
金沢まいもん寿司
（寿司）

地魚だらけで7貫盛り

¥2,200
のど黒、白エビなど地元でとれる旬の魚が楽しめる

セットメニューです。

● 営業時間／11：00～22：00（L.O.21：00）

菜香樓
（広東料理・お弁当・惣菜）

七尾直送アオリイカと紅ズワイ入り

あんかけ焼きそば　¥1,408
加賀野菜を使い、あっさりと塩味の逸品です。

● 営業時間／飲食 11：00～21：30（L.O.21：00）
　　　　　　お弁当・惣菜 10：00～21：00

ガーラ金澤プレミナンス
（洋菓子）

金澤スイートポテト（5個入）

¥1,080

加賀野菜「五郎島金時」をたっぷり使ったスイート

ポテトです。五郎島金時本来の甘さを活かし、

サクサクのパイ生地に乗せ香ばしく焼き上げました。

加賀屋
（和食）

のど黒1本焼き御膳

¥4,200
のど黒1本を焼き上げた御膳料理です。

● 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

¥780
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）

海老と加賀蓮根の天ざるうどん

¥1,540
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）

魚菜屋
（和食・海鮮丼・お寿司）

五郎島金時（さつまいも）と

加賀れんこんの天ぷら　¥858
五郎島金時（さつまいも）と加賀れんこんをアツアツ、

サクサク天ぷらにてご賞味ください。

● 営業時間／11：00～21：30（L.O.21：00）

金澤 BOSTON
（洋菓子）

生サブレ五郎島金時（6枚入）

¥648

しっとりやわらかいサブレ生地の中に五郎島金時

のチョコレートが入っています。五郎島金時の豊

かな風味が口の中で広がります。

御菓子司 雅風堂
（和菓子）

五郎島金時 ころころ芋（5個入）

¥648

金沢市五郎島地区で収穫されたほくほくのおいも

を使用して作った焼き菓子です。おいもをふんだん

に使い、しっとりとした餡が特徴的です。

和菓子処 中越
（和菓子）

黄金金時　¥700

加賀野菜の五郎島金時を使用。素材の甘さを

十分に引き出したスイートポテト風のお菓子に

仕上げました。しっとりと甘い五郎島金時を存分

に堪能できるリピーターの多い商品です。

　 ルミュゼドゥアッシュ
（洋菓子）

YUKIZURI 金箔

¥1,512

石川県産の塩・米粉・梅酒を使ったYUKIZURIに

石川県産のさつまいも「五郎島金時」と金沢の伝統

「金箔」を合わせた贅沢な味わいをお楽しみください。

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優しく包んで、上品

でまろやかな甘さに仕上げた蒸し饅頭です。

板屋
（和菓子）

ポテトシフォン（6個入）

¥800

加賀野菜「五郎島金時」を使用した一口サイズ

のシフォンケーキです。

 　鰤のたたき本舗 逸味 潮屋
（珍味・海産物・地物炊き込み弁当）

天然能登寒鰤のたたき　¥1,620 （100ｇあたり）

能登が誇る冬の味覚の王者「天然能登寒ぶり」。

その中でも特に良質・大型の物を厳選、「奥能登

揚げ浜塩」で塩たたきし、豪快に炙って「たたき」

に仕上げました。

味の十字屋
（海産物・漬物・佃煮）

干し甘えび

¥540

甘えびの甘み、うまみだけで干しました。

杉野屋与作
（水産加工品）　

朝獲れ活干し めぎす　¥1,080

全国で漁獲量日本1位のめぎすを能登海洋深層水

で作った塩でさっぱりとした塩味で仕上げました。

能登産の白身魚のふっくらとした食感と旨味を

堪能してください。

ぶった農産
（農産品・漬物・珍味）

のど黒めしせんべい

¥1,296

のど黒めし本舗「いたる」監修でぶった農産の

お米を使った米粒の残ったおせんべいです。

　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）

¥980

金沢で300年続く伝統のお野菜「五郎島金時」を

ふんだんに使用したスイートポテトです。

まるろく
（珍味・佃煮）

金沢カレー〈野菜〉

¥432

加賀野菜には野菜本来のあじわいがあります。

野菜本来のおいしさでマイルドなカレーです。

四十萬谷本舗
（漬物）

金澤ぴくろす

¥432

加賀れんこん、胡瓜、かぶらなど6種類を、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）

加賀野菜プリン〈内木赤皮甘栗かぼちゃ、

加賀れんこん、五郎島金時さつまいも〉　¥680

卵と牛乳の風味を活かしたホームメイドタイプです。

加賀野菜を粉末に加工し、野菜の栄養や大切な食物

繊維をもれなくおいしく食べやすく摂ることができます。

落雁 諸江屋
（和菓子）

妙蓮せんべい

¥756

金沢特産の加賀蓮根を練り込んだ餅種せんべい

です。

和菓子 末広堂
（和菓子）

花の金沢（10個入）

¥972

黄見味しぐれで中は白あんに五郎島金時いもを

入れてある和菓子です。

石川屋本舗
（和菓子）

芋いっぽんどら焼

¥270

自社で五郎島金時を蜜漬けして、どら焼きに挟

んであります。

金沢 うら田
（和菓子）

どんつくつ（8個入）

¥1,167

加賀伝統野菜「五郎島金時」の芳醇な甘みを

豊かに包んだ金沢の余情乳菓です。

　加賀藩御用菓子司 森八
（和菓子）

金沢 五郎島小町（5個入）

¥900

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

¥194

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

柔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）

揚げレンコンカレー
（中）¥900／（小）¥800
ホクホクの加賀レンコンがカレーによく合います。

● 営業時間／10：00～22：00（L.O.21：30）

鮨 歴々
（寿司）

のどぐろ炙り丼

¥4,180
日本海ののど黒と加賀蓮根をふんだんに使った

贅沢な丼です。

● 営業時間／11：00～22：00（L.O.21：00）

　※ネタがなくなり次第終了とさせていただきます。

…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（3個入）

¥555

五郎島金時というブランドで親しまれている逸品

を使った焼菓子。昔なつかしい味をお楽しみく

ださい。

すゞ め
（カフェ・塩豆大福）

すゞ めののり弁

¥980

石川県産のぶりの照り焼きが入った駅弁スタイル

のお弁当です。

多聞堂
（あられ・せんべい）

えび恋し

¥540

金沢港で水揚げされた甘えびをふんだんに包み

込んだ、あっさりサラダ味のうす焼きせんべい。

和菓子 加賀陣屋
（和菓子）

いしかわ自慢 甘えび煎餅

¥648

石川県産の甘海老とこしひかりを使用し、甘えび

煎餅に仕上げました。

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！

※金沢の海の幸 食材イメージ写真

金澤北珍 肴の匠
（珍味・海産物）

金沢ぶり大根

¥540

石川県産天然ぶりと加賀野菜の源助だいこんを

地元大野醤油をベースに煮込みました。旬のぶり

と旨味がたっぷりしみた大根をお楽しみください。


