
輪島市_観光施設一覧（1）

NO 名称 名称_カナ 名称_英語 住所 緯度 経度

0900000001 輪島朝市 ワジマアサイチ Wajima Morning Market
石川県輪島市河井町

1部115番地
37.396670 136.901536

0900000002 輪島キリコ会館 ワジマキリコカイカン Wajima Kiriko Art Museum
石川県輪島市

マリンタウン6番1
37.396994 136.907566

0900000003 永井豪記念館 ナガイゴウキネンカン GO NAGAI Wonderland Museum
石川県輪島市河井町

1部123番地
37.396749 136.901606

0900000004 輪島市天領黒島角海家 ワジマシテンリョウクロシマカドミケ Wajima City Tenryo Kuroshima the Kadomis' housing
石川県輪島市門前町

黒島町ロ94番地2
37.282624 136.735432

0900000005 輪島市黒島天領北前船資料館
ワジマシクロシマテンリョウ

キタマエブネシリョウカン
Wajima City Kuroshima Tenryo Kitamaebune Museum

石川県輪島市門前町

黒島町ロの114番地2
37.281907 136.734488

0900000006 輪島市櫛比の庄禅の里交流館
ワジマシクシヒノショウゼンノサト

コウリュウカン
Wajima City Kushihi-no-sho village of Zen Buddhism hall

石川県輪島市門前町

走出6の10番地
37.288981 136.769022

0900000007 千枚田ポケットパーク センマイダポケットパーク Senmaida Rice Terraces
石川県輪島市白米町

ハ部99番地5
37.424234 136.997790

0900000008 輪島市足湯施設「湯楽里」 ワジマシアシユシセツ「ユラリ」 Wajima City footbath facility "Yurari"
石川県輪島市河井町

4部169番地1
37.394130 136.905532

0900000009 輪島ドラマ記念館 ワジマドラマキネンカン Wajima Drama Memorial House
石川県輪島市河井町

1部38番地
37.396555 136.899996

0900000010 袖ヶ浜海水浴場 ソデガハマカイスイヨクジョウ Sodegahama Beach
石川県輪島市鳳至町

袖ヶ浜43番地
37.401379 136.893361

0900000011 琴ヶ浜 泣き砂の浜 コトガハマ ナキスナノハマ Kotogahama singing sand beach
石川県輪島市門前町

剱地ル字147番地
37.226098 136.703739

0900000012 輪島市袖ヶ浜キャンプ場 ワジマシソデガハマキャンプジョウ Wajima City Sodegahama Camp Site
石川県輪島市鳳至町

袖ヶ浜54番地
37.401562 136.895227

0900000013 能登平家の郷松尾家 ノトヘイケノサトマツオケ Noto Heike's Village the Matsuos' housing
石川県輪島市町野町

伏戸2字27番地
37.444497 137.068444

0900000014 輪島市自然休養村 ワジマシシゼンキュウヨウソン Wajima City Natural Recreation Village
石川県輪島市赤崎町

ハ字50番地
37.381974 136.815019

0900000015
能登・門前ファミリーイン

ビュー・サンセット

ノト・モンゼンファミリーイン

ビュー・サンセット
Noto Monzen Family Inn "View Sunset"

石川県輪島市門前町

千代29の58番地
37.268930 136.733844

0900000016 門前じんのびの湯 モンゼンジンノビノユ Monzen Jinnobi hot spring
石川県輪島市門前町

千代ハの4番地2
37.269195 136.733624

0900000017 皆月青少年旅行村 ミナヅキセイショウネンリョコウムラ Minazuki Youth Travel Village
石川県輪島市門前町

皆月17番地
37.355047 136.754100

0900000018 石川県輪島漆芸美術館
イシカワケンワジマ

シツゲイビジュツカン
Wajima Museum of Urushi art

石川県輪島市水守町

四十苅11番地
37.389800 136.891931
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名称(再) 利用可能曜日 開始時間 終了時間 利用可能日時特記事項

輪島朝市 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 08:00 12:00
第2・第4水曜日及び1/1～1/3は休業。12:00頃まで営業していますが、

