
NO. 店名 体験名 
料金 

（お一人様） 
所要時間 予約について 受入人数 ご予約・お問合せ 

1 戸田時計店 仙対橋「でか山木遣」 無料 10分 
予約不要 

（不在時は不可 ） 
15名 0767-52-0420  

2 
北島屋茶店 

（国登録有形文化財） 
お抹茶挽き体験 700円 15～30分 前日までに要予約 8名 0767-53-0003 

3 御菓子処 花月 季節の上生菓子づくり 2,000円 1～2時間 
最低3日前までに 

要予約 
5名以上15名まで 0767-52-6431 

4 
昆布・海産物處  

しら井 
海藻おしば 1,000円 1時間 

一週間前までに 
要予約 

小学生以上 
8～20名 

0767-53-0589 

5 
セレクトショップ  

dips（ディップス） 
ストーン・ペイント 1,000円（石2個） 1時間 要予約 15名 0767-53-3122 

6 
高澤ろうそく店 

（国登録有形文化財） 
マイ匂い袋づくり 700円 30分 前日までに要予約 10名 0767-53-0406 

7 布施酒造 酒蔵見学・試飲体験 無料 30分 3日前までに要予約 5名 0767-53-0027 

8 漆陶舗 あらき 沈金体験 1,100～2,200円 30分～1時間 要予約 10名 0767-52-4141 

9 
鳥居醤油店 

（国登録有形文化財） 
醤油しぼり体験 300円 15分 要予約  15名 0767-52-0368 

10 花嫁のれん館 花嫁のれんくぐり体験 5,000円～ 30分 要予約 1～2名  0767-53-8743 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体験メニューが変更、中止となっている場合がございます。詳細は各店舗まで
お問合せ下さい。 



 「一本杉」の名前は、昔、奥能登へと向かう街道筋にあった一本の杉が、

人々に「出会いの一本杉」と呼ばれ、目印として親しまれていたことに由

来すると言われています。 

 600年以上の歴史があり、かつて七尾市のメインストリートとして賑わって

いた一本杉通りには、現在も40軒近くの店舗が並びます。 

 国の重要有形文化財に登録されている建物を利用した店舗もあり、歴史を

感じる街並みとなっています。 

一本杉通りをVRで散策！ 
https://youtu.be/Ath7vb3P6z0 
 
※英語版もございます 

https://youtu.be/Ath7vb3P6z0
https://youtu.be/Ath7vb3P6z0


NO. 店名 体験名 
料金 

（お一人様） 
所要時間 予約について 受入人数 ご予約・お問合せ 

1 戸田時計店 仙対橋「でか山木遣」 無料 10分 
予約不要 

（不在時は不可 ） 
15名 0767-52-0420  

青柏祭（せいはくさい） 
 
毎年5月3日～5日に行われる能登地区最
大級の祭礼。およそ高さ12ｍ、重さ20ト
ンの日本一大きな曳山「でか山」が狭い
路地を練り歩く様は圧巻。 

 明治24年創業の老舗時計店「戸田時計店」では、七尾

の祭礼「青柏祭」のお話を木遣り唄と共に聴くことが

できます。 



 昭和8年創業の老舗の茶店「北島屋茶店」では、抹茶挽きの体験ができます。

石臼を使った体験は全国でも珍しく、自分で挽いた抹茶の味は格別です。 

 明治37年建造の風情ある店舗で抹茶と七尾名物「大豆飴」を味わってみま

せんか？ 

お抹茶挽きをVRで体験！ 
https://youtu.be/33cE0AwShdE 
 
※英語版もございます 

NO. 店名 体験名 
料金 

（お一人様） 
所要時間 予約について 受入人数 ご予約・お問合せ 

2 
北島屋茶店 

（国登録有形文化財） 
お抹茶挽き体験 700円 15～30分 前日までに要予約 8名 0767-53-0003 

https://youtu.be/33cE0AwShdE
https://youtu.be/33cE0AwShdE
https://youtu.be/33cE0AwShdE


