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取扱店舗名 郵便番号 エリア 所在地 電話番号 業態

英フォトランド・英薬局 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ B1F 076-220-1516 小売

理容室アトリオ 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ B1F 076-220-1450 その他

あそびや　あとりお堂 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ B1F 076-220-1033 小売

ハティハティ 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ B1F 076-221-1601 その他

一芳 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ B1F 090-3405-6202 小売

トゥモローランド 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ 2F 076-220-1058 小売

ソブ．ダブルスタンダードクロージング＋_ 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ 2F 076-220-1016 小売

マイケル・コース 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ 2F 076-220-1015 小売

フルラ 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ 2F 076-255-2068 小売

ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ 3F 076-220-1027 小売

アニエスベー 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ 3F 076-220-1040 小売

アニエスベーボヤージュ 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ 3F 076-220-1041 小売

エーグル 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ 3F 076-234-7017 小売

リーガルシューズ 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ 4F 076-220-1508 小売

ラフィネ 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ 4F 076-255-0851 その他

オーダースーツSADA 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ 4F 076-254-1868 小売

金澤ちとせ珈琲 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ B1F 076-220-1010 グルメ

ハム＆ゴー 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1香林坊アトリオ B1F 076-225-8018 グルメ

ジェラートピケカフェ　香林坊アトリオ店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1-1-1　香林坊アトリオB1 076-225-7098 グルメ

コーチ　金沢アトリオ店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1-1-1　香林坊アトリオ1F 076-220-1070 小売

フォックスファイヤー　香林坊アトリオ店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1-1-1　香林坊アトリオ4F 076-255-6935 小売

金沢百番街 金沢わらじ屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3792 小売

金沢百番街 金澤発祥 まかないこすめ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-201-8400 小売

金沢百番街 伝統工芸 金沢九谷 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3743 小売

金沢百番街 百椀百膳 能作 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-223-0241 小売

金沢百番街 箔一 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-234-0891 小売

金沢百番街 友禅工芸 すずらん 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-231-1758 小売

金沢百番街 石田漆器店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3772 小売

金沢百番街 モリシタ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3740 小売

金沢百番街 創作漆器 わこう 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3775 小売

金沢百番街 はいから本舗 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3859 小売

金沢百番街 金箔屋 さくだ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3847 小売

金沢百番街 金沢地酒蔵 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3739 小売

金沢百番街 烏鶏庵 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-222-2755 小売

金沢百番街 金澤BOSTON 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3782 小売

金沢百番街 ル ミュゼ ドゥ アッシュ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-234-1600 小売

金沢百番街 加賀棒茶 丸八製茶場 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-222-6950 小売

金沢百番街 あめの俵屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3745 小売

金沢百番街 加賀藩御用菓子司 森八 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3757 小売

金沢百番街 芝寿し 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-261-4844 小売

金沢百番街 大友楼 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-6335 小売

金沢百番街 ますのすし本舗 源 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-223-8086 小売

金沢百番街 金澤玉寿司 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-223-3858 小売

金沢百番街 鰤のたたき本舗 逸味 潮屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-222-0408 小売

金沢百番街 百番銘華 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3752 小売

金沢百番街 和菓子処 中越 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3770 小売

金沢百番街 板屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3780 小売

金沢百番街 金澤 福うさぎ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-221-1511 小売

金沢百番街 和菓子 加賀陣屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3760 小売

金沢百番街 高砂屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3751 小売

金沢百番街 菓匠 みのや 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3781 小売

柴舟小出　百番街あんと店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3754 小売

金沢百番街 越山甘清堂 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-231-3703 小売

金沢百番街 菓匠 まつ井 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3778 小売

金沢百番街 きんつば 中田屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-6069 小売

金沢百番街 菓匠 高木屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3777 小売

金沢百番街 清香室町 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-0131 小売

まめや金澤萬久　金沢百番街店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　あんと百番街館内 076-260-1080 小売

金沢百番街 茶菓工房 たろう 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-263-1088 小売

金沢百番街 加賀麩 不室屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3753 小売

金沢百番街 金沢の味 佃の佃煮 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3765 小売

金沢百番街 近江町市場 ヤマカ水産 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3736 小売

金沢百番街 金沢 うら田 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3774 小売

金沢百番街 石川屋本舗 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3768 小売

金沢百番街 和菓子 末広堂 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3784 小売

金沢百番街 落雁諸江屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3750 小売

金沢百番街 和菓子 村上 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3761 小売

金沢百番街　ささら屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3755 小売

金沢百番街 金沢 ヤマト醤油味噌 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-8500 小売

金沢百番街 ぶった農産 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-256-0177 小売

金沢百番街 まるろく 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3788 小売

金沢百番街 農家屋 かわに 風土金澤 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-232-1288 小売

金沢百番街 加賀麩司 宮田 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3785 小売

金沢百番街 金澤北珍 肴の匠 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3738 小売

金沢百番街 鮨蒲本舗 河内屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3762 小売

金沢百番街 杉野屋与作 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3763 小売

金沢百番街 味の十字屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-223-2299 小売

金沢百番街 天狗中田本店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3764 小売

金沢百番街 魚菜屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-233-2217 グルメ

金沢百番街 すゞめ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-221-5011 小売

金沢百番街 菜香樓 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-202-3156 グルメ
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金沢百番街 金沢まいもん寿司 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-225-8988 グルメ

金沢百番街 おでん 山さん 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-231-1886 グルメ

金沢百番街 季節料理・おでん 黒百合 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3722 グルメ

金沢百番街 加賀屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-263-2221 グルメ

８番らーめん　金沢駅店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3731 グルメ

金沢百番街 鮨 歴々 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-254-5539 グルメ

金沢百番街 ゴーゴーカレー 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-256-1555 グルメ

金沢百番街 ルコタンタン金沢 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-208-4077 小売

金沢百番街 le.coeur blanc 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-223-5220 その他

金沢百番街 Samantha Thavasa 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-213-5116 小売

金沢百番街 mystic 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3705 その他

金沢百番街 PEACH JOHN 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-254-0275 その他

金沢百番街 alto grado 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3820 小売

金沢百番街 DIANA 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-222-9666 小売

金沢百番街 Laline 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-208-4122 小売

金沢百番街 russet 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-1370 小売

金沢百番街 CAPRICIEUX LE' MAGE 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-1367 その他

金沢百番街 WHO'S WHO Chico 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-1048 その他

金沢百番街 Bleu Bleuet 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-1267 小売

金沢百番街 Biople by CosmeKitchen 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-256-0889 小売

金沢百番街 Samantha Thavasa Petit Choice 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-1030 小売

金沢百番街 STRAWBERRY-FIELDS 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-255-0182 その他

金沢百番街 Jouete 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-254-1184 その他

金沢百番街 AneMone 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-201-8030 小売

金沢百番街 Mizube 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-223-6217 小売

金沢百番街 Zoff 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-262-2166 その他

金沢百番街 靴下屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3815 その他

金沢百番街 ACE Shoes 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-232-1881 その他

金沢百番街 Lee 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-221-2118 その他

金沢百番街 Lindt Chocolat Cafe 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-282-9992 小売

金沢百番街 カルディコーヒーファーム 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-233-5535 小売

金沢百番街 3COINS 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-0277 小売

金沢百番街 SNOOPY TOWN Shop 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-223-3033 小売

金沢百番街 tutuanna* 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-261-2230 その他

金沢百番街 うつのみや書店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3818 その他

金沢百番街 Limi 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-264-0757 その他

金沢百番街 工房 輝 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-224-1116 その他

金沢百番街 OVERRIDE 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-225-7251 その他

金沢百番街 KBF 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 050-2017-9182 その他

金沢百番街 中川政七商店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-204-6184 小売

金沢百番街 白山そば 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-4455 グルメ

金沢百番街 Maple House 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-3848 グルメ

金沢百番街 gelato pique 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-225-7988 その他

金沢百番街 WSI 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-255-1156 小売

金沢百番街 LE TRIO ABAHOUSE 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-255-3620 その他

金沢百番街 SHIPS 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-222-0370 その他

金沢百番街 FRED PERRY 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-224-1170 その他

金沢百番街 kissora 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-6010 小売

金沢百番街 URBAN RESEARCH 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 050-2017-9031 小売

金沢百番街 Franc franc 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-224-8015 小売

金沢百番街 カンパーニュ クチーナ&バール 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-224-0141 グルメ

金沢百番街 吉野家 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-221-5504 グルメ

カフェぶどうの森　ファーム金沢百番街店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　JR金沢駅百番街あんと西1F 076-222-1818 グルメ

金沢百番街 カフェ 加賀麩不室屋 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-235-2322 グルメ

金沢百番街 ドンク 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-235-2161 小売

金沢百番街 100banマート 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-235-3000 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

金沢百番街 Oriental Brewing 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-208-4311 グルメ

金沢百番街 廻る富山湾すし玉 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-235-3238 グルメ

金沢百番街 薬マツモトキヨシ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-261-0281 その他

金沢百番街 串焼居酒屋 酉笑。 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-231-2000 グルメ

金沢百番街 らうめん侍 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-223-3661 グルメ

金沢百番街 信州そば処そじ坊 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-235-2131 グルメ

駅の蔵金沢駅店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-234-1124 グルメ

金沢百番街 Raffine+ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-255-1062 その他

金沢百番街 お味噌汁食堂そらみそ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-254-0034 グルメ

金沢百番街 LUPICIA 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-222-5560 小売

金沢百番街 Fruit GATHERING 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-255-1252 小売

金沢百番街 八百屋のParlor HORITA205 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-222-2011 グルメ

金沢百番街 FREAK'S STORE 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-225-7380 その他

金沢百番街 風和利・金澤いなり 福るみ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-225-8869 グルメ

金沢百番街 かなえきのちくわ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 090-1635-0303 グルメ

洋菓子工房ぶどうの森　金沢百番街店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　金沢百番街あんと西1F 076-222-1818 小売

金沢百番街 たい焼き工房 土九 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-7822 小売

金沢百番街 しあわせチーズ PiSO by respiracion 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-201-8234 小売

金沢百番街 ゴンチャ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-208-5530 小売

金沢百番街 ﾙﾐｭｾﾞﾄﾞｩｱｯｼｭ　ﾌﾚ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-234-1660 小売

金沢百番街 もみの木カフェ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-288-6504 小売

金沢百番街 ひゃくまんぞく亭 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-254-0129 小売

金沢百番街 クルミのおやつ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-208-3328 小売

金沢百番街 ジュプランサ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 080-5223-4741 小売

金沢百番街 FILFIL　CACAO　FACTORY　byFILD'OR 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 080-7898-6927 小売
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金沢百番街 Kiehl's 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-290-5317 小売

金沢百番街　LEPSIM 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-1272 小売

金沢百番街　金沢かつぞう 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-216-5630 グルメ

金沢百番街　たなつや 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-201-8238 小売

金沢百番街　金沢肉食堂 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-233-0028 グルメ

金沢百番街　金沢・茶の間　フランドール 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-243-5700 小売

金沢百番街　unico 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-234-1060 小売

金沢百番街　スターバックスコーヒー 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-256-5782 グルメ

金沢百番街　アイシティ 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-255-6172 小売

ユニクロ　香林坊東急スクエア店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア3F 076-220-5300 小売

うつのみや　金沢香林坊店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエアB1F 076-234-8111 小売

東急ハンズ　金沢店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエアGF 076-221-0109 小売

ラ・ベットラ・ダ・オチアイ　カナザワ 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエアGF 076-222-0141 グルメ

ユナイテッドアローズ 　金沢店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア1F 076-222-5140 小売

カルネ 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア1F 076-254-0812 小売

スターバックスコーヒー　香林坊東急スクエア店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア1F 076-220-5147 グルメ

ABCマート　プレミアステージ　香林坊東急スクエア店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア2F 076-223-5775 小売

アミーズネイル　香林坊東急スクエア店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア2F 076-220-5085 その他

ヴィレッジヴァンガード　香林坊東急スクエア店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア3F 076-255-6031 小売

ザ・スーツカンパニー　香林坊店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア3F 076-220-5335 小売

リアン　香林坊東急スクエア店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア2F 076-220-3266 小売

昼どころ高﨑　香林坊東急スクエア店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエアGF 076-224-7055 グルメ

ヴィンテージマーケット　香林坊東急スクエア店　 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエアGF 076-261-6516 小売

大阪屋ショップ　近岡店 920-8217 金沢市 金沢市近岡町358番地 076-239-2212 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

大阪屋ショップ　大徳店 920-0347 金沢市 金沢市松村町ヌ75番 076-266-3070 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

大阪屋ショップ　西泉店 921-8042 金沢市 金沢市泉本町7-7-1 076-280-7077 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

うしおや　ひがし茶屋街店 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目7-9 076-201-8408 グルメ

逸味潮屋　近江町いちば店 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館1F 076-223-0408 グルメ

逸味潮屋　近江町ふれあい店 920-0905 金沢市 金沢市上近江町50-1　近江町ふれあい館1F 076-224-0408 小売

逸味潮屋　金沢本店 921-8054 金沢市 金沢市西金沢2丁目168-1 076-240-7577 小売

えきべん処　金澤 920-0031 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　JR金沢駅構内 076-235-2071 小売

おみやげ処　金沢 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　JR金沢駅構内 076-233-6088 小売

セブンイレブン　ハートインJR金沢駅店 920-0031 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　JR金沢駅構内 076-235-2061 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　ハートインJR金沢駅西ＮＫビル店 920-0031 金沢市 金沢市広岡3-3-77　JR金沢駅西第一NKビル 076-232-1733 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　ハートイン金沢けやき通り店 920-0031 金沢市 金沢市広岡2-13-33　JR金沢駅西第3NKビル 076-221-7890 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　キヨスクJR金沢駅幹線中2階店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　JR金沢駅構内 076-210-4178 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　キヨスクJR金沢駅在来ホーム北店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　JR金沢駅構内 076-236-6112 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　キヨスクJR金沢駅在来中2階店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　JR金沢駅構内 076-210-6366 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

袋もんや　木倉や 920-0902 金沢市 金沢市尾張町2丁目6番30号 076-231-5377 小売

金沢ひがし　福助座 920-0838 金沢市 金沢市観音町1-4-5 076-252-2411 小売

石川交通株式会社　本社営業所 920-0043 金沢市 金沢市長田2-25-25 076-221-0612 交通機関

業務スーパー諸江店 920-0016 金沢市 金沢市諸江町中丁150-1 076-210-3566 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

業務スーパー三馬店 921-8162 金沢市 金沢市三馬3-234 076-259-0107 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

スシロー金沢駅西店 920-0027 金沢市 金沢市駅西新町3丁目1-2 076-231-2512 グルメ

スシロー金沢有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松2-4-33 076-201-0171 グルメ

スシロー金沢古府店 920-0362 金沢市 金沢市古府2-77 076-249-8231 グルメ

ヘアーデザインサロン２４６ 920-0923 金沢市 金沢市桜町19-19東棟 076-262-0246 その他

eggビューティフルヘア 920-0923 金沢市 金沢市桜町19-19北棟 076-262-0249 その他

アビーズアイラッシュエムザ金沢店 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町15-1エムザ金沢3F 076-233-2188 その他

ビューティーフェイスグランデエムザ金沢店 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町15-1エムザ金沢3F 076-260-5511 その他

きらら窪店 921-8151 金沢市 金沢市窪5-628 076-243-2756 その他

きらら高尾台店 921-8155 金沢市 金沢市高尾台2-35ノアビル1F 076-298-2235 その他

きらら有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松3-11-13 076-245-2460 その他

きらら末店 920-1302 金沢市 金沢市末町12-67-2 076-229-5188 その他

きららもりの里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里2-225 076-233-4141 その他

きらら玉鉾店 921-8002 金沢市 金沢市玉鉾１丁目178ｺｰﾌﾟ玉鉾駐車場内 076-292-2992 その他

髪剪處　満天の湯金沢増泉店 921-8022 金沢市 金沢市中村町5-52満天の湯内 076-280-3839 その他

髪剪處　和おんの湯金沢店 920-0806 金沢市 金沢市神宮寺2-30-1 076-251-1058 その他

ドラッグコスモス金沢窪店 921-8151 金沢市 金沢市窪4丁目450 076-201-1771 その他

ウエルシア薬局金沢有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松4丁目13番13号 076-259-1131 その他

ウエルシア金沢三池店 920-0809 金沢市 金沢市三池栄町312 076-252-7212 その他

ウエルシア金沢大桑店 921-8045 金沢市 金沢市大桑2-47 076-201-1577 その他

ウエルシア金沢木曳野店 920-0339 金沢市 金沢市木曳野4-223 076-267-1801 その他

ウエルシア金沢直江店 920-8216 金沢市 金沢市直江南1-44 076-238-4825 その他

ウエルシア金沢出雲町店 920-0056 金沢市 金沢市出雲町イ222 076-210-5575 その他

ウエルシア金沢四十万店 921-8135 金沢市 金沢市四十万4-228 076-296-7008 その他

ウエルシア金沢新保本店 921-8062 金沢市 金沢市新保本三丁目152-1 076-214-1117 その他

ウエルシア金沢額新保店 921-8148 金沢市 金沢市額新保３丁目188 076-296-7717 その他

ウエルシア金沢末町店 920-1302 金沢市 金沢市末町16-12-1 076-229-8001 その他

100満ボルト金沢直江店 920-8213 金沢市 金沢市直江東一丁目17番1 076-238-0100 小売

100満ボルト金沢高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町ニ5-2 076-252-0100 小売

100満ボルトアピタ金沢店 921-8022 金沢市 金沢市中村町10番20号アピタ金沢店１F 076-242-0139 小売

８番らーめん　笠舞店 920-0947 金沢市 金沢市笠舞本町1-1-6 076-262-2488 グルメ

８番らーめん　高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町3-1-1 076-251-5618 グルメ

８番らーめん　城北南店 920-0805 金沢市 金沢市小金町4-20 076-253-3678 グルメ

８番らーめん　鞍月店 920-8204 金沢市 金沢市戸水1-80 076-238-7805 グルメ

８番らーめん　みなと大橋店 920-0212 金沢市 金沢市北間町ホ180-3 076-237-0010 グルメ

８番らーめん　もりの里店 920-1156 金沢市 金沢市田上の里1-71 076-222-0003 グルメ

８番らーめん　泉ヶ丘店 921-8116 金沢市 金沢市泉野出町４－３－３２ 076-243-8848 グルメ

長八片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町１－６－１３　アパ片町第３ビル２Ｆ 076-263-9898 グルメ

長八金沢駅前店 920-0852 金沢市 金沢市此花町５－５　玉川駅前ビル１Ｆ 076-256-1843 グルメ
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市の蔵　近江町市場店 920-0907 金沢市 金沢市青草町８８　近江町いちば館２Ｆ 076-224-3371 グルメ

八兆屋金沢駅前店 920-0853 金沢市 金沢市本町２－１５－１　ポルテ金沢Ｂ１Ｆ 076-223-1184 グルメ

８番らーめん　駅西本町店 920-0025 金沢市 金沢市駅西本町2-1-3 076-221-8886 グルメ

８番らーめん　諸江店 920-0015 金沢市 金沢市諸江町上丁452-1 076-221-1808 グルメ

８番らーめん　大徳店 920-0347 金沢市 金沢市松村町ヌ7-1 076-268-0558 グルメ

８番らーめん　御影店 921-8021 金沢市 金沢市御影町3-12 076-243-6088 グルメ

コメヤ薬局 久安店 921-8164 金沢市 金沢市久安2丁目235 076-242-2781 小売

プリスケア薬局 窪店 921-8151 金沢市 金沢市窪4丁目506番地 076-226-7888 小売

コメヤ薬局 県庁前店 920-8202 金沢市 金沢市西都1丁目62 076-267-8800 小売

コメヤ薬局 高尾店 921-8154 金沢市 金沢市高尾南3丁目17番地 076-296-9900 小売

コメヤ薬局 小立野台店 920-0942 金沢市 金沢市小立野2丁目42-36 076-224-9191 小売

コメヤ薬局 泉店 921-8041 金沢市 金沢市泉2丁目6番5号 076-227-9900 小売

ドラッグストアコメヤ　アピタ金沢店 921-8022 金沢市 金沢市中村町10番20号　アピタ金沢内 076-280-9900 小売

薬　マツモトキヨシ　近江町店 920-0907 金沢市 金沢市青草町８８番地近江町いちば館内 076-221-1571 その他

シメノドラッグ　玉鉾店 921-8002 金沢市 金沢市玉鉾3丁目220番地 076-292-8531 その他

シメノドラッグ　安原店 920-0370 金沢市 金沢市上安原1丁目256番地 076-214-3068 その他

ドラッグストア　マツモトキヨシ　笠舞店 920-0947 金沢市 金沢市笠舞本町1-2-6（エスペランサ赤坂1F） 076-262-1561 その他

ドラッグストア　マツモトキヨシ　森本店 920-3116 金沢市 金沢市南森本町ヌ8-1 076-257-7526 その他

ドラッグストア　マツモトキヨシ　大額店 921-8147 金沢市 金沢市大額3丁目263番地 076-296-7010 その他

シメノドラッグ　高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町１字48-1 076-252-0601 その他

薬　マツモトキヨシ　アピタタウン金沢ベイ店 920-0333 金沢市 金沢市無量寺四丁目56番地 076-225-2577 その他

漁師寿司　食堂　どと～んと日本海 920-0024 金沢市 金沢市西念4丁目14番8号 076-255-1066 グルメ

魚がし食堂　中央市場店 920-0024 金沢市 金沢市西念4丁目14番8号 076-213-5428 グルメ

魚がし食堂　東力店 921-8015 金沢市 金沢市東力2-158 076-292-2388 グルメ

金沢牛たん食堂　10&10 920-0024 金沢市 金沢市西念4丁目7番1号 076-223-5067 グルメ

金沢肉食堂　10&10 920-0024 金沢市 金沢市西念4丁目14番8号 076-213-5353 グルメ

クスリのアオキ泉が丘店 921-8035 金沢市 金沢市泉が丘2丁目4番20号 076-247-0003 小売

クスリのアオキ疋田店 920-0003 金沢市 金沢市疋田3丁目63番地 076-251-0001 小売

クスリのアオキ鈴見店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里3丁目183番地 076-234-0003 小売

クスリのアオキ桜田店 920-0057 金沢市 金沢市桜田町1丁目31番地 076-223-0003 小売

クスリのアオキ粟崎店 920-0226 金沢市 金沢市粟崎町2丁目3番地 076-237-9611 小売

クスリのアオキ御影店 921-8027 金沢市 金沢市神田1丁目1番5号 076-245-0030 小売

クスリのアオキ長田店 920-0042 金沢市 金沢市長田町4番2号 076-233-6211 小売

クスリのアオキ藤江店 920-0345 金沢市 金沢市藤江北1丁目303番地 076-266-0003 小売

クスリのアオキ浅野本町店 920-0846 金沢市 金沢市昌永町15番50号 076-253-3400 小売

クスリのアオキ伏見台店 921-8177 金沢市 金沢市伏見台2丁目7番5号 076-287-5604 小売

クスリのアオキ畝田店 920-0342 金沢市 金沢市畝田西3丁目514番地 076-266-0303 小売

クスリのアオキ鞍月店 920-8203 金沢市 金沢市鞍月5丁目77番地 076-238-6006 小売

クスリのアオキ安原店 920-0376 金沢市 金沢市福増町南1252番地 076-249-7771 小売

クスリのアオキ小坂店 920-0811 金沢市 金沢市小坂町西17番地 076-252-7000 小売

クスリのアオキ玉鉾店 921-8002 金沢市 金沢市玉鉾1丁目27番 076-291-1050 小売

クスリのアオキ暁店 920-0926 金沢市 金沢市暁町20番6号 076-232-5100 小売

クスリのアオキ西泉店 921-8043 金沢市 金沢市西泉3丁目23番 076-245-1101 小売

クスリのアオキみずき店 920-0201 金沢市 金沢市みずき1丁目3番1 076-258-3750 小売

クスリのアオキ三馬店 921-8162 金沢市 金沢市三馬2丁目254番 076-247-3030 小売

クスリのアオキ間明店 921-8006 金沢市 金沢市進和町82番地 076-291-0071 小売

クスリのアオキ大河端店 920-0210 金沢市 金沢市大河端西1丁目111番地 076-256-0567 小売

クスリのアオキみどり店 920-0367 金沢市 金沢市北塚町西482番地 076-220-6816 小売

クスリのアオキ西念店 920-0024 金沢市 金沢市西念3丁目14番12号 076-255-2817 小売

クスリのアオキ東力店 921-8015 金沢市 金沢市東力4丁目45番 076-220-7392 小売

スーパーのアオキみずき店 920-0201 金沢市 金沢市みずき1丁目1番地1 076-208-5157 小売

クスリのアオキ桂店 920-0334 金沢市 金沢市桂町イ122番地3 076-254-0321 小売

クスリのアオキ藤江南店 920-0346 金沢市 金沢市藤江南3丁目75番地4 076-266-1188 小売

クスリのアオキ古府店 920-0362 金沢市 金沢市古府1丁目102番地 076-214-6540 小売

クスリのアオキ米泉店 921-8044 金沢市 金沢市米泉町8丁目138番地4 076-227-8711 小売

クスリのアオキ額新保店 921-8148 金沢市 金沢市額新保2丁目235番地 076-214-6381 小売

クスリのアオキ戸水店 920-8204 金沢市 金沢市戸水1丁目416番地 076-225-7649 小売

クスリのアオキ　鳴和店 920-0804 金沢市 金沢市鳴和一丁目1番16号 076-204-7417 小売

クスリのアオキ　三口新町3丁目店 920-0944 金沢市 金沢市三口新町3丁目6番30号 076-204-6728 小売

ホテル日航金沢 920-0853 金沢市 金沢市本町2-15-1 076-234-1111 その他

ファウンテン 920-0853 金沢市 金沢市本町2-15-1 076-234-1111 グルメ

ザ・ガーデンハウス 920-0853 金沢市 金沢市本町2-15-1 076-234-1111 グルメ

弁慶 920-0853 金沢市 金沢市本町2-15-1 076-234-1111 グルメ

桃李 920-0853 金沢市 金沢市本町2-15-1 076-234-1111 グルメ

銀杏 920-0853 金沢市 金沢市本町2-15-1 076-234-1111 グルメ

夜間飛行 920-0853 金沢市 金沢市本町2-15-1 076-234-1111 グルメ

ル・グランシャリオ 920-0853 金沢市 金沢市本町2-15-1 076-234-1111 グルメ

ラ・プラージュ 920-0853 金沢市 金沢市本町2-15-1 076-234-1111 グルメ

ゴールドカレー　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ地階 076-234-0634 グルメ

スターバックスコーヒー　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ1F 076-260-5540 グルメ

