
No エリア 店舗種別 店　　名 住所 電話番号(店舗) 休業内容

1 その他 ラーメン・そば 金澤濃厚中華そば　神仙 西念町4-7-1 264-1144

2 その他 ラーメン・そば 麺や　神やぐら 元菊町17-13 221-0044

3 その他 ラーメン・そば

金澤味噌 らぁめん秀

もりの里3-233 231-7744

4 金沢駅周辺 居酒屋 和酒と和談 かこみ料理　醍庵 堀川町4-1 セントラルビル1Ｆ・B１F 050-3134-3143 臨時休業なし

5 金沢駅周辺 日本料理・和食 加賀料理　大名茶家 此花町7-5-1 231-5121

6 金沢駅周辺 日本料理・和食 日本料理　雲海
昭和町16-3 ANAクラウンプラザホテル金
沢５F

224-9805 (直通)

7 金沢駅周辺 日本料理・和食 大衆割烹　山長 安江町18-33 261-7331 8/14,15,16臨時休業

8 近江町市場周辺 日本料理・和食 いしや 彦三町2-8-3 255-1357 8/22,23,24臨時休業

9 近江町市場周辺 日本料理・和食 旬彩和食　口福 青草町８８番地 近江町いちば館2F 225-8080 臨時休業なし

10 ひがし茶屋街周辺 日本酒・洋酒 ビストロ金沢　とどろき亭 東山1-2-1 252-5755

11 香林坊・片町周辺 洋食・各国料理
ワインバー&炭火焼西洋料理　葡萄酒
街道

片町1-11-19 260-6900

12 ひがし茶屋街周辺 日本料理・和食 押寿し体験厨房　金澤寿し 東山1丁目15-6 251-8869

13 ひがし茶屋街周辺 カフェ ひがし茶屋街　懐華樓 東山1-14-8 253-0591 状況による。詳細は店舗ＨＰをご確認ください。

14 金沢城・兼六園周辺 日本料理・和食 兼六園茶屋　見城亭 兼六町1-19 222-1600 状況による。詳細は店舗ＨＰをご確認ください。

15 金沢城・兼六園周辺 日本料理・和食 堤亭 兼六町1-15 221-2387 臨時休業なし

16 金沢城・兼六園周辺 日本料理・和食 兼六園　寄観亭 兼六町1-21(兼六園内) 221-0696 8/1,8,17,30臨時休業

17 香林坊・片町周辺 日本料理・和食 魚半 香林坊2-12-15 222-2288 臨時休業なし

18 香林坊・片町周辺 日本料理・和食 四季のテーブル 長町1-1-17 青木クッキングスクール1F 265-6155 臨時休業なし

19 香林坊・片町周辺 洋食・各国料理 レストラン　マレ・ドール 香林坊2-1-1 金沢東急ホテル2F 231-3913 毎週火曜日の夜休業

20 香林坊・片町周辺 おでん 赤玉本店 片町2-21-2 223-3330 8/16,30,31臨時休業

21 その他 寿司 寿司割烹　小林 寺町2-3-2 241-9054 8/13,14,15,16臨時休業

22 その他 寿司 回転寿し　左衛門
泉が丘2-12-35（金沢城公園・兼六園より
車で10分）

218-4077 8/4,17,18,25臨時休業

23 にし茶屋街周辺 カフェ 桜桃 野町2-24-4 220-7037

24 その他 ラーメン・そば 小立庵 小立野4-2-3 261-4321 臨時休業なし

25 金沢駅周辺 寿司 あかめ寿し 本町1-9-15 263-9787 8/3,4,18,19,25臨時休業

26 ひがし茶屋街周辺 日本料理・和食 壺屋壷亭 尾張町2-16-4 223-0551 臨時休業なし、９月末にて一時休店

27 香林坊・片町周辺 カフェ 金沢長町　菓遊庵 長町2-2-38 221-2925 臨時休業なし

28 近江町市場周辺 カフェ 越山甘清堂　本店 武蔵町13-17 221-0336

29 近江町市場周辺 カフェ キャラバンサライ　武蔵店 青草町88 近江町いちば館B1F 261-4151 8/7,24,31臨時休業

30 金沢城・兼六園周辺 カフェ 金澤屋珈琲店　本店 丸の内5-26 254-5411 毎週火水木は定休日。8/11～16は営業。

《2022年度 グルメチケット「金沢美味」加盟店の夏季休業のご案内》
※8月１日現在の状況です。休業内容が、空欄の店舗は現在未定です。急遽休業となる場合がございます。