商品が無くなり次第お店の数は少なくなります。

輪島キリコ会館 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 08:00 17:00

永井豪記念館 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 08:30 17:00 最終入館は16:30まで。

輪島市天領黒島角海家 火・水・木・金・土・日曜日、祝日 09:00 17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）及び12/29～1/3は休館。最終入館は16:30まで。

輪島市黒島天領北前船資料館 火・水・木・金・土・日曜日、祝日 09:00 16:00 入館希望の方は、角海家にお尋ね下さい。月曜日（祝日の場合は翌日）及び12/29～1/3は休館。

輪島市櫛比の庄禅の里交流館 火・水・木・金・土・日曜日、祝日 09:00 17:00 月曜日（祝日の場合は翌日）及び12/29～1/3は休館。最終入館は16:30まで。

千枚田ポケットパーク 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 09:00 18:00
千枚田レストハウス：平時は9:00～18:00営業。

あぜのきらめき開催期間中は9:00～19:00営業。

輪島市足湯施設「湯楽里」 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 06:00 22:00 毎週木曜日の14:00～17:00は、清掃のため利用不可。

輪島ドラマ記念館 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 08:00 15:00 1/1～1/3は休館。

袖ヶ浜海水浴場 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 09:00 17:00 7/中旬～8/中旬（年によって日にちは異なる）利用可能。

琴ヶ浜 泣き砂の浜 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 00:00 23:59

輪島市袖ヶ浜キャンプ場 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 08:30 17:00
GW、7/中旬～8/中旬（年によって日にちは異なる）利用可能。

16:00チェックイン、9:00チェックアウト。

能登平家の郷松尾家 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 08:30 17:15
12/1～3/31は休館。宿泊は15:00～翌10:00、休憩は11:00～14:00。

電話での予約制で、連絡は輪島市文化課まで（8:30～17:15）。

輪島市自然休養村 火・水・木・金・土・日曜日 08:30 17:00 月曜日、祝日、12/29～1/3は休業。

能登・門前ファミリーイン

ビュー・サンセット
月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 15:00 10:00 レストランは11:30～20:30 (ラストオーダーは20:00まで)。

門前じんのびの湯 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 11:00 21:00 基本は11:00～21:00、水曜日のみ17:00～21:00営業。

皆月青少年旅行村 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 16:00 10:00 12/1～2/末は休園。

石川県輪島漆芸美術館 月・火・水・木・金・土・日曜日、祝日 09:00 17:00 12/29～12/31、展示替え期間は休館。最終入館は16:30まで。
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名称(再) 料金（基本） 料金（詳細）