ステーキハウス大膳 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ地階 076-260-0063 グルメ

スパゲッテリア　ヨシムラ/　トラットリア・ブル・スクーロ 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ地階 076-261-8669 グルメ

ダートコーヒー岡田屋　金沢エムザ店 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ地階 076-260-2226 グルメ

チュー　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ地階 076-260-2236 グルメ

カフェぶどうの森　金沢エムザ店 920-8555 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザB1F 076-260-1717 グルメ

ぼてぢゅう　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ地階 076-260-2234 グルメ

金沢エムザ 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号 076-260-2016 グルメ

ゆげや萬久　 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザB1F 076-224-8989 グルメ

杵屋　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ地階 076-260-2212 グルメ

菜香樓　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ地階 076-221-3156 グルメ

勝乃屋　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ地階 076-260-2629 グルメ
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上林金沢茶舗　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ地階 076-260-2195 グルメ

甘味処「和味」　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ地階 076-252-4888 グルメ

東京ますいわ屋　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　8階 076-260-2425 小売

京のきもの屋　四君子　金沢店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　8階 076-260-9529 小売

HIKARIMIRAI　/　綾花　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　8階 076-260-2642 小売

ながもち屋　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　8階 076-260-2610 小売

はなふさ 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　8階 076-260-2312 小売

KP　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　7階 076-260-2018 小売

キッズマーケット　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　7階 076-225-8070 小売

ミキハウス　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　7階 076-260-2548 小売

ベベ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　7階 076-260-5116 小売

ホットマン　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　6階 076-260-2380 小売

マンシングウェア　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　5階 076-260-2175 小売

クラフトA 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　5階 076-260-2495 小売

金沢エムザ　時計サロン 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　5階 076-260-2421 小売

宝石専門店ミワ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　5階 076-260-2422 小売

金沢エムザ　メガネサロン 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　5階 076-260-2456 小売

金沢エムザ　掛軸売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　5階 076-260-2428 小売

金沢エムザ　仏具売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　5階 076-260-2151 小売

スターフィールド　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　4階 076-256-5488 小売

ヒッキーフリーマン　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　4階 076-260-2434 小売

ピエールカルダン　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　4階 076-260-2499 小売

マルシヨウ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　4階 076-260-2381 小売

カステルバジャック　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　4階 076-260-2381 小売

ヴァンプス　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　4階 076-260-2499 小売

クロコダイル　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　4階 076-260-2134 小売

ミラショーン　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　4階 076-260-2426 小売

ユキトリヰ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2034 小売

ハナエモリ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-232-2510 小売

クリスチャンオジャール　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2491 小売

モラビト＆オースチンリード　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-221-8099 小売

アヴェニュー　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-4166 小売

シャンゼ伊太利屋　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2366 小売

ブランベール　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-223-7567 小売

Tフロンティア　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2173 小売

バレンザ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2617 小売

インテリエ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-223-1350 小売

エムニプラス　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-221-5023 小売

ダナパリ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2163 小売

コルディアサロン　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2542 小売

モンド　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2268 小売

イビサ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2035 小売

フーガフーガ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2012 小売

ルナ・ルーチェ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2616 小売

ジェニー・ギャルソン　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2616 小売

アビーズアイラッシュ　エムザ金沢店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-233-2188 その他

ビューティフェイスグランデ　エムザ金沢店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-5511 その他

アースガーデン　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-3235 その他

WOMENS FITNESS H&B 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-256-1320 その他

リュクスガーデン　金沢エムザ 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2061 小売

シュシュクローゼット　金沢エムザ 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2686 小売

ヒューマンウーマン　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2625 小売

ミッシェルクラン　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2021 小売

アデュートリステス　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2258 小売

フラボア　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2433 小売

アンビット　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2293 小売

オッジ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2158 小売

キース　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2025 小売

ビースリー　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2128 小売

ピンクハウス　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-213-5110 小売

インゲボルグ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-223-1335 小売

ラブ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2368 小売

n.k.　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2349 小売

アリエス　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2614 小売

リエルナ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2045 小売

ポーチュラカ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2117 小売

サノ・プランニング　金沢エムザコーナー 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2117 小売

金沢エムザ　ワコールコーナー 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2122 小売

金沢エムザ　フォーマルサロン 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2121 小売

金沢エムザ　クラブジーンズ 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2693 小売

ユナイテッドワーカーズ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-263-2721 小売

スタイリストゴトウ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-256-5888 小売

アルターイン　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2618 その他

ラフィネ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-262-7321 その他

ヘルス＆ビューティサロンLALA　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2022 その他

ネイルサロン　エターナル　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2698 その他

のさか　エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2624 小売

ダンディーボーイ　金沢店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2340 小売

銀座ヨシノヤ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-5101 小売

コムサスタイル　金沢エムザ 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-0700 小売

金沢エムザ　シューラルー 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-210-5070 小売
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群言堂　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2113 小売

好日山荘　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2110 小売

ピーク　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2281 小売

金沢エムザ　ジュエリーリフォーム 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2439 小売

帽子屋ラスエ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2429 小売

金沢エムザ　フォンテーヌコーナー 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2497 小売

キタムラ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-224-1189 小売

マック　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-222-4390 小売

エスティローダー　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-221-7981 小売

金沢エムザ　資生堂カウンター 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2413 小売

金沢エムザ　クレ・ド・ポー　ボーテ　カウンター 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2416 小売

コスメデコルテ　金沢エムザ 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2420 小売

SK-Ⅱ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2415 小売

クリニーク　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2047 小売

金沢エムザ　ドクターシーラボ　コーナー 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2512 小売

ファンケル　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-263-4061 小売

アユーラ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-8880 小売

カネボウ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2414 小売

シスレー　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-3229 小売

パウダーパレット　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2613 小売

ベアミネラル　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-3105 小売

ポーラ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2687 小売

ランコム　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-7101 小売

アルビオン by miz　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2361 小売

ミスターミニット　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2453 その他

まめや金澤萬久　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2457 小売

鍛治商店　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-261-3897 小売

魚廣　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2566 小売

サカイダフルーツ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2404 小売

肉の匠　いとう　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2450 小売

八百八青果　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2404 小売

グリーン・グルメ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-5380 小売

とんかつ和幸　金沢エムザ売店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-0390 小売

ささはら　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2410 小売

浪花古市庵　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-5990 小売

麻布あさひ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2575 小売

天狗ハム　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2401 小売

キーコーヒー　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2185 小売

浅田屋　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2579 小売

梅の花　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2049 小売

富澤商店　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2431 小売

金沢出汁本舗　和つつみ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2080 小売

ジェラート・ジェラート　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2080 小売

たこやき〇　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2080 小売

コッペ亭　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-201-8005 小売

アンデルセン　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-263-5537 小売

フラワーショップ花街道　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2387 小売

芝寿し　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2248 小売

加賀麩　不室屋　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2577 小売

山本海苔店　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2402 小売

椿宗善　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-0166 小売

ゴンチャロフ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2186 小売

神戸凬月堂　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2058 小売

レスポワール　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2058 小売

メリーチョコレート/セゾンドセツコ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2648 小売

ロイスダール　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2054 小売

モロゾフ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2511 小売

ユーハイム　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2157 小売

柴舟小出　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2245 小売

森八　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2247 小売

きんつば中田屋　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2586 小売

富山柿山　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2675 小売

今屋　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2184 小売

文明堂　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2511 小売

落雁諸江屋　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2649 小売

御朱印　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 090-9449-8311 小売

美福　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2092 小売

越山甘清堂　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2271 小売

金沢うら田　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2249 小売

イタリアンカフェぶどうの森　本店 920-0171 金沢市 金沢市岩出町ハ50番地１ 076-258-0231 グルメ

レストランぶどうの森　タパス・エ・バール店 920-0853 金沢市 金沢市本町2-9-28 076-260-4343 グルメ

洋菓子工房ぶどうの森　本店 920-0171 金沢市 金沢市岩出町ハ50番地１ 076-258-0236 小売

まめや金澤萬久　本店 920-0171 金沢市 金沢市岩出町ハ50番地１ 076-258-3366 小売

イタリアンカフェぶどうの森　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3番１号　金沢フォーラス 6F 076-265-3521 グルメ

レストランぶどうの森　ル・バンケ 920-0171 金沢市 金沢市岩出町ハ50番地１ 076-258-7878 グルメ

レストランぶどうの森　ラ・ヴィーニュ 920-0171 金沢市 金沢市岩出町ハ50番地１ 076-258-7878 グルメ

洋菓子工房ぶどうの森　アルプラザFM大河端店 920-0210 金沢市 金沢市大河端西2丁目15番地ｱﾙﾌﾟﾗﾌｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ大河端内 076-238-6677 グルメ

洋菓子工房ぶどうの森　イオン金沢店 920-3126 金沢市 金沢市福久2-58　イオン金沢1F 076-258-7557 小売

洋菓子工房ぶどうの森　イオンもりの里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1-70　イオンもりの里1F 076-221-3117 小売

V・drug増泉店 921-8025 金沢市 金沢市増泉3-16-25 076-242-1430 その他

V・drug直江店 920-8213 金沢市 金沢市直江東1丁目110番地 076-237-2303 その他
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V・drug西金沢店 921-8044 金沢市 金沢市米泉町10-1-6 076-240-8871 その他

V・drug鳴和店 920-0818 金沢市 金沢市大樋町3-3 076-251-1311 その他

V・drug大桑店 921-8046 金沢市 金沢市大桑3-176-1 076-242-5773 その他

V・drug木曳野店 920-0339 金沢市 金沢市木曳野3-26 076-268-9911 その他

V・drug杜の里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1-132 076-223-1616 その他

V・drug泉が丘店 921-8173 金沢市 金沢市円光寺2-345 076-280-1185 その他

V・drug古府店 920-0362 金沢市 金沢市古府1-121 076-249-6506 その他

V・drug示野中町店 920-0058 金沢市 金沢市示野中町1丁目27番地 076-255-3866 その他

スギ薬局金沢昭和町店 920-0856 金沢市 金沢市昭和町6番23号 076-256-5283 小売

スギ薬局畝田店 920-0344 金沢市 金沢市畝田東四丁目1114番地 076-225-8648 小売

スギ薬局久安店 921-8164 金沢市 金沢市久安一丁目520番地 076-220-7546 小売

スギ薬局石川県庁前店 920-0345 金沢市 金沢市藤江北四丁目280番地 076-254-5348 小売

スギ薬局神谷内店 920-0801 金沢市 金沢市神谷内町ニ 26番地 076-208-3642 小売

スギ薬局金沢大手町店 920-0912 金沢市 金沢市大手町9番23号 076-213-5418 小売

スギ薬局武蔵町店 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町16番32号 076-255-3078 小売

スギ薬局金沢駅西店 920-0025 金沢市 金沢市駅西本町三丁目14番34号 076-213-5084 小売

スギ薬局元車店 920-0865 金沢市 金沢市長町三丁目2番18号 076-254-6296 小売

スギ薬局片町きらら店 920-0981 金沢市 金沢市片町二丁目2番2号片町きらら1階 076-213-5628 小売

スギドラッグ近江町店 920-0904 金沢市 金沢市下近江町68番地4 076-208-5183 小売

スギ薬局西金沢店 921-8054 金沢市 金沢市西金沢三丁目196番地1 076-259-5795 小売

スギ薬局金沢泉本町店 921-8042 金沢市 金沢市泉本町三丁目91番地 076-227-9404 小売

スギ薬局　鞍月店 920-0062 金沢市 金沢市割出町631 076-254-1658 小売

スギ薬局　金沢西泉店 921-8042 金沢市 金沢市泉本町七丁目7番地1 076-227-9237 小売

スギ薬局　金石店 920-0336 金沢市 金沢市金石本町ハ８番地 076-225-8651 小売

スギ薬局　金沢有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松二丁目５番６号 076-214-6955 小売

トヨタレンタカー　金沢鞍月店 920-8203 金沢市 金沢市鞍月4-101ネッツトヨタ石川 U-CARシャンツェ鞍月店内 076-266-0100 交通機関

トヨタレンタカー　金沢駅西口店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目1番26号 076-224-0100 交通機関

トヨタレンタカー　金沢駅東口店 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目15番1号　ポルテ金沢1F 076-223-0100 交通機関

トヨタレンタカー　金沢元町店 920-0842 金沢市 金沢市元町2丁目11番8号 076-251-0100 交通機関

トヨタレンタカー　金沢工大前店 921-8162 金沢市 金沢市三馬3丁目340 076-280-0100 交通機関

トヨタレンタカー　金沢神田店 921-8027 金沢市 金沢市神田1丁目3番10号 076-241-0100 交通機関

ココス金沢八日市店 921-8064 金沢市 金沢市八日市5-446 076-240-9355 グルメ

ココス小立野店 920-0942 金沢市 金沢市小立野1-9-20 076-234-6531 グルメ

ココス元町店 920-0842 金沢市 金沢市元町2ｰ5-7 076-253-9245 グルメ

ココス泉ヶ丘店 921-8116 金沢市 金沢市泉野出町4-2-16 076-245-8372 グルメ

ココス諸江店 920-0015 金沢市 金沢市諸江町30-1 076-234-6331 グルメ

ココス金沢鞍月店 920-8204 金沢市 金沢市戸水2-81 076-267-6915 グルメ

ココス金沢大桑店 921-8045 金沢市 金沢市大桑2丁目30 076-245-7301 グルメ

ココス金沢示野店 920-0069 金沢市 金沢市戸板西2丁目1番地 076-268-4417 グルメ

ココス金沢福久店 920-3126 金沢市 金沢市福久2丁目58番地 076-257-8152 グルメ

キリン堂　金沢駅西店 920-0027 金沢市 金沢市駅西新町2-7-34 076-232-3981 その他

キリン堂　長坂店 921-8112 金沢市 金沢市長坂2-1-42 076-226-5055 その他

キリン堂　金沢元町店 920-0842 金沢市 金沢市元町2-6-1 076-252-6221 その他

キリン堂　神谷内店 920-0801 金沢市 金沢市神谷内町二10-3 076-253-8585 その他

キリン堂　新神田店 921-8013 金沢市 金沢市新神田4-6-20 076-292-3550 その他

キリン堂　額新保店 921-8148 金沢市 金沢市額新保2-279 076-296-8822 その他

キリン堂　金沢松村店 920-0348 金沢市 金沢市松村3-475 076-267-5006 その他

あぶらとり紙専門店　うつくしや 920-0831 金沢市 金沢市東山1-26-9 076-253-1891 小売

かなざわ 美かざり　あさの 920-0831 金沢市 金沢市東山1-8-3 076-251-8911 小売

はくいちカフェ　箔巧館 921-8061 金沢市 金沢市森戸2丁目1-1 076-240-8911 グルメ

金箔化粧品専門店　KINKA 920-0831 金沢市 金沢市東山1-13-5 076-252-0891 小売

金澤東山　しつらえ 920-0831 金沢市 金沢市東山1-13-24 076-251-8899 小売

茶房　やなぎ庵 920-0831 金沢市 金沢市東山1-13-24　金澤東山しつらえ内 076-251-8899 小売

箔一　兼六園店 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2-10 076-260-0891 グルメ

箔一　東山店 920-0831 金沢市 金沢市東山1-15-4 076-253-0891 グルメ

箔一体験処　箔巧館 921-8061 金沢市 金沢市森戸2丁目1-1 076-240-8911 グルメ

箔一体験処　美かざり　あさの店 920-0831 金沢市 金沢市東山1-8-3 076-251-8911 小売

箔一本店　箔巧館 921-8061 金沢市 金沢市森戸2丁目1-1 076-240-8911 グルメ

芝寿し　アピタ金沢店 921-8022 金沢市 金沢市中村町10-20 076-226-3010 小売

芝寿し　アル・プラザ金沢店 920-0014 金沢市 金沢市諸江町30-1　アル・プラザ金沢1F 076-262-1432 小売

芝寿し　イオン金沢店 920-3126 金沢市 金沢市福久2丁目58 076-258-7512 小売

芝寿し　イオン杜の里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1丁目70 076-234-8737 小売

芝寿し　保古店 921-8052 金沢市 金沢市保古3丁目183-1 076-240-4531 小売

芝寿しのさと店 920-0378 金沢市 金沢市いなほ2-5 076-240-4822 小売

メガネのハラダ　駅西本町店 920-0025 金沢市 金沢市駅西本町2丁目110番 076-221-9722 小売

メガネのハラダ　桜町店 920-0923 金沢市 金沢市桜町24-36 076-223-8282 小売

メガネのハラダ　増泉店 921-8025 金沢市 金沢市増泉1-16-11 076-242-7300 小売

メガネのハラダ　八日市店 921-8064 金沢市 金沢市八日市3丁目556 076-269-1166 小売

メガネのハラダ　北安江店 920-0022 金沢市 金沢市北安江3丁目16-16 076-222-5005 小売

メガネのハラダ　鳴和店 920-0817 金沢市 金沢市春日町4-5 076-251-6900 小売

メガネのハラダ　有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松3丁目6-28 076-247-6644 小売

鼎's by JIN DIN ROU　クロスゲート金沢店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3　クロスゲート金沢2F 076-254-6980 グルメ

大和　香林坊店 920-8550 金沢市 金沢市香林坊1-1-1 076-220-1111 小売

美味彩膳 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1番1号香林坊大和8階 076-220-0236 グルメ

原宿南国酒家　香林坊店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1番1号香林坊大和8階 076-220-1419 グルメ

旬彩グリル香林 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1番1号香林坊大和8階 076-220-1351 グルメ

香林坊大和店　キャピタルコーヒー 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1番1号香林坊大和B1 076-220-1148 グルメ

金澤玉寿司　大和店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1番1号香林坊大和B1 076-220-1346 グルメ

ザ・ダイニング　香林坊 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1番1号香林坊大和8階 076-220-1104 グルメ

カフェ　モロゾフ 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1番1号香林坊大和2階 076-220-1202 グルメ

カフェモロゾフ　パスタ＆デザート 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1番1号香林坊大和8階 076-220-1481 グルメ
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FUMUROYA CAFÉ 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1番1号香林坊大和5階 076-220-1452 グルメ

銀座　天一 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1番1号香林坊大和8階 076-220-1354 グルメ

串こよみ　もりの里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里3丁目231番地 076-261-8280 グルメ

焼肉ライク金沢諸江店 920-0014 金沢市 金沢市諸江町6番23号 076-225-7029 グルメ

麺や　神やぐら 920-0036 金沢市 金沢市元菊町17-13 076-221-0044 グルメ

かなざわ石亭 920-0962 金沢市 金沢市広坂1-9-23 076-231-2208 グルメ

松魚亭 920-0838 金沢市 金沢市観音町3-4-45 076-252-2271 グルメ

六角堂 920-0838 金沢市 金沢市観音町3-4-42 076-252-5115 グルメ

六角堂Grill＆Bar 920-0838 金沢市 金沢市観音町3-4-46 076-252-0629 グルメ

六角堂　香林坊せせらぎ通り店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエアGF 076-222-6109 グルメ

ゴルフ5　金沢駅西店 920-0024 金沢市 金沢市西念3丁目3番2号 076-234-3544 小売

ゴルフ5　金沢大桑店 921-8045 金沢市 金沢市大桑2丁目421番地 076-243-8856 小売

スポーツデポ　金沢鞍月店 920-8204 金沢市 金沢市戸水二丁目105番 076-266-1770 小売

スポーツデポ　金沢大桑店 921-8045 金沢市 金沢市大桑2丁目405番地 076-243-8818 小売

焼肉きんぐ 金沢福久店 920-3123 金沢市 金沢市福久東1-89 076-254-0688 グルメ

焼肉きんぐ 金沢桜田店 920-0057 金沢市 金沢市桜田町2-14 076-213-5029 グルメ

ゆず庵 金沢桜田店 920-0057 金沢市 金沢市桜田町2-19 076-254-5650 グルメ

さかなや珠洲 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-3-37　ダイワロイネットホテル金沢MIYABI　1F 076-255-6581 グルメ

故郷ダイニング　まれ 920-0852 金沢市 金沢市此花町10-17　ホテルマイステイズ金沢キャッスル1F 076-222-2202 グルメ

旨い魚と野菜の金澤じわもん料理　波の花 920-0031 金沢市 金沢市広岡2-13-5　ホテルマイステイズプレミア金沢2F 076-222-7387 グルメ

大漁居酒屋　まぐろがんち 920-0856 金沢市 金沢市昭和町9番11号 076-225-7722 グルメ

底曳き割烹　もんぜん 920-0856 金沢市 金沢市昭和町6番8号　金沢シティホテル1F 076-224-2201 グルメ

魚匠庵 920-0027 金沢市 金沢市駅西新町3-13-17 076-231-1144 グルメ

金沢かつぞう　本店 920-0027 金沢市 金沢市駅西新町3-20-12 076-233-0077 グルメ

金沢まいもん寿司　新神田店 921-8013 金沢市 金沢市新神田2丁目14番20号 076-291-1144 グルメ

金沢まいもん寿司　本店 920-0027 金沢市 金沢市駅西新町3-20-7 076-234-1144 グルメ

鮨処　あさの川 920-0908 金沢市 金沢市主計町2-13 076-222-1114 グルメ

COIL 920-0909 金沢市 金沢市袋町1-1　かなざわはこまち2F 076-256-5076 グルメ

さぶろうべい　藤江店 920-0345 金沢市 金沢市藤江北4丁目472 076-266-1555 グルメ

TILE 920-0852 金沢市 金沢市此花町4-18 076-255-2802 グルメ

串揚げいやさか 金沢せせらぎ通り店 920-0865 金沢市 金沢市長町1丁目3-57 076-260-5594 グルメ

串揚げいやさか 金沢六枚店 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目7-1 076-232-5594 グルメ

オー！マイステーキ 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス6F 076-265-3575 グルメ

サブリナ　カフェ＆テラス 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス7F 076-293-3500 グルメ

海老天丼こし 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス6F 076-265-8275 グルメ

金沢回転寿司輝らり　金沢本店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-9-16　マストスクエア金沢1F 076-223-5551 グルメ

チーズトケビ 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス6階 076-290-8265 グルメ

ミスタードーナツ　金沢武蔵店 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館1F 076-222-2066 グルメ

ミスタードーナツ　香林坊店 920-0981 金沢市 金沢市片町1-1-27 076-264-0275 グルメ

かなざわ玉泉邸 920-0932 金沢市 金沢市小将町8-3 076-256-1542 グルメ

しゃぶしゃぶ温野菜　もりの里店 920-1157 金沢市 金沢市田上さくら3-94 076-256-5129 グルメ

しゃぶしゃぶ温野菜　金沢駅ビル店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　金沢百番街あんと西3F　 076-235-3029 グルメ

