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「のと１１５」グルメスタンプラリーの開催について 

 

１ 概 要 

  原木生しいたけ「のと１１５」の魅力を発信し、消費拡大につなげるため、
１月１５日から３月９日までの期間において、「のと１１５」を使用した創作
料理を提供する「のと１１５グルメスタンプラリー」を金沢市近郊及び能登地
域のレストラン・居酒屋等において開催する。 

 

２ 提供店舗及びメニュー 
 

店  舗  名 

 

メ  ニ  ュ  ー 
 
農家レストラン 開元 

 

しいたけ御膳 
 
メルヘンベーカリー 

 

のと１１５番地 のと１１５スコーン 
 
蔵カフェ 菜々 

 

のと１１５治部煮丼 
 

金澤ななほしカレー 

 
のと１１５と小海老のアヒージョのせカレー 

町屋いたりあん 

 kaya kaya（ｶﾔｶﾔ） 

 
のと１１５と能登カキのいしるスパゲッティ 

 
肉匠 Jade 金澤 

 
のと１１５の石焼チーズビビンバ 

 
市場のぱん屋 金澤こっぺ 

 
のと１１５コッペパン 

 
居酒屋 たまや 

 
のと１１５土鍋ごはん 

ＨＵＭ＆Ｇｏ＃（ﾊﾑｱﾝﾄﾞｺﾞｰ） 
  全店 

 
のと１１５と明太子とジャガイモのキッシュ 

 
NIMOAL（ニモアル） 

 
のと１１５とフォアグラのソティー 

 
レスピラシオン 

 
コースの一品 

 
Horita ２０５ 

 
のと１１５のマスカルポーネチーズキッシュ 

 

３ 本件に関するお問い合わせ先 

   奥能登原木しいたけ活性化協議会 事務局 藤作 清吾 

  〒927-0052 鳳珠郡穴水町平野3-21-3(JＡ全農いしかわ穴水事務所内） 

   TEL 0768-52-1240  FAX 0768-52-2217 



【応募方法】

左の応募ハガキに対象店のスタンプ2個を集めたら、必

要事項を記入し、62円切手を貼って「奥能登原木しいた

け活性化協議会スタンプラリー係」までお送りください。

応募方法はカンタン!

