
金沢まいもん寿司
（寿司）

地魚だらけで７貫盛り
¥2,160
のど黒・能登のあじ・日本海のえびが入った握り

7貫。これだけでお手軽に金沢を満喫できます。

● 営業時間／11：00～22：00（L.O.21：00）

菜香樓
（広東料理・お弁当・惣菜）

七尾湾直送アオリイカと紅ズワイ入り
あんかけ焼きそば　¥1,382
表面はパリッと中はやわらかい麺の上に、加賀れんこんや

地元のお野菜をたっぷりのせた、あっさりとした塩味です。

● 営業時間／飲食 11：00～22：00（L.O.21：00）
　　　　　　お弁当・惣菜 10：00～21：00

ガーラ金澤プレミナンス
（カフェ・洋菓子）

金澤スイートポテト（5個入）

¥1,080

五郎島金時本来の自然な甘さを活かし、サクサ

クのパイの香ばしさが更に美味しさを引立てます。

加賀屋
（和食）

加賀屋秋満喫御膳
¥2,500
能登直送の魚や加賀れんこん、金時草など、石川

県の旬の食材を使った金沢ならではの御膳です。

● 営業時間／11：00～21：00（L.O.20：30）

季節料理・おでん 黒百合
（季節料理・おでん）

加賀野菜のかき揚げ丼
¥720
加賀れんこん、五郎島金時を使用したサクサクの

かき揚げをのせた丼です。

● 営業時間／11：00～22：00（L.O.21：30）

お多福
（うどん・そば）

加賀野菜と海老の天ざるうどん
¥1,512
加賀野菜は五郎島金時、加賀れんこん、金時草又は

金沢春菊を使用。揚げたてを提供しています。

● 営業時間／11：00～21：30（L.O.21：00）

おでん 山さん
（おでん・和食）

金時草の酢の物
¥432
加賀野菜の定番、金時草はヌルっとした食感と

独特の香りが特徴です。たべてみまっし～!