牛角　金沢桜田店 920-0057 金沢市 金沢市桜田町1-43 076-256-5829 グルメ

四十萬谷本舗　弥生本店 921-8541 金沢市 金沢市弥生１丁目１７－２８ 076-241-3122 小売

四十萬谷本舗　百番街あんと店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町　１－１金沢駅百番街あんと内 076-260-3737 小売

四十萬谷本舗　アトリオ店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1-1-1 アトリオB1 076-220-1068 小売

サーティワンアイスクリーム　アル・プラザ金沢店 920-0014 金沢市 金沢市諸江町30-1　アル・プラザ金沢1F 076-232-0831 小売

サーティワンアイスクリーム　イオンタウン金沢示野店 920-0069 金沢市 金沢市戸板西1丁目55番　イオンタウン金沢示野内 076-267-2631 小売

サーティワンアイスクリーム　イオン杜の里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1-70　イオン杜の里1F 076-254-5531 小売

サーティワンアイスクリーム　金沢久安店 921-8164 金沢市 金沢市久安2-326 076-244-9440 小売

サーティワンアイスクリーム　金沢元町店 920-0842 金沢市 金沢市元町2丁目197番地 076-251-8031 小売

バローゆいの里店 920-0808 金沢市 金沢市三池新町18 076-253-4500 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

バロー金沢元町店 920-0842 金沢市 金沢市元町2丁目17番30 076-253-4300 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

バロー木曳野店 920-0339 金沢市 金沢市木曳野1丁目215番地 076-267-7633 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

バロー有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松2丁目6番30号 076-245-5011 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

バロー大桑店 921-8045 金沢市 金沢市大桑3-114 076-241-6600 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

餃子の王将杜の里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里3-244 076-265-7797 グルメ

餃子の王将イオン金沢示野店 920-0069 金沢市 金沢市戸板西2丁目7番地 076-267-1811 グルメ

餃子の王将金沢高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町五12 076-251-0112 グルメ

餃子の王将金沢東店 920-3122 金沢市 金沢市福久町ホ27 076-258-6606 グルメ

めん房本陣　鞍月店 920-8204 金沢市 金沢市戸水1-413 076-239-3911 グルメ

めん房本陣　高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町一字88-1 076-251-7323 グルメ

めん房本陣　大桑店 921-8045 金沢市 金沢市大桑3-18 076-241-3733 グルメ

めん房本陣　東力店 921-8016 金沢市 金沢市東力町ニ185 076-291-7353 グルメ

コーヒー豆専門店キャラバンサライ　泉が丘店 921-8035 金沢市 金沢市泉が丘2-6-33 076-245-3321 小売

コーヒー豆専門店キャラバンサライ　武蔵店 920-0906 金沢市 金沢市十間町27-1 076-261-4151 小売

コーヒー豆専門店キャラバンサライ　松村店 920-0347 金沢市 金沢市松村町ヌ40-5 076-266-3151 小売

コーヒー豆専門店キャラバンサライ　本店 921-8052 金沢市 金沢市保古3-47 076-269-2900 小売

金澤屋珈琲店　本店 920-0937 金沢市 金沢市丸の内5-26 076-254-5411 グルメ

コーヒー豆専門店キャラバンサライ　田上さくら店 920-1157 金沢市 金沢市田上さくら2-27 076-255-0412 グルメ

森八　ひがし三番丁店 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目13-9 076-253-0887 小売

森八　ひがし二番丁店 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目24-6 076-251-8130 小売

森八　近江町店 920-0917 金沢市 金沢市下堤町17-1(近江町市場十間町口前） 076-232-8886 小売

森八　金沢南店 921-8064 金沢市 金沢市八日市5丁目594 076-269-0828 小売

森八　専光寺工場直売店 920-0356 金沢市 金沢市専光寺町そ70 076-268-2689 小売

森八　本店 920-0912 金沢市 金沢市大手町10-15 076-262-6251 小売

西日本宇佐美 ８号金沢ＳＳ 920-3122 金沢市 金沢市福久町チ15-1 076-257-4020 その他

能加万菜　郷 920-0853 金沢市 金沢市本町2-4-30　金沢ビルラン1F 076-255-2727 グルメ

能加万菜　市　クロスゲート金沢店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3　クロスゲート金沢2F 076-256-1841 グルメ

能加万菜　市場屋　近江町総本店 920-0917 金沢市 金沢市下堤町19-1 076-254-1088 グルメ

能加万菜　万庭 920-0869 金沢市 金沢市上堤町1-22　三井ガーデンホテル金沢1F 076-260-4129 グルメ
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能加万菜　と成屋 920-0917 金沢市 金沢市下堤町19-7 076-254-6336 小売

金沢国際ホテル　売店 921-8565 金沢市 金沢市大額町ル8番地　金沢国際ホテル内 076-296-0111 小売

加賀料理　加能 921-8565 金沢市 金沢市大額町ル8番地　金沢国際ホテル内 076-296-0111 グルメ

鉄板焼　高尾 921-8565 金沢市 金沢市大額町ル8番地　金沢国際ホテル内 076-296-0111 グルメ

ダイニングレストラン　クローバー 921-8565 金沢市 金沢市大額町ル8番地　金沢国際ホテル内 076-296-0111 グルメ

プールサイドビアテラス 921-8565 金沢市 金沢市大額町ル8番地　金沢国際ホテル内 076-296-0111 グルメ

ケーズデンキ　金沢高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町二字50番地1 076-251-3911 小売

イエローハット金沢東店 920-3122 金沢市 金沢市福久2丁目100 076-257-8686 小売

イエローハット金沢南店 921-8164 金沢市 金沢市久安4-422 076-243-1414 小売

イエローハット金沢田上店 920-1151 金沢市 金沢市田上の里1丁目134 076-221-1188 小売

セルフ金沢東インター店 920-3116 金沢市 金沢市南森本町ロ98 076-257-4410 その他

セルフ金沢湊店 920-0207 金沢市 金沢市須崎町イ21-5 076-239-1166 その他

セルフ金沢間明店 921-8005 金沢市 金沢市間明町2-14 076-220-6781 その他

セルフ金沢伏見台店 921-8177 金沢市 金沢市伏見台3-5-5 076-245-2266 その他

アミング　金沢ベイ店 920-0333 金沢市 金沢市無量寺4-112-1 076-266-3022 小売

アミング　モンファヴォリ 920-0842 金沢市 金沢市元町2-10-23 076-251-7100 小売

アミング　金沢保古店 921-8052 金沢市 金沢市保古3-183-2 076-287-5690 小売

お好み焼き　メレンゲ 920-0917 金沢市 金沢市下堤町34-2 076-254-6617 グルメ

善允・小虎 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目7-19　片町一番館1F 076-225-7430 グルメ

お好み焼き　鬼のパンツ 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目13-8　金沢中央味食街 090-9443-3293 グルメ

すし食いねぇ！県庁前店 920-8202 金沢市 金沢市西都１丁目５１ 076-268-3450 グルメ

すし食いねぇ！金沢高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町ニ３２ 076-253-3055 グルメ

すし食いねぇ！金沢寺地店 921-8178 金沢市 金沢市寺地２－３－１０ 076-243-5151 グルメ

アルビス　安原中央店 920-0376 金沢市 金沢市福増町南1265 076-249-2460 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルビス　笠舞店 920-0965 金沢市 金沢市笠舞1丁目23番25号 076-222-3880 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルビス　高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町二字63番地1 076-251-2100 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルビス　畝田店 920-0342 金沢市 金沢市畝田西3丁目603番地 076-268-5550 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルビス　西南部店 921-8063 金沢市 金沢市八日市出町840番地 076-249-6330 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルビス　泉が丘サンピア店 921-8173 金沢市 金沢市円光寺2-345 076-226-8201 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルビス　泉が丘中央店 921-8035 金沢市 金沢市泉が丘2丁目8番3号 076-245-6100 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルビス　大友店 920-8205 金沢市 金沢市大友2丁目234番地 076-238-1800 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルビス　田上店 920-1157 金沢市 金沢市田上さくら3丁目40番地 076-221-1120 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルビス　杜の里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里3-170 076-260-7611 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

北星産業　東大通りSS 920-0841 金沢市 金沢市浅野本町ロ124 076-251-9681 その他

北星産業　入江SS 921-8011 金沢市 金沢市入江2-37-1 076-291-1188 その他

北星産業　八日市SS 921-8064 金沢市 金沢市八日市5-609 076-240-2885 その他

北星産業　北町SS 920-0025 金沢市 金沢市駅西本町5-12-5 076-261-7557 その他

北星産業　有松SS 921-8041 金沢市 金沢市泉3-6-56 076-242-3868 その他

北星産業金沢西ｲﾝﾀｰSS 920-0058 金沢市 金沢市示野中町1-1 076-282-9905 その他

Aコープ　安原店 920-0370 金沢市 金沢市上安原1丁目208 076-269-7800 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

Aコープ　笠舞店 920-0965 金沢市 金沢市笠舞1丁目8-48 076-231-5357 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

Bistro Teppan Jai faim 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町16-49 076-222-7220 グルメ

PORK YAKINIKU HOUSE Beston 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目2-8 076-225-7308 グルメ

串天ぷらスタンド　ソル兵衞　片町店 920-0988 金沢市 金沢市木倉町1-1　エコービル1F 076-224-1120 グルメ

豚肉専門店　Oink Oink 920-0865 金沢市 金沢市長町1丁目2-24 076-224-0223 グルメ

原始焼　金澤ととと 920-0847 金沢市 金沢市堀川町6-5 076-287-5572 グルメ

金沢和食　そろばん 920-0853 金沢市 金沢市本町2-8-14 076-255-0815 グルメ

近江町ととと 920-0916 金沢市 金沢市下松原町49-1 076-208-4363 グルメ

海藻ライフ 920-0907 金沢市 金沢市青草町88番地　ダイヤモンドL3店内 076-221-5573 小売

海道屋 920-0905 金沢市 金沢市十間町32 076-221-5573 小売

海道屋　いきいき魚市店 920-0332 金沢市 金沢市無量寺町ヲ52　金沢港いきいき魚市内 076-268-7078 小売

海道屋　宮崎店 920-0905 金沢市 金沢市上近江町36 076-221-5573 小売

海道屋　大口店 920-0905 金沢市 金沢市上近江町38　大口水産内 076-221-5573 小売

Leto 920-0919 金沢市 金沢市南町3-34 076-256-0990 小売

OLD JOE STORE KANAZAWA 920-0919 金沢市 金沢市南町3-34 076-256-0970 小売

PHAETON Fragrance Long Bar 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス1F 076-293-0727 小売

Porter Classic 金沢 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス1F 076-293-3502 小売

OHAKO 920-0909 金沢市 金沢市袋町1-1　かなざわはこまち1F 076-254-1600 小売

Do Bon Temps(デュ・ボンタン) 920-0909 金沢市 金沢市袋町1-1　かなざわはこまち1F 076-282-9948 グルメ

WARUTSU(ワルツ) 920-0909 金沢市 金沢市袋町1-1　かなざわはこまち1F 076-225-8161 グルメ

天ざる　そば久 920-0909 金沢市 金沢市袋町1-1　かなざわはこまち2F 076-254-1616 グルメ

和茶寮　一の月 920-0909 金沢市 金沢市袋町1-1　かなざわはこまち2F 076-254-1268 グルメ

柴舟小出　いなほ工場・いなほ店 920-0378 金沢市 金沢市いなほ2丁目8 076-240-0010 小売

柴舟小出　横川店 921-8163 金沢市 金沢市横川7丁目2-4 076-241-3548 小売

柴舟小出　金沢駅西店 920-0014 金沢市 金沢市諸江町32-26 076-234-1255 小売

柴舟小出　東山店 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目13-13 076-252-3210 小売

柴舟小出　野町本店 921-8031 金沢市 金沢市野町3-2-29 076-243-2331 小売

Dinette 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3　クロスゲート金沢2F 076-255-6622 グルメ

DORUMIRU.kanazawa 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3　クロスゲート金沢1F 076-255-2113 グルメ

MOGURA　KITCHEN 920-0841 金沢市 金沢市浅野本町1-15-21 076-255-2821 グルメ

MOGURA バル 920-0982 金沢市 金沢市大工町29　水谷ビル1F 076-223-3365 グルメ

日本海庄や　金沢駅前店 920-0852 金沢市 金沢市此花町8-8　ホテルエコノ金沢駅前地下1F 076-233-7881 グルメ

フラワーコンタクト　金沢片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町2-1-1　勝田ビル1F 076-224-3004 小売

中央コンタクト　アピタタウン金沢ベイ店 920-0333 金沢市 金沢市無量寺4-56　アピタタウン金沢ベイ　シンセンポート内 076-267-2210 小売

中央コンタクト　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス5F 076-221-6111 小売

エルサカエ　金澤本店 920-0981 金沢市 金沢市片町1-3-20 076-216-8888 小売

IL BISONTE　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス1F 076-265-8285 小売

marimekko　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス1F 076-293-3732 小売

日産レンタカー　金沢駅前店 920-0856 金沢市 金沢市昭和町13-15 076-232-4123 その他

菓ふぇMURAKAMI　クロスゲート金沢店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3　クロスゲート金沢105区画 076-208-4443 グルメ

和菓子村上　本社店 921-8042 金沢市 金沢市泉本町1-4 076-242-1411 グルメ
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餡屋 musubu　和菓子村上　東山店 920-0831 金沢市 金沢市東山1-13-5 076-208-5039 グルメ

和菓子村上　金沢本店 920-0865 金沢市 金沢市長町2-3-32 076-264-4223 小売

Bistro Oriental 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3　クロスゲート金沢2F 076-255-0029 グルメ

オリエンタルブルーイング　香林坊店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-4-26　ブランシュ1F 076-256-0776 グルメ

オリエンタルブルーイング　東山店 920-0831 金沢市 金沢市東山3-2-22 076-255-6378 グルメ

明文堂書店　金沢ビーンズ店 920-8203 金沢市 金沢市鞍月5丁目158 076-239-4400 小売

ANAクラウンプラザホテル金沢 920-8518 金沢市 金沢市昭和町16-3 076-224-6111 その他

ANAクラウンプラザホテル金沢　カスケイドダイニング 920-8518 金沢市 金沢市昭和町16-3 076-224-9802 グルメ

ANAクラウンプラザホテル金沢　カスケイドラウンジ 920-8518 金沢市 金沢市昭和町16-3 076-224-9802 グルメ

ANAクラウンプラザホテル金沢　中国料理　花梨 920-8518 金沢市 金沢市昭和町16-3 076-224-9804 グルメ

ANAクラウンプラザホテル金沢　日本料理　雲海 920-8518 金沢市 金沢市昭和町16-3 076-224-9805 グルメ

ANAクラウンプラザホテル金沢　鉄板焼き　加賀 920-8518 金沢市 金沢市昭和町16-3 076-224-9806 グルメ

ANAクラウンプラザ　ビアテラス 920-8518 金沢市 金沢市昭和町16-3　ANAクラウンプラザホテル金沢4Ｆ 076-224-9807 グルメ

ニュー三久　城南店 920-0966 金沢市 金沢市城南2丁目36-1 076-262-2313 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ニュー三久　あかつき市場店 920-0926 金沢市 金沢市暁町11-22 076-261-8139 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ニュー三久　伏見台店 921-8177 金沢市 金沢市伏見台2丁目1-10 076-247-5255 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ニュー三久　泉が丘店 921-8171 金沢市 金沢市富樫1丁目3番27号 076-245-5039 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

金沢白鳥路ホテル山楽 920-0937 金沢市 金沢市丸の内6番3号　金沢白鳥路ホテル山楽内 076-222-1212 観光施設

加賀料理　まほろば 920-0937 金沢市 金沢市丸の内6番3号　金沢白鳥路ホテル山楽内 076-222-1607 グルメ

ブッフェダイニング　スワン 920-0937 金沢市 金沢市丸の内6番3号　金沢白鳥路ホテル山楽内 076-222-1609 グルメ

パルティ(金沢白鳥路ホテル山楽　ティーラウンジ) 920-0937 金沢市 金沢市丸の内6番3号　金沢白鳥路ホテル山楽内 076-222-1608 グルメ

まるひな良縁堂 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町市場1F 076-232-5544 小売

まるひな良縁堂 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館B1 076-232-5544 小売

カフェ甘　杜の里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1-156 076-221-0114 グルメ

カフェ甘　本店 920-0902 金沢市 金沢市尾張町2-11-28 076-255-6610 グルメ

カフェ甘Stand　東山店 920-0831 金沢市 金沢市東山3-2-18 076-225-8099 グルメ

越山甘清堂　杜の里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1-156 076-221-0114 小売

越山甘清堂　本店 920-0902 金沢市 金沢市尾張町2-11-28 076-255-6610 小売

上海バール　金沢フォーラス 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町３－１　金沢フォーラス６Ｆ 076-265-3508 グルメ

富金豚　金沢ﾌｫｰﾗｽ 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町３－１金沢フォーラス６Ｆ 076-265-3519 グルメ

梅梅　金沢 920-0902 金沢市 金沢市尾張町１－９－１６ 076-204-6032 グルメ

柚子屋旅館　緑草音　金沢 920-0925 金沢市 金沢市天神町２－１－１０－１　 076-208-3999 その他

にょろ助　金沢片町 920-0981 金沢市 金沢市片町2-31-32 076-222-8518 グルメ

FUKURO PROJECT(フクロプロジェクト) 920-0909 金沢市 金沢市袋町1番1号　かなざわはこまち1F 076-225-7600 小売

花えにし/金沢地酒市場 920-0909 金沢市 金沢市袋町1番1号　かなざわはこまち1F 076-225-8300 小売

金澤福うさぎ　かなざわはこまち本店 920-0909 金沢市 金沢市袋町1番1号　かなざわはこまち1F 076-225-8200 小売

muta muta 920-0916 金沢市 金沢市下松原町49 076-231-0756 小売

着物レンタルあかり 920-0916 金沢市 金沢市下松原町49 076-201-8119 遊興施設

美しいキモノ丸年 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館1F 076-231-5733 小売

ＨＵＭ＆ＧＯ＃　橋場町スタンド 920-0911 金沢市 金沢市橋場町3-18　HATCHi 1F 076-255-0207 グルメ

HUM＆GO＃　石川県立図書館カフェ 920-0942 金沢市 金沢市小立野２丁目43-1　県立図書館内 076-255-0507 グルメ

あまつぼ柿木畠本店 920-0999 金沢市 金沢市柿木畠4-7 076-221-8491 グルメ

市場めしあまつぼ 920-0917 金沢市 金沢市下堤町38-1 076-208-3571 グルメ

金澤かが美 920-0853 金沢市 金沢市本町2-2-3 076-255-2707 グルメ

あまつぼクロスゲート金沢店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢 076-254-5088 グルメ

ANAホリデイ・イン金沢スカイ 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町15番1号 076-233-2233 その他

ANAホリデイ・イン金沢スカイ　鳳凰 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町15番1号 076-233-2233 グルメ

ANAホリデイ・イン金沢スカイ　バーラウンジ 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町15番1号 076-233-2233 グルメ

ANAホリデイ・イン金沢スカイ　KENROKU 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町15番1号 076-233-2233 グルメ

かに吉 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目6-4 076-263-1000 グルメ

とと屋 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目8-7 076-225-7777 グルメ

べに屋 920-0856 金沢市 金沢市昭和町11-1 076-260-7777 グルメ

ラーメンと焼き鳥　五鉄 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目8-8-1 076-231-5001 グルメ

一滴 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町2丁目48　サンファーストビル1F 076-231-3331 グルメ

魚せん広岡 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目3-25 076-262-1000 グルメ

金澤さくら亭 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2-32 076-264-8739 グルメ

手創り旬菜と和食　せん 920-0856 金沢市 金沢市昭和町15-17　ファーストレーベン昭和町1F/2F 076-224-1000 グルメ

水魚 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町2-1 076-231-4411 グルメ

さくら茶屋 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2-50 076-221-5151 グルメ

和カフェとお食事　さくら 920-0962 金沢市 金沢市広坂1丁目2-24　ファーストホテル1F 076-256-0005 グルメ

金沢ニューグランドホテル　プレステージ 920-8688 金沢市 金沢市南町４番１号 076-233-1311 その他

金沢ニューグランドホテルプレミア 920-8688 金沢市 金沢市南町４番１号 076-233-7000 その他

スカイダイニング　ロワ 920-8688 金沢市 金沢市南町４番１号 076-233-1311 グルメ

中国料理　犀江 920-8688 金沢市 金沢市南町４番１号 076-233-1311 グルメ

加賀料理　友禅 920-8688 金沢市 金沢市南町４番１号 076-233-1311 グルメ

ダイニング　蔵 920-8688 金沢市 金沢市南町４番１号 076-233-1311 グルメ

プレミア　レストラン　ポロ 920-8688 金沢市 金沢市南町４番１号 076-233-1311 グルメ

コメダ珈琲店金沢松村店 920-0348 金沢市 金沢市松村３－３５８ 076-255-2031 グルメ

コメダ珈琲店金沢高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町二３２ 076-253-3001 グルメ