 明治29年創業の老舗和菓子店「御菓子処 花月（かげつ）」では、伝統ある和

菓子づくりを体験することができます。 

 熟練の技を持つ和菓子職人が、初心者にも分かりやすく指導してくれます。 

上生菓子づくりをVRで体験！ 
https://youtu.be/N3lGoNkT_8g 
 
※英語版もございます 

NO. 店名 体験名 
料金 

（お一人様） 
所要時間 予約について 受入人数 ご予約・お問合せ 

3 御菓子処 花月 季節の上生菓子づくり 2,000円 1～2時間 
最低3日前までに 

要予約 
5名以上15名まで 0767-52-6431 

https://youtu.be/N3lGoNkT_8g
https://youtu.be/N3lGoNkT_8g


 「昆布・海産物處 しら井」は昭和6年創業の老舗の海産物店。 

 女将の「海の森紙芝居」と海藻を使ったおしばを楽しむことができます。 

 おしばに使用する材料は、能登の海に打ち上げられた海藻を女将が集めて

きたもの。「食べる」だけではなく「見る」海藻を楽しんでみませんか。 

海藻おしばをVRで体験！ 
https://youtu.be/JZ79Y3Wnyeo 
 
※英語版もございます 

NO. 店名 体験名 
料金 

（お一人様） 
所要時間 予約について 受入人数 ご予約・お問合せ 

4 
昆布・海産物處  

しら井 
海藻おしば 1,000円 1時間 

一週間前までに 
要予約 

小学生以上 
8～20名 

0767-53-0589 

https://youtu.be/JZ79Y3Wnyeo
https://youtu.be/JZ79Y3Wnyeo
https://youtu.be/JZ79Y3Wnyeo


 洋服や小物が集まる「セレクトショップ Dips」。 

 併設したアトリエでは、能登の石を使ったストーンペイントを楽しむこと

ができます。 

 お好きな石に、旅の思い出を描いてみてはいかがでしょうか。 

ストーン・ペイントをVRで体験！ 

https://youtu.be/tw1X9Ce-h1Y 
 
※英語版もございます 

NO. 店名 体験名 
料金 

（お一人様） 
所要時間 予約について 受入人数 ご予約・お問合せ 

5 
セレクトショップ  

dips（ディップス） 
ストーン・ペイント 1,000円（石2個） 1時間 要予約 15名 0767-53-3122 

https://youtu.be/tw1X9Ce-h1Y
https://youtu.be/tw1X9Ce-h1Y
https://youtu.be/tw1X9Ce-h1Y
https://youtu.be/tw1X9Ce-h1Y
https://youtu.be/tw1X9Ce-h1Y


 明治25年の創業以来、七尾和ろうそくを作り続けている「高澤ろうそく

店」。店舗は国登録有形文化財にも指定されています。 

 明治の面影を残す店内では、5種の香を自分好みでブレンドし、能登上布の

袋に詰める匂い袋づくりが体験できます。 

匂い袋づくりをVRで体験！ 
https://youtu.be/SYG0lCs_9FM 
 
※英語版もございます 

NO. 店名 体験名 
料金 

（お一人様） 
所要時間 予約について 受入人数 ご予約・お問合せ 

6 
高澤ろうそく店 

（国登録有形文化財） 
マイ匂い袋づくり 700円 30分 前日までに要予約 10名 0767-53-0406 

https://youtu.be/SYG0lCs_9FM
https://youtu.be/SYG0lCs_9FM
https://youtu.be/SYG0lCs_9FM


 明治9年創業の老舗酒店「布施酒造」では、酒蔵見学と古酒の試飲体験がで

きます。 

 古酒とは長期間熟成させたお酒のことで、布施酒造では3年・5年・7年の古

酒を製造しています。 

酒蔵見学をVRで体験！ 
https://youtu.be/-dKtGl6yS-g 
 
※英語版もございます 

NO. 店名 体験名 
料金 

（お一人様） 
所要時間 予約について 受入人数 ご予約・お問合せ 

7 布施酒造 酒蔵見学・試飲体験 無料 30分 3日前までに要予約 5名 0767-53-0027 

https://youtu.be/-dKtGl6yS-g
https://youtu.be/-dKtGl6yS-g
https://youtu.be/-dKtGl6yS-g
https://youtu.be/-dKtGl6yS-g
https://youtu.be/-dKtGl6yS-g
https://youtu.be/-dKtGl6yS-g


