
●参考料金：学生¥2,580～、一般￥3,450～（6名様1室ご利用
時お一人様／素泊り・税込・サービス料込） ●〒920-0834 
石川県石川県金沢市常盤町212-1 ●TEL.076-252-0666 ●
駐車場約110台収容可能・無料 ●クレジットカード:利用可

●参考料金：￥4,400～（シングル／素泊まり・税込・
サービス料込） ●〒920-0847 石川県金沢市堀川町
5-2 ●TEL.076-263-5351 ●駐車場15台（800円） ●ク
レジットカード:利用可

旅館 橋本屋

MAP：B/3

レストランあり一部Wi-FiありWi-Fiあり 宴会場あり 会議室あり 大浴場あり 温泉あり 修学旅行可 スポーツ団体可
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金沢駅から徒歩3分。和倉温泉加賀屋グループの
料理旅館。加賀・能登の季節の食材を中心とした
料理と心づくしのおもてなしをご堪能下さいませ。
●参考料金：￥33,000～（お一人様／朝夕食付き・税
込・サービス料込）●〒920-0853 石川県金沢市本町
2-17-21 ●TEL.0120-378223 ●駐車場8台（無料） ●ク
レジットカード:利用可

MAP：A/2

慶応3年（1867年）創業、客室3部屋の老舗料亭旅
館です。坪庭のある静謐なお部屋で、旬の料理、吟
味された器、調度類を楽しみください。
●参考料金：¥113,850～（純和室２名様ご利用時の１室
料金・税込・サービス料込） ●〒920-0906 石川県金沢
市十間町23 ●TEL.076-231-2228 ●駐車場2台（無料） 
●クレジットカード:利用可

浅田屋旅館

料亭旅館

1

温泉旅館 日本旅館 ホテル ゲストハウス

料理旅館 金沢茶屋3

MAP：D/1

犀川の上流に佇む閑静な一軒宿。24時間入浴可能な
露天岩風呂のある天然温泉と一品出しの加賀会席。
ご満足いただけるおもてなしでお待ち致しております。
●参考料金：￥20,000～（お一人様／朝夕食付き・税
込・サービス料込）●〒920-1302 石川県金沢市末町
23-10 ●TEL.076-229-1122 ●駐車場50台（無料） ●ク
レジットカード:利用可

MAP：D/5

金沢郊外の静かな山間に佇む、創業230年の趣の
ある老舗旅館。琥珀色のモール泉はつるつるの肌
ざわりの美人の湯。中庭の能舞台も必見です。
●参考料金：￥18,700～（お一人様／朝夕食付き・税
込・サービス料込）●〒920-0165 石川県金沢市深谷町
チ95 ●TEL.076-258-2133 ●駐車場:バス3台・乗用車
30台（無料） ●クレジットカード:利用可

深谷温泉 元湯石屋7

金沢犀川温泉 河端の湯宿 滝亭6

MAP：C/6

金沢を代表する老舗料亭。建物と庭園が伝統の様式
美を漂わせています。加賀料理をはじめ、器から客室の
調度品にいたるまで、超一流を演出いたしております。
●参考料金：￥49,500～（2名様以上１名様あたり／朝
夕食付き・税込・サービス料込） ●〒920-0911 石川県
金沢市橋場町2-23 ●TEL.076-221-8188 ●駐車場10
台（無料）  ●クレジットカード:利用可

MAP：A/2

加賀、前田家の元家老の家系、横山男爵別邸を譲り受
けた広大な敷地には本館のほか、5棟の離れが点在。創
業以来「一客一亭」のもてなしを守り続けるお宿です。
●参考料金：￥59,400（お一人様／朝夕食付き・税込・
サービス料込）●〒921-8033 石川県金沢市寺町
1-8-50 ●TEL.076-243-2121 ●駐車場10台（無料） ●
クレジットカード:利用可