コメダ珈琲店金沢直江店 920-8216 金沢市 金沢市直江東１－１５８ 076-239-0303 グルメ

箔座本店 920-0843 金沢市 金沢市森山1-30-4 076-251-8941 小売

茶屋美人 920-0831 金沢市 金沢市東山1-26-17 076-253-8883 小売

箔座ひかり藏 920-0831 金沢市 金沢市東山1-13-18 076-251-8930 小売

箔座　金の縁起屋 920-0831 金沢市 金沢市東山1-13-23 076-253-8881 小売

はま寿司　金沢神谷内店 920-0801 金沢市 金沢市神谷内町63-2 076-252-0230 グルメ

はま寿司　金沢中村店 921-8022 金沢市 金沢市中村町29-11 076-244-3233 グルメ

はま寿司　金沢松村店 920-0347 金沢市 金沢市松村町ヌ12 076-267-2622 グルメ

ファーストホテル金沢 920-0962 金沢市 金沢市広坂1丁目2-24 076-256-0001 その他

イオンもりの里店 920-1184 金沢市 金沢市もりの里1丁目70番地 076-234-8888 小売

イオン金沢店 920-3126 金沢市 金沢市福久2丁目58番地 076-258-7588 小売

ファミリーマート　しばはら杜の里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里3-102 076-262-1131 コンビニエンスストア・スーパーマーケット
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ファミリーマート　金沢みどり店 920-0373 金沢市 金沢市みどり一丁目255番地1 076-240-3639 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢旭町三丁目店 920-0941 金沢市 金沢市旭町3丁目3番11号 076-223-2050 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢粟崎店 920-0226 金沢市 金沢市粟崎町三丁目297番地1 076-239-9044 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢幸町店 920-0968 金沢市 金沢市幸町13番28号 076-224-4210 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町二字10番1 076-253-8299 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢山科一丁目店 921-8175 金沢市 金沢市山科一丁目6番57号 076-242-0505 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢寺町店 921-8033 金沢市 金沢市寺町一丁目2番18号 076-241-2406 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢諸江通り店 920-0022 金沢市 金沢市北安江1丁目14番1号 076-210-5060 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢小立野店 920-0942 金沢市 金沢市小立野3丁目27番22号 076-223-3931 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢専光寺浜店 920-0356 金沢市 金沢市専光寺町ニ2-1 076-268-6261 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢大桑店 921-8045 金沢市 金沢市大桑二丁目42番地 076-201-4567 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢朝霧台店 920-1158 金沢市 金沢市朝霧台二丁目14番地 076-263-2623 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢田上の里店 920-1151 金沢市 金沢市田上町30街区4-1 076-231-6252 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢東大通り店 920-0846 金沢市 金沢市昌永町17-8 076-253-9449 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町二丁目2番15号　北國ビルディング1F 076-210-6399 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢問屋町二丁目店 920-0061 金沢市 金沢市問屋町二丁目15番2 076-237-7324 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　窪四丁目店 921-8151 金沢市 金沢市窪4-447 076-243-1911 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　わくなみや小橋店 920-0844 金沢市 金沢市小橋町4-20 076-252-1187 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢けやき通り店 920-0025 金沢市 金沢市駅西本町1丁目15番18号　トリアス1F 076-222-3620 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢みなと店 920-0331 金沢市 金沢市大野町四丁目ヲ31番地1 076-268-2483 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢リファーレ店 920-0853 金沢市 金沢市本町1丁目5番3号 076-263-3591 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢乙丸町店 920-0806 金沢市 金沢市神宮寺3丁目11番15号 076-252-1077 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢菊川店 920-0964 金沢市 金沢市本多町一丁目18番3号 076-210-3955 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢橋場町店 920-0911 金沢市 金沢市橋場町1番3号 076-264-8730 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢金石東店 920-0335 金沢市 金沢市金石東3丁目2番5号 076-266-1211 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢元菊店 920-0036 金沢市 金沢市元菊町5番1号 076-210-7015 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢広岡三丁目店 920-0031 金沢市 金沢市広岡3丁目3番47号 076-222-3350 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢高畠一丁目店 921-8001 金沢市 金沢市高畠一丁目323番地 076-292-4003 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢高尾南店 921-8154 金沢市 金沢市高尾南三丁目61番地 076-296-8860 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢桜田町店 920-0057 金沢市 金沢市桜田町1-214 076-262-0025 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢三口町店 920-0018 金沢市 金沢市三口町火330番地 076-238-3462 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢小坂町店 920-0811 金沢市 金沢市小坂町北165番地2 076-252-0260 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢松村店 920-0348 金沢市 金沢市松村3-543 076-266-2306 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢松村三丁目店 920-0348 金沢市 金沢市松村三丁目448番地 076-266-5070 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢松島南店 921-8062 金沢市 金沢市新保本四丁目65番地7 076-214-1044 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢上安原店 920-0374 金沢市 金沢市上安原南79番地 076-249-2621 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢上堤町店 920-0869 金沢市 金沢市上堤町1-15　金沢上堤町ビル1F 076-233-1280 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢新神田店 921-8013 金沢市 金沢市新神田4-5-35 076-291-8013 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢星稜前店 920-0811 金沢市 金沢市小坂町南538 076-252-5224 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢西念三丁目店 920-0024 金沢市 金沢市西念3丁目32-16 076-224-2407 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢西念二丁目店 920-0024 金沢市 金沢市西念2丁目27-17 076-224-4231 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢石引店 920-0935 金沢市 金沢市石引一丁目13番32号 076-210-5007 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢専光寺町店 920-0356 金沢市 金沢市専光寺町レ4番地10 076-266-5448 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢泉本町店 921-8042 金沢市 金沢市泉本町5丁目3番地 076-201-3594 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢泉野店 921-8034 金沢市 金沢市泉野町5丁目6番14号 076-244-6158 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢増泉三丁目店 921-8025 金沢市 金沢市増泉3丁目15番19号 076-241-2127 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢大河端町店 920-0210 金沢市 金沢市大河端西二丁目74番地 076-208-2276 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢稚日野店 920-0355 金沢市 金沢市稚日野町北19番地1 076-266-5044 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢中央市場店 920-0024 金沢市 金沢市西念四丁目22番12号 076-210-4716 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢田上店 920-1156 金沢市 金沢市田上の里2丁目105番地 076-233-5250 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢土清水町店 920-0955 金沢市 金沢市土清水二丁目15番地 076-229-8220 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢東力店 921-8015 金沢市 金沢市東力2丁目148番地1 076-291-2310 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢藤江北店 920-0345 金沢市 金沢市藤江北四丁目485番地 076-266-5346 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢二口店 920-0051 金沢市 金沢市二口町イ101番地 076-224-2413 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢入江店 921-8011 金沢市 金沢市入江3丁目54番地 076-291-2011 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢入江一丁目店 921-8011 金沢市 金沢市入江1丁目148 076-292-6033 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢疋田店 920-0003 金沢市 金沢市疋田二丁目123番地 076-258-2070 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢彦三店 920-0901 金沢市 金沢市彦三町二丁目2番14号 076-231-1055 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢百坂店 920-3131 金沢市 金沢市百坂町ニ23番地1 076-257-5704 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢堀川店 920-0847 金沢市 金沢市堀川町976番5 076-224-3462 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢本町店 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目20番28号 076-210-3277 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢本町二丁目店 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目11番7号　金沢フコク生命駅前ビル1F 076-210-4844 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢木曳野店 920-0339 金沢市 金沢市木曳野3丁目23番地 076-266-5020 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢木越店 920-0001 金沢市 金沢市千木町口93-1 076-257-3140 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢木材団地店 920-0211 金沢市 金沢市湊2丁目114番地25 076-208-2893 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢涌波店 920-0953 金沢市 金沢市涌波1丁目6番27号 076-210-7035 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢涌波三丁目店 920-0953 金沢市 金沢市涌波三丁目1番16号 076-210-5906 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢利屋町店 920-0101 金沢市 金沢市利屋町る7番地 076-257-6613 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　堅田店 920-0164 金沢市 金沢市堅田町甲75-1 076-257-7018 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　石川県庁前店 920-8202 金沢市 金沢市西都一丁目59番 076-268-4883 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　東金沢駅前店 920-0802 金沢市 金沢市三池町189番1 076-213-2022 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山インター店 920-0379 金沢市 金沢市中屋南84番地 076-249-3418 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢諸江町店 920-0017 金沢市 金沢市諸江町下丁46番1 076-238-2055 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢額谷三丁目店 921-8145 金沢市 金沢市額谷3丁目46 076-298-7328 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢額新保店 921-8148 金沢市 金沢市額新保2丁目284 076-298-8402 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢岸川町店 920-0102 金沢市 金沢市岸川町り63番1 076-257-8071 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢駅西口店 920-0022 金沢市 金沢市北安江一丁目2番15号 076-210-5244 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

コメダ珈琲店　金沢もりの里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1-208 076-210-5501 グルメ

もみつぼ5　金沢駅前店 920-0847 金沢市 金沢市堀川町6-21 076-223-3955 その他

もみつぼ5　高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町二字13-1 076-251-0855 その他

もみつぼ5　金沢杜の里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1丁目149 076-221-1355 その他
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もみつぼ5　金沢八日市店 921-8064 金沢市 金沢市八日市4-283 076-225-3055 その他

もみつぼ5　横川店 921-8163 金沢市 金沢市横川6-94 076-245-5655 その他

玉泉庵 920-0937 金沢市 金沢市丸の内1 076-234-3800 グルメ

金沢城公園 920-0937 金沢市 金沢市丸の内1 076-234-3800 グルメ

兼六園 920-0936 金沢市 金沢市兼六町1-4 076-234-3800 観光施設

時雨亭 920-0936 金沢市 金沢市兼六町1-5 076-234-3800 グルメ

スーパーオートバックス　金沢店 920-8217 金沢市 金沢市近岡町337-1 076-237-6011 小売

オートバックス　金沢大学通り店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里3丁目188番地 076-231-6969 小売

オートバックス　金沢入江店 921-8011 金沢市 金沢市入江3-18 076-291-8686 小売

Fusion21(フュージョン21) 920-0962 金沢市 金沢市広坂1-2-1　21世紀美術館内 076-231-0201 グルメ

ベーカリーカフェ　メープルハウス 920-0005 金沢市 金沢市高柳町二字56-2 076-255-0067 グルメ

メープルストリートマーケット 921-8016 金沢市 金沢市東力町ニ173 076-287-0868 グルメ

メープルハウス　アトリオ店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1-1-1　香林坊アトリオB1 076-220-1080 小売

海の食堂　ベイアルセ 920-0332 金沢市 金沢市無量寺町リ65　金沢港クルーズターミナル2F 076-214-4464 グルメ

豆皿茶屋 920-0937 金沢市 金沢市丸の内1-1　金沢城公園鶴の丸休憩館内 076-232-1877 グルメ

セブンイレブン　金沢桂町店 920-0334 金沢市 金沢市桂町イ35-1 076-268-7277 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢大手町店 920-0912 金沢市 金沢市大手町１５番１７号 076-223-3773 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢小坂町西店 920-0811 金沢市 金沢市小坂町１１６番 076-252-7110 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢鞍月4丁目店 920-8203 金沢市 金沢市鞍月4丁目181番地 076-267-6337 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢吉原町店 920-3114 金沢市 金沢市吉原町ハ26-1 076-257-5530 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢古府3丁目店 920-0362 金沢市 金沢市古府3丁目33番地 076-240-6697 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢高岡町店 920-0864 金沢市 金沢市高岡町3-20 076-224-7785 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢寺中町店 920-0341 金沢市 金沢市寺中町ホ16-1 076-266-1097 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢松村町店 920-0347 金沢市 金沢市松村町ヌ45 076-267-6036 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢石川県庁前店 920-8201 金沢市 金沢市鞍月東2丁目14 076-237-1071 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢米泉町8丁目店 921-8044 金沢市 金沢市米泉町8丁目90番地 076-247-7711 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢問屋町2丁目店 920-0061 金沢市 金沢市問屋町2-84-1 076-237-2560 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢鳴和台店 920-0815 金沢市 金沢市鳴和台111 076-251-3320 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブンDR　金沢駅西口ロイネット店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目12番17号 076-282-9855 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢昭和町店 920-0856 金沢市 金沢市昭和町16-1　ヴィサージュ一階 076-260-7317 小売

セブンイレブン　金沢片町1丁目店 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目4-16 076-224-7110 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　金沢専光寺町店 920-0356 金沢市 金沢市専光寺町レ4-2 076-266-0300 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢もりの里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里2-82 076-232-3750 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢もりの里南店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里2-12 076-231-4111 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢粟崎町店 920-0226 金沢市 金沢市粟崎町3-1-1 076-238-7433 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢押野小学校前店 921-8064 金沢市 金沢市八日市2-457 076-280-0631 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢間明町店 921-8005 金沢市 金沢市間明町2-24-6 076-292-7595 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢神宮寺二丁目店 920-0806 金沢市 金沢市神宮寺2-16-22 076-251-3960 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢西泉店 921-8043 金沢市 金沢市西泉4-129-1 076-245-7234 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢泉店 921-8041 金沢市 金沢市泉2-6-2 076-241-8923 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢大額店 921-8147 金沢市 金沢市大額2-29-1 076-296-0805 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢南町中央店 920-0919 金沢市 金沢市南町3-1 076-263-3088 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢不動寺町店 920-0173 金沢市 金沢市不動寺町ロ11-1 076-257-7818 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢芳斉二丁目店 920-0862 金沢市 金沢市芳斉2-5-26 076-222-1215 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松3-4-1 076-242-6788 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢駅西本町店 920-0025 金沢市 金沢市駅西本町3-6-5 076-263-2270 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢額新保店 921-8148 金沢市 金沢市額新保1-332 076-298-9769 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢山科店 921-8175 金沢市 金沢市山科2-2-47 076-243-3688 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢若宮町店 920-0053 金沢市 金沢市若宮町ホ30-1 076-221-0256 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢諸江中丁店 920-0016 金沢市 金沢市諸江町中丁250-1 076-223-6677 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢諸江町店 920-0016 金沢市 金沢市諸江町中丁348-1 076-237-0168 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢上安原町店 920-0370 金沢市 金沢市上安原2-254 076-214-3678 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢西念三丁目店 920-0024 金沢市 金沢市西念3-2-15 076-223-6050 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢大豆田本町店 920-0047 金沢市 金沢市大豆田本町甲283番地1 076-231-0048 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢大友三丁目店 920-8205 金沢市 金沢市大友3-47 076-238-5580 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢田上店 920-1155 金沢市 金沢市田上本町10-1 076-222-3621 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢福久町店 920-3122 金沢市 金沢市福久町ホ5-1 076-257-4433 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢福久東店 920-3123 金沢市 金沢市福久東1-46-1 076-257-7617 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢米泉店 921-8044 金沢市 金沢市米泉町7-46 076-280-6030 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢法光寺店 920-3132 金沢市 金沢市法光寺町108-1 076-257-5518 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢北塚町店 920-0367 金沢市 金沢市北塚町西4 076-249-7537 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢本多町三丁目店 920-0964 金沢市 金沢市本多町3-3-15 076-231-6304 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢鳴和台店 920-0815 金沢市 金沢市鳴和台87 076-253-0013 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢横川店 921-8163 金沢市 金沢市横川3-60 076-241-5744 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢木越町店 920-0203 金沢市 金沢市木越町ト98-1 076-237-8601 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　金沢片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目6-13 076-233-1068 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ATRIUM 920-0015 金沢市 金沢市諸江町上丁307-10 076-231-3388 その他

THE SKY 920-0210 金沢市 金沢市大河端西1-108 076-239-1005 その他

neo atrium 920-0842 金沢市 金沢市元町2-19-21 076-251-5566 その他

ユナイテッドビューティー　金沢店 921-8064 金沢市 金沢市八日市5-556 076-249-9900 その他

アレクサンドルオブカラーズ　もりの里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1-149 076-260-5544 その他

らーめん世界　桜田店 920-0057 金沢市 金沢市桜田町1-213 076-221-8830 グルメ

らーめん世界　西泉店 921-8043 金沢市 金沢市西泉2-115 076-244-8677 グルメ

らーめん世界　福久店 920-3122 金沢市 金沢市福久町ト8-1 076-257-8313 グルメ

やまやラパーク金沢店 921-8043 金沢市 金沢市西泉４丁目１５番１ 076-245-8536 小売

やまや　金沢駅西店 920-0065 金沢市 金沢市二ツ屋町10-41 076-224-1133 その他

やまや　杜の里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1-121 076-265-8760 その他

ヤマダデンキ 家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ金沢本店 920-8202 金沢市 金沢市西都1-40 076-266-8222 その他

ヤマダデンキ テックランド金沢大桑店 921-8046 金沢市 金沢市大桑3丁目141番地 076-243-3100 その他

マックスバリュ　金沢しめの店 920-0069 金沢市 金沢市戸板西1丁目55番地 076-268-6800 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

マックスバリュ　金沢駅西本町店 920-0025 金沢市 金沢市駅西本町5-2-13 076-265-1230 コンビニエンスストア・スーパーマーケット
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マックスバリュ　東金沢駅前店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町十三字1番1 076-251-3611 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

マックスバリュ　増泉店 921-8025 金沢市 金沢市増泉4丁目3番3号 076-244-0016 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

テキサスハンズ　戸板店 920-0068 金沢市 金沢市戸板5-1 076-261-6663 グルメ

テキサスハンズ　西泉店 921-8043 金沢市 金沢市西泉3-42 076-243-1105 グルメ

テキサスハンズ　大桑店 921-8045 金沢市 金沢市大桑3-176 076-259-0705 グルメ

アパホテル　金沢片町　EXCELLENT 920-0981 金沢市 金沢市片町2-2-13 076-232-1001 その他

アパホテル　金沢駅前 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-9-28 076-231-8111 その他

アパホテル　金沢西 920-0362 金沢市 金沢市古府3-127 076-269-1111 その他

アパホテル　金沢片町 920-0984 金沢市 金沢市池田町二番丁21-1 076-234-3111 その他

アパホテル　金沢野町 921-8031 金沢市 金沢市野町2-4-22 076-280-8111 その他

バイキングレストラン　ラ・ベランダ 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-9-28 076-231-8113 グルメ

和食・割烹　彩旬 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-9-28 076-231-8148 グルメ

レストラン＆バー　アルカンシェール 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-9-28 076-231-8114 グルメ

アンニョン 920-0847 金沢市 金沢市堀川町5-9 076-255-1490 グルメ

ホルモンあかまる 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-23　金沢第一ビル1F 076-222-5029 グルメ

ホルモンくろまる 920-0847 金沢市 金沢市堀川町5-7 076-221-5529 グルメ

ホルモンまる 920-0988 金沢市 金沢市木倉町2-2-1 076-225-8129 グルメ

ホルモン倶楽部 921-8163 金沢市 金沢市横川3-4 076-241-7711 グルメ

魚八 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-23　金沢第一ビル1F 076-222-0118 グルメ

鮨　えのめ 920-0905 金沢市 金沢市上近江町33-1 090-7276-0875 グルメ

駅前馳走酒場　よいよい 920-0856 金沢市 金沢市昭和町11-5 076-222-4115 グルメ

焼鳥・手羽先唐揚　わいわい 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目2-6 076-264-8181 グルメ

駅前串焼き酒場　はれはれ 920-0862 金沢市 金沢市芳斉2丁目6-10 076-256-0939 グルメ

かずえや 920-0908 金沢市 金沢市主計町3-14 076-264-3201 その他

ホテルパシフィック金沢 920-0906 金沢市 金沢市十間町46 076-264-3201 その他

金澤つきや 920-0982 金沢市 金沢市大工町38番地 076-208-3217 グルメ

東山あり月 920-0831 金沢市 金沢市東山3丁目14-2 076-264-3201 その他

もりもり寿し　近江町店 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館1F 076-262-7477 グルメ

もりもり寿し　片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町1-7-23　金劇パシオンビル1F 076-260-4311 グルメ

もりもり寿し　金沢駅前店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス6F 076-265-3510 グルメ

能登前寿司　もりもり寿し　金沢駅前店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス6F 076-265-3537 グルメ

もりもり寿し　近江町ふれあい館店 920-0905 金沢市 金沢市上近江町50番地1　 076-201-8966 グルメ

すしべん　近岡店 920-8217 金沢市 金沢市近岡町961-1 076-238-6639 グルメ

すしべん　桂店 920-0332 金沢市 金沢市無量寺町ト14-1 076-268-2731 グルメ

すしべん　高柳店 920-0012 金沢市 金沢市磯部町ニ6-2 076-252-3171 グルメ

すしべん　赤土店 920-0353 金沢市 金沢市赤土町ニ104-1 076-267-6166 グルメ

すしべん　東インター店 920-0007 金沢市 金沢市田中町ほ26-1 076-239-1888 グルメ

すしべん　入江店 921-8011 金沢市 金沢市入江2丁目32 076-291-2712 グルメ

まぐろや　金沢桜田店 920-0057 金沢市 金沢市桜田町3-60 076-224-8877 グルメ

魚民　金沢片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町1-7-23金劇パシオン 地下1階 076-262-5088 グルメ

笑笑　金沢東口駅前店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町2-53セントラルアークビル 5階 076-264-9288 グルメ

福福屋　金沢東口駅前店 920-0847 金沢市 金沢市堀川町4-1セントラルビル 2階 076-222-8588 グルメ

勝手にサワー白木屋　金沢片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町1-6-13アパ片町第3ビル5階 076-222-1388 グルメ

北鉄バスサービスセンター　武蔵エムザ店 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町15-1　土火楽1F 黒門小路内 076-260-2535 交通機関

北鉄バスサービスセンター　片町サービスセンター 920-0981 金沢市 金沢市片町1-7-23　パシオンビル1F 076-221-5012 交通機関

北鉄駅前センター 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町1-11 076-263-0489 交通機関

金沢駅東口ターミナル北鉄グループ案内所 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町1-11 076-263-0489 交通機関

金沢駅西口ターミナル北鉄グループ案内所 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町1-11 076-263-0489 交通機関

AOKI金沢有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松5-2-7 076-245-2188 その他

AOKI金沢田上店 920-1151 金沢市 金沢市田上町さくら1-159 076-223-1288 その他

AOKI金沢高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町ニ-30 076-252-1888 その他

AOKI金沢松村店 920-0348 金沢市 金沢市松村4-405 076-266-8858 その他

JACK金沢示野店 920-0069 金沢市 金沢市戸板西1丁目155番地　イオンタウン金沢示野イースト棟 076-266-1606 小売

JACK　もりの里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1-70　イオンもりの里1F 076-234-5811 小売

MY THINGS by kiitos 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2丁目1-1　香林坊東急スクエア2F 076-225-7188 グルメ

TUBRiVER by kiitos　香林坊東急スクエア店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2丁目1-1　香林坊東急スクエア2F 076-220-5333 小売

TUBRiVER by kiitos　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3番地1号　金沢フォーラス5F 076-293-0281 小売

お好み焼　千房 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3番地1号　金沢フォーラス6F 076-265-3536 グルメ

月の宵 920-0909 金沢市 金沢市袋町1番1号　かなざわはこまち1F 076-222-2118 小売

ハイアット セントリック 金沢 920-0031 金沢市 金沢市広岡一丁目5-2 076-256-1234 その他

ハイアット ハウス 金沢 920-0031 金沢市 金沢市広岡一丁目5-2 076-256-1235 その他

FIVE Grill&Lounge 920-0031 金沢市 金沢市広岡一丁目5-2 076-256-1234 グルメ

Roof　Terrace　Bar 920-0031 金沢市 金沢市広岡一丁目5-2 076-256-1234 グルメ

Hレストラン 920-0031 金沢市 金沢市広岡一丁目5-2 076-256-1235 グルメ

いち凛 920-0908 金沢市 金沢市主計町2-6 076-208-3703 グルメ

喜はな 920-0847 金沢市 金沢市堀川町6-9 076-254-5187 グルメ

十万喜 920-0853 金沢市 金沢市本町1-9-6 076-221-1007 グルメ

炉と海 920-0901 金沢市 金沢市彦三町1-2-18 076-201-8868 グルメ

寿司　一船 920-0838 金沢市 金沢市観音町3-1-14 076-255-0434 グルメ

ダイワロイネットホテル金沢 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町2-20 076-224-7755 その他

ダイワロイネットホテル金沢駅西口 920-0031 金沢市 金沢市広岡 1-12-17 076-224-5280 その他

ダイワロイネットホテル金沢MIYABI 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-3-37 076-223-6186 その他

カルビ大将 田上店 920-1156 金沢市 金沢市田上の里1丁目64 076-224-8929 グルメ

ステーキ宮　金沢中央店 920-0043 金沢市 金沢市長田2-28-25 076-234-3781 グルメ

ステーキ宮　金沢有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松3丁目6番28号 076-247-1323 グルメ

THE TEA SHOP CHANOMI　富樫本店 921-8171 金沢市 金沢市富樫２－８－２４ 076-227-9400 グルメ

THE TEA SHOP CHANOMI　近江町市場店 920-0905 金沢市 金沢市上近江町５０－１ 076-254-0214 グルメ

パラダイスバー 920-0981 金沢市 金沢市片町　1-11-5８億年ビル１階 076-260-5660 グルメ

炭火焼き鳥 桜屋 920-0818 金沢市 金沢市大樋町2-1 076-251-1456 グルメ

金沢東急ホテル 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2丁目1番1号 076-231-2411 その他

ゑり虎 920-0981 金沢市 金沢市片町２丁目２－１ 076-263-8311 小売



いしかわ旅行割キャンペーン　取扱店舗一覧 〈2023/5/22　現在〉

取扱店舗名 郵便番号 エリア 所在地 電話番号 業態

座・いっく 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町１６－４８ 076-224-1919 グルメ

金澤着楽々ひがし茶屋街本店 920-0831 金沢市 金沢市東山１丁目３番１８号 076-252-4931 遊興施設

＠cosme STORE　アピタタウン金沢ベイ店 920-0333 金沢市 金沢市無量寺4-56アピタ金沢ベイ　キレイポート 076-225-2567 その他

変なホテル金沢　香林坊 920-0961 金沢市 金沢市香林坊１丁目２-３２ 050-5210-5310 その他

ホテルエコノ東金沢 920-0805 金沢市 金沢市小金町3-28 076-252-7151 その他

ホテルエコノ金沢駅前 920-0981 金沢市 金沢市此花町8-8 076-223-2600 その他

土産処　ゆきつりのまち 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2番13号 076-221-5017 小売

満天の湯　金沢店 921-8022 金沢市 金沢市中村町5-52 076-244-4126 観光施設

金沢マンテンホテル駅前 920-0022 金沢市 金沢市北安江1-6-1 076-265-0100 その他

金沢第一交通株式会社　本社営業所 921-8175 金沢市 金沢市山科2-3-23 076-280-5501 交通機関

ホテルリソルトリニティ金沢 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町1-18 076-221-9269 その他

ホテルマイステイズプレミア金沢 920-0031 金沢市 金沢市広岡2-13-5 076-290-5255 その他

ホテルマイステイズ金沢キャッスル 920-0852 金沢市 金沢市此花町10-17 076-223-6300 その他

金澤もんよう 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-12-34ニュー香林坊ビル103号室 076-263-7666 グルメ

薄利多売半兵ヱ　金沢店 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目5-23 076-233-0808 グルメ

