
掲載金額は消費税が含まれております掲載金額は消費税 10％が含まれております

7- 8月の
おすすめ

アクティビティな

   加賀屋の夏アクティビティな

   加賀屋の夏
イルカウォッチング

WILD DOLPHINS野生のイルカ

Watch?
見る？

Swim?泳ぐ？

加賀屋スペシャル便運航

イルカウォッチング
体験動画

のどかな田園風景が広がる工房で
思い出グッズを作ろう！

＊定員になり次第締め切りとなります。
＊未成年の方は、保護者同伴で参加ください。
＊雨天や悪天候の場合は、前日17時までに中止を決定いたします。
＊野生のイルカなので出会えない場合はクルージングとしてお楽しみください。
＊ウオッチングコース料金の中に、イルカ保護協力金200円が含まれます。
＊ドルフィンスイムコース料金の中に、イルカ保護協力金500円とレンタル料
　4,950円が含まれます。（内訳：ウエットスーツ1,650円+ライフジャケット
　1,650円+水中メガネなど1,650円）
＊ドルフィンスイムコースの小人未満の参加はできません。
＊妊娠中の方は、ドルフィンスイムコースには、参加いただけません。
＊ドルフィンスイムコースの方は、免責同意書が必要です。
　持病をお持ちの方は、ウォッチングコースをおすすめいたします。

運航日時
1日4便▶ 7月22日㈭～7月25日㈰
 8月  7日㈯～8月15日㈰
 8:30［スイム対応］＊／10:30／13:00／15:30
1日2便▶ 8月  1日㈰～8月  6日㈮
 8月16日㈪～8月22日㈰
 10:30［スイム対応］＊／15:30
＊［スイム対応］について指定時間以外をご希望の場合は要相談。
泫 7月26日～7月30日の運航はありません。

定員▶1隻12名（12歳までは0.5名カウント。0歳はカウントなし）
受付▶最終受付時間は、各出航時間の２時間前まで
集合場所▶フロント前に30分前までに集合
参加料金（フロントでお支払い）
▶ウオッチングコース
　大人（中学生以上）………4,600円
　小人（3歳～12歳）………2,400円
　乳児 無料
▶ドルフィンスイムコース
　大人（中学生以上）……14,800円
　小人（5歳～12歳）……11,500円
※水着や水にぬれてもいい服装でご参加ください

▲ご予約・お問い合わせはフロント【内線8番】へ
掲載金額は消費税 10％が含まれております掲載金額は消費税 10％が含まれております

＃フォトコンテスト
テーマ

「夏の思い出」
期間／7月1日～8月31日

　　 ✿体験イベント✿

能登で革小物作り!!
　　 ✿体験イベント✿

能登で革小物作り!!

▲ご予約は客室係またはフロント【内線8番】へ（最終受付15:50)

開催期間▶毎週金・土・日曜日
作業時間▶16:00～17:30
 （約1時間30分）

集合場所▶フロント（15:50までに集合）
定　　員▶10名様まで
 （お子様・未就学児様含む）
体験費用▶1,100円（税込）～ 
 ※3アイテムより選べます　

❶コードストラップ3個
　　　　  　1,100円
❷ハニカムキーホルダー
　　　　  　2,200円
❸ちまきの小銭入れ
　　　　  　2,750円

開催日
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キーホルダー
おしゃれな
コードストラッ

プ！おしゃれな
コードストラッ

プ！ 4つ金具をつ
けるだけで

完成する小
銭入れ4つ金具をつ

けるだけで

完成する小
銭入れ

2010年の創業以来、人や環境に優しいとされる「100％
植物性タンニンなめし」の牛革を使用する工房『tasola』。

端切れとなった皮なども有効活用し、大切に商品を制作しています。さらに、
工房のある田鶴浜町は建具の町としても有名。第一線を離れた熟練の職人
さんが制作に携わった商品を、売店でも販売しております。

✿歴史探訪✿

青林寺
御便殿
拝観ツアー

✿歴史探訪✿

青林寺
御便殿
拝観ツアー

開催日時▶毎週金曜日 16:00～16:30
 ※マスク着用お願い致します。
集合場所▶フロント（15：45までに集合）
定　　員▶20名様まで（定員になり次第締切）
拝 観 料▶500円（現地にて各自お支払いただきます）
▲お申し込みはフロント【内線8番】へ（最終受付15:30)

2017年10月に国登録有形文化財に登録された、全国に数少ない御便殿が
保存されているお寺です。幻想的で美しい庭の写真が撮れることでも知られ
ています。自然と歴史に触れる体験をどうぞ。

