が自慢。

カラオケ有料時間帯(19:00～24:00)
１時間無料（１台につき１回）

9 ゆけむりの宿 美湾荘

和倉温泉で最も歴史のある宿。ロビーの先に広がる雄大な海の景色は、宿の名
の由来「美湾荘」そのもの！豊富な湯量を誇る温泉と旬の海の幸をお楽しみくだ 館内利用券500円 (1台につき１枚)
さい♪

10

白鷺の湯 能登 海舟
【一時取り扱い中止】

七尾湾を望むオーシャンビューの客室に天然温泉露天風呂付。海を漂うような
大湯処と無料貸切風呂で充実の湯浴み、オーシャンビューの食事処で旬の味覚 夕食時ワンドリンクサービス (大人のみ)
をお楽しみください。

かつ
1室2名様以上
でのご宿泊

いしかわ宿泊商品券付きフリーパス
施設名

エリア

対象施設一覧（2／3）
施設紹介

全客室にはお客様の眠りをサポートするオリジナル快眠プログラム「スリープ・アドバ オリジナルグッズプレゼント
ンテージ」をご用意しております。
（１台につき１つ）

1室2名様以上

2 ANAホリデイ・イン金沢スカイ

金沢随一を誇る眺望や、金沢文化に触れるための絶好の立地と、世界で親しま
金箔製法あぶらとり紙プレゼント
れているホリデイ・インのサービスが一体化して、五感を揺さぶる感動を提供してく
(人数分、ただし小人のぞく）
れます。

なし

3 金沢国際ホテル

高尾の高台にたたずむ静かで緑あふれるロケーション。広々とした解放感のある客
室と個性豊かな5つのレストラン、大小宴会場、結婚式場を備え、客室から見渡 ウェルカムドリンクサービス（人数分）
せるプールも人気です。

1泊朝食付き

4 金沢東急ホテル

金沢市の中心部香林坊に位置し、観光・お食事などに最適です。

沢
5

金沢ニューグランドホテル
プレステージ

粟
津
温
泉

駐車場1泊通常17:00～翌10:00まで1,200
円、以外の時間30分150円追加のところ、

チェックインよりチェックイン迄1泊1,200円で
ご用意

1室2名様以上

尾山神社、長町武家屋敷跡、兼六園、金沢城公園、金沢21世紀美術館な ・ウェルカムドリンクサービス（人数分）
1泊朝食付き
ど観光スポットにほど近く、拠点として便利なホテルです。
・駐車場代金無料(通常1泊1台1,000円)

6 ホテル金沢

金沢駅から徒歩１分の好立地に位置しており、観光アクセスにとても便利です。
ウェルカムドリンクサービス（人数分）
快適なご滞在のための設備を整えたお部屋で、ごゆっくりとお休みください。

1泊朝食付き

7 ホテル日航金沢

JR金沢駅前に位置し、地下道直結、地上130mの北陸随一のスケールを誇る
ティーチケットの提供（人数分）
30階の高層ラグジュアリーホテルで、客室は17階以上です。

なし

1 一里野高原ホテルろあん

白山一里野高原の自然の温泉宿。森林浴も満喫できる露天風呂に囲炉裏を 温泉の素（入浴剤）プレゼント
囲んで味わう炭火焼料理。体の芯まで癒されるひとときを・・・。
（大人人数分）

1泊2食付き

2 グランドホテル白山

グランドホテル白山は石川県白山市の中心部ＪＲ松任駅前にある地域最大
級のシティホテルです。日本三大名山「白山」を望むラウンジや大浴場を完備。

1室2名様以上

松任海浜温泉

ラウンジにてウエルカムドリンクを
サービス（人数分）

2019年8月リニューアル！松任海浜公園内に位置し、徒歩すぐのビーチで海水
浴、金沢観光をお楽しみいただく拠点としても大変便利です。天然温泉・源泉か 夕食時ワンドリンクサービス（人数分）
け流しと海の幸も自慢！

1泊2食付き

4 萬寿荘 さわだ旅館

季節のおまかせ・川魚山菜・ジビエ（熊・鹿・猪）膳期間限定、あゆ膳・カニ膳
夕食時地酒１合
お好みで。白山比咩神社参拝にマイカーが便利。話題の金劔宮は敷地つづきで
またはソフトドリンクサービス(人数分）
す。

1室2名様以上

1 たがわ龍泉閣

名泉をたたえて1400年、古都金沢の奥座敷・辰口温泉。北陸最大級の混浴
露天風呂「田んぼの湯」は、カップル、ご夫婦、ご家族で、極上の贅沢をお楽しみ モーニングコーヒーサービス（人数分）
いただけます。

2 まつさき

歴史文化溢れる古都金沢近郊の庭園風情に包まれた旅館です。地元食材を
中心に二人の料理長が腕をふるう懐石料理とやわらかな泉質の温泉が自慢で コーヒーサービス（人数分）
す。