輪島朝市
無料。最寄りの駐車場を利用する際は

駐車料金が必要です。

朝市駐車場は8:30～12:00までの入出庫に対し、乗用車 300円、マイクロバス 1,000円、大型バス 2,000円。

その他の時間の入出庫については無料。

輪島キリコ会館
一般630円、高校生480円、小・中学生370円、

未就学児は無料
団体(20名以上)及び障がい者手帳をお持ちの方については、一般450円、高校生370円、小・中学生320円。

永井豪記念館 大人520円、小人210円 団体割引(10名以上)：大人470円、小人150円 ; 障がい者割引：大人320円、小人110円。

輪島市天領黒島角海家 大人320円、小中高生150円 団体料金(20名以上)：大人270円。北前船資料館との2館セット料金：大人500円。

輪島市黒島天領北前船資料館 大人320円、小中高生150円 角海家との2館セット料金：大人500円。

輪島市櫛比の庄禅の里交流館 大人320円、小中高生150円 団体料金(20名以上)：大人270円。

千枚田ポケットパーク 無料 駐車料金はかかりません。

輪島市足湯施設「湯楽里」 無料 入湯は無料。タオルは近隣施設の工房長屋で1枚100円にて販売しています。

輪島ドラマ記念館 無料

袖ヶ浜海水浴場 無料（第2駐車場）
キャンプ場開設期間に第1駐車場をご利用の方は1日500円。温水シャワーやコインロッカーの利用に100円かかります。

水シャワーは無料。

琴ヶ浜 泣き砂の浜 無料

輪島市袖ヶ浜キャンプ場 1日利用　一般1,050円、小中学生520円 休憩1回　一般520円、小中学生320円。駐車場使用料500円。

能登平家の郷松尾家
料金は利用人数及び宿泊日数により

異なります

1泊料金　1～5人まで12,570円、6～10人まで23,050円、11～15人まで33,520円、16～20人まで44,000円。

暖房利用は3,150円加算。夏季は10%加算。休憩は1時間2,100円。

輪島市自然休養村
午前/午後/夜間の各単位あたりで

料金設定あり

研修室は午前/午後/夜間各単位あたり1,500円、午前・午後利用で2,500円。郷土芸能伝習室は午前/午後/夜間

各単位あたり1,800円、午前・午後利用で3,000円。テニスコートは1人1時間200円（高校生以下無料）。

能登・門前ファミリーイン

ビュー・サンセット

1人1泊 6,600円～25,300円

（宿泊人数・プランにより異なります）
1人1泊 6,600円～25,300円（宿泊人数・プランにより異なります）。

門前じんのびの湯 大人520円、小学生320円 ほか、70歳以上470円、幼児220円、3歳未満は無料、バスタオル200円、タオル200円。

皆月青少年旅行村
キャンプ場 中学生以上1人420円、

小学生1人210円

駐車料金 乗車定員10人以下の車両 1台300円、11人以上の車両 1台500円。持込テント1張（4～6人用）520円、

その他テント持込 630円。

石川県輪島漆芸美術館
一般630円、高校大学生320円、

小中学生150円

団体割引及びネット割引：一般520円、高大学生210円、小中学生100円。輪島市在住の小中高校生は無料。

身体障がい者手帳又は療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳所持者は本人と付添人1名無料。
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名称(再) 説明

輪島朝市
1,000年以上の歴史を持つ、日本三大朝市の一つに数えられる朝市です。日本海の新鮮な魚介類や加工海産物のほか、能登の里山で採れた農産物、輪島塗などの工芸品や土産品、

輪島産スイーツなど様々なお店が出店しています。

輪島キリコ会館 輪島の夏祭りを彩るキリコ燈籠を一堂に展示。

永井豪記念館 輪島市で生まれ幼少期を過ごした世界的な漫画家・永井豪先生自身と先生の作品世界を辿れる記念館です。

輪島市天領黒島角海家 明治前期に建てられたとされる代表的な廻船問屋住宅で、主屋や土蔵群は国指定重要文化財に指定されています。

輪島市黒島天領北前船資料館 北前船模型や天領祭で使う曳山を展示しています。現在、平時は閉館中のため、入館希望者は角海家までお越しのうえ受付してください。

輪島市櫛比の庄禅の里交流館 總持寺祖院の歴史や修行の様子などをパネルや映像で紹介するほか、歴史的資料を展示。市指定有形文化財・旧酒井家の主屋や土蔵を利用した展示やイベントも開催。

千枚田ポケットパーク 日本海に面した名勝・千枚田を眺めながら食事ができるレストハウスがあります。無線LAN、EV充電設備（普通）もあります。「あぜのきらめき」などイベント時は混雑が予想されます。

輪島市足湯施設「湯楽里」 40度前後、毎分60リットルかけ流し。輪島塗の座席12席設置。足湯のほか、手湯、ペット湯があります。

輪島ドラマ記念館 2015年前期ＮＨＫ連続テレビ小説「まれ」のロケセット展示や土産物販売など。

袖ヶ浜海水浴場 環境省の「快水浴場百選」にも選定された海水浴場です。トイレ、シャワー、更衣室があります。

琴ヶ浜 泣き砂の浜 土地の娘・お小夜と若き船乗り・重蔵との悲恋物語から、お小夜の涙が砂となった琴ヶ浜を歩くと「キュッキュッ」と音を立てるようになったと言い伝わります。ハマナスやハマヒルガオの群生地。