DININGBAR HIDEOUT 920-0981 金沢市 金沢市片町2-3-7スペース237ビル B1F 076-221-2181 グルメ

株式会社ふらん・どーる田上ヴァレ店 920-1157 金沢市 金沢市田上さくら３丁目１番地 076-224-5701 小売

ビストロひらみぱん 920-0865 金沢市 金沢市長町1丁目6-11 076-221-7831 グルメ

叙々苑　金沢店 920-0919 金沢市 金沢市南町2-1北國新聞会館21Ｆ 076-224-0089 グルメ

zuiun dining・Book Cafe 921-8042 金沢市 金沢市泉本町4丁目17番地 076-243-5506 グルメ

まいどおおきに食堂　金沢神宮寺食堂 920-0806 金沢市 金沢市神宮寺1-7-30 076-252-5872 グルメ

中村真美堂 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目3番8号 076-252-0177 小売

キャナリィ・ロウ金沢鞍月店 920-8203 金沢市 金沢市鞍月3-128 076-267-6668 グルメ

生活雑貨LINE 920-0962 金沢市 金沢市広坂1-1-50ステアーズイン広坂2階 076-231-1135 小売

太陽めがね 920-0804 金沢市 金沢市鳴和２－２－３ 076-251-9902 その他

ケーキハウスエンゼル 920-0376 金沢市 金沢市福増町南79-1 076-240-1143 小売

アート薬局 920-0035 金沢市 金沢市中橋町11-12 076-233-2406 その他

ビストロ　レガル 921-8151 金沢市 金沢市窪7ー279 076-244-5559 グルメ

インドレストランシャルマ示野本店 920-0069 金沢市 金沢市戸板西1丁目55番地イオンタウン金沢示野ＳＣ内 076-266-0911 グルメ

オマンジュウカフェ souan 920-0968 金沢市 金沢市幸町2-2幸町スカイハイツ1階 076-223-0201 グルメ

GAME BAR - Hello, world! 920-0852 金沢市 金沢市此花町9-17米沢ビル3F 076-255-1122 グルメ

ユナイテッド・シネマ金沢 920-0005 金沢市 金沢市高柳町1-70-1 076-251-7670 遊興施設

福わ家 920-0901 金沢市 金沢市彦三町１－９－３１ 076-264-8780 グルメ

小橋お多福 920-0901 金沢市 金沢市彦三町１－９－３１ 076-231-7205 グルメ

オタバ　小橋カフェ 920-0901 金沢市 金沢市彦三町１－９－３１ 076-222-7811 グルメ

大桑おんま温泉　楽ちんの湯 921-8045 金沢市 金沢市大桑2-115楽ちんの湯 076-245-1126 観光施設

石川県立歴史博物館 920-0963 金沢市 金沢市出羽町３番１号 076-262-3236 遊興施設

ArtShop月映 920-0854 金沢市 金沢市安江町18-10 076-256-5371 小売

COMFY 921-8155 金沢市 金沢市高尾台２丁目２７番地９ 076-209-6629 小売

石川県立美術館　芸妓の技能向上実行委員会 920-0963 金沢市 金沢市出羽町２－１ 076-225-1371 遊興施設

赤鶏備長炭　塒 920-0981 金沢市 金沢市片町2-3-7スペース237ビル1階 076-261-9193 グルメ

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ＆ﾊﾟｰﾗｰHorita205 921-8107 金沢市 金沢市野田2-202 076-255-7453 小売

7day's Soup Cafe 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-9-28　アパホテル金沢駅前1F 076-255-6263 グルメ

A la ferme de Shinjiro 920-0902 金沢市 金沢市尾張町1-9-9　2F 076-221-8818 グルメ

A_RESTAURANT 920-0981 金沢市 金沢市片町2-23-12　中央コアビル2F 076-255-0088 グルメ

aisorashi-アイソラシ-　東山店 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目3-38 080-7796-4583 小売

APRE　BANGKOK 920-0981 金沢市 金沢市片町2-3-7　スペースビル9F 076-222-0002 グルメ

AXIS 920-0865 金沢市 金沢市長町1-2-18 076-260-6233 小売

Bistro de la Conti　ビストロ・ド・ラ・コンティ 920-0863 金沢市 金沢市玉川町5-4 076-255-3418 グルメ

Bistro紙屋市べゑ 920-0981 金沢市 金沢市片町1-8-21 076-262-6006 グルメ

CHARLIE’SELECT（チャーリーズセレクト） 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3　クロスゲート金沢1F 076-254-1066 小売

cocochi最中（ここちもなか） 920-0865 金沢市 金沢市長町1-3-51 076-201-8816 グルメ

DeAU(デアウ) 920-0847 金沢市 金沢市堀川町5-6 076-255-0282 グルメ

Dining BAR-TENDER 920-0981 金沢市 金沢市片町1-11-1 076-232-3880 グルメ

ガウス 921-8155 金沢市 金沢市高尾台2-222 076-296-8225 小売

Hair Make  Riema 920-0919 金沢市 金沢市南町4-1金沢ニューグランドホテルB1F 0120-53-2390 その他

iomare(イオマレ) 920-0864 金沢市 金沢市高岡町18-2 076-213-9747 グルメ

Kanazawa Music Bar 920-0997 金沢市 金沢市竪町41　KANAME INN TATEMACHI 1F 076-208-3540 グルメ

KEDDERU(ケッデル) 920-0851 金沢市 金沢市笠市町7-15　サクセス21 502号 090-1245-0545 その他

KKRホテル金沢 920-0912 金沢市 金沢市大手町2番32号 076-264-3261 その他

KUMU 金沢 by THE SHARE HOTELS 920-0869 金沢市 金沢市上堤町2-40 076-282-9600 その他

Kuroneco Jack　クロスゲート金沢店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3　クロスゲート金沢1F 076-232-9611 小売

Kuroneco Jack　本店 920-8203 金沢市 金沢市鞍月3-27　HRビル1C 076-268-9611 グルメ

kurumi 920-0057 金沢市 金沢市桜田町1丁目276番　ラ・メーラ105号 076-260-8055 小売

Lily Brown　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス1F 076-290-7837 小売

Linnel 920-8203 金沢市 金沢市鞍月5丁目36 076-237-3602 小売

Little Tea Pot 920-0057 金沢市 金沢市桜田町1-276　ラ・メーラ103号 076-254-1227 グルメ

LOOZEL(ルーゼル) 920-0997 金沢市 金沢市竪町42-2　1F 076-260-5020 小売

MEGAドン･キホーテ　ラパーク金沢店 921-8043 金沢市 金沢市西泉4-11 076-247-3810 小売

Mila Owen　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス1F 076-293-3733 小売

noenth　金沢店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1-1-1　香林坊アトリオB1F 076-299-5803 小売

nyumba 920-0853 金沢市 金沢市本町2-19-4 076-233-7045 グルメ

Paolo 921-8024 金沢市 金沢市白菊町19-7 076-227-9909 グルメ

Parade　金沢高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町一字44-12 076-254-1917 小売

Parade　金沢松村店 920-0348 金沢市 金沢市松村3-38-8 076-268-3841 小売

Q　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス2F 076-265-8145 小売

RANDA　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス2F 076-265-8297 小売

SAKE SHOP福光屋　金沢店 920-0935 金沢市 金沢市石引2丁目8-3 076-223-1117 小売

salon de brocoli.(サロン ド ブロッコリ) 921-8034 金沢市 金沢市泉野町5-3-20 076-227-9022 小売

SARARASO 920-0967 金沢市 金沢市菊川1-1-8 076-254-5608 その他

SHARIN Kanazawa Traveler's Inn 920-0851 金沢市 金沢市笠市町5の6 080-1965-8554 その他
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SNIDEL　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス1F 076-290-7026 小売

sonrisa 920-0902 金沢市 金沢市尾張町1-8-7 076-255-0930 グルメ

SORPRESA GUSTO(ソルプレーザ　グスト) 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目7-1　スクエアハオカビル2F 080-1297-8829 グルメ

SUGAR DAYS 920-1155 金沢市 金沢市田上本町4丁目88 076-263-5522 小売

TABI TAIKENネット 920-1161 金沢市 金沢市鈴見台5-11-24 090-1637-2826 観光施設

Table7nana(テーブルナナ) 920-0847 金沢市 金沢市堀川町5-4 076-225-7001 グルメ

スイーツテイクアウト　JURAKU 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町13-29　あさぢビル1F 080-8035-8066 グルメ

tawara 920-0981 金沢市 金沢市片町2-10-19　ロイヤルプラザ片町102 076-210-5570 グルメ

TEA ROOM & BAR ぽっちゃん 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目2-40　教育会館ビル 076-256-1125 グルメ

vin amour 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3　クロスゲート金沢2F 076-255-2685 グルメ

WING金沢店 920-0981 金沢市 金沢市片町1-3-15 076-223-5582 小売

WORLD VACATION 920-0998 金沢市 金沢市里見町44-1　タウンハイツ里見町1F 076-255-2000 その他

あたらしや 920-1122 金沢市 金沢市湯涌荒屋町89-2 076-235-1011 観光施設

あたらよ金沢 920-0981 金沢市 金沢市片町1-9-2 076-225-8885 グルメ

アビステホテルブティック　ANAクラウンプラザ金沢 920-8518 金沢市 金沢市昭和町16-3　ANAクラウンプラザホテル金沢1F 076-263-1333 小売

アプレシオ　金沢駅西店 920-0027 金沢市 金沢市駅西新町3-14-21 076-232-8970 遊興施設

あめの俵屋　本店 920-0844 金沢市 金沢市小橋町2番4号 076-252-2079 小売

アロマ香房　焚屋 920-0865 金沢市 金沢市長町1-2-23 076-255-6337 小売

いしや 920-0901 金沢市 金沢市彦三町2-8-3 076-255-1357 グルメ

イタリアントマトCafé Jr.　アピタ金沢店 921-8022 金沢市 金沢市中村町10-20　アピタ金沢1F 076-226-3052 グルメ

イタリアン大衆酒場　HARUTA片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町2-7-2 076-255-1363 グルメ

イタリア料理と自然派ワイン　Uva-Uva 920-0988 金沢市 金沢市木倉町5-4 076-254-5992 グルメ

イルクオーレ 920-0059 金沢市 金沢市示野町ト66-7 076-255-0139 グルメ

インディーズ 920-0058 金沢市 金沢市示野中町1丁目3番地 076-233-0117 小売

インドめし　ティルパティ 920-0345 金沢市 金沢市藤江北4丁目490番地 076-267-4677 グルメ

ウンナナクール　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス3F 076-265-8381 小売

エスプリ　シュロス 920-1147 金沢市 金沢市銚子町ト163 076-229-3388 グルメ

LINNAS Kanazawa 920-0902 金沢市 金沢市尾張町1-2-8 076-222-7333 その他

オーミスーパー 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館 076-221-0458 小売

オステリア　デル　カンパーニュ 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目31番33号 076-261-2156 グルメ

おと川 920-0865 金沢市 金沢市長町1-1-4 076-231-2416 グルメ

オリエンタル 921-8155 金沢市 金沢市高尾台4丁目151番地 076-298-0150 交通機関

オリックスレンタカー　金沢東インター店 920-3123 金沢市 金沢市福久東1-29-1 076-257-3900 その他

オルビス　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス5F 076-265-8141 小売

オンラクル 920-0362 金沢市 金沢市古府3丁目93 076-287-3025 小売

お好み焼　つくし 921-8162 金沢市 金沢市三馬2丁目252　神保ビル1F 076-242-4634 グルメ

お好み焼　古川　もりの里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1-205 076-263-7735 グルメ

お好み焼古川　有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松3-3-23 076-280-6367 グルメ

お宿　やました 920-1123 金沢市 金沢市湯涌町イ165-1 076-235-1021 その他

お多福　問屋町店 920-0061 金沢市 金沢市問屋町1丁目70番地 076-237-5958 グルメ

お茶屋美術館 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目13-7 076-252-0887 遊興施設

カガヤ酒店 920-0901 金沢市 金沢市彦三町1丁目3番地9号 076-261-1756 小売

カナカンジョイ 920-0904 金沢市 金沢市下近江町18 076-223-8855 小売

金箔工芸　田じま 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町11-1 076-201-8486 小売

カフェ　とある丘 920-1127 金沢市 金沢市下谷町チ97 090-2035-9119 グルメ

カフェ ドゥ アッシュ 920-0919 金沢市 金沢市南町6-12　国際ビジネス学院ビル1F 076-234-3773 グルメ

カフェ＆ブラッスリー　ポール・ボキューズ 920-0962 金沢市 金沢市広坂2-1-1　しいのき迎賓館1F 076-261-1162 グルメ

ガマダンダイニング 921-8152 金沢市 金沢市高尾3-4-1 076-298-7800 グルメ

カメリアイン雪椿 920-0932 金沢市 金沢市小将町4番17号 076-223-5725 その他

キッチンTOMO 920-0962 金沢市 金沢市広坂1-2-20 076-231-5134 グルメ

ギャラリー＆カフェ　椋 920-0831 金沢市 金沢市東山2丁目1番7号 076-255-6106 小売

ギャラリーアルトラ 920-0917 金沢市 金沢市下堤町7-2　アルトラビル2F 076-231-6698 小売

ギャラリーしらいと(ひこそのまちやど) 920-0901 金沢市 金沢市彦三町1-4-11 076-255-0339 小売

ギャラリーセーブル 920-0912 金沢市 金沢市大手町7-29 076-264-8658 小売

キャンピングカー金沢 921-8177 金沢市 金沢市伏見台1-13-23 076-281-6363 交通機関

くりゑンテkawabata 920-0838 金沢市 金沢市観音町3丁目2-2 076-251-0403 グルメ

ケムリとカオリ 920-0902 金沢市 金沢市尾張町1-2-8　LINNAS KANAZAWA1F 076-254-6965 グルメ

ゴールドカレー　本店 920-0345 金沢市 金沢市藤江北1-393 076-267-7705 グルメ

コッペ亭アピタ金沢店 921-8022 金沢市 金沢市中村町10-20 0120-92-5576 小売

コッペ亭金沢元町店 920-0842 金沢市 金沢市元町2-10-10 0120-92-5576 小売

この花寿し 920-0847 金沢市 金沢市堀川町6-4 076-264-1771 グルメ

コリヤンハウス　駅前店　韓の家 920-0852 金沢市 金沢市此花町9-13 076-232-5552 グルメ

コンコント菓子店 921-8163 金沢市 金沢市横川5-298-3 076-220-7889 グルメ

ご当地ラーメン巡 920-0847 金沢市 金沢市堀川町27-2 076-224-4788 グルメ

ザ・スクエアホテル金沢 920-0917 金沢市 金沢市下堤町10 076-221-2611 その他

さかなや道場　金沢駅店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-9-25　アクロスキューブ金沢駅西口2F 076-224-7621 グルメ

ささら屋　金沢高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町二字60-1 076-251-3315 小売

サリーナ 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-12-39 076-255-3546 グルメ

サングラスとカフェMito 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-12-10　せせらぎパサージュ2-B 076-208-3321 グルメ

サンピア　酒あづま 921-8173 金沢市 金沢市円光寺2-345 076-247-3589 小売

ジェームス　鞍月店 920-0344 金沢市 金沢市畝田東4丁目1147 076-266-3443 小売

ジガーバー　セントルイス 920-0981 金沢市 金沢市片町2-21-2　クイーンズビル1F 076-223-6116 グルメ

シフクノオト金澤寿司Dining 920-0864 金沢市 金沢市高岡町12-45ロイヤルシャトー南町B1F 076-256-0429 グルメ

ジムホール 920-0981 金沢市 金沢市片町1-5-15　セキビル3F 076-222-8079 グルメ

ジャルダン ポール・ボキューズ 920-0962 金沢市 金沢市広坂2-1-1　しいのき迎賓館2F 076-261-1161 グルメ

ジャンティールキタカミ　タテマチ店 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目4番地19　亀井ビル1F 076-213-5093 小売

ゲルニカ 920-0962 金沢市 金沢市広坂1-1-48　ウナシンビルB1F 076-223-2411 グルメ

ジョーシン　金沢本店 920-0069 金沢市 金沢市戸板西2-7 076-268-5533 小売

ジョージ鍼灸院 920-3115 金沢市 金沢市弥勒町カ56番地 076-256-5889 その他

じんや 920-0918 金沢市 金沢市尾山町12-1 076-254-5224 グルメ

スカイレンタカー　ガーデンホテル金沢カウンター 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目16-16(ガーデンホテル1F) 076-255-1489 交通機関
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スカイレンタカー　金沢駅前店 920-0853 金沢市 金沢市本町2-17-17 076-255-1489 交通機関

スカイレンタカー　金沢南店 921-8044 金沢市 金沢市米泉町1-99 076-280-0665 交通機関

すし処　大敷 920-0024 金沢市 金沢市西念3-5-24 076-261-0041 グルメ

すゞめ　近江町市場店 920-0907 金沢市 金沢市青草町88番地 076-282-9508 小売

すずや 920-0851 金沢市 金沢市笠市町5番2号 076-207-3266 グルメ

すたみな太郎　金沢店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町三字54 076-251-1129 グルメ

ステーキハウスにしむら 920-0975 金沢市 金沢市中川除町59番地 076-264-1500 グルメ

ステーキ雄 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目10-4　INFINI-K 1F 076-254-6629 グルメ

スペイン料理　アロス 920-0988 金沢市 金沢市木倉町1-7 076-222-7105 グルメ

すみのこ 920-0988 金沢市 金沢市木倉町2-5 076-265-7289 グルメ

すみよしや旅館 920-0906 金沢市 金沢市十間町54 076-221-0157 その他

セレクトショップ　ジオ 920-0962 金沢市 金沢市広坂2-1-1　しいのき迎賓館1F 076-261-1114 小売

そば　やまの葉 921-8035 金沢市 金沢市泉が丘2-11-32　ドリームA.Y 1F 076-244-6788 グルメ

ダイヤモンドL-Ⅱ　近江町コロッケ 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館1F 076-232-0341 小売

ダイヤモンド精肉部 920-0905 金沢市 金沢市上近江町36 076-232-0341 小売

酉焼き　たかじ　金沢駅前店 920-0853 金沢市 金沢市本町2-19-10 076-254-0028 グルメ

酉焼き　たかじ　香林坊店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-3-17 076-262-0002 グルメ

ちょい呑みダイニング貴 920-0854 金沢市 金沢市安江町255番地3 090-3768-2187 グルメ

てもみん　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス2F 076-265-8232 その他

トゥール・モンド・シュシュ　鞍月本店 920-8203 金沢市 金沢市鞍月5-53 076-237-2078 小売

ドトールコーヒーショップ　金沢武蔵ヶ辻店 920-0917 金沢市 金沢市下堤町7-2　アルトラビル1F 076-231-8081 グルメ

とみた酒店 921-8162 金沢市 金沢市三馬3丁目199番地 076-241-2883 小売

トラベル愛ランド　金沢駅西けやき通り店 920-0024 金沢市 金沢市西念2-1-1　ゼンリン金沢ビル1F 076-224-7700 その他

とりあえず吾平　鞍月店 920-8204 金沢市 金沢市戸水1-86 076-239-4663 グルメ

なべ・割烹　太郎 920-0908 金沢市 金沢市主計町2番7号 076-231-5152 グルメ

なるせフラワーガーデン 920-0906 金沢市 金沢市十間町33 076-231-7160 小売

なんでやねん 920-0813 金沢市 金沢市御所町寅29-1 076-252-1364 グルメ

ニコニコレンタカー金沢北安江店 920-0022 金沢市 金沢市北安江3-1-21 076-232-5556 交通機関

ニシナガスポーツ 921-8013 金沢市 金沢市新神田4丁目5番24号 076-292-0388 小売

のさか　アウトレットギャラリー 921-8116 金沢市 金沢市泉野出町4-3-29 076-255-7753 小売

のさか　本店 920-0944 金沢市 金沢市三口新町4-3-1 076-231-0110 小売

のどぐろ旬菜みのりや 920-0848 金沢市 金沢市京町25-20ソフトオフィスビル101号 076-225-7105 グルメ

パラスパレス 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス2F 076-265-8226 小売

パリキング 920-0981 金沢市 金沢市片町2-1-13 076-254-1377 グルメ

ビストロ金沢　とどろき亭 920-0831 金沢市 金沢市東山1-2-1 076-252-5755 グルメ

ビリオン珈琲　金沢諸江店 920-0015 金沢市 金沢市諸江町上丁453-1 076-225-7575 グルメ

ぶった農産　近江町市場店 920-0905 金沢市 金沢市上近江町50番地1　近江町ふれあい館内 076-256-1070 小売

フラワースポットいまむら 921-8031 金沢市 金沢市野町2-33-2 076-241-1321 小売

フルーツ坂野 920-0907 金沢市 金沢市青草町88 076-261-4473 小売

プロタクシー 920-0806 金沢市 金沢市神宮寺2-20-6 076-253-5555 交通機関

ベンリーズアンドジョブ 920-0995 金沢市 金沢市新竪町3丁目16 076-234-5383 小売

ポール・スミス　金沢店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-4-3　クロスレジデンス金沢香林坊1・2F 076-232-2085 小売

ホテルインターゲート金沢 920-0864 金沢市 金沢市高岡町2番5号 076-260-7200 その他

ホテルウィングインターナショナルプレミアム金沢駅前 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町8-13 076-290-7776 その他

ホテルトレンド金沢駅前 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目3-36 076-222-7250 その他

ホテルトレンド金沢片町 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目11-15-1 076-261-7701 その他

ホビーショップ　タムタム金沢店 920-3126 金沢市 金沢市福久2-58　イオン金沢3F 076-201-8555 小売

まこと家 920-0847 金沢市 金沢市堀川町4番14号 076-260-5105 グルメ

まっとう　福喜寿司　金沢店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目5-3 076-255-1203 グルメ

まゆ玉とうふ・いか鉄デリバリー 920-0334 金沢市 金沢市桂町ロ170番地 076-268-5517 小売

マルシェロロ金沢 921-8033 金沢市 金沢市寺町4-12-20 050-7515-9175 グルメ

マンボウ金沢 920-0016 金沢市 金沢市諸江町中丁348 076-237-5171 スポーツ

みなみ 920-0907 金沢市 金沢市青草町88-7 076-232-2205 小売

みやげ処　千寿 920-0831 金沢市 金沢市東山1-5-6 076-220-6000 小売

むさし 920-0902 金沢市 金沢市尾張町1-9-4 076-261-7350 グルメ

むすび　近江町市場店 920-0917 金沢市 金沢市下堤町37-1 076-263-8240 小売

めがねのお店Mito 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-12-10　せせらぎパサージュ1-C 076-263-8823 グルメ

めん房つるつる長坂店 921-8116 金沢市 金沢市泉野出町1-22-21 076-241-5392 グルメ

もつ鍋もつ焼き　さいさい 920-0981 金沢市 金沢市片町2-23-12　中央コアビルB1F 076-225-3131 グルメ

もものや 920-0851 金沢市 金沢市笠市町6-13 090-5669-8092 その他

もりもり寿し　FC泉ヶ丘店 921-8172 金沢市 金沢市伏見新町286 076-280-1855 グルメ

もりもり寿し　FC藤江店 920-0346 金沢市 金沢市藤江南3丁目106 076-268-6843 グルメ

やきとり大吉　西金沢店 921-8044 金沢市 金沢市米泉町7-73-12 076-244-4870 グルメ

ヤマカ水産　近江町店 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館1F 076-232-1867 小売

ヤマカ水産　鮮魚通り店 920-0905 金沢市 金沢市上近江町32 076-232-2811 小売

ユニクロ　アピタタウン金沢ベイ店 920-0333 金沢市 金沢市無量寺4丁目91番地-1 076-225-2502 小売

よこい青果 920-0905 金沢市 金沢市上近江町50番地 076-232-2235 小売

ラ・パレット 920-0844 金沢市 金沢市小橋町16番1号 076-252-9100 グルメ

ラ・メゾン・ドゥ・ミズキ 920-0902 金沢市 金沢市尾張町1-9-11　尾張町レジデンス101 076-236-2050 小売

らーめん風花 920-0852 金沢市 金沢市此花町2番4号 076-264-2229 グルメ

ライフイズスイート 921-8151 金沢市 金沢市窪5-571 076-209-6678 グルメ

らくや 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-3-18 076-262-9090 グルメ

ル ミュゼ ドゥ アッシュ 金沢店 920-0963 金沢市 金沢市出羽町2-1　立美術館内 076-204-6100 グルメ

ルネファミーユ　金沢駅西店 920-0345 金沢市 金沢市藤江北4-250 076-266-2332 小売

レストラン　レンガ館 921-8133 金沢市 金沢市四十万町北イ50番池 076-298-7388 グルメ

レストラン　自由軒 920-0831 金沢市 金沢市東山1-6-6 076-252-1996 グルメ

れんが亭 920-0046 金沢市 金沢市大和町1-1 076-263-3113 グルメ

ロペピクニック　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1 　金沢フォーラス3F 076-200-7942 小売

Wine Shop Brucke(ワインショップ　ブリュッケ) 920-0864 金沢市 金沢市高岡町18-2 076-224-6288 小売

ワインバー　BAFT 920-0981 金沢市 金沢市片町1-11-14　夢館2　102号 076-201-8655 グルメ

ワインバー　シャトーシノン 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目1-18　宇野ビル2F 076-264-8875 グルメ
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わいんばーる　数登美 921-8031 金沢市 金沢市野町2-26-2 076-280-1103 グルメ

