
七尾版GoToトラベル推進事業　参画宿泊施設一覧

No. 宿泊施設 住所 電話番号 ホームページ 地区

1 iyooo 石川県七尾市木町1-1-2 0767-57-5809 https://iyooo.jp/ 七尾

2 大呑ビレッジ　遊心庵 石川県七尾市花園町甲44-1 050-6861-3620 https://onomivillage.com/ 七尾

3 さたみや旅館 石川県七尾市大手町10番地 0767-52-3434 - 七尾

4 サンヒルズのと 石川県七尾市大泊町藤巻38番地 0767-59-1388 http://www.sunhillsnoto.com 七尾

5 Social Guest House neltoko 石川県七尾市馬出町イ2-5 050-6880-0616 https://neltoko.com/ 七尾

6 料理旅館　七尾城 石川県七尾市矢田町19号鉄砲山11番地 0767-53-1223 https://nanaojoh.com 七尾

7 ろくでなしB&B45 石川県七尾市温井町リ部10番地の1 0767-57-5630 https://oyayubicompany.jp/bb45/ 七尾

8 民宿つるや 石川県七尾市田鶴浜町タ部73の6 0767-68-2331 https://tsuruya-noto.jp 田鶴浜

9 国民宿舎能登小牧台 石川県七尾市中島町小牧井部55 0767-66-1121 https://www.noto-omakidai.com/ 中島

10 味な宿　宝仙閣 石川県七尾市和倉町ヨ部19番地の2 0767-62-1225 http://www.hosenkaku.jp/ 和倉

11 あえの風 石川県七尾市和倉町和歌崎8-1 0767-62-2111 https://www.aenokaze.jp/ 和倉

12 海の和風館　宿守屋寿苑 石川県七尾市和倉町ひばり2丁目52番地 0767-62-3322 https://www.yadojuen.co.jp/ 和倉

13 お宿すず花 石川県七尾市和倉町ル部4-7 0767-62-2420 http://www.suzukasou.com 和倉

14 岡田屋 石川県七尾市和倉町ワ部22番地1 0767-62-2228 - 和倉

15 おくだや 石川県七尾市和倉町ヨ部5番地1 0767-62-2062 https://wakura-okudaya.com 和倉

16 加賀屋 石川県七尾市和倉町ヨ部80番地 0767-62-4111 https://www.kagaya.co.jp/ 和倉

17 加賀屋別邸　松乃碧 石川県七尾市和倉町ワ部34番地 0767-62-8000 https://www.matsunomidori.jp/ 和倉

18 白鷺の湯　能登　海舟 石川県七尾市和倉町ワ部31番地 0767-62-0303 https://www.hotespa.net/hotels/noto_kaisyu/ 和倉

19 十番館 石川県七尾市和倉町6-6-5 0767-62-1731 http://www2.incl.ne.jp/~park/ 和倉

20 多田屋 石川県七尾市奥原町3-29-2 0767-62-3434 https://tadaya.net/ 和倉

21 大正浪漫の宿　渡月庵 石川県七尾市和倉町タ部1番地 0767-62-1788 http://togetsuan.jp/ 和倉

22 旅亭　はまなす 石川県七尾市和倉町ヨ45番地 0767-62-2320 - 和倉

23 天空の宿　大観荘 石川県七尾市和倉町六号5ﾉ 0767-62-1212 http://www.daikanso.jp/ 和倉

24 虹と海 石川県七尾市和倉町ヨ部96番地 0767-62-8111 https://www.nijitoumi.jp/ 和倉

25 日本の宿のと楽 石川県七尾市石崎町香島1丁目14番地 0767-62-3131 https://www.notoraku.co.jp 和倉

26 のと海 石川県七尾市和倉町ヨ-35-1 03-6231-0330 flyfisheratom001.wixsite.com/website-1 和倉

27 能州いろは 石川県七尾市和倉町1-10-1 0767-62-1682 http://www.noushu.co.jp 和倉

28 ホテル海望 石川県七尾市和倉町和歌崎部12番地3 0767-62-1515 https://www.kaibo.co.jp 和倉
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29 ゆけむりの宿　美湾荘 石川県七尾市和倉町和歌崎3-1 0767-62-2323 http://www.biwanso.com 和倉

30 湯の華 石川県七尾市和倉町カ部22-3 0767-62-2431 - 和倉

31 湯快リゾート　金波荘 石川県七尾市和倉町ヨ部91番地1 0570-200-445 yukai-r.jp/kinpaso 和倉

32 旅館　花ごよみ 石川県七尾市和倉町カ部13番地 0767-62-2083 http://wakura-hanagoyomi.com/ 和倉

33 Ｏｎｅ・Ｄａｙ・Ｆａｍ 石川県七尾市石崎町乙部19番地9 090-8704-9679 http://www17.plala.or.jp/One-Day-Fam/ 和倉

34 和倉温泉はまづる 石川県七尾市和倉町ル部2-2 0767-62-2164 https://www.hamaduru.jp/ 和倉

35 梅屋旅館 石川県七尾市能登島鰀目町55-30 0767-84-1315 - 能登島

36 山水荘 石川県七尾市能登島祖母ケ浦町1-48 0767-84-1168 http://user.notojima.jp 能登島

37 さわだ旅館 石川県七尾市能登島向田町に部12番地1 0767-84-1021 http://www.sawadaryokan.co.jp/ 能登島

38 島の宿えのめ荘 石川県七尾市能登島鰀目町ろ部45番地 0767-84-1344 https://enomesou.com/ 能登島

39 島の小さなホテルウインズ 石川県七尾市能登島曲町8-25-6 0767-84-1758 http://www.notowinds.com 能登島

40 能登島ゲストハウス　葉波 石川県七尾市能登島向田町128-81-2 050-5242-4911 hanaminotojima.com 能登島

41 能登島荘 石川県七尾市能登島鰀目町32-66 0767-84-1331 http://www.notojimasou.jp/ 能登島

42 能登　島宿せがわ 石川県七尾市能登島向田町118-1-1 0767-84-1022 https://notojima.com/ 能登島

43 民宿　海ほたる 石川県七尾市能登島鰀目町ろ－31 0767-84-0227 - 能登島

44 民宿成田屋 石川県七尾市能登島祖母ケ浦町5-23 0767-84-1374 http://nattamaru.com/ 能登島

45 民宿石坂荘 石川県七尾市能登島祖母ケ浦町2-2 0767-84-1167 - 能登島

46 民宿　堀井 石川県七尾市能登島祖母ケ浦町5-14 0767-84-1324 https://r.goope.jp/notojimahorii 能登島

47 民荘太左ヱ門 石川県七尾市能登島鰀目町33-74-2 0767-84-1166 http://www.tazaemon.com/ 能登島

48 民宿浜弥 石川県七尾市能登島長崎町28の6 0767-84-1710 http://www.notokuni.jp/hamaya/ 能登島

49 民宿花藤 石川県七尾市佐波町ハ部34番地2 0767-84-1142 - 能登島

50 民宿中村家 石川県七尾市能登島佐波町ヨ-25-1 0767-84-1158 - 能登島

51 民宿山長 石川県七尾市能登島佐波町ナ-14-1 0767-84-1560 - 能登島

52 民宿すがの 石川県七尾市能登島閨町ハ-5 0767-85-2323 - 能登島
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