
至高の逸品、特別公開
かつて港が物流の要だった時代があった。海に囲まれた能登には多くのモノが集

まり、多くの人が往来を重ね、いつしかこの半島は、富と信仰とが集積し、繁栄

を極める地となった。やがて人々の目に触れることなく価値あるお宝が、まるで

取り残されたように寺社や豪商の屋敷の中で時を重ねた。2019年、そんなお宝に

今一度光を当てる。にわかには信じがたい偉人たちの作品の数々が、能登を旅す

る人々を魅了することだろう。
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2020年3月まで(予定)

須須神社

スマホで読める！
多言語対応デジタルパンフレット
・７言語で読める・聞ける（音声読み上げ対応）
【日・英・中（簡体）・中（繁体）・韓・タイ・ポルトガル語】

※ブラウザ版は音声読み上げには対応しておりません。
　音声読み上げには無料アプリ（カタポケ↗）のインストールが必要です。

妙成寺

曹洞宗總持寺祖院
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能登
NOTO

「能登ふるさと博」の期間中、各所において寺宝・珍宝、

文化財や美術品などを展示し、それらに関係する能登の

人々も「お宝」として来訪者をおもてなしさせていただくイ

ベントです。

来
院
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社
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際
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を
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。



宝達志水町加賀藩十村役 喜多家

加賀百万石を陰で支え、200カ所以上
の村を治めていた十村役筆頭の喜多
家。武家の暮らしが感じられる玄関や
座敷などが公開され、併設の美術館に
は江戸時代の見事な工芸品や文化財
が収蔵されている。

前田利家より

拝領と伝えられる甲冑

住所／羽咋郡宝達志水町北川尻　

TEL／0767-28-3199　

時間／9:00～16:00

入場料／500円（20名以上400円）

住所／羽咋市滝谷町

TEL／0767-27-1226

時間／8:00～17:00

拝観料／ 500円（30名以上450円）　

1

羽咋市

妙成寺

北陸における日蓮宗の本山であり前
田家ともゆかりが深い妙成寺。五重塔
をはじめ十棟もの国重要文化財が立
ち並びます。書院と石川県の名勝にも
指定される庭園の美しさには定評があ
ります。

さざれ石（国歌）・本堂

・五重塔 など

2

200ケ所以上の村を治めていた十村役の筆頭

羽咋市

永光寺

瑩山禅師が總持寺の建立前に創立された
永光寺。室町期には後醍醐天皇の勅願寺
となるなど歴史の深さを感じさせる曹洞宗
発展史上最も重要な地位を占める古刹で
す。また、幕末の三舟と称される山岡鉄舟が
寄贈した多くの書が所蔵されている。

住所／羽咋市酒井町

TEL／0767-26-0156

時間／8:30～17:00

拝観料／300円（30名以上270円）

4
後醍醐天皇の祈願所（總持寺建立前の創立）

北陸における日蓮宗の本山

住所／鹿島郡中能登町石動山

TEL／0767-76-0409

時間／9:00～17:00 (火曜休)

入場／見学無料

中能登町

石動山大宮坊

石動山は古くから里の人 の々信仰を広
くあつめ、中世の最盛期には約360坊、
衆徒3000人を擁していたとされている。
復元整備された大宮坊は一山を統括
する中心的な坊として、権威と格式をそ
なえ、周辺の史跡とともに、当時の繁栄を
偲ぶことができます。

御成門・勅使橋

・書院台所棟・番所 など

6

山岳信仰の霊場石動山天平寺を支配する別当寺

住所／羽咋市寺家町

TEL／0767-22-0602

羽咋市

気多大社

創建2100年の歴史があり、能登一宮
として広く知られています。大伴家持が
能登を巡行したときに詠んだ歌が収め
られた「万葉集」にも記述され、国の天
然記念物「入らずの森」を詠まれた昭
和天皇の御製があります。利家とまつが
祈願した大社。

いらずの森・本殿 など

永光寺伽藍様式と称される

禅宗建築の典型 など

3
創建は2100年前といわる、能登一宮

中能登町

能登二宮天日陰比咩神社

往古より菊の御紋を装飾した上日庄、郷十
八ケ村の総社氏神で、鎌倉時代に能登國
一ノ宮気多大社につぐ名社として能登國
二ノ宮に指定さています。文徳天皇より後
円融天皇まで九度にわたって神位を受け
ています。江戸時代より「どぶろく」を製造し
ています。