ワザナカフェ 921-8033 金沢市 金沢市寺町2-2-3 076-255-1375 グルメ

ワンズレンタカー　ダイワロイネットホテル金沢駅東口店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町2-20　駐車場管理室 070-1385-7472 交通機関

愛宕加登長 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目28番14号 076-252-1783 グルメ

安藤薬局 921-8031 金沢市 金沢市野町1丁目2-43 076-241-3349 小売

井ノ弥 920-0905 金沢市 金沢市上近江町33-1 076-222-0818 グルメ

一合半ぶん家 920-0988 金沢市 金沢市木倉町1-7 076-261-8881 グルメ

一笑 920-0831 金沢市 金沢市東山1-26-13 076-251-0108 グルメ

一番星 920-0917 金沢市 金沢市下堤町20番地　堤町ビル1F102号 076-255-1511 グルメ

烏鶏庵　泉ヶ丘店 921-8171 金沢市 金沢市富樫1丁目9-3 076-242-1133 小売

烏鶏庵　本店 920-0024 金沢市 金沢市西念4丁目22番地 076-223-2266 小売

烏鶏庵　東山店 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目3番1号 076-255-6339 小売

雨庵　金沢 920-0918 金沢市 金沢市尾山町6-30 076-260-0111 その他

押寿し体験厨房　金澤寿し 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目15-6 076-251-8869 グルメ

欧風料理　タブリエ 920-0988 金沢市 金沢市木倉町5-1 076-262-8087 グルメ

王将寿司 920-0804 金沢市 金沢市鳴和1丁目14-21 076-252-3572 グルメ

加賀丸いも麦とろ　陽菜 921-8172 金沢市 金沢市伏見新町255番地　サンピア泉ケ丘2F 076-280-3334 グルメ

加賀繍IMAI 920-0944 金沢市 金沢市三口新町3-4-19 076-231-7595 小売

加賀友禅　長町友禅館 920-0865 金沢市 金沢市長町2丁目6-16 076-264-2811 遊興施設

加賀友禅会館 920-0932 金沢市 金沢市小将町8番8号 076-224-5511 遊興施設

加賀料理　大名茶家 920-0852 金沢市 金沢市此花町7-5 076-231-5121 グルメ

加能漁菜　SHION 920-0853 金沢市 金沢市本町2-5-9 076-232-1770 グルメ

菓匠まつ井 920-0852 金沢市 金沢市此花町9番16号 076-221-1971 小売

回転寿司　左衛門 921-8035 金沢市 金沢市泉が丘2丁目12-35 076-218-4077 グルメ

海鮮丼専門店　金沢近江町市場　こてつ 920-0917 金沢市 金沢市下堤町37-1 076-264-0778 グルメ

海遊亭 920-0982 金沢市 金沢市大工町20 076-260-0006 グルメ

角の店 920-0865 金沢市 金沢市長町3-11-6 076-232-6449 グルメ

笠市寿し　龍 920-0851 金沢市 金沢市笠市町9番7号 076-233-3411 グルメ

樫田堂　金石本店 920-0335 金沢市 金沢市金石東1-4-7 076-267-2464 小売

割烹　やま田 920-0348 金沢市 金沢市松村1丁目68-1 076-268-8091 グルメ

割烹　一十百(かずとも) 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目26番16号 076-221-8057 グルメ

割烹　魚常 920-0928 金沢市 金沢市並木町1-10 076-221-0711 グルメ

割烹　大浦 921-8002 金沢市 金沢市玉鉾1丁目75番地 076-291-2334 グルメ

割烹　百萬 920-0965 金沢市 金沢市笠舞3-1-1 076-261-0782 グルメ

割烹　たけし 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目32番4号 076-234-2121 グルメ

割烹　わ田 920-0981 金沢市 金沢市片町1-10-5 076-221-2848 グルメ

割烹　松由 920-0982 金沢市 金沢市大工町2番地 076-232-3591 グルメ

株式会社　デープラス 920-0942 金沢市 金沢市小立野2-27-16 076-254-1798 その他

株式会社　丸一観光　金沢営業所 920-0332 金沢市 金沢市無量寺町ホ120 076-266-4401 交通機関

天然温泉　健康ランド　金沢ゆめのゆ 920-0346 金沢市 金沢市藤江南3-26 076-204-2626 その他

金沢ジャーマンベーカリー　百番街店 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　Rinto内 076-260-1355 グルメ

金沢ジャーマンベーカリー　片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町1-3-24 076-264-3378 グルメ

株式会社　芝田　 920-0907 金沢市 金沢市青草町88番地 076-224-1028 小売

株式会社　冨士トラベル金沢 920-0841 金沢市 金沢市浅野本町ニ150番地　2F 076-252-6668 その他

関屋楽器 920-0853 金沢市 金沢市本町1-1-10 076-221-0860 遊興施設

岩内蒲鉾店 920-0904 金沢市 金沢市下近江町22 076-231-0952 小売

岩本清商店 920-0845 金沢市 金沢市瓢箪町3-2 076-231-5421 小売

寄観亭 920-0936 金沢市 金沢市兼六町1-21 076-221-0696 小売

季節料理　天吉 920-0043 金沢市 金沢市長田1-5-67 076-231-3737 グルメ

菊よし　さか井 920-0865 金沢市 金沢市長町2-1-1 076-262-8131 グルメ

吉村洋傘店 920-0854 金沢市 金沢市安江町3-8 076-231-5181 小売

喫茶チャルダ 920-0917 金沢市 金沢市下堤町20　堤町ビル101 なし グルメ

宮下酒店 921-8022 金沢市 金沢市中村町4-3 076-241-6547 小売

居酒や　風風 920-0918 金沢市 金沢市尾山町5-3　セブンハイツ1F 076-223-7788 グルメ

居酒屋　花組 920-0988 金沢市 金沢市木倉町1-5 076-222-8739 グルメ

居酒屋　丸奄 920-0853 金沢市 金沢市本町2-17-5 076-223-6688 グルメ

居酒屋　金沢 920-0981 金沢市 金沢市片町2-5-8　勝田ビル1F 076-264-0056 グルメ

居酒屋　空海 920-0831 金沢市 金沢市東山3-14-14 076-254-1851 グルメ

居酒屋　和が家 920-0058 金沢市 金沢市示野中町1丁目3番地 076-233-0114 グルメ

居酒屋　和台 920-0852 金沢市 金沢市此花町4-16 076-222-4649 グルメ

居酒屋いたちゃん。　金沢駅前店 920-0856 金沢市 金沢市昭和町12-7　金駅ビル1F 076-222-4777 グルメ

居酒屋いたちゃん。　田上店 920-1155 金沢市 金沢市田上本町4-188 076-255-0258 グルメ

居酒屋にしき 920-0862 金沢市 金沢市芳斉1-5-17 076-233-3353 グルメ

居酒屋はち丸　魚酒場 920-0853 金沢市 金沢市本町2-9-3-1 076-223-7680 グルメ

居酒屋はち丸　金沢駅前店 920-0853 金沢市 金沢市本町2-2-1 076-223-7680 グルメ

居酒屋はち丸　別館 920-0853 金沢市 金沢市本町2-9-3 076-223-7680 グルメ

居酒屋　六度 920-0981 金沢市 金沢市片町2-21-2　クイーンズビル1F 076-232-6636 グルメ

漁師飯居酒屋　GOEN 920-0853 金沢市 金沢市本町2-7-1　越田ビル1F 076-223-4150 グルメ

魚楽食堂　海ん中 920-0852 金沢市 金沢市此花町3-3　ライブ1ビルB棟B1F 076-262-7381 グルメ

魚笑 920-0014 金沢市 金沢市諸江町30-1　アル・プラザ金沢別棟1F 076-232-2345 グルメ

魚半 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2丁目12-15 076-222-2288 グルメ

橋本果実店 920-0907 金沢市 金沢市青草町88 076-261-3666 小売

蕎麦　穂乃香 920-3134 金沢市 金沢市金市町二-71 076-256-0288 グルメ

そば処　大藪 920-0051 金沢市 金沢市二口町ハ21 076-263-8505 グルメ

ジエムナカムラ　玉匣 920-0831 金沢市 金沢市東山1-14-7 076-225-7455 小売

琴三絃　野田屋 920-0853 金沢市 金沢市本町1-8-9 076-221-2870 小売

近江屋伝兵衛 920-0907 金沢市 金沢市青草町88番地　近江町いちば館2F 076-255-1212 グルメ

近江町じもの亭 920-0905 金沢市 金沢市上近江町27-1 076-223-2201 グルメ

近江町海鮮丼家ひら井　いちば館店 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館2F 076-234-0448 グルメ

近江町海鮮丼家ひら井　本店 920-0905 金沢市 金沢市上近江町29 076-222-5887 グルメ

近江町食堂 920-0907 金沢市 金沢市青草町1番地 076-221-5377 グルメ
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金銀箔工芸さくだ　本店 920-0831 金沢市 金沢市東山1-3-27 076-251-6777 小売

金港堂 920-0981 金沢市 金沢市片町2-1-1 076-262-7535 小売

金城樓 920-0911 金沢市 金沢市橋場町2-23 076-221-8188 グルメ

金沢彩の庭ホテル 920-0043 金沢市 金沢市長田2-4-8 076-235-5111 その他

金沢・長町　菓遊庵 920-0865 金沢市 金沢市長町2-2-38 076-221-2925 グルメ

金沢21世紀美術館　ミュージアムショップ 920-8509 金沢市 金沢市広坂1丁目2番1号　金沢21世紀美術館 076-236-6072 小売

金沢イン 920-0862 金沢市 金沢市芳斉2丁目5-11-4 076-244-6682 その他

金沢くつろぎ宿　泊まり木 920-0831 金沢市 金沢市東山3-6-6 090-4680-9797 その他

金沢・クラフト広坂 920-0962 金沢市 金沢市広坂1-2-25 076-265-3320 小売

金沢シティホテル 920-0856 金沢市 金沢市昭和町6-8 076-221-8888 その他

金沢タクシー 921-8061 金沢市 金沢市森戸1-80 076-240-3211 交通機関

金沢なごみ亭　北都 920-8202 金沢市 金沢市西都1丁目32番地 076-268-3851 グルメ

金沢駅前ホテル 920-0852 金沢市 金沢市此花町2-24 076-224-7177 その他

金沢家 921-8154 金沢市 金沢市高尾南2丁目68番地 076-298-9000 その他

金沢犀川温泉　川端の湯宿　滝亭 920-1302 金沢市 金沢市末町23-10 076-229-1122 その他

金沢焼き肉　獅子丸 920-8205 金沢市 金沢市大友2-100 076-239-2929 グルメ

金沢食べ処飲み処大黒屋 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目7番2号　高田ビル 076-256-1529 グルメ

金沢竹筆の里　生きる（IKIRU） 921-8031 金沢市 金沢市野町1-2-6 076-205-5010 小売

金沢茶屋 920-0853 金沢市 金沢市本町2-17-21 076-231-2225 その他

金沢長町　わらじ屋 920-0865 金沢市 金沢市長町2-3-35 076-223-5008 小売

金沢東山・百番屋 920-0831 金沢市 金沢市東山3-3-35 076-254-6181 小売

金沢味食亭　よし久 920-0856 金沢市 金沢市昭和町11-20　よし久ビル 076-221-4988 グルメ

丼丸あんとや金沢久安店 921-8164 金沢市 金沢市久安4丁目415 076-243-2215 グルメ

金箔ジュエリーGold-Knot 920-0919 金沢市 金沢市南町5番6号 076-205-6202 小売

金箔屋さくだ　町屋店 920-0831 金沢市 金沢市東山1-5-7 076-208-4289 小売

金澤　せつ理 920-0864 金沢市 金沢市高岡町4-5 076-264-2375 グルメ

金澤ななほしカレー 920-0962 金沢市 金沢市広坂1-2-18　中村ビル2F 076-232-5707 グルメ

金澤ぷりん本舗 920-0831 金沢市 金沢市東山1-13-10 076-225-7749 グルメ

金澤やまぎし養蜂場　大桑店 921-8045 金沢市 金沢市大桑2-380 076-244-3388 小売

金澤よこ山 920-0981 金沢市 金沢市片町2-30-9　大井ビル1F 076-224-1888 グルメ

金澤居酒屋　八 920-0024 金沢市 金沢市西念3丁目19-13 076-213-5384 グルメ

金澤玉寿司　せせらぎ通り店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2丁目1-1 076-254-1355 グルメ

金澤玉寿司総本店 920-0981 金沢市 金沢市片町2-21-19 076-221-2644 グルメ

金澤　鼓 920-0981 金沢市 金沢市片町2-23-12　中央コアビル1F 076-222-2232 グルメ

九十九ーつくもー　金沢店 920-0852 金沢市 金沢市此花町3-3　ライブ1ビルB棟1F 076-282-9079 グルメ

九谷焼　宮goo 920-0831 金沢市 金沢市東山1-25-7 076-253-0617 小売

九谷陶芸　北山堂 920-0962 金沢市 金沢市広坂1-2-33 076-231-5288 小売

九谷巴 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2-13 076-231-0474 小売

串カツ田中　金沢店 920-0862 金沢市 金沢市芳斉2-5-35 076-255-3477 グルメ

串カツ田中　片町店 920-0985 金沢市 金沢市池田町三番丁43 076-256-1273 グルメ

兼六園　三芳庵 920-0936 金沢市 金沢市兼六町1-11 076-221-0127 グルメ

兼六園本舗　高砂屋 920-0935 金沢市 金沢市石引2-7-4 076-221-0151 小売

兼六亭 920-0936 金沢市 金沢市兼六町1-20 076-261-3783 グルメ

元湯　石屋 920-0165 金沢市 金沢市深谷町チ95甲 076-258-2133 その他

焼肉　戸板商店 920-0068 金沢市 金沢市戸板5-5 076-224-6205 グルメ

好日山荘　金沢西インター大通り店 921-8005 金沢市 金沢市間明町2-5 076-292-8020 小売

宏昌果実 920-0905 金沢市 金沢市上近江町34 076-260-1665 小売

工房ひょんの木 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-5-29 076-254-6957 小売

幸兵衛寿司 920-0911 金沢市 金沢市橋場町1-6 076-264-1553 グルメ

広坂ハイボール 920-0999 金沢市 金沢市柿木畠4-9　2F 076-265-7474 グルメ

仙桃　広東料理 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館2F 076-234-0669 グルメ

香舗伽羅 920-0864 金沢市 金沢市高岡町19-17 076-233-0477 小売

香林坊ジビルバ 920-0981 金沢市 金沢市片町2-7-3 076-231-1239 グルメ

国指定重要文化財　志摩 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目13-21 076-252-5675 観光施設

黒龍堂 920-0853 金沢市 金沢市本町1-5-3　リファーレ1F 076-221-2039 小売

彩賀 920-0908 金沢市 金沢市主計町2番11号 076-255-6802 グルメ

菜香樓　新館 920-0027 金沢市 金沢市駅西新町2-8-15 076-260-3156 グルメ

桜はなび 920-0853 金沢市 金沢市本町1丁目3-32 076-221-8100 グルメ

桜桃(ゆすら) 921-8031 金沢市 金沢市野町2丁目24番4号 076-220-7037 グルメ

山田時計店 920-0902 金沢市 金沢市尾張町2丁目10番15号 076-263-1561 小売

山乃尾 920-0831 金沢市 金沢市東山1-31-25 076-252-5171 その他

刺身屋 920-0907 金沢市 金沢市青草町15-1 076-231-7222 グルメ

四知堂Kanazawa 920-0902 金沢市 金沢市尾張町二丁目11番24号 076-254-5505 グルメ

志の助 921-8011 金沢市 金沢市入江3丁目73番地 076-216-5280 グルメ

次平 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目7番7号 076-252-6730 グルメ

自遊花人 921-8032 金沢市 金沢市清川町7-9 076-244-6441 小売

酒と魚菜わたり 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目5-29 076-231-6355 グルメ

吟撰　酒のぬまた 921-8164 金沢市 金沢市久安2-456-1 076-247-2415 小売

酒の大沢　近江町店 920-0905 金沢市 金沢市上近江町30番地1 076-232-3636 小売

酒屋　彌三郎 920-0964 金沢市 金沢市本多町3-10-27 076-282-9116 グルメ

酒菜　誉や 921-8151 金沢市 金沢市窪6丁目235-1 076-245-0012 グルメ

酒杉 920-0043 金沢市 金沢市長田2丁目26番8号 076-233-2514 小売

酒前線きたなか 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目12-24 076-222-6330 小売

酒房　猩猩 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-12-15　割烹むら井ビル1F 076-222-2246 グルメ

寿し　若 920-0042 金沢市 金沢市長田町1丁目5-46 076-221-8822 グルメ

寿司割烹　小林 921-8033 金沢市 金沢市寺町2丁目3番2号 076-241-9054 グルメ

舟楽　近江町本店 920-0905 金沢市 金沢市上近江町24-1 076-232-8411 小売

旬魚季菜 とと桜 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目5-5 076-222-8724 グルメ

旬魚亭 920-0022 金沢市 金沢市北安江3丁目1番38号 076-234-8855 グルメ

旬彩和食　口福 920-0907 金沢市 金沢市青草町88番地　近江町いちば館2F 076-225-8080 グルメ

小松弥助 920-0853 金沢市 金沢市本町2-17-21 076-231-1001 グルメ
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小立庵 920-0942 金沢市 金沢市小立野4-2-3 076-261-4321 グルメ

焼肉いちぼ　金沢駅前店 920-0847 金沢市 金沢市堀川町5-10 076-256-5492 グルメ

焼肉いちぼ　片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町1-8-25 076-208-4297 グルメ

焼肉きたじま 920-0918 金沢市 金沢市尾山町4-11 076-225-8029 グルメ

焼肉すぎの　金沢店 921-8115 金沢市 金沢市長坂台1-35 076-243-2929 グルメ

焼肉ホルモン　芝生 920-0852 金沢市 金沢市此花町8-3　KONOHANA355 1F 076-223-0482 グルメ

焼肉肉割烹　万福 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目6番地15号　金沢駅前ビル1F 080-4189-0369 グルメ

焼肉　飛鳥 921-8051 金沢市 金沢市黒田2-111 076-240-2753 グルメ

城山亭 920-0936 金沢市 金沢市兼六町1-13 076-221-6848 グルメ

髙匠　金澤藤江店 920-0345 金沢市 金沢市藤江北2-310　1F2号 076-256-1147 小売

新鮮酒場　キサラギ 920-0831 金沢市 金沢市東山3-31-18 076-252-7114 グルメ

新保酒販(株) 920-0062 金沢市 金沢市割出町633-1　新保第2ビル 076-237-6230 小売

新力水産 920-0907 金沢市 金沢市青草町88 076-221-3429 小売

神鮮　和さび 920-0853 金沢市 金沢市本町2-5-9 076-260-1181 グルメ

人形ミュージアム 921-8031 金沢市 金沢市野町2-24-1 076-241-0015 遊興施設

人形ミュージアムカフェ 921-8031 金沢市 金沢市野町2-24-1 076-241-0015 遊興施設

仁志川 921-8033 金沢市 金沢市寺町3丁目5-18 076-241-0111 グルメ

厨しんさく 920-0988 金沢市 金沢市木倉町2-7 076-260-4026 グルメ

水ひき亭 920-0864 金沢市 金沢市高岡町21-5 076-263-0480 グルメ

酔い処　さくら 920-0942 金沢市 金沢市小立野4-10-36 076-208-3989 グルメ

杉原酒店 920-0031 金沢市 金沢市広岡2-7-1　ラフレシアビル 076-263-6501 小売

世界の食品ダイヤモンド 920-0904 金沢市 金沢市下近江町24 076-232-0341 小売

西村鮮魚店 920-0865 金沢市 金沢市長町3丁目8-35 076-221-3018 小売

西洋膳所　鏑木 920-0988 金沢市 金沢市木倉町1-8 076-233-2002 グルメ

石焼ステーキ贅　石川金沢店 920-0333 金沢市 金沢市無量寺4-85-1　アピタ金沢ベイ 076-225-2571 グルメ

石川近鉄タクシー株式会社 920-0022 金沢市 金沢市北安江2丁目30番26号 0570-08-3265 交通機関

石川県観光物産館 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2番20号 076-222-7788 小売

石川県立音楽堂チケットボックス 920-0856 金沢市 金沢市昭和町20番1号　立音楽堂内 076-232-8632 その他

石川県立能楽堂 920-0935 金沢市 金沢市石引4-18-3 076-264-2598 遊興施設

石川四高記念文化交流館 920-0962 金沢市 金沢市広坂2-2-5 076-262-5464 遊興施設

石田屋　gamadan 921-8152 金沢市 金沢市高尾3-4-1 076-298-4800 小売

石田屋　犀川店 921-8032 金沢市 金沢市清川町1-1 076-280-4800 小売

石田漆器店 920-0981 金沢市 金沢市片町1-7-21 076-261-2364 小売

赤玉　本店 920-0981 金沢市 金沢市片町2-21-2 076-223-3330 グルメ

千の升 920-0981 金沢市 金沢市片町1-3-33 076-224-2062 グルメ

千取寿し本店 920-0935 金沢市 金沢市石引1丁目17番2号 076-221-5057 グルメ

川木商店 920-0907 金沢市 金沢市青草町88番地　近江町いちば館1F 076-231-5982 グルメ

銭がめ 920-1116 金沢市 金沢市板ケ谷町イ50 076-235-1426 その他

鮮彩　えにし 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館2F 076-231-2211 グルメ

創作漆器わこう 921-8031 金沢市 金沢市野町1丁目2-7 076-247-4455 小売

双喜亭　金沢店 921-8022 金沢市 金沢市中村町10-20　アピタ金沢1F 076-226-3040 グルメ

蒼風庵 920-0914 金沢市 金沢市西町四番丁17-10 076-299-5646 その他

多華味屋 920-0838 金沢市 金沢市観音町1丁目1-2 076-208-3345 グルメ

太鼓寿司　高尾支店 921-8155 金沢市 金沢市高尾台2-146 076-298-5775 グルメ

太鼓鮨　金沢駅前店 920-0847 金沢市 金沢市堀川町9-22 076-221-5510 グルメ

大口水産株式会社 920-0905 金沢市 金沢市上近江町38番地 076-263-4545 小売

大阪焼肉ホルモンふたご　金沢片町店 920-0988 金沢市 金沢市木倉町4-5-2 076-213-5291 グルメ

大衆割烹　喜乃屋 920-0856 金沢市 金沢市昭和町5番7号 076-221-8433 グルメ

大衆割烹　魚吟 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目24-2 076-225-8724 グルメ

大衆割烹　山長 920-0854 金沢市 金沢市安江町18-33 076-261-7331 グルメ

大松庵　兼六店 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2-8 076-233-2033 小売

大友家 920-0905 金沢市 金沢市上近江町10 076-264-4117 グルメ

大和タクシー(株) 921-8054 金沢市 金沢市西金沢1丁目102番地1 076-218-4422 交通機関

沢田神具結納店 920-0854 金沢市 金沢市安江町3番13号 076-221-7251 小売

辰辰(たつしん) 921-8064 金沢市 金沢市八日市2-651 076-226-0456 グルメ

竪町びぁばぁる×まるしぇ　きにつちに 920-0981 金沢市 金沢市片町1-12-24　竪町ストリート 076-254-0085 グルメ

炭火焼　悠 920-0853 金沢市 金沢市本町2-20-25 076-261-0588 グルメ

炭火焼肉　若竹 920-0999 金沢市 金沢市柿木畠2-8 076-209-2111 グルメ

談楽 920-0988 金沢市 金沢市木倉町2-4 076-263-5900 グルメ

地酒・肉・魚・おでん　金沢風土研究所 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目15番1号　ポルテ金沢B1F 076-225-8647 グルメ

茶房　素心 920-0831 金沢市 金沢市東山1-24-1 076-252-4426 グルメ

着物レンタル　KIMONOいろは。 920-0919 金沢市 金沢市南町4-1　金沢ニューグランドホテルB1F　HAIR MAK 076-221-8922 遊興施設

着物レンタル彩雅 920-0981 金沢市 金沢市片町2-13-27 076-221-2412 遊興施設

着物レンタル椿 920-0831 金沢市 金沢市東山1-3-2　高橋花店2F 0120-557-352 小売

中華そば処　万味 920-0853 金沢市 金沢市本町2-9-29 076-265-7735 グルメ

中華そば　大勝 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1-202 076-262-0216 グルメ