輪島市袖ヶ浜キャンプ場 管理棟、炊事場、トイレ、シャワー、駐車場があります。

能登平家の郷松尾家
代々庄屋を務めた名家・松尾家の約150年前に建てられた古民家を一軒貸切宿として提供。1日1組20名様まで。

ユニットバス、シャワー室、洗面所、洗濯機、洋式トイレ、寝具、ストーブ、エアコン(中の間のみ)、調理器具、駐車場あり。Wi-Fi利用可。

輪島市自然休養村

能登・門前ファミリーイン

ビュー・サンセット
総部屋数23室（洋室2、和室11、和洋室5、その他5）、天然ラドン温泉、レストランあり。

門前じんのびの湯 天然ラドン温泉。大浴場2、露天風呂2、サウナ2、水風呂2、気泡風呂1、休憩室3あり。水曜日は清掃のため、15:00から営業開始。

皆月青少年旅行村 敷地面積4,950平方メートル、テント30帳可、200人収容可。日本海の絶景を見渡す丘陵地で、キャンプや自然散策などが楽しめます。

石川県輪島漆芸美術館 常時全室で漆芸品を展示している、全国的にも珍しい漆芸専門の美術館です。四季折々の展覧会のほか、輪島塗の歴史と文化を常時ご紹介しています。
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名称(再) アクセス方法 駐車場情報 バリアフリー情報

輪島朝市
北陸鉄道 輪島特急バス「輪島マリンタウン」バス停より徒歩6分

（実際には、徒歩3分程度で最初のお店に着きます）

普通車600台;

大型バス・マイクロバス等25台

輪島キリコ会館 北陸鉄道 輪島特急バス「輪島マリンタウン」バス停より徒歩3分 普通車37台;大型バス5台
多目的トイレ有り;スロープ有り;

オストメイト有り;車椅子貸出有り

永井豪記念館 北陸鉄道 輪島特急バス「輪島マリンタウン」バス停より徒歩6分 普通車37台;大型バス5台 多目的トイレ有り;スロープ有り

輪島市天領黒島角海家
北鉄奥能登バス 輪島線利用「門前総持寺前」バス停下車。

愛のりバス「門前」バス停から久川コース利用「黒島」バス停より徒歩2分
普通車3台;近隣にも駐車場有り

輪島市黒島天領北前船資料館 角海家から徒歩2分（角海家で受付しないと入館することができない） 普通車3台;近隣にも駐車場有り

輪島市櫛比の庄禅の里交流館 北鉄奥能登バス 輪島線利用「門前総持寺前」バス停より徒歩3分 普通車4台;近隣にも駐車場有り 多目的トイレ有り;車椅子の貸出有り

千枚田ポケットパーク 北鉄奥能登バス 町野線利用「白米千枚田」バス停より徒歩1分
駐車場56台;大型車5台;普通車49台;

身障者用駐車場2台

身障者用トイレ有り;オストメイト有り;

多目的シート有り

輪島市足湯施設「湯楽里」
市内循環バス のらんけバス利用 海コース 「工房長屋」バス停より徒歩1分。

又は、档コース 「馬場町郵便局前」バス停より徒歩3分
普通車8台

輪島ドラマ記念館
市内循環バス のらんけバス利用 海コース・档コース・漆コース 「いろは橋」バス停より、

いろは橋を渡って徒歩1分

朝市駐車場利用

（正午まで普通車300円）

袖ヶ浜海水浴場 市内循環バス のらんけバス利用 海コース 「袖ヶ浜海水浴場」バス停より徒歩1分
キャンプ場側(第1駐車場);

鴨ヶ浦側(第2駐車場)

琴ヶ浜 泣き砂の浜
北鉄奥能登バス 輪島線利用「門前総持寺前」バス停下車。

愛のりバス「門前」バス停から久川コース利用「剱地」バス停より徒歩10分

大型車２台;普通車25台;