 「漆陶舗（うるしとうほ）あらき」では、輪島塗や九谷焼などの石川県の

伝統工芸品を取り扱っています。 

 漆が塗られた皿に沈金刀で模様を掘り、上から漆と金を刷り込む輪島塗の

沈金体験ができます。 

沈金をVRで体験！ 
https://youtu.be/mlCkL9aUaIA 
 
※英語版もございます 

NO. 店名 体験名 
料金 

（お一人様） 
所要時間 予約について 受入人数 ご予約・お問合せ 

8 漆陶舗 あらき 沈金体験 1,100～2,200円 30分～1時間 要予約 10名 0767-52-4141 

https://youtu.be/mlCkL9aUaIA
https://youtu.be/mlCkL9aUaIA
https://youtu.be/mlCkL9aUaIA


 「鳥居醤油店」では、能登産の原料と手づくりにこだわって醤油づくりを

続けています。 

 槽（ふね）という名のしぼり機で、言葉のとおり舟を漕ぐように醤油の元

である“もろみ”をしぼる体験ができます。 

醤油しぼりをVRで体験！ 
https://youtu.be/SlB8Blinhkw 
 
※英語版もございます 

NO. 店名 体験名 
料金 

（お一人様） 
所要時間 予約について 受入人数 ご予約・お問合せ 

9 
鳥居醤油店 

（国登録有形文化財） 
醤油しぼり体験 300円 15分 要予約  15名 0767-52-0368 

https://youtu.be/SlB8Blinhkw
https://youtu.be/SlB8Blinhkw
https://youtu.be/SlB8Blinhkw


 「花嫁のれん」とは、幕末から明治時代にかけて加賀藩の領地である能

登・加賀・越中で始まり、今もなお続いている婚礼の風習です。 

 「花嫁のれん館」では、白無垢または打掛（男性は紋付袴）を着て、仏間

にかけられたのれんをくぐる「花嫁のれんくぐり体験」ができます。 

花嫁のれんくぐりをVRで体験！ 
https://youtu.be/JBTEgEJ34Yw 
 
※英語版もございます 

NO. 店名 体験名 
料金 

（お一人様） 
所要時間 予約について 受入人数 ご予約・お問合せ 

10 花嫁のれん館 花嫁のれんくぐり体験 5,000円～ 30分 要予約 1～2名  0767-53-8743 

https://youtu.be/JBTEgEJ34Yw
https://youtu.be/JBTEgEJ34Yw
https://youtu.be/JBTEgEJ34Yw


 七尾市内で修学旅行（教育旅行）を行った小、

中、高等学校に対し補助金を交付しています。 

補助額 500円（1人1泊あたり） 

補助上限 30万円（1修学旅行あたり） 

交付の条件 

七尾市外の小、中、高等学校が宿泊体験学習を目的に七尾市内
で実施する修学旅行であること 

七尾市内で体験学習を行っていること 

七尾市内の宿泊施設に1修学旅行あたり延べ10泊以上宿泊するこ
と 

引率教員は2人まで助成対象 

 補助金の詳細については七尾市産業部交流推進課までお問合せください 



担当部署 七尾市産業部交流推進課 

E-Mail koryu-s@city.nanao.lg.jp 

TEL 0767-53-8424 

FAX 0767-52-2812 

補助制度ホームページ 

https://www.city.nanao.lg.
jp/koryu-
s/kanko/gasshuku/gasshuku/
hojokin.html 
 

https://www.city.nanao.lg.jp/koryu-s/kanko/gasshuku/gasshuku/hojokin.html
https://www.city.nanao.lg.jp/koryu-s/kanko/gasshuku/gasshuku/hojokin.html
https://www.city.nanao.lg.jp/koryu-s/kanko/gasshuku/gasshuku/hojokin.html
https://www.city.nanao.lg.jp/koryu-s/kanko/gasshuku/gasshuku/hojokin.html
https://www.city.nanao.lg.jp/koryu-s/kanko/gasshuku/gasshuku/hojokin.html
https://www.city.nanao.lg.jp/koryu-s/kanko/gasshuku/gasshuku/hojokin.html