中国料理　麟 921-8033 金沢市 金沢市寺町3丁目2番地25 076-247-0332 グルメ

中島めんや 920-0907 金沢市 金沢市青草町88番地　近江町いちば館地下 076-232-1818 小売

中日本ツアーバス 920-8221 金沢市 金沢市御供田町ホ171-2 076-237-0240 交通機関

中六 920-0902 金沢市 金沢市尾張町2丁目2番25号 076-221-0154 小売

町家懐石　六花 920-0868 金沢市 金沢市六枚町2-7 076-221-6166 グルメ

長町武家屋敷　龍正 920-0865 金沢市 金沢市長町1-3-9 076-218-7357 小売

鳥珍や　片町本店 920-0981 金沢市 金沢市片町2-1-14 076-231-5959 グルメ

佃の佃煮　下新町本店 920-0910 金沢市 金沢市下新町6-18 076-262-0003 小売

佃の佃煮　大場店 920-3121 金沢市 金沢市大場町東828 076-258-5545 小売

佃の佃煮　東山店 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目5-7 076-254-5225 小売

佃の佃煮　有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松5丁目8-22　有松三軒家 076-226-0012 小売

鶴一屋 920-0816 金沢市 金沢市山の上町4-17 076-251-5158 小売

堤亭 920-0936 金沢市 金沢市兼六町1-15 076-221-2387 グルメ

天下一品　金石OMEGA店 920-0336 金沢市 金沢市金石本町二8番地 076-267-3377 グルメ

天神橋　大虎 920-0831 金沢市 金沢市東山1-36-20 076-254-6906 グルメ
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田鶴酒店 921-8151 金沢市 金沢市窪6-4 076-241-1215 小売

奴寿し 920-0806 金沢市 金沢市神宮寺1-15-30 076-252-9762 グルメ

東山　志 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目4番42-1 076-256-5634 グルメ

ギャラリー＆ショップ金澤美藏 920-0831 金沢市 金沢市東山1-13-7 076-282-9909 小売

東山ロベールデュマ 920-0831 金沢市 金沢市東山1-13-9 076-254-0909 グルメ

東山わらじ屋 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目4-42-1 076-204-6067 小売

東山　一久 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目14番地1 076-255-0519 グルメ

ヤマト醤油味噌　東山直売所 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目27-11 076-251-2235 小売

寅亭　長田店 920-0041 金沢市 金沢市長田本町ト75-1 076-262-7130 グルメ

肉匠Jade金澤 920-0852 金沢市 金沢市此花町3-3　ライブ1ビルB棟2F 076-256-1129 グルメ

日本ワイン　海と土 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目22番1号　犀虹ビル1F 076-255-2158 グルメ

熱烈厨房　よし政 921-8112 金沢市 金沢市長坂3-2-1 076-226-1516 グルメ

能田屋酒店 920-0865 金沢市 金沢市長町1-8-11 076-231-6231 小売

能登牛　焼ごろ　匠八 921-8006 金沢市 金沢市進和町49-3 076-291-2929 グルメ

能登牛焼肉　味道苑 920-0912 金沢市 金沢市大手町15-24 076-231-7584 グルメ

尾山食堂 920-0918 金沢市 金沢市尾山町2-46 076-209-2900 グルメ

美ら島の葉菜 921-8052 金沢市 金沢市保古2-6 076-240-1589 グルメ

百萬商店 920-0907 金沢市 金沢市青草町88番地 076-261-0374 小売

冨士タクシー 920-8221 金沢市 金沢市御供田町ホ171番地2 076-237-1020 交通機関

葡萄酒街道 920-0981 金沢市 金沢市片町1-11-19 076-260-6900 グルメ

福光屋　ひがし 920-0831 金沢市 金沢市東山一丁目14番9号 076-251-5205 小売

平岡結納舗 920-0918 金沢市 金沢市尾山町10-11 076-231-6770 小売

平和タクシー 921-8111 金沢市 金沢市若草町2-36 076-237-5677 交通機関

別所文玉堂 920-0935 金沢市 金沢市石引2丁目5-2 076-222-3939 小売

片岡光山堂 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2番1号 076-221-1291 小売

片町ツアーホテル 920-0988 金沢市 金沢市木倉町2-11 076-223-3636 その他

片町小料理　翔 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目8番24号　ホクリク犀川ビル1F 076-222-2446 グルメ

宝勝寺カフェ 921-8033 金沢市 金沢市寺町5丁目5番76号 076-287-3870 グルメ

宝生寿し 920-0331 金沢市 金沢市大野町4丁目72番地 076-267-0323 グルメ

蓬莱堂 920-0936 金沢市 金沢市兼六町1-18 076-254-0866 グルメ

北陸さくら交通　株式会社 920-0849 金沢市 金沢市松寺町子5-1 076-256-5458 交通機関

北國観光　金沢本社 920-0919 金沢市 金沢市南町2番1号　北國新聞会館12F 076-263-3565 小売

穆然　BOKUNEN 920-0918 金沢市 金沢市尾山町6-22　尾山町ZIG 1F 076-263-4658 グルメ

堀田めがね店 920-0981 金沢市 金沢市片町1-6-11 076-231-3757 小売

本格炭火焼き鳥　水炊き鍋　金沢とり丸 920-0988 金沢市 金沢市木倉町5-5 076-262-8500 グルメ

本店加賀彌助 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目19-15 076-221-6357 グルメ

本田屋食器店 920-0865 金沢市 金沢市長町1-3-8 076-221-1250 小売

万清亭 920-0936 金沢市 金沢市兼六町1-17 076-221-2479 グルメ

味の十字屋　ひがし茶屋街店 920-0831 金沢市 金沢市東山1-13-19 076-252-1070 小売

味の十字屋　東山本店 920-0831 金沢市 金沢市東山3-2-18 076-225-8099 グルメ

味菜 920-0022 金沢市 金沢市北安江1-5-35　K2ウエストビル1F 076-223-3399 グルメ

味処　浜の 920-0988 金沢市 金沢市木倉町4-5 076-261-0377 グルメ

味処大工町よし村 920-0982 金沢市 金沢市大工町22 076-232-3001 グルメ

名古屋手羽先　きんしゃち酒場　金沢駅前店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町2-53　セントラルアークビル6F 076-264-2123 グルメ

名鉄観光サービス株式会社　北陸支店 920-0919 金沢市 金沢市南町5-20　中屋三井ビル２階 076-231-2126 その他

木倉町バル　ランプ 920-0988 金沢市 金沢市木倉町1-8　奥多ビル1F 076-255-2633 グルメ

目細八郎兵衛商店 920-0854 金沢市 金沢市安江町11-35 076-231-6371 小売

野田屋茶店 920-0997 金沢市 金沢市竪町3番地 076-221-0982 小売

癒しサロン心楽 920-0852 金沢市 金沢市此花町3-2　ライブ1ビル1F 076-209-2816 その他

有限会社　和菓子の老舗　中島 920-0931 金沢市 金沢市兼六元町1-14 076-231-6534 小売

有限会社　いなば生花店 920-0337 金沢市 金沢市金石西1-6-16 076-268-4187 小売

有限会社　豆腐家しば田 920-0905 金沢市 金沢市上近江町33-1　金城センター 076-222-2505 小売

来来亭　南新保店 920-0064 金沢市 金沢市南新保町ロ92-1 076-237-4737 グルメ

雷風海南鶏飯 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2丁目11番21号 076-222-0380 グルメ

落雁諸江屋　西茶屋菓寮 921-8031 金沢市 金沢市野町2-26-1 076-244-2424 グルメ

落雁諸江屋　本店 921-8031 金沢市 金沢市野町1-3-59 076-245-2854 小売

旅館　橋本屋 921-8106 金沢市 金沢市十一屋町3-30 076-243-1631 その他

料亭　大友楼 920-0918 金沢市 金沢市尾山町2-27 076-221-0305 グルメ

料亭　穂濤 921-8032 金沢市 金沢市清川町3-11 076-243-2288 グルメ

路地裏のサーカス 920-0918 金沢市 金沢市尾山町12-15 050-5881-5144 小売

六衛門 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2-9 076-263-9591 小売

和甘味　つぼみ 920-0999 金沢市 金沢市柿木畠3-1 076-232-3388 グルメ

和食麺処サガミ　金沢松村店 920-0348 金沢市 金沢市松村4丁目377 076-256-1775 グルメ

鮨 　歴々  近江町店 920-0906 金沢市 金沢市十間町27-1 076-254-5067 グルメ

鮨　いくた 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目4-4 076-254-1422 グルメ

鮨　みつ川 920-0831 金沢市 金沢市東山1-16-2 076-253-5005 グルメ

鮨処　源平 920-0905 金沢市 金沢市上近江町25-1 076-261-4349 グルメ

天然温泉　加賀の宝泉　御宿野乃金沢 920-0917 金沢市 金沢市下堤町1-1 076-223-5489 観光施設

金沢フルーツ大福　凛々堂　金沢広坂店 920-0962 金沢市 金沢市広坂1-1-53 080-3433-4390 小売

岡ホテル 920-0847 金沢市 金沢市堀川町5-2 076-263-5351 その他

サロン・ド・テ・カワムラ 921-8031 金沢市 金沢市野町2-24-7　甘納豆かわむら２F 076-282-7000 小売

大和タクシーコールネット 921-8054 金沢市 金沢市西金沢1丁目102番地1 076-218-4660 その他

タウンホテル　フォーティ・ワン 920-0981 金沢市 金沢市片町1-3-33 076-225-8641 その他

ヤマト・糀パーク 920-0331 金沢市 金沢市大野町4丁目イ170番地 076-268-5289 遊興施設

金沢ゲストハウス　和んで 920-0853 金沢市 金沢市本町1-8-10 076-255-0660 その他

雅風堂　八日市店 921-8064 金沢市 金沢市八日市5丁目450 076-269-0788 小売

薪の音　金澤 920-0838 金沢市 金沢市観音町１丁目５－８ 076-252-5125 その他

久連波 920-0831 金沢市 金沢市東山１丁目24-3 076-253-9080 グルメ

梅の花　金沢店 920-8204 金沢市 金沢市戸水1-101 076-237-4188 グルメ

カレーハウスCoCo壱番屋　金沢小坂店 920-0811 金沢市 金沢市小坂町北179-2 076-253-4621 グルメ

金澤　斉や 920-0852 金沢市 金沢市此花町11－22フォーナインビル2号 076-222-6033 グルメ
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取扱店舗名 郵便番号 エリア 所在地 電話番号 業態

酒のカワサキグループ　チャンス店 921-8063 金沢市 金沢市八日市出町933 076-249-3551 その他

大衆割烹　大関 920-0988 金沢市 金沢市木倉町1-5　中泉ビル1F 076-221-9450 グルメ

市場めし　屯場 920-0856 金沢市 金沢市昭和町11-7 076-261-3585 グルメ

GOSSIP KANAZAWA 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス4F 076-290-8752 その他

GOSSIP GOLF 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス4F 076-290-8752 その他

スーパーセンタームサシ　金沢店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町1-1-1 076-253-8634 小売

焼肉ホルモン　とばち　中村町店 921-8022 金沢市 金沢市中村町30-22 076-226-0029 グルメ

TiCTAC　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス2F 076-265-8161 その他

【能登牛認定店】焼肉　飛天龍　新神田店 921-8013 金沢市 金沢市新神田4丁目14番15号 076-291-4828 グルメ

4℃ 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス1F 076-265-8163 小売

A.P.C. KANAZAWA 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1-2-24　香林坊プラザ1F 076-263-8230 小売

BERRY KISS　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス5F 076-265-5150 小売

Cafeたもん 920-0831 金沢市 金沢市東山1-27-7 076-255-0370 グルメ

COOL CAT(クールキャット) 920-0997 金沢市 金沢市竪町44　エースビル1F 076-223-8880 小売

kururu cafe 920-0931 金沢市 金沢市兼六元町1-1　北陸会館1F 076-222-2120 グルメ

MEGAドン・キホーテ　金沢鞍月店 920-0333 金沢市 金沢市無量寺4丁目121番地1 0570-074-611 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

MORON CAFE 920-0865 金沢市 金沢市長町2-4-35　1F 076-254-5681 グルメ

NAOUMI HOUSE 920-0847 金沢市 金沢市堀川町27-20 076-293-1845 その他

NIMOAL 920-0999 金沢市 金沢市柿木畠4-12　広坂中央ビル1F 076-254-1880 グルメ

NO ID.(ノーアイディー)　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス4F 076-293-0728 小売

OSMOSIS(オズモーシス)　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス2F 076-265-8269 小売

Seafood&OysterBar Salt 920-0981 金沢市 金沢市片町2-31-40　鵜島ビル1F 076-214-5002 グルメ

TOGA KANAZAWA 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1-2-24　香林坊プラザ1F 076-282-7110 小売

YAKINIKU&STEAK銀 920-1157 金沢市 金沢市田上さくら1-140 076-235-4129 グルメ

AI PINI(アイピニ) 920-0854 金沢市 金沢市安江町18-35 076-213-9489 グルメ

アイリッシュパブ　ZOWIE 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-3-1　金沢駅西シャンブル18　1F 076-233-3015 グルメ

あぶり肉がらん 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目6-2 076-222-0029 グルメ

アルテジャーノ金沢 920-0345 金沢市 金沢市藤江北4丁目293 076-268-0325 小売

アンフィ　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス2F 076-265-8173 小売

イル・マーレ 920-0981 金沢市 金沢市片町2-5-11 076-207-7798 グルメ

VECCHIO ALBERO(ヴェッキオ　アルベロ) 920-0988 金沢市 金沢市木倉町2-6 076-222-2130 グルメ

うつわかきいろ 920-0917 金沢市 金沢市下堤町36 076-231-5463 小売

エリート整体　武蔵ヶ辻店 920-0854 金沢市 金沢市安江町1-1　グランドパレス武蔵ヶ辻1F 076-222-5899 その他

エリート整体　博労町店 920-0903 金沢市 金沢市博労町68番地　岡田レンタルビル1F 076-260-8558 その他

はた中 920-0852 金沢市 金沢市此花町4-21 050-3503-3200 グルメ

かいてん寿し　大倉 920-0917 金沢市 金沢市下堤町38-6 076-231-3317 グルメ

かじ亭 920-0853 金沢市 金沢市本町1-9-5 076-263-1210 グルメ

かなまる酒店 920-0853 金沢市 金沢市本町2-20-18 076-231-4802 小売

かなやキッチン 920-0054 金沢市 金沢市若宮2丁目20番地 076-205-6645 グルメ

カフェレンテ 920-1123 金沢市 金沢市湯涌町イ17-3 080-3048-3732 グルメ

カフェ桜畠 921-8033 金沢市 金沢市寺町3-9-48 080-1952-9293 グルメ

カレーのチャンピオン　高柳店 920-0005 金沢市 金沢市高柳町ニ15-1 076-251-0101 グルメ

かわばた菓子店 920-0966 金沢市 金沢市城南2丁目44-3 076-221-0267 小売

くいもの屋わん金沢駅前店 920-0852 金沢市 金沢市此花町5-5　玉川駅前ビル2F 076-222-4455 グルメ

くら寿司金沢入江店 921-8011 金沢市 金沢市入江3-15 076-291-0650 グルメ

くら寿司高尾台店 921-8155 金沢市 金沢市高尾台3-88 076-298-2091 グルメ

コレクティブ(Collective)　 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス4F 076-265-8480 小売

サングリーンアネックス　ヘアーサロン 920-0003 金沢市 金沢市疋田1丁目216 076-251-8008 その他

しゃぶ菜　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス6F 076-265-3505 グルメ

ステーキ片瀬 920-0022 金沢市 金沢市北安江1-5-35 076-222-1129 グルメ

ステップアップ　結マリー 920-0966 金沢市 金沢市城南2-4-6 076-256-3341 その他

MARINO 920-0854 金沢市 金沢市安江町12-38 076-255-2754 小売

だんまや水産　杜の里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里3-233 076-233-3716 グルメ

ドン・キホーテ　金沢森本店 920-3116 金沢市 金沢市南森本町ニ11-1 076-257-5311 小売

のざきの焼魚 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館1F 076-263-4433 グルメ

バジェット・レンタカー金沢駅西口店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目1-39 076-208-3661 交通機関

パティスリー　ヴェルジェ 921-8116 金沢市 金沢市泉野出町1-22-26　Belle2　1F 076-225-5066 小売

焼き鳥屋　PaPaROKU(パパロク)　武蔵店 920-0909 金沢市 金沢市袋町4-30 076-214-5432 グルメ

バロー　金沢高尾店 921-8155 金沢市 金沢市高尾台3丁目45番地 076-298-2400 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ビームス 金沢 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-4-30　香林坊ラモーダ1-2F 076-260-1551 小売

ビストロ　アンサンブル 920-0999 金沢市 金沢市柿木畠3-1　ミロスビル1F 076-255-1750 グルメ

ビッグボーイ　金沢もりの里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里2丁目17 076-232-2860 グルメ

ビッグボーイ　金沢北安江店 920-0022 金沢市 金沢市北安江2-24-11 076-224-1107 グルメ

ビリオン珈琲　金沢久安店 921-8164 金沢市 金沢市久安4-404 076-244-1752 グルメ

ペイントイットネイビー(Paint it NAVY!) 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス4F 076-265-8431 小売

ホテル金沢 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町1-1 076-223-1111 その他

ポムの樹　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス6F 076-265-3526 グルメ

メキシカンバル　マルガリータ 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町13-29　ヒオビル2F 076-256-1076 グルメ

MEN'S BIGI(メンズビギ) 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス4F 076-265-8440 小売

モスバーガー　金沢諸江店 920-0022 金沢市 金沢市北安江4-12-20 076-234-1717 グルメ

モスバーガー　金沢中央バイパス店 920-8202 金沢市 金沢市西都1丁目277番地 076-267-3135 グルメ

ラウンドワンスタジアム金沢店 921-8163 金沢市 金沢市横川6丁目120-1 076-245-1850 遊興施設

ラシック 920-0909 金沢市 金沢市袋町4-23 076-232-4570 グルメ

らしんばん　金沢店 920-0997 金沢市 金沢市竪町24　BELSEL 3F 050-3640-8796 小売

リカーワールド華　クロスゲート金沢店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目5番3号　クロスゲート金沢1F 076-255-0387 小売

リラクゼーションサロンocho 920-0862 金沢市 金沢市芳斉2丁目15番15号　奥野第1ビル2F 076-232-8369 その他

金沢濃厚煮干豚骨　伊乃心 920-0981 金沢市 金沢市片町2-2-13　アパホテル金沢片町EXCELLENT1F 076-255-1146 グルメ

一般社団法人金沢市観光協会 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　金沢駅構内 076-232-5555 その他

加賀百万石の味　げんかん 920-0853 金沢市 金沢市本町1丁目9-10 076-256-0909 グルメ

加賀麸司宮田　本店 920-0831 金沢市 金沢市東山3-16-7 076-252-0071 小売

割烹　いけ森 920-0862 金沢市 金沢市芳斉1-6-11-6 076-231-0498 グルメ
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取扱店舗名 郵便番号 エリア 所在地 電話番号 業態

清香室町　本店 920-0964 金沢市 金沢市本多町2丁目1番2号 076-262-2556 小売

株式会社　野村右園堂 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2-3 076-231-5234 小売

鎌倉パスタ　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス6F 076-224-3090 グルメ

鎌倉パスタ　金沢直江店 920-8216 金沢市 金沢市直江町37街区19番地 076-208-2309 グルメ

甘納豆かわむら 921-8031 金沢市 金沢市野町2-24-7 076-282-7000 小売

丸金ホルモン 920-0982 金沢市 金沢市大工町24番地 076-256-0229 グルメ

季節料理と和み酒　十二の月 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目23-12　中央コアビル1F 076-223-6969 グルメ

宮田鈴庵 920-0831 金沢市 金沢市東山3-16-8 076-252-6262 グルメ

牛あぐら 920-0981 金沢市 金沢市片町1-6-6　久善ビル2F 076-213-8311 グルメ

源左ェ門　木倉町店 920-0988 金沢市 金沢市木倉町5番3号 076-232-7110 グルメ

金沢ひがし茶屋街　懐華樓 920-0831 金沢市 金沢市東山1-14-8 076-253-0591 グルメ

金沢駅観光案内所 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1　金沢駅構内 076-201-8110 観光施設

金沢彩匠 921-8056 金沢市 金沢市押野2丁目290-1 076-243-7155 小売

金沢焼肉楽処　万場 920-0854 金沢市 金沢市安江町19-3 076-222-4129 グルメ

金沢中央観光案内所 920-0919 金沢市 金沢市南町4-1　金沢ニューグランドビル1F 076-201-8110 観光施設

金澤　力八 920-0024 金沢市 金沢市西念2-30-16 076-225-7880 グルメ

金澤おくや 920-0981 金沢市 金沢市片町2-31-27 076-254-5610 グルメ

金澤串揚げ　ざしき笑し 920-0035 金沢市 金沢市中橋町11-1 076-263-1101 グルメ

TSUTAYA　金沢店 920-0024 金沢市 金沢市西念4-25-8 076-260-9602 小売

TSUTAYA　大桑店 921-8045 金沢市 金沢市大桑3-176 076-226-8999 小売

TSUTAYA　鳴和店 920-0805 金沢市 金沢市小金町7-12 076-253-2002 小売

吟の小判 920-0853 金沢市 金沢市本町2-15-1　ポルテ金沢B1F 076-231-7877 グルメ

吟秋の響 920-0981 金沢市 金沢市片町1-7-23　金劇パシオンビル2F 076-255-0281 グルメ

串かつ　一 920-0856 金沢市 金沢市昭和町14-2　堀田ビル2F 076-255-2194 グルメ

兼六園茶屋　見城亭 920-0936 金沢市 金沢市兼六町1-19 076-222-1600 グルメ

町家酒場　五彩 920-0854 金沢市 金沢市安江町12-28 076-255-3523 グルメ

居酒屋　五郎八 920-0988 金沢市 金沢市木倉町3-3 076-222-5680 グルメ

今井金箔　広坂店 920-0962 金沢市 金沢市広坂1-2-36 076-221-1109 小売

今井金箔　本店 920-0968 金沢市 金沢市幸町7番3号 076-223-8989 小売

座吟 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町2-48　サンファーストビル2F 076-222-5556 グルメ

雑貨　九兵衛 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目4番13号 076-232-3103 小売

鹿児島県霧島市　塚田農場　金沢駅西口店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-9-16　マストスクエア金沢 2F 076-210-7177 グルメ

手羽先てばや 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目9-29 076-254-1729 グルメ

旬菜焼　はざま 920-0993 金沢市 金沢市下本多町6番丁6-1-2　FLAT NO.1 076-224-5088 グルメ

焼肉きらく 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目5番15号　ゼオンビル5F 076-221-3332 グルメ

焼肉　千鳥 920-0853 金沢市 金沢市本町2-5-4 076-224-6183 グルメ

上原石油 920-3114 金沢市 金沢市吉原町カ-3 076-258-0165 その他

数寄屋風旅館　からさわ 920-0346 金沢市 金沢市藤江南1-102 076-201-8748 その他

清香室町　香林坊大和店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊1丁目1番1号 076-262-2556 小売

石臼挽き純手打そば　村田屋 920-0015 金沢市 金沢市諸江町上丁307-15 076-231-6900 グルメ

石丸食品 920-0905 金沢市 金沢市上近江町33番地1 076-232-3130 小売

石川県立美術館 920-0963 金沢市 金沢市出羽町2-1 076-231-7580 遊興施設

コリヤンハウス大同門 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目9-13 076-231-2223 グルメ

滝乃荘 920-1302 金沢市 金沢市末町ヲ44-4 076-229-0003 その他

炭火やきとり　どっかん。 920-0059 金沢市 金沢市示野町ロ310 076-268-7877 グルメ

炭焼き小料理　かなざわ吟 920-0988 金沢市 金沢市木倉町4番4号 076-256-5571 グルメ

きものレンタルwargo　金沢香林坊店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2丁目1-1　香林坊東急スクエアGF その他

辻屋商店食堂 920-0024 金沢市 金沢市西念4-7-1 076-255-6105 グルメ

釣亭　伝助 920-0901 金沢市 金沢市彦三町2丁目1-10　真和ビル 076-256-1092 グルメ

天ぷら　文圓 920-0981 金沢市 金沢市片町2-23-1　オンリーワンビル4F 076-254-6953 グルメ

天狗中田本店 920-0995 金沢市 金沢市新竪町3-88 076-221-0298 小売

島田水産 920-0905 金沢市 金沢市上近江町35 076-262-9620 小売

湯けむり屋敷　和おんの湯 920-0806 金沢市 金沢市神宮寺2-30-1 076-251-8889 観光施設

能加万菜　THE SHOP　東山 920-0838 金沢市 金沢市観音町1-5-7 076-213-5600 小売

浜焼酒場　海へい波へい 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町14-33　五宝ビル2F 076-223-7771 グルメ