スタンプラリー対象の2店舗で

のと115・期間限定創作料理メニューを食べる。1

食事したお店で左の応募ハガキにスタンプを

もらい「2店舗分」集める。2

左の応募ハガキに必要事項を記入し、

「62円切手を貼って」投函する。3

スタンプを［2店舗分］集めると

「のとてまり・のと115」

奥能登原木しいたけの創作料理を

期間中、対象の12店舗で｢のと115・期間限定創作料理」を食べて
応募ハガキにスタンプをもらおう！

10名様に
抽選でプレゼント！

対 象 店

創作料理

Select
12shop

人気のレストラン、居酒屋のベスト12店で開催！
能登原木しいたけ「のと115」の創作料理を味わって、

スタンプラリーでプレゼントをゲット♪

2019年1月15日（火）～3月9日（土）開催期間

奥能登原木しいたけ「のと115」とは
奥能登で多く栽培されている、原木しいたけの品種・菌奥115号は、能登の気候風土に適して大きく育ち、

「のと115」の名で出荷されています。2011年には、その中でも極上品のみを「のとてまり」としてブランド

化。香りや風味が良く、肉厚で歯切れの良い食感が魅力です。

グルメ スタンプラリー

創作料理

奥能登原木しいたけ活性化協議会
「グルメ スタンプラリー」係 行

抽選で詰め合わせセットをプレゼント！

食べて巡ってプレゼント！

メルヘンベーカリー 蔵カフェ
菜  々（サイナ）

respiracion
レスピラシオン

市場のぱんや
金澤こっぺ

金澤ななほしカレー

居酒屋
たまや

HUM&Go＃（ハムアンドゴー）

野々市店 NIMOAL （ニモアル）

肉匠
Ｊａｄｅ（ジェイド） 金澤

Ｈｏｒｉｔａ 205

町屋いたりあん
 ｋａｙa ｋａｙa （カヤカヤ）

農家レストラン
開元

順不同

●個人情報の取り扱いについて　※応募の際にご記入いただいた個人情報につい
ては、奥能登原木しいたけ活性化協議会が抽選・当選賞品の発送など本キャンペーンに必

要な範囲内のみ活用させて頂きます。※当該業務の委託に必要な範囲内で委託先に提供

する場合を除き、ご記入頂いた個人情報をお客様の許諾なく第三者に提供することはいた

しません。（法令等により開示を求められた場合は除く）。なお、商品の発送に際しては、ご

記入頂いた個人情報を商品発送業務のため配送業者等に提供し、お届けいたしますので

予めご了承ください。

【お問い合わせ】

奥能登原木しいたけ活性化協議会
（JA全農いしかわ穴水事務所）

☎0768-52-1240
927-0052　石川県鳳珠郡穴水町字平野3-21-3

【賞 品】
抽選で10名様に

「のとてまり・のと115詰め合わせセット」を差し上げます。

応募締切 2019年 3月9日（土） 当日消印有効

※当選者の発表は賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

時間／11：00～14：00

会場／金沢近江町市場（近江町いちば館広場）

　1/262019 ●土

グルメ スタンプラリー創作料理が食べられる

EVENT



鳳珠郡穴水町川島キ115　☎0768-52-2511
営業時間／7：00～19：30
定休日／日曜日

金沢市広坂1-2-18 中村ビル２Ｆ　☎076-232-5707
営業時間／11：00～19：30（平日15：00～17：00中休み）

定休日／月曜日

金澤ななほしカレー

カレー

のと115と小海老の
アヒージョのせカレー

単品 ￥1,080（税込）　カレーセット ￥1,296（税込）

肉厚な椎茸の歯ごたえと旨味を感じる逸品。

他の具材とも相性ぴったり。

御膳セット￥1,300（税込）

dummy

しいたけ御膳

輪島市大和町356　☎0768-26-1977
営業時間／ランチ11：00～14：00 （ドリンクのみ14：00～15：00）
定休日／火曜日・第4水曜日

農家レストラン 開元

レストラン

金沢市昭和町8-17　☎076-224-1223
営業時間／17：00～24:00
定休日／日曜日

居酒屋 たまや

居酒屋

のと115土鍋ごはん

一合 ￥1,620（税込） 

“のと115”を一緒に炊くことでお米にのと115のうま味が

しみこみ、おいしい味いと、肉厚な触感を楽しめる逸品。

HUM&Go＃（ハムアンドゴー）全店

カフェ

のと115と明太子と
ジャガイモのキッシュ

単品 ￥480（税込）　※数に限りがございます。 

肉厚の“のと115”と、明太子とジャガイモを

組み合わせたボリュームのあるキッシュ。

のと115のマスカルポーネチーズ
キッシュ

単品￥540（税込）

パティシエが作る生地と当店料理長が作る

アパレイユでまるごと“のと115”のキッシュ。

金沢市野田2-202　☎076-255-7453
営業時間／9：00～19：00
定休日／水曜日

Ｈｏｒｉｔａ 205

パテスリー
＆パーラー

のと115とフォアグラのソティー

金沢市柿木畠4-12 広坂中央ビル１F　☎Ｆ076-254-1880
営業時間／17：00～25：00
定休日／日曜日（祝前日営業）

N IMOAL （ニモアル）

単品￥1,280（税込）

“のと115”とフォアグラの相性の良い料理。

居酒屋

のと115の石焼チーズビビンバ

単品￥1,080（税込）

丸々一個の“のと115”と能登牛ミンチを使い、上から濃厚な

チーズをのせて焼き上げたｊａｄｅ    オリジナルの石焼ビビンバ。

金沢市此花町3-3ライブ１ Ｂ棟2Ｆ　☎076-256-1129
営業時間／ランチ11：00～14：00
ディナー17：00～22：30　定休日／不定休

肉匠 Ｊａｄｅ  金澤

焼肉

のと115コッペパン

金沢市西念4丁目7-1　☎076-263-2323
営業時間／7：00～売り切れまで
定休日／水曜日

市場のぱんや 金澤こっぺ

1個 ￥320（税込）

肉みそを詰めて焼き上げた“のと115”を

コッペパンに挟みました。

パン屋

メルヘンベーカリー

ベーカリー

のと１１５と能登カキのいしる
スパゲッティ

金沢市泉野出町3-9-3　☎076-244-0116
営業時間／11：30～14：30（14：00LO） 18：00～24：00
定休日／月曜日

町屋いたりあん ｋａｙa ｋａｙa

単品￥1,620（税込）　

ランチセット

￥1,836（税込）

前菜・ドリンク付

“のと115”の触感と旨味に、能登カキといしるが加わり

奥深い味の一皿になっています。

イタリアン

のと115治部煮丼

鳳珠郡穴水町川島ツ126　☎0768-52-0855
営業時間／11：00～22：00（ランチ11：00～14：00）
定休日／月曜日

蔵カフェ 菜  々（サイナ）

単品￥920（税込）　※ランチでご提供

“のと115”を使った加賀料理「治部煮」を

どんぶりにしました。

レストラン

ランチまたはディナーの一品 ランチ・ディナーのアラカルト ディナーのアラカルトランチのアラカルトアラカルトランチのアラカルト

ディナーのアラカルト ランチ・ディナーコースの一品 アラカルトランチ・ディナーのアラカルトディナーのアラカルトアラカルト

のと115番地 のと115スコーン

“のと115”を丸ごと自家製酵母でじっくり発酵させた

クロワッサン生地にのせた逸品と乾燥した“のと115”

を練りこんだ香りが特徴のスコーン。

順不同

“のと115”をふんだんに使ったおこわ、鉄板焼き、

天ぷら等、能登の恵みが一度に楽しめる御膳。

単品￥464（税込）

スコーン￥378
6個入り（税込）

respiracion  レスピラシオン

コースの一品

レストラン

“のと115”に石川の旬のお野菜をあわせたサラダ。

石川の大地を掘り起こすイメージ。

ランチコース  

￥5,400（税込）

ディナーコース

￥7,560（税込）から

金沢市博労町67　☎076-225-8681
営業時間／ランチ12：00～13：00 
ディナー18：00～21：30　定休日／月曜日

開催期間 2019年1月15日（火）～3月9日（土）Select 12shop
人気のレストラン、居酒屋で能登原木しいたけ「のと115」の創作料理を味わって、スタンプラリーでプレゼントをゲット♪

※セットはカレー2種
　選べます。

野々市店
香林坊アトリオ店
橋場町スタンド店

☎０76-256-3386
☎076-225-8018
☎076-255-0207

営/9：00～22：00
営/10：00～19：00
営/8:00～18:00

定休日／不定休

※お料理の内容が変わる場合もございます。ご了承ください。

※サービス料別途
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