3 旅亭 萬葉

古都金沢の隠れ宿、約2,000坪の敷地に9室限定の贅沢。月替わりの旬の
膳、料理を引き立てるこだわりの器。美人の湯ともいわれる名湯。至福のひと時
をお過ごしください。

1 法師

創業1300年、北陸最古の宿で蓬莱思想の取り入られた日本庭園を愛でなが 館内利用特典付「法師クーポン」
ら、日常を忘れ、ゆっくりとした時をお楽しみいただけます。
プレゼント（1台につき１つ）

2 旅亭懐石 のとや

北陸・金沢の伝統工芸をちりばめた館内、湧き続ける源泉。お客様に飽きさせ
ないお部屋作り。もてなしの心が息づく寛ぎの空間で、特別な時間をお過ごしくだ 色ゆかた無料（女性のみ人数分）
さい。

3 ホテルシーサイド松任

【一時取り扱い中止】

辰
口
温
泉

宿泊商品券
ご利用条件

特典

1 ANAクラウンプラザホテル金沢

金

白
山

2021.5.6時点

1泊2食付き
かつ
1室2名様以上
でのご宿泊

モーニングコーヒーサービス（人数分）

1泊2食付き
かつ
1室2名様以上
でのご宿泊

いしかわ宿泊商品券付きフリーパス
施設名

エリア
1

山
中

お花見久兵衛
【一時取り扱い中止】

施設紹介

2021.5.6時点

特典

貸切露天風呂や創作会席、無料の管内サービス等が評判

ウェルカムドリンクサービス（人数分）

2 かがり吉祥亭

名勝・こおろぎ橋のほど近くに佇む、加賀モダンな湯宿。加賀の山海の幸を盛り込んだ会
席料理に、珍しい立湯露天風呂（女性専用）から鶴仙渓の絶景をお愉しみください。

貸切風呂滞在中１回無料（45分間/チェック
イン後の先着予約）（１台につき１回）

3 吉祥やまなか

会席又は湯宿で珍しい鉄板焼を堪能。アフタヌーンティー、貸切温泉、湯上りサービス等
12のおもてなしが満載。北陸最大級の吉祥スパでは金箔・銀箔を使ったご当地エステ。

ゆげ街道街歩きチケット１人１枚

4 厨八十八

ロビー前に田んぼテラスを設け、戸外と開放的な雰囲気。全24室の小型旅館。食事は料
コーヒーサービス（人数分）
亭街の完全個室で月替わり献立をお召し上がりください。

5 胡蝶

料理自慢の豊かな木々に囲まれた書院造り全10室の小さなお宿です。

6 白鷺湯たわらや

創業800年、35代伝承の宿。名勝・鶴仙渓の中心に位置し四季折々の眺望は絶景。 貸切風呂（内湯&渓流野天風呂）「菊香」
湯量豊富な渓流野天風呂と地元の旬の素材を中心とした料理人手作りの加賀会席をご 45分 3,300円→2,200円に割引
賞味ください。
（事前予約要）（１台につき１回）

7 すゞや今日楼

全客室より四季折々の美しい山並みが眺望できます。名勝こおろぎ橋まで徒歩5分散策
モーニングコーヒー１杯サービス（人数分）
に最適。山中塗をイメージした直径３５ｍの大露天の湯「赤湯、黒湯」

8 湯快リゾート 山中グランドホテル

やわらかな名湯に満たされる森の宿。芭蕉の愛した山中の湯で、絶景の露天風呂をご堪 カラオケ有料時間帯（19:00～24:00)
能ください。春夏秋冬の美しい景観をお楽しみいただけます。
１時間無料（１台につき１回）

温
泉

対象施設一覧（3／3）

旬の料理１品サービス（人数分）

四季の花につつまれた、女性のための宿。
いつでも気軽に自分にごほうび♪
よくばり女子のアレコレを叶えてくれるサービスが充実。

カラオケ有料時間帯（19:00～24:00)
１時間無料（１台につき１回）

10 湯快リゾート よしのや依緑園

渓流にたたずむ、鎌倉時代から八百年以上愛され続ける歴史ある宿。地元食材を取り
入れた、旬味豊かな季節の会席料理を、くつろぎながらゆったりとお楽しみいただけます。

カラオケ有料時間帯（19:00～24:00)
１時間無料（１台につき１回）

11 湯畑の宿 花つばき

奥・山中温泉の大自然の中に、佇む、純和風の宿です。名物：ゆあみを着ての男女混
浴が楽しめます。また、舞台のある宴会場・通常の宴会場では、個室も楽しめます。

粗品プレゼント（オリジナルカレンダー）
（１台につき１つ）

9

湯快リゾート 山中温泉
花・彩朝楽 (女性専用旅館)

1 たちばな四季亭

創業明治元年の全館桐づくしのおもてなしの宿です。原則として、１室につき１名の専属
古総湯入浴券付、粗品プレゼント（人数分）
の客室係がお部屋食にてきめ細やかにサービスさせていただきます。