住所／中能登町二宮　

TEL／0767-76-0221 

拝観料／無料

8

江戸時代から「どぶろく」製造している。

住所／中能登町能登部下　

TEL／0767-72-2233 

時間／9：30～16：00（冬季15時）

入館料／無料

中能登町

能登上布会館

中能登町は、古くから麻とのつながりが深く、
崇神天皇の皇女がこの地に滞在した際に野
生の苧麻で糸を作り、地元の婦女子に機織り
を教えたことが能登上布の起源であると言わ
れています。また、本願寺へ麻糸を納めたとい
う記録も残っており、麻を扱う技術は遥か古
（いにしえ）の時代から先人達により伝承され
ています。施設では機織りの体験もできます。

能登上布の製造技術

江戸時代から伝承される

「どぶろく」製造技術

7

崇神天皇の皇女［２０００年前）がこの地に機織りを教えたのが始まり

七尾市

本行寺（山の寺寺院群）

我国 茶道の祖　円山梅雪　草創の寺。仏
像の両手を左右にスライドさせると十字架
が現れる「隠れキリシタン秘仏」「キリシタン
大名高山右近の刀」「隠れキリシタン小紋」
などキリシタン禁教令下の時代秘かに使用
された「隠れキリシタン」に関系する多くの
資料を公開している。「ゼウスの塔」「右近修
道所跡」が境内に残っている。

隠れキリシタン佛 など

住所／七尾市小島町り134　

TEL／0767-53-0799

時間／9:00～16:00　

拝観料／500円

隠れキリシタンの寺

5
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住所／穴水町明千寺　

TEL／0768-57-1353 

拝観料／300円

9
穴水町明泉寺

白雉３年(652年)に開創された真言宗の
古刹。千手観音は観音堂に安置されてい
る本尊で、高さ153cm蓮華座に乗った一本
木造りの立像で、平安時代の作、県指定の
文化財である、また石造五重塔をはじめ、宝
篋印塔、五輪塔、石仏など鎌倉時代から室
町時代にかけての石造文化遺品がある。

石塔五重塔（国指定重要文化財）

・藤原時代の仏像

13

穴水町

来迎寺

真言宗の古刹。814（弘仁5）年、嵯峨
天皇の勅願により創建され、「勅定山」
の山号を賜り、平安時代末期、平家物
語に登場する武将・長谷部信連（はせ
べのぶつら）の祈願寺となり、寺号を

「来迎寺」と改めました。

住所／鳳珠郡穴水町大町　

TEL／0768-52-0709 

時間／9:00～16:00

拝観料／ 300円

14
平家物語に出てくる長谷部信連の祈願寺

653年に創建された古刹

七尾市

青林寺

明治４２年、大正天皇東宮殿下に在せし
折、行啓あらせられた所、お成りになられた
建物の一部を境内に移築・保存。木曽の
檜材・秋田杉等使用。特に御座所の天井
は折上げ格天井仕様でこの建物の見どこ
ろであり、また当時殿下がご使用された備
品等があります。

御便殿の御座所・折上格天井

（国指定登録有形文化財）

住所／七尾市和倉町　

TEL／0767-62-2836 

拝観料／ 御厚志

住所／穴水町字中居　

TEL／0768-56-1231 

時間／9：00～17：00　

入館料／300円（２０名以上２００円）

11
穴水町

能登中居鋳物館

室町時代の「能登利鉄多く大器を鋳
る」の大器は、近世の塩釜のような伝
統的技術の継承とされ、その生産は、
波静かな鋳物原材料のある中居浦と
知られています。鋳物館では、鋳物にま
つわる資料を保存継承しています。

鋳物師に関する古文書

・鋳造作業の模型

15

便殿建築の希少な御便殿

平安時代から大正時代まで鋳物の産地

住所／七尾市小島町　

TEL／0767-52-1019 

拝観料／無料

七尾市

妙観院

真言宗高野派に属し、830（天長7）年弘
法大師が開創され、「七不思議」をはじ
め、古くから伝説の多い寺院として知られ
ています。全国で唯一の竹に虎の釣鐘が
あります。また、珍しい唐門づくりの山門や
観音堂があり、8月9日～10日の千日詣り
は有名です。