● 営業時間／11：00～21：30（L.O.21：00）（土日祝 L.O.20：30）
　※商品欠品が多い場合L.O.が早まります

金澤 BOSTON
（洋菓子）

金沢望郷歌　¥1,296

五郎島金時・加賀れんこん・打木赤皮甘栗かぼ

ちゃを厳選し、旨味を活かすため、着色料・保存

料は一切加えず、石川県産コシヒカリ100%を

ベースにしたフィナンシェです。

御菓子司 雅風堂
（和菓子）

五郎島金時おいもぷりん（2個入）

¥627

五郎島金時をプリンの様に柔らかく仕上げました。

お芋の旨さをお楽しみください。

和菓子処 中越
（和菓子）

黄金金時（5個入）　¥650

五郎島金時を使用。やさしい自然の甘さとほっく

りとした食感で発売以来ロングセラーの人気の

商品です。冷やして召し上がっていただくと更に

美味しくお召し上がりいただけます。

　 ルミュゼドゥアッシュ
（洋菓子）

YUKIZURI 金箔（10本入）

¥1,512

｢五郎島金時｣と金沢の伝統｢金箔｣を合わせた

YUKIZURI金箔。能登の梅酒の爽やかな酸味と贅

沢な味わいをお楽しみください。

柴舟 小出
（和菓子）

五郎島ふかふか

¥216

五郎島金時あんをしっとりとしたカステラで包み

ました。

金澤 福うさぎ
（菓子）

福うさぎ〈五郎島金時〉（4個入）

¥572

五郎島金時を使用した餡をやさしく包んで、上

品でまろやかな甘さに仕上げました。

板屋
（和菓子）

金澤五郎島金時のポテトシフォン（6個入）

¥800

五郎島金時をふんだんに使用し、お芋の自然な

甘さと旨味をフワフワした食感に仕上げたシフォ

ンです。

 　鰤のたたき本舗 逸味 潮屋
（珍味・海産物・地物炊き込み弁当）

金沢 甘えび塩辛　¥1,296

金沢産の鮮度抜群な甘えびを能登揚げ浜塩・金

沢の純米酒などで塩辛に。甘えび特有のねっと

りとした甘みとほんのりとした塩気が酒肴や温か

いご飯にぴったりです。

金澤玉寿司
（持ち帰り寿司）

甘エビ昆布〆押し寿司

¥1,080

とろけるような味わいの甘えびを"ギュッ"と凝縮し、

昆布の〆の甘さが相まっておいしさ倍増の一品

です。ぜひ、ご堪能ください。

味の十字屋
（海産物・漬物・佃煮）

地物一夜干  真いか¥864／真鯛¥1,080／甘鯛¥1,080

柳かれい¥1,080／はたはた浜焼¥540

石川県産のピチピチのお魚を薄塩で仕上げた一夜

干しと、石川県産のはたはたをみりん醤油で香ばしく

焼き上げた浜焼きです。

杉野屋与作
（水産加工品）　

能登産牡蠣の米油漬け

¥1,944

能登の里山里海が育んだ大粒の牡蠣を、素材本

来の風味を活かす｢米油｣で漬け込みました。ふっく

らした能登らしい、やさしい旨みのある味わいです。

金澤北珍 肴の匠
（珍味・海産物）

能登鮮魚干し のどぐろ

¥2,970～

能登輪島で獲れた大型ののどぐろを港から直送し、

即日加工。鮮度が特上の一夜干しです。

　農家屋かわに風土金澤
　 （スイートポテト・五郎島金時・スイーツ）

農家屋ぽてと（4個入）

¥840

五郎島金時をふんだんに使用し、しっとりなめらか

に仕上げたスイートポテトです。

まるろく
（珍味・佃煮）

プレミアム治部丼

¥1,080

鶏肉、野菜、麩をじっくり煮込んだ伝統の一品

です。加賀野菜具だくさんです。

四十萬谷本舗
（漬物）

金澤ぴくろす

¥432

かぶら・胡瓜・加賀れんこんなどを国産玄米黒酢

入りオリジナル調味酢であっさりと仕上げました。

見て楽しい、食べて美味しい一品です。

金沢の味 佃の佃煮
（佃煮）

加賀野菜ぷりん（3個入）

¥680

野菜の栄養や大切な食物繊維を無理なく摂るこ

とができます。デザートとしてはもちろん、食欲の

ない時にもおすすめです。

加賀麩 不室屋
（生麩・焼麩）

宝の麩 加賀野菜（6個入）

¥2,160

お湯を注ぐだけで手軽に本格的なお吸い物がで

きます。金沢の伝統野菜｢加賀野菜｣を使用した

宝の麩。

和菓子 村上
（和菓子）

芋金つば（5個入）

¥810

五郎島金時のほっくり豊かなおいしさを、そのまま

黄金色の芋きんつばにしました。

落雁 諸江屋
（和菓子）

妙蓮せんべい

¥756

金沢特産の加賀れんこんを練り込んだ餅種せん

べいです。

和菓子 末広堂
（和菓子）

うさぎ詰め合わせ

¥1,129

カスタードクリームのゴールドうさぎと、チョコ

レートクリームのホワイトうさぎ最中の愛らしい

詰め合わせです。

石川屋本舗
（和菓子）

芋がさね

¥152

五郎島金時を黒のこしあんで包み、さらにパイ生

地で焼いています。

金沢 うら田
（和菓子）

五郎島すいーと（6個入）

¥1,188

五郎島金時をパイ生地で包みました。ほおばれば

バターと五郎島金時の甘味が、お口の中に広がり

ます。

　加賀藩御用菓子司 森八
（和菓子）

金沢 五郎島小町（5個入）

¥840

能登の塩、能登大納言、宝達葛、五郎島金時、金

箔をぎゅっと詰め込んで作った"和のマドレーヌ"

です。

きんつば 中田屋
（和菓子）

金とき ※一日100個限定

¥183

程よく蒸した五郎島金時を、本来の甘みを損なわず

じっくりと口当たり良く練り上げ、自慢の薄皮で

仕上げたきんつばです。

　歳時和菓子 越山甘清堂
（和菓子）

羽二重 加賀れんこん餅（6個入）

¥1,404

やわらかい羽二重餅と風味ある加賀れんこんと

の地物菓子。他では買えない珍しい逸品です。

ゴーゴーカレー
（金沢カレー）

なすカレー
（中）¥800／（小）¥750
揚げたナスと濃厚な金沢カレーがよく合います！

● 営業時間／10：00～22：00（L.O.21：30）

鮨 歴々
（寿司）

のどぐろ炙り丼
¥4,104
今人気の"のどぐろ"をふんだんに使った当店オリ

ジナルの丼です。どうぞお召し上がりください。

● 営業時間／11：00～22：00（L.O.21：30）

…おみやげ

加賀野菜 海の幸

…飲食

あんと

加藤晧陽堂
（和菓子）

五郎島小いも

¥836

五郎島金時を使った焼き菓子。昔なつかしい味

をお楽しみください。

甘エビ

ガスエビ

加能ガニ香箱がに

あかがれい

のどぐろ

ぶり

真鯛アカイカ

「さかなざわ さちこ」は、金沢の食文化を支える「金沢の海の幸」の魅力を市内外へ発信するために誕生しました。

色々なイベントに参加していますので、見かけたらぜひ「さっちゃん」と声をかけてください！

◀金沢の海の幸マスコットキャラクター 「さかなざわ さちこ」

「 金 沢 の 海 の 幸 」

暖流と寒流のふたつの海流が交わる石川県沖の日本海は、さまざまな

魚介類が回遊する恵まれた漁場。金沢ではそんな新鮮な海の幸を、

四季を通してたっぷりと味わうことが出来ます。

金沢の海の幸の

お求めは、

あんと西

「100banマート」で！


