
能登丼パンフレットの最新情報

店名 どんぶり名 値段（税込） 営業時間

1 能登前幸寿し 能登穴水海鮮丼 ¥4,100
平日17:00～23:00
土日祝12:00～14:00、17:00～
23:00

2 滝川食堂 能登地物丼 ¥2,200 10:00～22:00

3 福寿司 地物海鮮能登丼 ¥3,280 11:30～ネタ終了まで

4
ちゃんこ鍋、一品料理

力 オリジナル海鮮天丼 ¥1,800
11:00～14:00
17:00～22:00

5

6
お食事寿司

高尾
能登海鮮丼 ¥2,700

11:00～14:00
17:00～21:00

7
ザ・カントリークラブ・能登

森のレストラン 輪島ふぐカツ丼 ¥1,540 10:00～15:00

8
セミナーハウス

山びこ 猿鬼丼 ¥1,500
11:00～14:00
17:00～19:00

9 夢一輪館 まるごと能登牛丼 ¥2,700 11:00～14:00

10
菓子処「いわずみ」の直営

とんとん家 能登牛すきやきとろろ丼 ¥2,244 11:00～14:00

11
和味家

竹次郎 能登牛炙り丼 ¥2,000
11:00～14:00
17:00～21:00

12
国民宿舎能登
やなぎだ荘

能登牛甘辛野菜丼 ¥1,100
11:00～13:30
17:00～19:30

13 レストラン花菖蒲 能登牛ステーキ丼 ¥4,800
平日11:00～15:00
土日祝11:00～20:00

14
焼肉・居酒屋

あさひ かに丼あさひ風 ¥1,850
12:00～13:30
17:00～23:00

15 紅寿し のと海鮮丼旬の物入り ¥2,200 11:00～23:00

16
割烹

あたか 店主のわがまま丼 ¥2,700 12:00～13:30

17
民宿

かね八 旬鮮丼 ¥1,960 9:00～20:00

18
国民宿舎

能登うしつ荘 縄文くじら丼 ¥1,100
12:00～13:30
17:00～19:00

19
ホテル

のときんぷら イカソーメン丼 ¥1,100
11:00～13:30
夕：要相談

20 汝惚里ダイニング 能登半豚どん ¥1,650 12:00～22:00

削除

●能登丼の新パンフレットは、8月上旬に発行予定です。それまでは2019年7月発行のパンフレッ

トをお使いください。現状のパンフレットとの記載と一部異なる場合がございますので、下記にてご

確認ください。

●下記営業時間にかかわらず、新型コロナウィルスの影響で、休業中または変則営業をしている場合

がございます。

●能登丼のご注文には事前予約が必要な場合があります。

詳しくは店舗の情報をご覧いただくか、お電話にてご確認をお願いします。

●能登丼の食べ歩きスタンプ企画「超丼人への果てなき挑戦」、「２丼で丼チケチャンス」は、

2020年7月31日の消印まで有効とさせていただきます。

それに伴い、Ｗチャンス企画【第2期】は2020年1月1日～2020年7月31日までの応募分を8月中

に抽選いたします。

能登丼ＨＰ→

2020.６.26現在



店名 どんぶり名 値段（税込） 営業時間

21
ファミリーレストラン

大家族 能登海鮮丼（郷土食） ¥1,750 11:00～21:00

22 ラブロ恋路 能登牛玉ねぎ醤油丼 ¥1,800 11:30～13:30

23

24
レストラン

浜中 香箱カニ丼 ¥2,200 11:00～20:30

25
民宿&和風グリル

瀬戸 能登牛丼 ¥2,400
11:30～14:30
17:00～21:00

26 E´cafe 能登牛ＤＯＮ(ローストビーフ) ¥1,650 10:00～17:00

27 寿司吉 至福の香箱丼 ¥4,400 18:00～24:00
（能登丼予約の場合、昼営業可）

28
民宿&お食事

むろや 天然岩ガキ丼 ¥2,300
11:30～14:00
17:00～20:30

29
珠洲ビーチホテル
レストラン「カメリア」 能登牛ステーキ丼 ¥3,300

11:30～14:00
18:00～21:00

30
古民家レストラン

珠洲織陶苑　典座 能登牛すじ丼 ¥1,100 11:00～14:00

31
古民家のお食事処

庄屋の館 能登牛ステーキ丼 ¥2,860
11:00～なくなり次第終了
(昼休みあり)

32
割烹

滝見亭 能登海鮮丼 ¥2,200 11:00～15:00

33
天然活魚

今新 能登穴子丼 ¥1,500 11:00～15:00

34
民宿
曽々木荘/曽々木食堂 能登丼 ¥1,950 10:30～17:00

35
オープンカフェ

木の音 能登牛贅沢丼 ¥2,800 11:00～16:00

36
輪島網元

とね 輪島ふぐ天丼 ¥1,600 11:00～14:00

37

38
輪島寿司処

伸福 能登朝市丼 ¥2,800
11:30～14:00
17:00～22:00

39
漁師の店

こだわり 漁師の海鮮丼 ¥2,300 11:00～15:00

40
割烹
㐂芳

ふく丼 ¥1,870
11:00～14:00
17:00～21:00

41
民芸御食事処

まだら館 海鮮能登どんぶり ¥1,980
11:30～14:00
17:30～19:30

42
能登国

助ずし 輪島あえの風丼（海鮮丼） ¥2,860
11:30～14:00
17:00～22:00

43 海幸 輪島ふぐ丼白子のせ ¥1,980 8:30～14:00

44 朝市さかば 輪島ふぐ丼 ¥1,350 7:30～15:00

45 やぶ新橋店 輪島ふぐ炙り丼 ¥1,950 11:00～21:00

46
駅前

阿づま寿し 能登海鮮丼 ¥2,400
11:30～14:00
17:30～22:00

47 ゴーゴーカレー輪島店 輪島ふぐカツカレー丼 ¥1,200 10:55～20:55

48
御食事処

はしもとや αの豚丼 ¥1,100
11:00～14:00
18:00～20:00

49
能登空港レストラン

あんのん 能登牛丼 ¥2,000 9:00～16:00

削除

削除