※夏季休業のため満席の場合もございますので、事前にお問合せ(予約)お願いします。

※閉店時間の変更の可能性もございます。お電話でお問合せください。



31 ひがし茶屋街周辺 カフェ きんつば中田屋　東山茶屋街店 東山1-5-9 254-1200

32 にし茶屋街周辺 カフェ 宝勝寺カフェ 寺町5-5-76 287-3870

33 金沢駅周辺 カフェ ツナグカフェ　MAPLE HOUSE 木ノ新保町1-1 (金沢駅Rinto内) 260-3848 臨時休業なし

34 金沢城・兼六園周辺 洋食・各国料理 Fusion21 広坂1-2-1 (金沢21世紀美術館内) 231-0201 8/15臨時営業、8/16臨時休業

35 金沢城・兼六園周辺 カフェ 豆皿茶屋 丸の内1-1 金沢城公園 鶴の丸休憩館内 232-1877

36 金沢駅周辺 カフェ ジャーマンベーカリー　百番街店 木ノ新保町1-1 (金沢駅Rinto内) 080-8998-1100 臨時休業なし

37 金沢駅周辺 カフェ カフェ　安江町ジャルダン 安江町18-12 254-1654

38 香林坊・片町周辺 寿司 金澤玉寿司　総本店 片町2-21-19 221-2644 8/16臨時休業、8/14臨時営業　その他状況により変更有

39 香林坊・片町周辺 寿司 金澤玉寿司　せせらぎ通り店 香林坊2-1-1 香林坊東急スクエアＧＦ 254-1355 臨時休業なし

40 にし茶屋街周辺 日本酒・洋酒 わいんばーる　にし数登美 野町2丁目26-2 280-1103 8/14,15,16臨時休業

41 香林坊・片町周辺 日本酒・洋酒 Bar GRiFFiTH(バーグリフィス) 片町1-11-12 ポニービル2F 224-7067

42 香林坊・片町周辺 日本酒・洋酒 Bar Comptoir(バーコントワール) 片町2-22-17 幸楽ビル1F 263-2510

43 香林坊・片町周辺 日本酒・洋酒 The Carlton Club(ザカールトンクラブ) 片町2-21-2 クイーンズビル2F 232-5878

44 にし茶屋街周辺 日本酒・洋酒 はん家 野町2-25-21 241-0705

45 にし茶屋街周辺 日本酒・洋酒 にし酒亭　すが野 野町2-25-21 245-0006

46 金沢駅周辺 日本料理・和食 加賀屋　金沢店 木ノ新保町1-1 金沢駅あんと内 263-2221 臨時休業なし

47 香林坊・片町周辺 日本料理・和食 割烹 たけし 片町2-32-4 234-2121 8/16,17臨時休業

48 ひがし茶屋街周辺 日本酒・洋酒 日本酒　真琴 東山1-5-3 205-3800

49 金沢駅周辺 寿司 寿し割烹　寿し若 長田1-5-46 221-8822 臨時休業なし

50 金沢駅周辺 日本料理・和食 日々魚数寄 東木 此花町1-6 224-4266

51 金沢駅周辺 日本料理・和食 五彩 町家和食 安江町12-28 255-3523

52 金沢駅周辺 居酒屋 居酒屋 はち丸 金沢駅前店 本町2-2-1 223-7680

53 金沢駅周辺 洋食・各国料理
レストランぶどうの森 タパス･エ･バー
ル店

本町2-9-28 260-4343 臨時休業なし

54 金沢駅周辺 洋食・各国料理
イタリアンカフェぶどうの森 金沢
フォーラス店

堀川新町3-1 金沢フォーラス店内6Ｆ 265-3521 臨時休業なし