竹に虎の釣鐘等の

七つの不思議

来迎寺キクザクラ

・幽霊掛け軸

10

七不思議のお寺

1612
志賀町

龍護寺

この地に棲む龍に仏戒を授けて災い
を治めたことが創建の由来とされる龍
護寺。歴史漂う石段を登った先には本
堂があり、像高が約120cmで、平安期
に檜の一本彫りで作られた薬師如来
坐像が拝観できます。

石川県指定有形文化財　

木造薬師如来坐像

住所／羽咋郡志賀町酒見

TEL／0767-42-0401

時間／9:00～16:00　

拝観料／無 

竜宮に通ずる霊場と古くから言われている

Google マップ
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住所／七尾市中島町横田　

TEL／0767-66-2200 

時間／9：00～17：00　

入館料／500円

七尾市

能登中島お祭り会館

奇祭、「お熊甲祭り（国指定重要無形
民俗文化財）」をテーマにした展示
館。お祭り資料館と、お祭り伝承館の2
館から構成されており、お祭りの際に
使用する、20ｍを超える深紅の枠旗や
神興、面などが展示されています。

猿田彦の面・深紅の旗 など

奇祭「お熊甲祭り（国指定重要無形民俗文化財）」をテーマとした展示館

Google マップ

輪島市

曹洞宗總持寺祖院

令和３年に開創７００年を迎える大本山總
持寺祖院。その南東部に位置する標高
220ｍの高尾山山頂に四間四方入母屋
造の立持寺（りゅうじじ）があります。今回はこ
このご本尊である聖観世音菩薩坐像（秘
仏）を總持寺祖院内で特別公開します。

住所／輪島市門前町門前　

TEL／0768-42-0005 

時間／8:00～17:00　

拝観料／400円(30名以上360円)

瑩山禅師によって建立された曹洞宗の元本山

能登観音霊場 高尾山立持寺

秘仏本尊 聖観世音菩薩 特別公開

Google マップ
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輪島市

時国家（本家上時国家）

「平家にあらずんば人にあらず」と述
べたことで知られる武将・平大納言
時忠の末裔と呼ばれる時国家の豪壮
な邸宅。約800年の歴史を受け継ぎ、
平成15年に重要文化財に指定され
ています。

大納言格式の「縁金折上格天井」・

襖に連なる平家定紋「丸に揚羽蝶」

住所／輪島市町野町南時国　

TEL／0768-32-0171 

時間／8：30～17：00　

拝観料／520円

住所／珠洲市三崎町寺家   

TEL／0768-88-2772

時間／9:00～17:00 

拝観料／(宝物殿)300円（30名以上250円）

17
珠洲市

須須神社

創建は紀元前までさかのぼる歴史を
持つ須須神社。宝物殿には国の重要
文化財である「木造男神像」などの文
化財や数 の々古文書・源義経ゆかりの
品として平家の名宝「蝉折れの笛」や

「弁慶の守刀」などが納められたと伝
えられている。

蝉折れの笛 など

21

大納言平時忠末裔、江戸末期の大規模民家建築

珠洲市

翠雲寺（旧高勝寺）

天台宗高勝寺は古くから須須神社の
宮寺として栄えた寺。明治17年の火災
に遭いましたが、仏像は難を逃れ、木
造弥勒菩薩や木造阿弥陀仏、木造延
命地蔵は数少ない高勝寺の遺産。

住所／珠洲市三崎町寺家　

TEL／090-2030-0558 

拝観料／無料

22
須須神社の宮寺（神と仏は同体思想）

日本海側一帯の守護神とされ、第10代崇神天皇の時代の創建されたと言われている。

住所／能登町字宇出津　

TEL／0768-62-0964 

拝観料／無料

19
能登町

常椿寺

原爆の図をはじめ反戦平和の大作で
知られる丸木位里・俊夫妻の松竹梅・
桂林・などの襖絵・両画伯合作の水子
地蔵尊の掛軸や絵画があります。石川
県指定天然記念物・常椿寺の大藤が
あります。

樹齢500年の

大藤（夫婦藤） など

23
樹齢500年の大藤が２本あり、夫婦藤とも言う。

住所／輪島市町野町西時国　

TEL／0768-32-0075 

時間／10：00～16：30(入館16:00まで)　