金沢迎賓館 金茶寮4

料亭旅館 金城樓2

ひがし茶屋街を見おろす庭園に点在する離れ座敷で、
季節の料理がお楽しみいただけます。創業以来の「一客
一亭」のおもてなしの精神は、今も受け継がれています。
●参考料金：￥45,300～（お一人様／朝夕食付き・税
込・サービス料込）●〒920-0831 石川県金沢市東山
1-31-25 ●TEL.076-252-5171 ●駐車場7台（無料） ●
クレジットカード:利用可

MAP：D/2

山乃尾5

■金沢市では上記宿泊料金に別途、宿泊税が課税されます。 詳しくは金沢市のホームページをご覧下さい。（2022年10月現在）
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MAP：B/4

明治26年から続く閑静な界隈の小さな旅館です。兼
六園、近江町市場、ひがし茶屋街も徒歩圏です。お客
様に合わせた柔軟なおもてなしを心がけております。
●参考料金：￥6,900～（お一人様／素泊まり・税込・サー
ビス料込）●〒920-0902 石川県金沢市尾張町1-2-19 ●
TEL.076-263-7121 ●駐車場なし（近隣のコインパーキン
グをご案内します）●クレジットカード:利用可

MAP：C/3

大正八年創業の小さな和風の宿。金沢21世紀美
術館・兼六園・金沢城公園・武家屋敷などの観光
や、繁華街での買物・食歩きも徒歩圏内の好立地。
●参考料金：￥6,000～（お一人様／素泊まり・税込・
サービス料込） ●〒920-0962 石川県金沢市広坂
1-1-27 ●TEL.076-231-3547 ●駐車場8台（1,000円） 

きくのや旅館10

旅館やまむろ9

大正8年（1919年）創業、駅前ながら静かな小路に佇む
宿。格子と暖簾が愛想らしい金沢情緒溢れる小さな
宿です。地物を使ったお料理をお出ししております。
●参考料金：￥16,500～（お一人様／夕朝食付き・税込・
サービス料込・宿泊税別）お二人以上 ●〒920-0853 石
川県金沢市本町2-19-13 ●TEL.076-221-0187 ●駐車場6
台（有料）又は近隣のコインパーキング（有料）●現金のみ

職人の技が光る創作加賀会席、厳選した素材にこ
だわり地物を使った絶品加賀料理で至福のひとと
きをお過ごしください。
●参考料金：￥13,500～（お一人様／朝夕食付き・税
込・サービス料込）●〒921-8106 石川県金沢市十一屋
町3-30 ●TEL.076-243-1631 ●駐車場10台（無料） ●
クレジットカード:利用可

12

鹿島屋旅館11

市内中心部、老舗街「尾張町」に位置し、金沢城公園、
兼六園、ひがし・主計町茶屋街、近江町市場等は徒歩2
分～7分圏内で観光の拠点に最適。浴室は「ハーブ湯」。
●参考料金：￥11,300～（お一人様／朝夕食付き・税
込・サービス料込）●〒920-0902 石川県金沢市尾張町
1-10-31 ●TEL.076-231-3128 ●駐車場15台（無料） ●
クレジットカード:利用可

MAP：C/3

中安旅館13

MAP：A/4

金沢21世紀美術館前、風致地区唯一の和風旅館。
兼六園、金沢城公園に隣接。当館ロビーのグランド
ピアノでお客様も音楽をお楽しみいただけます。
●参考料金：￥5,000～（お一人様／素泊まり・税込・
サービス料込：※2名様から） ●〒920-0964 石川県金
沢市本多町3-1-23 ●TEL.076-221-0078 ●駐車場あ
り（無料）●完全予約制

MAP：C/4

小さな玉手箱のような、金沢の隠れ家的町家。小さ
いながらもこだわりを大切にしている完全予約制
の宿。予約時にお部屋を選んでお申込み下さい。
●参考料金：￥7,500～（1部屋2名様利用時／素泊ま
り・税込・サービス料込）●〒920-0866 石川県金沢市
中央通町3-21 ●TEL.076-261-8785 ●駐車場10台（無
料）  ●完全予約制