55 近江町市場周辺 おでん ゆげや萬久 武蔵町15-1 金沢エムザB1F 224-8989 8/22,23臨時休業

56 香林坊・片町周辺 洋食・各国料理 Meal 尾山町12-16 255-6949 臨時休業あり

57 香林坊・片町周辺 洋食・各国料理 ラ・ベットラ・ダ・オチアイ カナザワ 香林坊2-1-1香林坊東急スクエアG階 222-0141 臨時休業なし

58 その他 洋食・各国料理 中国料理　麟 寺町3-2-25 247-0332 臨時休業なし

59 近江町市場周辺 日本料理・和食 近江町食堂 青草町１ 221-5377 臨時休業なし

60 金沢駅周辺 日本酒・洋酒 アイリッシュパブ　ZOWIE 広岡1-3-1 233-3015 臨時休業なし

61 香林坊・片町周辺 洋食・各国料理 シュプレーモ 広坂1-1-48 ウナシンビルB1F 223-2411

62 金沢駅周辺 洋食・各国料理 金沢焼肉楽処 万場 駅前本店 安江町19-3 222-4129



63 香林坊・片町周辺 居酒屋 五郎八 木倉町3-3 222-5680 8月は水曜定休日。8月以降未定。

64 香林坊・片町周辺 日本料理・和食 菊よし　さか井 長町2-1-1 262-8131 8/20,21臨時休業

65 香林坊・片町周辺 居酒屋 居酒屋六度 片町2-21-2 232-6636

66 近江町市場周辺 日本料理・和食 近江町海鮮丼家ひら井　本店 上近江町29 222-5887
8/7まで平日は休業、8/8より平日も営業。営業時間と定

休日の変更なし。

67 近江町市場周辺 日本料理・和食 近江町海鮮丼家ひら井　いちば館店 青草町88 近江町いちば館2F 234-0448 臨時休業なし

68 金沢駅周辺 居酒屋 神鮮和さび 本町2-5-9 260-1181 8/14臨時営業、8/16,22～25臨時休業

69 香林坊・片町周辺 居酒屋 千の升 片町1-3-33 224-2062 臨時休業なし・要望有

70 香林坊・片町周辺 日本料理・和食 味処　浜の 木倉町4-5 261-0377 8/15,16,17臨時休業

71 その他 洋食・各国料理 菜香樓　新館 駅西新町2-8-15 260-3156

72 その他 洋食・各国料理 和風中華　招龍亭 西念3-5-35 233-1563 7/26,29臨時休業

73 金沢駅周辺 洋食・各国料理 菜香樓　金沢百番街あんと店 木ノ新保町1-1（金沢百番街あんと内） 202-3156

74 近江町市場周辺 洋食・各国料理 菜香樓　エムザ店 武蔵町15-1 金沢エムザB1F 221-3156

75 金沢城・兼六園周辺 日本料理・和食 レストラン「アイビス」 大手町2-32 KKRホテル金沢2F 264-3261 8/11,12,13,14,15臨時休業

76 香林坊・片町周辺 日本料理・和食 割烹一十百 片町2-26-16 221-8057 8/14予約のみ営業、8/15,16,17臨時休業

77 ひがし茶屋街周辺 カフェ 金澤ぷりん本舗 東山1-13-10 225-7749 8/16臨時営業、8/17臨時休業

78 金沢駅周辺 洋食・各国料理 欧風食堂ザファラン 此花町2-24 金沢駅前ホテル1F 213-7108

79 香林坊・片町周辺 日本酒・洋酒 おいしい いっぷく 鏑木 長町1-3-16 221-6666 臨時休業なし(休業あれば連絡します)