拝観料／500円

輪島市

重要文化財 時國家（下時国家）

40坪の大土間に1尺5寸角の太い大
黒柱が見事。巨大な梁組みは古い様
式の生活を偲ばせる。4月～11月の
土・日曜日に公開

建物は国の重要文化財、

庭園は国の名勝

木造阿弥陀仏 など

18

大納言平時忠末裔、江戸中期の大規模民家建築

能登町

松岡寺

能登町松波にある浄土真宗本願寺派の
寺院。波佐谷山と号し、本尊は阿弥陀如
来。開基は本願寺8世蓮如の3男蓮綱（兼
祐）。四方36mを誇る本堂は、能登最大規
模。ここには奈良興福寺から伝来したとい
う等身大の聖徳太子孝養像（国重要文化
財）がある。

住所／能登町松波　

TEL／0768-72-0048 

拝観料／無料

24
加州三ヵ寺として一向一揆の中心となった寺院

住所／輪島市町野町東大野　

TEL／0768-32-0166 

時間／9：00～17：00　

入館料／700円

輪島市

南惣美術館

「南惣」はかつての奧能登大野村の天
領庄屋。歴代の当主は敬神崇祖の念
に厚く、文化の移入を尊び、美術、茶道
を愛好したことから、収集した日本、中
国、朝鮮を主とする絵画、書、漆芸、金
工などの美術品を南惣美術館で収蔵
しています。

俵屋宗達・円山応挙・

野々村仁清の作品 など

聖徳太子孝養像

（国重要文化財）

20
天領庄屋として栄えた南惣家の米蔵

Google マップ

Google マップ

Google マップ

Google マップ

Google マップ

Google マップ Google マップ

輪島市

旧角海家住宅

黒島は、北前船の船主や船員の集落
として栄えたところです。ここには多くの
船問屋があり、角海家もその1つです。
幕末から明治中期にかけ7艘の北前
船を所有し、北海道から大阪にかけて
幅広く活躍しました。

北前船廻船問屋の収蔵品

住所／輪島市門前町黒島町　

TEL／0768-43-1135

時間／9:00～17:00　

拝観料／310円（20名以上260円）

北前船の船主住宅（国指定重要文化財）

Google マップ
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じゅうようぶん か  ざい しもときくに  け



石川県能登へのアクセス

● 能 越自動 車 道 七 尾 氷 見 道 路 [ 七 尾ＩＣ] →七尾市

●羽田 → 能登…約1時間　　●羽田 → 小松…約1時間

■飛行機をご利用の場合

■自動車をご利用の場合

■電車をご利用の場合
●JR 東 京 駅 → ＜ 北　陸　新　幹　線 ＞ → 金沢駅…約2時間30分

●JR 大 阪 駅 → ＜特急サンダーバード＞ → 金沢駅…約2時間30分

●JR 名古屋駅 → ＜ 特 急 し ら さ ぎ ＞ → 金沢駅………約3時間

◆JR 金 沢 駅 → ＜特急かがり火＞ → 七尾駅…約50分

●北陸自動車道［森本IC］→のと里山海道［徳田大津JCT］→能越自動車道経由

◆能登空港から七尾市まで車で約1時間(輪島市まで車で約20分)　