いりたや 川久庵17

百寿荘15

MAP：C/3

21世紀美術館・兼六園・長町武家屋敷・忍者寺ま
で徒歩・5～10分。。繁華街片町の裏通りにあり、観
光・食歩き・買物に便利。家庭的な小旅館です。
●参考料金：￥6,000～（お一人様／朝食付・税込・サー
ビス料込・宿泊税別） ●〒920-0981 石川県金沢市片
町1-5-2 ●TEL.076-263-0455 ●駐車場は近隣のコイ
ンパーキング利用（有料）●クレジットカード:利用可

MAP：B/4

金沢最古の老舗旅館で、家庭的なおもてなしが自
慢です。近江町市場直ぐそばに立地し、金沢城公
園・兼六園をはじめ、観光名所は徒歩圏内です。
●参考料金：￥7,700～（お一人様／一泊朝食付き・税込・
サービス料込） ●〒920-0906 石川県金沢市十間町54 ●
TEL.076-221-0157 ●駐車場なし（近隣にコインパーキング
有り） ●無料レンタサイクルあり●クレジットカード:利用可

すみよしや旅館8

村田屋旅館14

金沢駅そば。ビジネス・長期滞在、サークル・スポーツ団
体等承ります。別館～英～は一日一組限定の金澤町
家。土蔵に泊って「いにしえ」の空間へタイムスリップ！
●参考料金：￥6,600～（お一人様／夕朝食付き・税込・
サービス料込）●〒920-0853 石川県金沢市本町
2-19-7 ●TEL.076-222-3270 ●駐車場6台（有料） 

MAP：B/2

旅館しばや・別館 金澤町屋～英～16

MAP：B/1

JR金沢駅東口正面に位置し、商用・観光に至便のホ
テル。全客室にはTVシステム、ウォシュレット、高速
無線LAN（全館Wi-Fi）、冷蔵庫を配備しております。
●参考料金：￥6,000～（シングル／素泊まり・税込・
サービス料込） ●〒920-0853 石川県金沢市本町
2-16-16 ●TEL.076-263-3333 ●駐車場40台（1,000
円） ●クレジットカード:利用可

MAP：A/2

JR金沢駅より徒歩3分。男女別浴場も有ります。全客
室 Wi-Fi（LAN接続も可）、20型液晶テレビ、ウォ
シュレットを完備。ビジネス、観光にご利用ください。
●参考料金：￥4,500～（シングル／素泊まり・税込・
サービス料込）●〒920-0847 石川県金沢市堀川町
5-3 ●TEL.076-263-5311 ●駐車場20台（無料） ●ク
レジットカード:利用可

金沢セントラルホテル20

ガーデンホテル金沢23

MAP：C/6

JR金沢駅から徒歩2分。兼六園やひがし茶屋街へのア
クセスも抜群で観光やビジネスに絶好の拠点です。広
いお部屋と大きなベッドで快適な寛ぎのステイを提供。
●参考料金：￥6,000～（ツインお一人様／素泊まり・税
込・サービス料込）●〒920-0849 石川県金沢市堀川
新町2-20 ●TEL.076-224-7755 ●駐車場あり（有料） 
●クレジットカード:利用可

MAP：B/1

BBHホテルグループのホテルクラウンヒルズ金沢。
地域で一番の豪華和洋朝食バイキングやサウナ付
き大浴場、ウェルカムコーヒーが大人気！
●参考料金：￥4,280～（シングル／素泊まり・税込・
サービス料込）●〒920-0981 石川県金沢市片町
1-2-44 ●TEL.076-261-3100 ●提携駐車場あり
（1,000円） ●クレジットカード:利用可

ホテルクラウンヒルズ金沢28

ダイワロイネットホテル金沢26

旧館総檜造りの落ちついた佇まいと、四季折々の風
情を写し出す純日本庭園はお客様に心安らかな、大
きなくつろぎを味わっていただけるものと思います。
●参考料金：￥7,000～（ツインお一人様／素泊まり・税
込・サービス料込）●〒920-0346 石川県金沢市藤江
南1-102 ●TEL.076-201-8748 ●駐車場10台（無料）