※館内利用券のお渡しはお1人様につき1枚までとなります。
※投稿いただいた写真は加賀屋SNS等での使用許諾をいただいたものとさせていただきます。
※入賞作品の発表はInstagram及びFacebookの公式アカウントにて行います。

＊雨天の場合は中止します。
＊定員になり次第締め切りとなります。
＊要予約となります。

　　　✫アサさん✫

和倉の自然と歴史にふれる
朝の散策ツアー

　　　✫アサさん✫

和倉の自然と歴史にふれる
朝の散策ツアー
時間▶毎朝 7:00～7:40
集合▶フロント（10分前までに集合）
料金▶無料　定員▶10名様

● 　　●　　 ●　　 ●

▲お申込み詳細はフロント【内線8】（最終受付は前日21：00まで）

要予約
前日21：00まで

×

賞品

参加方法

★最優秀賞（1点） ※2022年正月のお届けとなります。
　加賀屋おせち料理　和風三段重「きらめき」
★優秀賞（1点）
　能登牛プレミアムロース400ｇ
★支配人賞（4点）
　石川県産季節の野菜セット

①公式アカウントを
フォロー

②加賀屋で撮影した
「夏の思い出」写真を
用意

③「＃加賀屋」
「＃加賀屋フォトコンテスト」
をつけて投稿

ご滞在中応募頂いた
方にはフロントにて
館内利用券500円
プレゼント♪

QRコード
読取で簡単♪

※仏事等と重なり対応できない
　場合もあります。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

葉巻と洋酒の BAR 
７月３０日２０：００～ 

・葉巻 1本     1,320円～ 

・アルコール飲料 1,300円～ 

・ソフトドリンク     450円～ 

・お得なセット販売 3,500円～ 

※ご来店は 20歳以上の方に限らさせていただきます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

葉巻と洋酒の BAR 
７月３０日２０：００～ 

・葉巻 1本     1,320円～ 

・アルコール飲料 1,300円～ 

・ソフトドリンク     450円～ 

・お得なセット販売 3,500円～ 

※ご来店は 20歳以上の方に限らさせていただきます 

【配達メニュー】
お部屋や宴会場へ配達できます

夕食をもっと豪華に夕食をもっと豪華に
夏の特選料理

加賀屋の思い出に加賀屋の思い出に

旅アトも加賀屋オンラインショップでお買い物！旅アトも加賀屋オンラインショップでお買い物！

▲【ロビーラウンジ 飛天】7：00～21：00▲【CIGAR BAR 笹笛】20：00～24：00（LO 23：30）

▲【メインダイニング四季亭】18：00～23：30（LO 23：00）

▲ご注文は客室係または配達センター【内線305番】18：00～22：30

▲【バー しぐれ】20：30～23：00（LO 22：30）

HAPPY
BAG

CIGAR  BAR 

笹笛

手取川3種利き酒セット手取川3種利き酒セット

手取川 純米吟醸 夏のにごり酒手取川 純米吟醸 夏のにごり酒

宗玄 能登乃國 純米吟醸宗玄 能登乃國 純米吟醸

四季亭オードブル四季亭オードブル
お部屋で応援！お部屋で応援！天然ふぐ

漁獲量
日本一
（2018

年）

▲お求めは売店【花にしき】にて

オリンピックを

お部屋飲みセットお部屋飲みセット

石黒サンペイ 
コミカルマジックショー

＜特典！＞タオル1枚（コカ・コーラ限定品）付＜特典！＞タオル1枚（コカ・コーラ限定品）付

・葉巻1本 1,320円～
・アルコール飲料 1,300円～
・ソフトドリンク 450円～
・お得なセット販売 3,500円～

掲載金額は消費税が含まれています掲載金額は消費税 10％が含まれております掲載金額は消費税 10％が含まれております

おすすめ

飲料
1,400円

「手取川純米吟醸」「手取川名流」「夏限定手取川にごり酒」の3種セット

１合……… 1,800円　４合瓶……… 7,000円
300㎖ 1,800円

北陸新幹線のグランクラスで採用された日本酒（加賀屋オリジナル）

▲ご注文は客室係またはフロント【内線8番】へ（特選料理最終受付19:30)