◆小松空港から七尾市まで車で約1時間30分(羽咋市まで車で約1時間) 北陸新幹線

輪島●

志賀● 穴水

七尾

金沢

小松

富山
長岡

長野

珠洲
●

加賀
温泉

福井

越後湯沢

高崎

敦賀

大阪 京都 米原 名古屋 東京

小松空港

羽田空港

のと里山空港

北陸
自動車道

東海北陸
自動車道

名神高速

長野道

東名高速 上越新幹線

東海道新幹線

和倉温泉

舞鶴若狭
自動車道

直江津

中央自動車道中央自動車道中央自動車道

関
越
自
動
車
道

関
越
自
動
車
道

関
越
自
動
車
道

上
越
自
動
車
道

上
越
自
動
車
道

上
越
自
動
車
道

能越自動車道

能登ふるさと博 検索

〒929-2372 輪島市三井町洲衛10部11番地1（能登空港ターミナルビル1階）

TEL.0768-26-2555　FAX.0768-26-2557

能登の旅 情報センター　年中無休・9時～17時

〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地（石川県観光戦略推進部 観光企画課内）

TEL.076-225-1542　FAX.076-225-1129

能登ふるさと博開催実行委員会

おすすめ休憩・情報スポット
地　区 販売箇所 営業時間 住　　所 電話番号 休　　日

珠洲市

道の駅 すずなり

道の駅 狼煙

道の駅 すず塩田村

能登町
道の駅 桜峠

観光情報ステーション「たびスタ」

輪島市
道の駅 輪島（ふらっと訪夢内 輪島駅観光センター）

道の駅 能登空港（能登の旅情報センター、空港1階）

穴水町
道の駅 あなみず（穴水町観光物産館「四季彩 」々）

能登ワイン

七尾市
和倉温泉観光協会（和倉温泉観光会館内）

道の駅 能登食祭市場

道の駅 織姫の里 なかのと

道の駅 とぎ海街道

和倉温泉駅観光案内所（JR和倉温泉駅内）

能登半島広域観光協会（七尾産業福祉センター1階）

中能登町

道の駅 のと千里浜

千里浜レストハウス

志雄パーキング（のと里山海道）

道の駅 高松

金沢駅

かほく市

羽咋市

志賀町

宝達志水町

能登デスク（金沢観光情報センター内）

8:30～18:00

8:30～17:30

8:30～17:00 冬季変更有

但し12月～2月
9:00～16:00

但し12月～3月
8:30～18:00

9:00～17:00

8:30～19:00

8:00～18:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～18:00

8:30～18:00

8:30～17:30

9:00～16:00

9:00～18:30

9:00～16:00

但し1月～3月
10:00～16:00

但し10月～3月
18:00まで

9:00～17:30
但し12月～2月
16:30まで

9:00～18:00

8:40～17:00

9:30～15:00

8:30～17:30

但し12月～3月
17:00まで

7:00～20:00
但し11月～3月
8:00～19:00

2階は、店舗に
より異なります

0768-82-4688

0768-86-2525

0768-87-2040

0768-76-1518

0768-62-8530

0768-22-1503

0768-26-2555

0768-58-1577

0768-52-3333

0767-52-7071

0767-62-1555

0767-62-1055

0767-53-7767

0767-76-8000

0767-42-0975

0767-22-3891

0767-22-2141

0767-29-2929

076-281-2221

なし

無　休

無　休

無　休

不定休

不定休

無　休

無　休

無　休

無　休

火　曜

無　休

無　休

土・日・祝日

無　休

無　休

水　曜

無　休

無　休

無　休

無　休

珠洲市野々江町シ-15

珠洲市狼煙町テ1-1

珠洲市清水町1-58-1

鳳珠郡能登町当目2-24-24

鳳珠郡能登町宇出津ト字29-2

輪島市河井町20-1-131

輪島市三井町洲衛10-11-1

鳳珠郡穴水町旭ヶ丘リ5-1

鳳珠郡穴水町大町チ41-6

七尾市府中町員外13-1

七尾市和倉町二部13番地1

七尾市石崎町タ部55-3

七尾市三島町70-1

鹿島郡中能登町井田ぬ部10-1

羽咋郡志賀町富来領家町タ-2-11

羽咋市千里浜タ1-62

羽咋市千里浜タ4-1

羽咋郡宝達志水町柳瀬

かほく市二ツ屋フ16-3

金沢市木ノ新保町1番1号

但し祝日は営業
7月～11月間無休

1/1・2、1月～3月
第1・3木曜休み

但し12/31～1/4
休み

12/30
～1/3休み

のとドンが伝える能登の魅力やお得な情報を配信！

LINE「友だち追加」から IDで検索　または「QRコード」から登録できます。

能登ふるさと博イベント「能登お宝めぐり」情報配信中 !!

ID：@717fszaq

能登
NOTO

お めぐりめぐり2019
抽選で『のとドングッズ』『のとドングッズ』

が当たるキャンペーン

も開催！

LINEお友達登録で

お めぐりめぐり
O T AKARAT AKARA MEGUR IMEGUR I

能登能登
NOTONOTO

お めぐりめぐり
O T AKARA MEGUR I

能登
NOTO

抽選で『のとドングッズ』『のとドングッズ』
が当たるキャンペーン

も開催！

LINEお友達登録で

お問い合わせ

一般社団法人 能登半島広域観光協会　
〒929-2372  輪島市三井町洲衛10部11番地1（能登空港ターミナルビル1階）

TEL.0768-26-2020
FAX.0768-26-2557

http://www.notohantou.com

E-mail : tourism@notohantou.com
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