MAP：A/2

数寄屋風旅館からさわ18

MAP：B/1

金沢の中心地に佇む、大正ロマンの情緒漂うクラッシックホ
テル。兼六園まで徒歩5分と観光へのアクセスも抜群です。
観光の後は“美肌の湯”で癒やされてみてはいかがでしょう。
●参考料金：￥15,400～（ツイン2名様利用時・食事な
し・税込） ●〒920-0937 石川県金沢市丸の内6-3 ●
TEL.076-222-1212 ●駐車場50台（1,000円） ●クレ
ジットカード:利用可

MAP：C/3

金沢駅から徒歩3分。リーズナブルに金沢や能登観光
を楽しめます。家庭的で温かいサービスが好評。時
折ロビーでお琴の生演奏もお楽しみいただけます。

岡ホテル19

金沢白鳥路 ホテル山楽30

MAP：A/2

近江町市場すぐそばの武蔵町にあるモダンなくつろぎ
のホテル。JR金沢駅からも近く、長町武家屋敷や金
沢城公園、兼六園、ひがし茶屋街も徒歩圏内です。
●参考料金：￥10,000～（2名様1室ご利用時お一人様
／素泊まり・税込・サービス料込） ●〒920-0855 石川
県金沢市武蔵町1-18 ●TEL.076-221-9269 ●提携有
料駐車場あり（1,100円） ●クレジットカード:利用可

MAP：B/3

四季の彩りを感じる四つの庭と加賀五彩をテーマとした
金沢初のコンセプトホテル。男女別「湯屋」で庭園美に触
れながら癒やされてください。金沢駅から徒歩約15分。
●参考料金：￥8,700～（スタンダードツイン 2名様ご利用時
のお一人様／朝食付き・税込・サービス料込） ●〒920-0043 
石川県金沢市長田2-4-8 ●TEL.076-235-3128 ●駐車場あ
り（無料） ●クレジットカード:利用可

金沢 彩の庭ホテル31

ホテルリソルトリニティ金沢27

JR金沢駅ビル内に位置し、新幹線・在来線改札口から
最も近く便利。ベッドは140cm幅使用、全館Wifi、ウォ
シュレット、加湿器（マイナスイオン発生器搭載）完備。
●参考料金：￥7,000～（シングル／素泊まり・税込・
サービス料込） ●〒920-0858 石川県金沢市木ノ新保
町1-1 ●TEL.076-222-5489 ●提携駐車場あり（有料） 
●クレジットカード:利用可

MAP：A/1

ヴィアイン金沢24

MAP：D/3

兼六園そばの閑静な街並に、古い町屋の佇まいが生かさ
れた小さなホテル。こだわりの朝食と日本庭園、蔵を改装
し、薪ストーブを設置したリビングをご用意しております。
●参考料金：￥9,900～（2名様1室ご利用時お一人様／朝
食付き・税込・サービス料込） ●〒920-0932 石川県金
沢市小将町4-17 ●TEL.076-223-5725 ●駐車場6台（無
料）●クレジットカード:利用可（VISA・デビットカード） 

MAP：D/4

清流穏やかな浅野川、ひがし茶屋街、瓦屋根が並ぶ
町並みなど、文化の香り漂う静かな環境が自慢です。
企業の宿泊研修やスポーツ合宿などに最適です。

石川県青少年総合研修センター32

カメリアイン雪椿25

MAP：B/2

シンプル且つモダンな雰囲気。また1Fにはカフェ＆
バーが併設されており、スタッフやローカル、そして
他の宿泊客とともに交流が楽しめるのが魅力です。
●参考料金：￥4,400～（シングル／素泊まり・税込・
サービス料込込） ●〒920-0906 石川県金沢市十間町
46 ●TEL.076-264-3201 ●専用駐車場なし（近隣の駐
車場をご案内しております） ●クレジットカード:利用可

