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　オーナーシェフの畑田さんが腕をふるう、能登の
絶品イタリアン。近海の新鮮な魚介や、地元契約
農家の無農薬野菜など、地元の素材を余すところ
なく味わえる「能登愛」が詰まった一皿を求めて、

地元客はもちろん能登を訪れる人も多く足を運ぶ。
野菜の旨味が凝縮した特製「まんで美味いトマト
ソース」も好評発売中。『ハタダ』でしか味わえない
逸品を楽しみに、時間をたっぷりとって赴きたい。

石川 ・ 七尾市

イル・ピアット・ハタダ

イル･ピアット･ハタダ
石川県七尾市小島町大開地1-5
　  0767･58･3636
営／11:30～14:30（L.O.）、17:30～21:00（L.O.）
休／水曜　席／24席　P／12台
http://www5.plala.or.jp/Hatada

▶MENU
●ランチ／パスタランチ980円～、ピザラ
ンチ1,200円　●ディナー／パスタコース
2,000円、太っちょシェフのおすすめコー
ス3,500円　●アラカルト／ぺペロンチー
ノ800円、パルマ産生ハム1,000円、まんで
野菜のニョッキ1,200円、カニクリームの
リングイネ1,400円

経　路

100.3kmTotal 18.7 km/L（約2時間30分）

田鶴浜

和倉温泉

能登中島

七尾

249

159

七尾西湾

七尾東湾

能登島

石川 ・ 七尾市

海とオルゴール
テラスから望む能登湾の大パノラマ
の中、イルカが泳ぐ姿を見ることがで
きるロケーションが魅力のカフェ。
季節ごとに訪れたくなる。

0767･84･0533

石川 ・ 七尾市

のとじま水族館
色んな生物にふれあえる体験型水族
館。イルカ･アシカショーやペンギンの
お散歩タイム、日本最大級のトンネル
水槽など、見どころがいっぱい。

0767･84･1271
石川 ・ 七尾市

能登島ガラス美術館
世界各国の現代ガラス作家の造形
作品を中心に300点近く所蔵。定期
的に開催されている企画展やワーク
ショップもチェックしたい。

0767･84･1175

249

石川 ・ 七尾市

ICOU
築100年以上の酒造を改装したレト
ロモダンな空間。1階はカフェ、2階は
地元ゆかりのクラフトなどを集めた
ギャラリーを展開する。

ダイニング＆
ギャラリー

イコウ

0767･57・5797

イコウ

エンジン／直列4気筒 DOHC BMWツインパワー・ターボ・ディーゼル・エンジン　トランスミション／8速 AT　燃費／JC08モード19.4KM/L  　最高
出力／135KW（184p s）/4 . 000 r pm   最大トルク／380Nm (38 . 7Kgm )、1 , 750 r pm～2 ,750 r pm全長×全幅×全高／
4,625mm×1,800mm×1,440mm　車両重量／1,550kg　価格／4,700,000円～

【 試乗車スペック 】

今回の試乗車 BMW 320d BluePerformance

おすすめドライブスポット　
Driving Spot 
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INFORMATION

2013年9月16日（月・祝）

木田優夫投手（石川ミリオンスターズ）のトークショー in Ishikawa BMW を開催しました。

発行元 : 株式会社イーピーエム・コーポレーション
〒921-8807　石川県野々市市二日市町34街区1番　TEL（076）218-6110　FAX（076）218-7677　URL http://www.epm.co.jp

Ishikawa BMW / Toyama BMW / MINI Kanazawa

EPM Corp.

WING Ishikawa BMW

2013年10月19日（土） ・ 20日（日） Ishikawa BMW にて
当日、会場にて特別販売会開催

TMT.（世界限定1,000本）
NT3010C-P1CJ-BKC

BALL for BMWを開催します。
この度、「Ishikawa BMW」と「ウイング」がタイアップしまして「BALL for BMW 特別販売会」を
開催する運びとなりました。この企画は常日頃、ご愛顧いただいております特別なお客様のみを
お招きしての販売会でございます。究極のドライバーズウォッチを作り上げるために、
微細なパーツひとつひとつに至るまでBMWのアイデンティティを踏襲すると同時に、
時計としての最高のパフォーマンスを追求したのが「BALL for BMW」でございます。
必ずお気に入りの1本が見つかるものと確信しております。是非この機会にご来店ください。

Ishikawa BMW ショールーム にて

（AM9：30～PM7:00）

CLASSIC.
NM3010D-SCJ-SL

GMT.
GM3010C-SCJ-BK

POWER RESERVE.
PM3010C-P1CFJ-BK

CHRONOGRAPH.
CM3010C-P1CJ-BK

　読売ジャイアンツ・オリックス・ロサンジェルスド
ジャーズ・シアトルマリナーズで活躍をした日本球界
を代表する投手ということで多くのお客様にお越し
いただきました。
　トークショーではプロ野球選手のクルマ選びのこ
だわり、以前BMW Z4に乗っていたお話しなどで盛
り上がりました。また、プロ野球選手は寮長より「もし
何かあったらの為に安全なクルマを乗りなさい」と助
言があるくらい「安全性の高いクルマ」に乗ることが
進められていること。木田選手は現在TV朝日系列
の解説も行われており、食事において≪酵素≫を取
る大切さ、体温を上げると免疫力が高くなる方法、な
どをアスリートらしくお話しされました。
　また、NPBオリックス時代のケガとの闘いでの話
のなかで腰や肩に負担をかけない生活方法などは

一般生活において充分役立つ知識でありました。
　自分のエネルギーを効率よく使うのはBMWのエ
フィシェント・ダイナミクスにも通じる所もありました。
　「野球とはオヤジがくれた最高のおもちゃ」である。

親に感謝し指導してくれたすべての方々に感謝をす
ることのお話が心に残るトークショーでした。
　最後はジャンケン大会で締めくくりました。
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