80 ひがし茶屋街周辺 カフェ Cafeたもん 東山１-２７-７ 255-0370 臨時休業なし

81 香林坊・片町周辺 寿司 割烹・寿司　志げ野 片町1-8-22 リバーサイドハイム1F 222-4811

8/16,17臨時休業

8/14臨時営業

8/11,14,15は22:00頃までの営業

82 香林坊・片町周辺 洋食・各国料理 タブリエ 木倉町5-1 262-8087

83 その他 洋食・各国料理 マルシェロロ金沢 寺町4-12-20 050-7515-9175 臨時休業なし

84 近江町市場周辺 日本料理・和食 茶寮 一井庵 尾山町2-27 221-0305

85 金沢駅周辺 寿司 貫平鮨 本町2-11-15 221-0140 8/14,15,16臨時休業予定

86 香林坊・片町周辺 洋食・各国料理 オステリアデルカンパーニュ 片町2-31-33 261-2156

87 金沢駅周辺 カフェ カンパーニュ　クチーナ＆バール
木ノ新保町１-１あんと西金沢百番キッチ
ン１F

224-0141 臨時休業なし

88 金沢駅周辺 日本酒・洋酒 オリエンタルブルーイング金沢駅店 木ノ新保1-1 金沢駅あんと西2F 208-4311

89 ひがし茶屋街周辺 日本酒・洋酒 オリエンタルブルーイング東山店 東山3-2-22 255-6378

90 香林坊・片町周辺 日本酒・洋酒 オリエンタルブルーイング香林坊店 香林坊2-4-26 香林坊ブランシュ1F 256-0776

91 金沢駅周辺 日本酒・洋酒 Bistro Oriental 広岡1-5-3 クロスゲート金沢 2F 255-0029

92 金沢駅周辺 日本料理・和食 能加万菜 郷 本町2-4-30 金沢ビルラン1F 255-2727 臨時休業なし

93 近江町市場周辺 日本料理・和食 能加万菜 市場屋 近江町総本店 下堤町19-1 254-1088 臨時休業なし

94 金沢駅周辺 日本料理・和食 能加万菜 市 クロスゲート金沢店 広岡1-5-3 クロスゲート金沢2F 256-1841 臨時休業なし



95 香林坊・片町周辺 居酒屋 能加万菜 くし家金澤 片町2-2-15 北国ビルディング1F 255-1948 8/1,8,16,22,29臨時休業

96 近江町市場周辺 日本料理・和食 能加万菜 と成屋 下堤町19-7 254-6336 臨時休業なし

97 近江町市場周辺 日本料理・和食 能加万菜 万庭 上堤町1-22 三井ガーデンホテル金沢1F 260-4129 臨時休業なし

98 金沢駅周辺 寿司 笠市寿し龍 笠市町9-7 233-3411

99 金沢駅周辺 居酒屋 串かつ一 昭和町14-2 堀田ビル2F 255-2194

100 香林坊・片町周辺 居酒屋 キグラマチギョーザサカバ　パリキング 片町2-1-13 254-1377

101 香林坊・片町周辺 ラーメン・そば 昔ながらの中華そば　たくちゃん 片町2-29-2 207-9116

102 香林坊・片町周辺 居酒屋 居酒屋割烹　源左ェ門　木倉町店 木倉町5-3 232-7110 臨時休業なし

103 香林坊・片町周辺 居酒屋 居酒屋割烹 源左ェ門 片町店 片町2-2-25 銀河会館 １Ｆ 232-3390
8/15臨時営業

8/16臨時休業(8/15代休)

104 香林坊・片町周辺 日本料理・和食 鰯組 片町1-7-13 224-1493 8/16,17,18臨時休業(また、鰯の水揚げがない日)

105 近江町市場周辺 寿司 近江町市場飲食街 いっぷく横丁 上近江町50 223-3789

106 近江町市場周辺 寿司 翁寿司 彦三町2-1-5 231-2655

107 香林坊・片町周辺 日本酒・洋酒 Ramen＆Bar ABRI 香林坊2-12-39 225-7672

108 香林坊・片町周辺 日本酒・洋酒 ワインとチーズ　ワインバーBAFT 片町1-11-14 夢館Ⅱ102 201-8655 8/14,15,16,17臨時休業