▲お申し込みご予約は担当客室係、または【内線310番】まで

▲詳細は客室係またはフロント【内線8番】へ

【おうちで加賀屋】
ご自宅で簡単にできる
レシピ紹介！

鯛のかぶと煮
2,200円

夏の味三昧
2,200円

能登のふぐ唐揚げ
1,700円

屈指の漁獲量を誇る能登の
天然ふぐ。その「能登のふぐ」
をカラッと揚げ、能登の塩で
お召し上がりください。

屈指の漁獲量を誇る能登の
天然ふぐ。その「能登のふぐ」
をカラッと揚げ、能登の塩で
お召し上がりください。

鯛の頭部を煮つめた「かぶと
煮」は旨味が凝縮、ごはん
にもお酒にもよく合います。
加賀屋の味をどうぞ！

鯛の頭部を煮つめた「かぶと
煮」は旨味が凝縮、ごはん
にもお酒にもよく合います。
加賀屋の味をどうぞ！

「サザエのつぼ焼き」、「赤
西貝の造り」、「岩だこの洗
い」は夏におすすめの味。

「サザエのつぼ焼き」、「赤
西貝の造り」、「岩だこの洗
い」は夏におすすめの味。

総料理長

おすすめ
！

冷蔵庫セット
※追加飲料は有料になります。
総額 9,640円のところ 5,500円
お得 お部屋の冷蔵庫内飲み放題！

1,600円レンタル釣竿
竿・バケツ・タオル一式ついています

※釣れた魚の調理はいたしません。 ※夜間の貸し出しはありません。

お得

お得

　　    オリジナル人気商品福袋
（加賀屋煎餅12枚入・やま柿12個入・焼き栗饅頭10個入・ちりめん山椒12袋入）
通常3,500円のところ…… 3,000円
　　    利酒師のおすすめ福袋
（浜離宮・サムライプリンセス【宗玄】・いしる煎餅・小鯛浜焼・えいひれの計5点入）
通常7,200円のところ…… 5,000円
※商品内容は変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

　　    厳選九谷焼福袋
（銀彩フリーカップ・お猪口・コースター2枚・小皿揃い【5枚セット】計5点）
通常8,700円のところ…… 6,000円
※商品内容は変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

　　    厳選輪島塗福袋
（輪島塗汁椀【2客】・輪島塗しだれ箸【2客】）
通常34,100円のところ… 22,000円
※商品内容は変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

　　    各種2,000円福袋
★石川県観光クーポンで是非！

売店人気福袋
おすすめ1

おすすめ2

おすすめ3

おすすめ4

おすすめ5

写真は２人前
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ジンズウジントニック…1,850円

くずきり………………880円

サクラや柚子といった優しくも柔らかいボタニカルフレーバーが感じられる。

【場所】雪月花1階
　　　  シアタークラブ花吹雪
【時間】20:45～21:25
【料金】大　人 ……2,000円
　　　※お飲み物は別途となります
　　   小・中学生…1,000円
　　　※未就学時のお子様は無料
　　　　　 （お飲物は有料）

【場所】祭り小屋
【時間】17:00～17:20
【料金】無料

※お席に限りがございます。
　お早めにご予約ください。
※入場時にはご持参のマスク
　を着用くださいませ。
※手指の消毒にご協力を
　お願いいたします。

【金箔入化粧品各種】
3,000円以上（税込）のお買い上げで「オリジナルマスク」1枚進呈！

6個入     780円
9個入 1,190円　

 

・のどぐろせんべい80ｇ（1袋）・白えびせんべい90ｇ（1袋）
・しおサイダー340㎖ （1本）・サントリー「ほろよい」シリーズ、
キリン「氷結」シリーズの中から、お好きなアルコール缶
（350㎖）4本お選びいただけます。

・のどぐろせんべい80ｇ（1袋）・白えびせんべい90ｇ（1袋）
・しおサイダー340㎖ （1本）・サントリー「ほろよい」シリーズ、
キリン「氷結」シリーズの中から、お好きなアルコール缶
（350㎖）4本お選びいただけます。

【7点セット】通常1,900円のところ 1,600円

２～３人前 3,000円

お得 特典！＞先着100名様ワンドリンク付特典！＞先着100名様ワンドリンク付

販売期間 7月23日㈮～8月8日㈰開催期間 7月22日㈭～8月21日㈯

開催期間 8月7日㈯～8月15日㈰

【加賀屋栗きんつば】
丁寧に焼き上げた餡と栗がつまった
加賀屋特撰の栗きんつばです。

　  ３箱以上お買い上げで5％割引!!
お食事前に笑いのひとときを

・お席は自由でございます。
・マスク着用にご協力お願いします。
・手指の消毒にご協力をお願いします。

葉巻と洋酒のBAR

※ご来店は20歳以上の方に限らせていただきます

7月30日20:00～
グランドオープングランドオープン