車椅子用２台
多目的トイレ有り

輪島市袖ヶ浜キャンプ場 市内循環バス のらんけバス利用 海コース 「袖ヶ浜海水浴場」バス停より徒歩2分 キャンプ場開設期間は1台500円

能登平家の郷松尾家
輪島市運行バス 愛のりバス利用　東大野・寺山コース

「大倉市営住宅」バス停より徒歩6分

大型車3台;普通車13台

松尾家から約100mほど
多目的トイレ有り

輪島市自然休養村
輪島市運行バス 愛のりバス利用　西保コース

「西保小学校前」バス停より徒歩2分

能登・門前ファミリーイン

ビュー・サンセット

北鉄奥能登バス 輪島線利用「門前総持寺前」バス停下車。

愛のりバス「門前」バス停から久川コース利用「大口」バス停より徒歩10分
大型バス１台;普通車30台

門前じんのびの湯
北鉄奥能登バス 輪島線利用「門前総持寺前」バス停下車。

愛のりバス「門前」バス停から久川コース利用「大口」バス停より徒歩10分
普通車20台

皆月青少年旅行村 輪島駅 ふらっと訪夢から車で47分（国道249号線経由 27.5km） 普通車10台

石川県輪島漆芸美術館
市内循環バス のらんけバス利用 海コース 「漆芸美術館」バス停、

又は北鉄奥能登バス輪島線利用 「県立漆芸研修所前」バス停　各徒歩1分圏内
普通車40台;身障者用駐車場2台 多目的トイレ有り;車椅子の貸出２台有り
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名称(再) 連絡先名称 連絡先電話番号 URL 備考

輪島朝市 輪島市朝市組合 0768-22-7653 https://asaichi.info/
輪島市産業部

観光課

輪島キリコ会館 輪島キリコ会館 0768-22-7100 https://wajima-kiriko.com/
輪島市産業部

観光課

永井豪記念館 永井豪記念館 0768-23-0715 https://www.go-wonderland.jp/
輪島市産業部

観光課

輪島市天領黒島角海家 角海家 0768-43-1135 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2016062700015/
輪島市教育委員会

文化課

輪島市黒島天領北前船資料館 北前船資料館 0768-43-1135
輪島市教育委員会

文化課

輪島市櫛比の庄禅の里交流館 禅の里交流館 0768-42-3550 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2013030600032/
輪島市教育委員会

文化課

千枚田ポケットパーク 千枚田レストハウス 0768-34-1004
輪島市産業部

観光課

輪島市足湯施設「湯楽里」 湯楽里 0768-23-1146
輪島市産業部

観光課

輪島ドラマ記念館 輪島ドラマ記念館 0768-23-1123 https://ringisland.jp/dorama.html
輪島市産業部

観光課

袖ヶ浜海水浴場
輪島市市民生活部

環境対策課
0768-23-1853

輪島市市民生活部

環境対策課

琴ヶ浜 泣き砂の浜
輪島市市民生活部

環境対策課
0768-23-1853

輪島市市民生活部

環境対策課

輪島市袖ヶ浜キャンプ場 輪島市産業部 観光課 0768-23-1146
輪島市産業部

観光課

能登平家の郷松尾家
輪島市教育委員会

文化課
0768-22-7666 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2019031800068/

輪島市教育委員会

文化課

輪島市自然休養村
輪島市産業部

農林水産課
0768-23-1141

輪島市産業部

農林水産課

能登・門前ファミリーイン

ビュー・サンセット

能登・門前ファミリーイン

ビュー・サンセット
0768-42-2050 https://view-sunset.com

輪島市門前総合支所

地域振興課

門前じんのびの湯
能登・門前ファミリーイン

ビュー・サンセット
0768-42-2050 https://view-sunset.com/jinnobinoyu/

輪島市門前総合支所

地域振興課

皆月青少年旅行村
輪島市門前総合支所

地域振興課
0768-42-1111

輪島市門前総合支所

地域振興課

石川県輪島漆芸美術館 石川県輪島漆芸美術館 0768-22-9788 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/art/
輪島市教育委員会

文化課

https://asaichi.info/
https://wajima-kiriko.com/