MAP：C/3

駅より徒歩2分。市内観光や能登観光の基点として、
最適の立地。観光やビジネス、気楽な小旅行に安心し
てご利用いただけるよう洋室の他、和室もございます。
●参考料金：￥4,500～（シングル／素泊まり・税込・
サービス料込） ●〒920-0853 石川県金沢市本町
2-17-25 ●TEL.076-231-5224 ●駐車場8台（500円） ●
クレジットカード:利用可

ホテル ひので屋21

ホテルパシフィック金沢29

北陸自動車道より車で12分。 石川県庁、西部緑地公園、のと里山
海道近く。全室Wi-Fi対応。大浴場、コインランドリー有り。お食事
処「海の幸」（要予約）。ビジネス、スポーツイベント、能登観光に。
●参考料金：￥4,180～（シングル／素泊まり・税込・
サービス料込・宿泊税別） ●〒920-8217 石川県金沢
市近岡町808 ●TEL.076-238-4321 ●駐車場あり（無
料、大型車可・有料） ●クレジットカード:利用可

MAP：A/1

金沢みなとホテル22

MAP：A/2

金沢観光の中心地に2022年12月21日開業。煌びやかな金
装飾が施された非日常空間から静穏な優美さを持つ中庭
を眺め、日常から立ち止まるひとときをお愉しみください。
●参考料金：￥18,900～（スーペリアツイン 2名様利用
／素泊まり・税込） ●〒920-0902 石川県金沢市尾張
町1-1-1 ●TEL.076-222-8077 ●駐車場あり（1,000円） 
●クレジットカード:利用可

MAP：B/3

金沢駅から徒歩7分。築140年の金沢町家を改修。ド
ミトリー（相部屋）があり、すべてセルフサービスです。
アットホームな雰囲気の中で国際交流も楽しめます。
●参考料金：￥3,000～（お一人様／素泊まり・税込・
サービス料込） ●〒920-0868 石川県金沢市六枚町
2-22 ●TEL.076-225-7369 ●専用駐車場なし（近隣に
コインパーキングあり） ●クレジットカード:利用可

ゲストハウス Pongyi（ポンギー）37

THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA36

MAP：A/3

駅より約徒歩7分！天然温泉やレディース専用ルー
ムを完備！ウエルカムバーでは、リキュールやソフト
ドリンクなどをご準備しております。
●参考料金：¥8,000（シングル／素泊まり・税込・サービ
ス料込） ●〒920-0853 石川県金沢市本町2-5-15 ●
TEL.076-231-9001 ●駐車場8台（近隣にコインパーキ
ング有り） ●クレジットカード:利用可

MAP：A/2

金沢市片町通りに2022年3月1日オープン！多くの
飲食店やファッションビルが立ち並ぶ賑やかな繁
華街・片町エリアに立地し、ビジネス・観光に最適。
●参考料金：¥7,000（ダブルルーム1名様／素泊まり・税
込・サービス料込） ●〒920-0981 石川県金沢市片町2丁
目21番7号 ●TEL.076-210-9021 ●専用駐車場なし（近
隣にコインパーキング有り） ●クレジットカード:利用可

Tマークシティホテル金沢35

スーパーホテルPremier金沢駅東口34

2019年1月開業。観光名所へのアクセス良好。客室は加賀友禅
模様を採り入れたデザインで、全室21㎡以上。最上階の大浴場
は、寝湯につかりながら金沢城公園の景色をお楽しみ頂けます。
●参考料金：¥18,900（コンフォートツイン／2名1室利用時お
一人様あたり／素泊まり・税込・サービス料無） ●
〒920-0869 石川県金沢市上堤町1-22 ●TEL.076-263-5531 
●専用駐車場なし ●クレジットカード:利用可

MAP：B/3

三井ガーデンホテル金沢33

MAP：B/2

MAP：C/6