109 ひがし茶屋街周辺 日本酒・洋酒 照葉 東山1-24-7 253-3791 臨時休業なし

110 金沢城・兼六園周辺 カフェ 蓬莱堂 兼六町1-18 254-0866

111 近江町市場周辺 日本料理・和食 鮨えのめ 上近江町33-1 090-7276-0875

112 香林坊・片町周辺 日本料理・和食 金澤 じんや 尾山町12-1 254-5224

113 金沢駅周辺 洋食・各国料理 焼肉肉割烹 万福 本町2-6-15 金沢駅前ビル1F 080-4189-0369 臨時休業なし

114 金沢駅周辺 日本料理・和食
うなぎ四代目 菊川 クロスゲート金沢
店

広岡1丁目5番3号 クロスゲート金沢2F 255-2670

115 金沢駅周辺 洋食・各国料理 FIVE – Grill & Lounge 広岡 1-5-2 256-1559 臨時休業なし

116 近江町市場周辺 日本料理・和食 刺身屋 青草町15-1 231-7222 臨時休業なし

117 金沢駅周辺 日本料理・和食 加賀百万石の味 げんかん 本町1-9-10 256-0909

118 金沢駅周辺 日本料理・和食 蕎麦と炉端　ととと 広岡1丁目5番3号 クロスゲート金沢2F 255-1233

119 金沢駅周辺 居酒屋 地酒、旬魚、旬菜。 そろばん 本町2-8-14 255-0815

120 近江町市場周辺 日本料理・和食 じもの亭 上近江町27番地1 076‐223‐2201

121 香林坊・片町周辺 日本料理・和食 和風レストランきたま 片町2‐3‐3 261‐7176

122 金沢駅周辺 洋食・各国料理 DAIJUTEI金沢店 広岡1丁目5番3号 クロスゲート金沢2F 223-3610

123 金沢駅周辺 寿司 まっとう 福喜寿司 金沢店 広岡1丁目5番3号 クロスゲート金沢2F 255-1203 未定。決まり次第連絡します。

124 金沢駅周辺 洋食・各国料理 Luxury India Rubina 広岡1丁目5番3号 クロスゲート金沢2F 255-3940 臨時休業なし

125 香林坊・片町周辺 日本料理・和食 創作和食 金澤鼓 片町2-23-12中央コアビル1F 222-2232 臨時休業なし

126 ひがし茶屋街周辺 カフェ 和栗　白露（しらつゆ） 観音町3-1-16 076-221-6944



127 金沢城・兼六園周辺 日本料理・和食 加賀料理 まほろば 金沢白鳥路 丸の内6-3 076-222-1212 臨時休業なし

128 近江町市場周辺 日本料理・和食 料亭　大友楼 尾山町2-27 076-221-0305 臨時休業なし

129 金沢駅周辺 日本料理・和食 おでん懐石　金澤かが美 本町２-２−３ 255-2707 臨時休業未定、8/14臨時営業

130 金沢城・兼六園周辺 日本料理・和食 かなざわ玉泉邸 小将町8-3 256-1452 8/14,15,16,17,18臨時休業

131 金沢駅周辺 洋食・各国料理 桃李 本町2-15-1 ホテル日航金沢29F 234-5431 臨時休業なし

132 香林坊・片町周辺 洋食・各国料理 西洋膳所 鏑木（かぶらき） 木倉町1ｰ8 233-2002 臨時休業なし

133 金沢城・兼六園周辺 洋食・各国料理 ジャルダン ポール ボキューズ 広坂2-1-1 しいのき迎賓館内 261-1161 臨時休業なし

134 その他 洋食・各国料理 La PRÉÉMINENCE （ﾗ ﾌﾟﾚﾐﾅﾝｽ） 北安江4-8-31 234-7701 閉店

135 その他 洋食・各国料理 ノリオターブル 北安江4-8-31 234-7211 閉店

136 香林坊・片町周辺 洋食・各国料理 ゴロゼット 香林坊2-12-20 シャトル香林坊1F 223-1410 8/15臨時休業

137 近江町市場周辺 カフェ カナカン・ジョイ 下近江町18 223-8855 8/15臨時休業

138 金沢駅周辺 日本料理・和食 鮮魚畑 つづみ 昭和町 14-2 254-6819

139 金沢駅周辺 寿司 北陸金沢回転寿司　のとめぐり 広岡1丁目5番3号 クロスゲート金沢2F 255-1577 8/8 18時閉店、8/29 ディナーのみ営業予定。

140 近江町市場周辺 日本料理・和食 にぎり寿司海鮮丼　ゆたか水産 十間町31 090-3293-0032

141 近江町市場周辺 洋食・各国料理 ステーキハウス大膳 武蔵町15-1 金沢エムザB1F 260-0063 8/22,23臨時休業

142 金沢駅周辺 洋食・各国料理 和牛ステーキ割烹だいすけ 広岡1ｰ5ｰ3 クロスゲート金沢2F 255-3588 8/17臨時休業

143 近江町市場周辺 洋食・各国料理 焼肉きたじま 尾山町4-11 076-225-8029

144 香林坊・片町周辺 洋食・各国料理 中国料理「犀江」 南町4-1 金沢ニューグランドホテル内 3階 233-1311 臨時休業なし

145 にし茶屋街周辺 料亭 つば甚 金沢市寺町5丁目1番8号 076-241-2181 臨時休業なし

146 ひがし茶屋街周辺 料亭 金城樓 金沢市橋場町2－23 076-221-8188

147 金沢駅周辺 料亭 料理旅館　金沢茶屋 金沢市本町2丁目17番21号 076-231-2225 臨時休業なし

148 近江町市場周辺 料亭 料亭　大友楼 尾山町2-27 076-221-0305 臨時休業なし

149 ひがし茶屋街周辺 料亭 金沢　山乃尾 金沢市東山1丁目31-25 076-252-5171 臨時休業なし

150 香林坊・片町周辺 料亭 料亭　北間楼 片町2－3－3 076-261-7176

151 近江町市場周辺 料亭 浅田屋 金沢市十間町23 076-231-2228 臨時休業なし