2 葉渡莉

木のぬくもり、葉の優しさ。人と自然のぬくもりに溢れる和の上質宿。加賀の月替わり会席 貸切風呂半額サービス（１台につき１回）
と２つの趣異なる大浴場で、山代の温泉文化に浸るひとときをお楽しみください。
（通常50分 1,100円 →550円）

3 ホテルききょう

23部屋の料理自慢の宿。新しくなった「くろ」と「しろ」を基調とした天然温泉が心と体を癒
夕食時ワンドリンクサービス（人数分）
します。

4 みどりの宿 萬松閣

高台の緑に囲まれた静かな空間で過ごす、天然温泉リラクゼーションの宿。全17室の温泉 「貸切風呂１回４５分間・事前予約要」（１
付き客室では日常の喧騒を忘れる安らぎのプライベート温泉をご満喫いただけます。
台につき１回）。通常2,750円→1,375円

代

5 湯快リゾート 彩朝楽

加賀温泉の中心地山代温泉に、ヒノキの香る名湯の宿。1300年を誇る山代温泉は北
陸随一の古湯。自慢の古代檜風呂でご満喫ください。

温

6

ゆのくに天祥
【一時取り扱い中止】

趣の異なる三つの大浴場（露天風呂併設）を、男女時間帯入替にて一泊三湯十八ゆ
②夕食時お酒(銚子)またはビール(中瓶)またはジュース
めぐりをお楽しみください。
(烏龍茶)１本付き ※①②それぞれ人数分

泉

7 ゆ湯の宿 白山菖蒲亭

もうひとつの我が家のように～大女将が作陶した九谷焼陶芸品を設え、元気いっぱいのス 貸切温泉５０分間サービス (1台につき１回)
タッフがお迎えいたします。肌に優しい温泉と四季替わり会席をお楽しみください。
（通常2,000円税別）（要予約）

8 吉田屋 山王閣

上質の温泉をいかした露天風呂付き客室や貸切風呂が人気の老舗旅館。海の幸山の
幸を使用したお料理も魅力です。

ウェルカムドリンクサービス
（17時までのチェックインに限る）（人数分）

9 瑠璃光

季節感溢れる露天風呂に貸切露天風呂、足湯でたっぷりと温泉を満喫できる宿。加賀
の旬を盛り込んだ会席料理と上質な心地よいもてなしで、寛いだひとときをお過ごしいただ
けます。

貸切露天風呂半額サービス (1台につき１回)
（通常50分 2,200円 →1,100円）

山

10 大江戸温泉物語 山下家

片
山
津
温
泉

カラオケ有料時間帯（19:00～24:00)
１時間無料（１台につき１回）
①加賀伝統工芸村「ゆのくにの森」入村券(臨時休業有)

1泊2食付き
かつ
1室2名様以上
でのご宿泊

1泊2食付き
かつ
1室2名様以上
でのご宿泊

山代温泉の中心に位置する山下家でお楽しみいただくのは、加賀平野一望の展望露天
ミネラルウォーター人数分プレゼント
風呂、そして心づくしの料理が並ぶグルメバイキング。極上の温泉旅行をお約束します。

1 かのや光楽苑

創業以来百余年の老舗旅館の全客室から湖を眺められ、片山津温泉屈指の湯量を誇 夕食時に地酒試飲セット（２種類）または
る源泉風呂と海の幸を使った会席料理を堪能できる。
ソフトドリンク１杯サービス（人数分）

2 湖畔の宿 森本

片山津温泉の中心に位置。湖を一望できる紫水角部屋・ベッド付、閑雲棟・岩風呂温
ミネラルウォーター１本プレゼント
泉付の多種多様な客室があり、季節の食材を用いた板長渾身の懐石料理をお楽しみい
（人数分）
ただけます。

湯快リゾート
3
NEW MARUYAホテル

虹色に映ろう湖に面した癒しの宿。名湖「柴山潟」が広がる眺望を満喫しながら、極上天 カラオケ有料時間帯（19:00～24:00)
然温泉でゆったりと疲れを癒していただけます。
１時間無料（１台につき１回）

湯快わんわんリゾート片山津
Powered byわんわんパラダイス

宿泊商品券
ご利用条件

1泊2食付き
かつ

湯快リゾート初のワンちゃん同伴型リゾート。
カラオケ有料時間帯（19:00～20:30)
北陸最大級の屋内ドッグランなど設備も充実し、愛犬と一緒の癒しの時間を過ごせます。 １時間無料（１台につき２回）

1室2名様以上

5 湯快リゾート 矢田屋松濤園

加賀の味を堪能する料理自慢の宿。
カラオケ有料時間帯（19:00～24:00)
数々の受賞歴がある料理長による、真心を込めた技が光る矢田屋松濤園自慢のお料理
１時間無料（１台につき１回）
をお楽しみください。

でのご宿泊

6 大江戸温泉物語 ながやま

柴山潟を一望する開放的な露天風呂が自慢の温泉宿。旬の食材を活かしたメニュー、ご
館内利用券500円1枚
当地の味など種類豊富なバイキングをお楽しみください。

4