不動寺パーキングエリア下り線 920-0151 金沢市 金沢市梨木町ハ之部197 076-257-5100 小売

不動寺パーキングエリア上り線 920-0173 金沢市 金沢市不動寺町ト之部12-1 076-257-3421 小売

武蔵　はな乃 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町13-27　KKビル1F 076-255-0787 グルメ

福満楼 920-0025 金沢市 金沢市駅西本町6丁目3番地14 076-233-7578 グルメ

本吉商店 920-1123 金沢市 金沢市湯涌町イ153 076-235-1004 小売

あげ丸天　かさい 920-0907 金沢市 金沢市青草町88　近江町いちば館1F 076-299-5895 小売

銘酒・焼肉　京澤 920-0981 金沢市 金沢市片町2-24-11　サンローゼビル1F 076-231-2915 グルメ

木倉町クサムラ 920-0988 金沢市 金沢市木倉町2番8号 076-213-5330 グルメ

由屋るる犀々 921-8032 金沢市 金沢市清川町7番1号 076-280-5333 その他

洋菓子のお店　ファミーユ 920-0346 金沢市 金沢市藤江南3丁目168-13 076-267-7877 小売

倫敦屋酒場 920-0981 金沢市 金沢市片町1-12-8 076-232-2671 グルメ

和牛ステーキ割烹　だいすけ 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目5番3号　クロスゲート金沢2F 076-255-3588 グルメ

和風中華　招龍亭 920-0024 金沢市 金沢市西念3-5-35 076-233-1563 グルメ

味百珍　かさい 921-8044 金沢市 金沢市米泉町8-8 076-247-2262 小売

カレーハウスCoCo壱番屋　金沢西インター店 921-8061 金沢市 金沢市森戸2-202 076-269-2006 グルメ

焼肉気分　新神田店 921-8013 金沢市 金沢市新神田2-12-2 076-227-8297 グルメ

欧風食堂　ザファラン 920-0852 金沢市 金沢市此花町2-24　金沢駅前ホテル1F 076-213-7108 グルメ

ホテル　トリフィート金沢 920-0853 金沢市 金沢市本町2-12-1 076-210-9010 その他

AIMER(エメ)　金沢店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス2Ｆ 076-265-8256 小売

天ぷら専門　イチバン 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-3-36　ホテルトレンド1F 076-224-3166 グルメ

旅籠屋　ゆいまーる 921-8002 金沢市 金沢市玉鉾1-12-41 080-7856-2445 その他

旅籠屋　ゆいまーるEAST 920-0843 金沢市 金沢市森山1-24-9 080-7856-2445 その他

味の十字屋　本社売店 920-0101 金沢市 金沢市利屋町リ34 076-258-1470 小売

フラワーガーデン 920-0345 金沢市 金沢市藤江北4丁目210 076-266-1500 グルメ

おばんざいとお茶づけ　ぼたん 920-0981 金沢市 金沢市片町1-5-32 080-2550-1321 グルメ

金澤ミート 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス6F 076-265-3517 グルメ



いしかわ旅行割キャンペーン　取扱店舗一覧 〈2023/5/22　現在〉

取扱店舗名 郵便番号 エリア 所在地 電話番号 業態

プチホテル　アイビー　マリン亭 921-8022 金沢市 金沢市中村町31-50 076-243-1155 グルメ

割烹　ゆづる 920-0981 金沢市 金沢市片町1-8-1シャンテビル1F 076-255-3780 グルメ

お多福　中橋店 920-0035 金沢市 金沢市中橋町1-13 076-260-3721 グルメ

ゴルフパートナー　R８金沢店 920-8202 金沢市 金沢市西都2-52 076-267-1500 スポーツ

夢屋 920-0907 金沢市 金沢市青草町88番　近江町いちば館地下 076-254-0033 小売

ユーストア金沢ベイ店 920-0333 金沢市 金沢市無量寺町4丁目56番地 076-225-2511 小売

くルり金沢店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町2-48　サンファーストビル3F 076-223-9970 グルメ

天麩羅専門店　天金 920-0911 金沢市 金沢市橋場町2番23号 076-221-8188 グルメ

忍者武器ミュージアム 921-8031 金沢市 金沢市野町2-26-1 076-245-6450 小売

焼肉　山下寅次郎 920-0842 金沢市 金沢市元町1丁目7-4 076-214-8700 グルメ

んまい屋　金沢店 920-0012 金沢市 金沢市磯部町ニ27-1 076-252-1139 グルメ

金澤焼肉　牛や榮太郎　武蔵店 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町16-1 076-201-8954 グルメ

Bar tanpopo 920-0868 金沢市 金沢市六枚町3-18 090-2372-5163 グルメ

和栗白露 920-0838 金沢市 金沢市観音町3丁目1-16 076-221-6944 グルメ

ペルケ 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目12-3 076-251-3688 グルメ

KANAUサロン 920-0206 金沢市 金沢市北寺町ニ22-9 076-205-2880 小売

RYU Kanazawa 920-0852 金沢市 金沢市此花町1-4　ニチワビル1F 076-232-1233 グルメ

キャンピングカーレンタルJ-Can 920-8217 金沢市 金沢市近岡町850番地1 076-238-4664 交通機関

炭火串焼まる 921-8063 金沢市 金沢市八日市出町256　ヨーク104 076-256-2909 グルメ

イタリアンバルくま3 920-0981 金沢市 金沢市片町1-1-20　スパイラルイン柿木畠1F 076-205-4037 グルメ

喫茶マスカット 920-0812 金沢市 金沢市南御所町107 076-252-7011 グルメ

焼肉バンライ 920-0854 金沢市 金沢市安江町3-29 076-254-6929 グルメ

株式会社ヒロ 920-0024 金沢市 金沢市西念3丁目31-23 076-224-2550 小売

さかえや旅館 920-1123 金沢市 金沢市湯涌町イ161 076-235-1216 その他

町家ホテル＆蔵カフェ　町の踊場 920-0845 金沢市 金沢市瓢箪町7-6 076-208-3676 グルメ

香林居 920-0981 金沢市 金沢市片町1-1-31 076-209-7766 観光施設

月の砂漠 920-0935 金沢市 金沢市石引1-5-26　パークビューハイツ104 076-255-3819 グルメ

焼肉亭　大島　松村店 920-0348 金沢市 金沢市松村1-24 076-268-2210 グルメ

焼肉亭　大島　窪店 921-8151 金沢市 金沢市窪4-408 076-245-2911 グルメ

株式会社ヴァケーション　金沢本社 920-0022 金沢市 金沢市北安江3丁目13-13 076-232-6611 その他

和彩酒菴　しずく 920-0988 金沢市 金沢市木倉町5-6 076-225-7891 グルメ

Ramen & Bar ABRI 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-12-39 076-225-7672 グルメ

幸せのパンケーキ　金沢FORUS店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス6F 076-265-8302 グルメ

髙田産業株式会社 920-0043 金沢市 金沢市長田2丁目4番8号 076-263-6311 交通機関

金沢観光人力車　浪漫屋 920-0831 金沢市 金沢市東山3丁目1-23 076-254-6923 観光施設

CRAFEAT 920-0988 金沢市 金沢市木倉町5-2 090-4740-4177 グルメ

氷菓子りつか 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目23-10 076-221-6944 グルメ

御料理　まる山 921-8031 金沢市 金沢市野町2丁目25-24　コジマ西ビル２F 076-256-3438 グルメ

KIMONO SALON CROSS 920-0867 金沢市 金沢市長土塀1-16-13　SAISEIビル 076-225-8305 その他

中国家庭料理香満居 920-0064 金沢市 金沢市南新保ハ45-1 076-299-5662 グルメ

金沢プリン亭 920-0906 金沢市 金沢市十間町32 076-222-0075 グルメ

Ranun 921-8031 金沢市 金沢市野町1丁目2-7-2-1 080-5321-7979 その他

九州自慢金沢駅前店 920-0853 金沢市 金沢市本町2-8-11 076-224-1266 グルメ

ひがし　ほたる 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目23-11 076-256-1575 グルメ

たまや 920-0856 金沢市 金沢市昭和町8-17 076-224-1223 グルメ

懐石かめや 921-8031 金沢市 金沢市野町2丁目1-7 076-299-5660 グルメ

金沢ゴルフクラブ 920-1142 金沢市 金沢市蓮如町丁1番地 076-229-1515 スポーツ

松葉ともみじ 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目5-3　クロスゲート金沢2F 076-204-9489 グルメ

レストラン　林檎とわかば 920-0976 金沢市 金沢市十三間町120番地 0120-89-7396 グルメ

鳥珍や　もりの里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里3-217 076-201-8933 グルメ

金沢アドベンチャーズ 920-0043 金沢市 金沢市長田2-4-8 076-214-4545 その他

金箔貼り体験　かなざわカタニ 920-0910 金沢市 金沢市下新町6-33 076-231-1566 遊興施設

株式会社冨士交通 920-0841 金沢市 金沢市浅野本町ニ150番地 076-252-8111 交通機関

ぷらっ湯ほくりくカワグチトラベル株式会社 921-8051 金沢市 金沢市黒田1丁目76番地 076-249-8378 その他

醍庵 920-0847 金沢市 金沢市堀川町4-1セントラルビル1階 076-263-5858 グルメ

赤から金沢駅前店 920-0847 金沢市 金沢市堀川町4-4金沢セントラルホテル本館　2階 076-263-5858 グルメ

なるわ交通株式会社 920-0818 金沢市 金沢市大樋町2番3号 076-252-2141 交通機関

能作 920-0962 金沢市 金沢市広坂1-1-60 076-263-8121 小売

つば甚 921-8033 金沢市 金沢市寺町5丁目１－８ 076-241-2181 グルメ

駅レンタカー金沢営業所 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1（JR金沢駅構内） 076-265-6639 交通機関

うなぎ四代目菊川クロスゲート金沢店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢商業棟 2F 076-255-2670 グルメ

きんつば中田屋 元町店 920-0842 金沢市 金沢市元町２丁目４番８号 076-252-4888 小売

きんつば中田屋 東山店 920-0831 金沢市 金沢市東山３丁目４番３０号 076-252-1048 小売

きんつば中田屋 有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松５丁目８番２２号 076-255-7100 小売

きんつば中田屋 東山茶屋街店 920-0831 金沢市 金沢市東山１丁目５番９号 076-254-1200 小売

NIKUダイニング　meat　meet 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町13番地１号アッシュビルⅡ　B1F 076-255-2902 グルメ

コニーズアイ 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町4-2 076-204-8431 小売

中屋彦十郎薬舗株式会社 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目1-29 076-231-1301 その他

青木クッキングスクール 920-0865 金沢市 金沢市長町１－１－１７ 076-231-2501 その他

貫平鮨 920-0853 金沢市 金沢市本町2-11-15 076-221-0140 グルメ

あかめ寿し 920-0853 金沢市 金沢市本町１丁目９番１５号 076-263-9787 グルメ

加賀麩不室屋　尾張町店 920-0902 金沢市 金沢市尾張町2-2-18 076-221-1377 小売

加賀麩不室屋　東山店 920-0831 金沢市 金沢市東山１－２５－３ 076-213-3330 小売

加賀麩不室屋　有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松５－８－２２有松三軒家 076-201-1100 小売

生麩甘味処　不むろ茶屋 920-0831 金沢市 金沢市東山１－２５－４ 076-255-2260 グルメ

金澤湯涌温泉百楽荘 920-1122 金沢市 金沢市湯涌荒屋町67-1 076-235-1110 その他

四季のテーブル 920-0865 金沢市 金沢市長町1-1-17青木クッキングスクール１Ｆ 076-265-6155 グルメ

武家屋敷跡野村家 920-0865 金沢市 金沢市長町１丁目３番３２号 076-221-3553 遊興施設

てらまちや風心庵 921-8033 金沢市 金沢市寺町4-1-11-2 076-209-7912 遊興施設

加賀の薫香　香屋 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町10番1号 076-260-1139 小売

市安商店 920-0907 金沢市 金沢市青草町88近江町いちば館 076-263-9238 小売
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近江町　旬彩焼 920-0905 金沢市 金沢市上近江町２１番地１石川水産ビル 076-232-2758 グルメ

近八書房 920-0854 金沢市 金沢市安江町1番11号 076-231-6148 その他

HOTEL金沢兼六荘 920-0918 金沢市 金沢市尾山町6-40 076-232-1239 その他

大松水産　小売部 920-0905 金沢市 金沢市上近江町３３番地 076-263-1201 小売

テルメ金沢 920-0364 金沢市 金沢市松島町17番地 076-269-2211 その他

いしかわ生活工芸ミュージアム 920-0936 金沢市 金沢市兼六町1番1号 076-262-2020 遊興施設

一念大助 920-0905 金沢市 金沢市上近江町46番3 076-221-1532 小売

天野茶店 920-0831 金沢市 金沢市東山１－３－３５ 076-252-3489 小売

金茶寮本店 921-8033 金沢市 金沢市寺町１丁目８番５０号 076-243-2121 その他

イルキャンティ金沢 920-0855 金沢市 金沢市武蔵町1-18ホテルリソルトリニティ1階 076-233-7878 グルメ

宗玄酒造株式会社　金沢営業所 921-8045 金沢市 金沢市大桑１丁目１ 076-280-1314 小売

志げ野 920-0981 金沢市 金沢市片町1-8-22リバーサイドハイム1階 076-222-4811 グルメ

ホテルクラウンヒルズ金沢 920-0981 金沢市 金沢市片町1-2-44 076-261-3100 その他

sweets & cafe 古都美 920-0962 金沢市 金沢市広坂1丁目2番27号広阪ビル 076-222-5103 グルメ

ビストロ　シャレ 920-0919 金沢市 金沢市南町４番６０号大同生命ビル１階 076-264-3072 グルメ

寿し駒　兼六園店 920-0936 金沢市 金沢市兼六町２－２０観光物産館２階 076-262-0072 グルメ

金沢港いきいき魚市 920-0332 金沢市 金沢市無量寺町ヲ５２番地 076-266-1353 小売

加登長総本店 920-0904 金沢市 金沢市下近江町４２ 076-221-0435 グルメ

がブリチキン。金沢東口店 920-0853 金沢市 金沢市本町2-7-6ｻｲｼﾞｮｰｴｽﾃｰﾋﾞﾙ１階 076-255-2280 グルメ

高倉町珈琲金沢桜田店 920-0057 金沢市 金沢市桜田町1-201 076-231-2828 グルメ

株式会社ふらん・どーる山科本店 921-8175 金沢市 金沢市山科１丁目3-17 076-243-5700 小売

大樋焼本家窯元 920-0919 金沢市 金沢市南町5-8 076-231-0306 小売

酒見銘茶店 921-8031 金沢市 金沢市野町１－２－４６ 076-241-4182 小売

株式会社九谷焼　諸江屋 920-0981 金沢市 金沢市片町1-3-22 076-263-7331 小売

八百萬本舗 920-0902 金沢市 金沢市尾張町2丁目14-14-20 076-213-5148 小売

OMO5金沢片町 by 星野リゾート 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目4-23 076-204-6086 グルメ

東山やつはし 920-0831 金沢市 金沢市東山3-2-22 076-208-3983 グルメ

翁寿司 920-0901 金沢市 金沢市彦三町2-1-5 076-231-2655 グルメ

Meatぴあ賑 920-0935 金沢市 金沢市石引2-6-4 080-9054-2501 グルメ

薪火三庵／HARRY’S KANAZAWA 920-0853 金沢市 金沢市本町一丁目3-27 076-256-0760 グルメ

トリフィートホテル＆ポッド金沢百万石通 920-0869 金沢市 金沢市上堤町2-33 076-224-9560 その他

カナザワ焼肉スクランブル 920-0981 金沢市 金沢市片町1-5-15　セキビル1F 076-224-7373 グルメ

ステーキ＆金沢びすとろ ボーノボーノ 920-0999 金沢市 金沢市柿木畠4-5 076-261-8510 グルメ

ArtShop月映　CRAFT　SHOP 920-0853 金沢市 金沢市本町2-15-1　ホテル日航金沢内1階 076-256-5519 小売

ホテルマイステイズ金沢片町 920-0981 金沢市 金沢市片町1-10-18 076-263-0011 観光施設

焼肉戸板商店 西泉店 921-8042 金沢市 金沢市泉本町7-7-1 076-205-7312 グルメ

金沢焼肉楽処万場　金沢南店 921-8151 金沢市 金沢市窪7-255-2 076-245-0029 グルメ

らぁめん酒場　カドの樽造 920-0988 金沢市 金沢市木倉町2-2 浅香ビル2F 076-208-4080 グルメ

順風堂 920-0904 金沢市 金沢市下近江町40-1 076-231-2700 小売

や台ずし　金沢本町 920-0853 金沢市 金沢市本町1-3-26 076-222-5528 グルメ

金澤LINK 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目12-7 076-287-0767 グルメ

炭火焼鶏Ryo　金沢駅前店 920-0852 金沢市 金沢市此花町2-6 076-222-8869 グルメ

炭火焼鶏Ryo　片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目9-9 076-221-8881 グルメ

ポーカーフェイス　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス4F 076-265-8407 小売

李家楼 921-8044 金沢市 金沢市米泉町1丁目77-1 076-247-7738 グルメ

源左ェ門　片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町2-2-25　銀河会館1F 076-232-3390 グルメ

明成接骨院 920-0845 金沢市 金沢市瓢箪町1-3　SSビル101 076-224-0220 その他

JO-HOUSE石引 920-0935 金沢市 金沢市石引2-7-10 076-222-5960 グルメ

鉄板焼きあつあつ 920-0981 金沢市 金沢市片町1-8-1　シャンテビル1F 076-223-0115 グルメ

地もの旬菜和酒三昧　ざくろ 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町2-53 076-222-3338 グルメ

ouchi zakka 920-0902 金沢市 金沢市尾張町1丁目7番地16 なし 小売

唐揚・韓国料理　どらごんくん 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目12番4号クルエボヌール金沢駅前1F 076-256-0199 グルメ

金澤ひつじ 920-0852 金沢市 金沢市此花町9-18 076-256-0921 グルメ

カレーハウスCOCO壱番屋　金沢有松店 921-8161 金沢市 金沢市有松2-5-32 076-227-8880 その他

【ｇ】ift 920-0962 金沢市 金沢市広坂1-2-18　1F 076-222-2126 小売

PLAZA金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス3F 076-221-1911 小売

あんやと 920-0981 金沢市 金沢市片町2-21-35　エルビルイースト1F 076-213-5404 グルメ

シーフード&ステーキ男爵 920-0968 金沢市 金沢市幸町3-14 076-232-3579 グルメ

ホテルアマネク金沢 920-0981 金沢市 金沢市片町2-25-17 076-224-0700 観光施設

おいしいいっぷく鏑木 920-0865 金沢市 金沢市長町1丁目3-16 076-221-6666 グルメ

庄田酒販 921-8064 金沢市 金沢市八日市3-565 076-249-3608 小売

金沢壱力車 920-0921 金沢市 金沢市材木町28-18 090-2837-0555 その他

紙文房あらき 920-0907 金沢市 金沢市青草町88番地　近江町いちば館1F 076-221-1027 小売

茶菓工房たろう　本店 921-8025 金沢市 金沢市増泉町4丁目3番7号 076-213-7233 小売

茶菓工房たろう　弥生店 921-8042 金沢市 金沢市弥生2丁目9番15号 076-218-7841 小売

茶菓工房たろう　鬼川店 920-0865 金沢市 金沢市長町1丁目3番32号 076-223-2838 小売

MIHON-ICHI kanazawa 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1 金沢フォーラス５F 076-293-0281 小売

茶和々　金沢店 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2-12 076-254-1156 小売

鳥珍や　金沢駅前　別院通り店 920-0854 金沢市 金沢市安江町19-3 三田村ビル1階 076-232-8929 グルメ

浅の川𠮷久 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目4番42号 076-213-2222 小売

茶和々　東山店 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目5-5 076-255-6620 小売

ニッポンレンタカー　金沢駅西口営業所 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-9-25 076-263-0919 その他

Vault金沢(ヴォルト金沢) 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス4階 076-265-8406 小売

金沢東急ホテル　マレ・ドール 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1 076-231-3913 グルメ

つぼ八　金沢駅前店 920-0847 金沢市 金沢市堀川町4-1セントラルビル 3F 076-224-2388 グルメ

STREET VENDOR 920-0865 金沢市 金沢市長町1-3-10-3 なし グルメ

やきとりの名門秋吉　香林坊店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2丁目11-4 076-231-6485 グルメ

酒と食遊人　みなと 920-0999 金沢市 金沢市柿木畠2-8　アートビル1F 076-208-3305 グルメ

兼六園ことぶき 920-0936 金沢市 金沢市兼六町1-24 076-221-2932 グルメ

北陸金沢回転寿司　のとめぐり 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目5-3クロスゲート金沢2F 076-255-1577 グルメ

株式会社忠村水産　小売部 920-0907 金沢市 金沢市青草町15番地 076-232-0333 小売
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焼肉小山　もりの里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1丁目127 076-255-6039 グルメ

グリルオーツカ 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目9-15 076-221-2646 グルメ

天ぷら天神 920-0909 金沢市 金沢市袋町4-28 076-254-6715 グルメ

片町焼肉　KUU 金澤本店 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目12番6号 076-256-5030 グルメ

slow luck 920-0918 金沢市 金沢市尾山町13-23 076-254-1511 グルメ

金沢商店/韓国美味酒場〇辛 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目6番13号APA片町第3ビル6F 076-225-8996 グルメ

喫茶メルツバウ 920-0918 金沢市 金沢市尾山町1-25 青山ビル1F 076-255-3036 グルメ

DIESEL 金沢フォーラス 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス1F 076-290-8728 小売

うちの仔カフェ 920-3105 金沢市 金沢市八田町西1番地金沢競馬場 なし グルメ

金沢東ゴルフクラブ 920-0137 金沢市 金沢市竹又町10-13 076-257-5321 スポーツ

ここちや 920-0906 金沢市 金沢市十間町18 076-224-5518 グルメ

炭火焼肉　康 921-8042 金沢市 金沢市泉本町5-81-3 076-287-3299 グルメ

炭火焼肉と炉端　康 921-8044 金沢市 金沢市米泉町7-24 076-272-8122 グルメ

香りん寿司 920-0903 金沢市 金沢市博労町79 076-231-5964 グルメ

十六文亭 920-0212 金沢市 金沢市北間町ハ186-1 090-8099-4924 グルメ

cucina NUMMA クチーナヌンマ 920-0847 金沢市 金沢市堀川町9-21　オンリーワンテラス2F 076-201-8785 グルメ

備長扇屋　金沢県庁前店 920-8215 金沢市 金沢市藤江北4-271 076-267-6663 グルメ

備長扇屋　金沢八日市店 921-8063 金沢市 金沢市八日市出町155-1 076-214-3747 グルメ

オオギヤと宇奈とと金沢直江店 920-8215 金沢市 金沢市直江西1-20 076-239-2977 グルメ

SHIROKU　金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス6階 080-7360-3811 グルメ

不二家大食堂 920-3105 金沢市 金沢市八田町西1 076-258-5761 グルメ

和ダイニング　しろべえ 920-0997 金沢市 金沢市竪町111番地丹羽ビル!F 090-9607-8815 グルメ

ビストロヴァンベール 920-0923 金沢市 金沢市桜町15-41 076-261-8008 グルメ

着物レンタルVASARA 金沢兼六園店 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2-7　2F 03-5577-5882 その他

着物レンタルVASARA 金沢駅前店 920-0852 金沢市 金沢市此花町5-6 ライフ金沢第一ビル201 03-5577-5882 その他

高川物産 920-0907 金沢市 金沢市青草町88番地　近江町いちば館内 076-263-2600 小売

noor 920-0981 金沢市 金沢市片町2-1-1　HAOKA BLDG １F 076-220-6007 小売

尾張屋 920-0931 金沢市 金沢市兼六元町3-82 076-231-0028 グルメ

金沢　ロフト 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス5階 076-265-6210 小売

金澤　牛屋 920-0853 金沢市 金沢市本町7-6　サイジョービル3F 076-255-2908 グルメ

あをき 921-8023 金沢市 金沢市千日町5-2 076-287-3126 グルメ

ピザーラ金沢店 920-0965 金沢市 金沢市笠舞2-27-16　サクセス笠舞1階 076-235-3800 グルメ

中国家庭料理　京香 921-8151 金沢市 金沢市窪3-325 076-241-7677 グルメ

aimerfeel　金沢FORUS店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢FORUS3F 076-265-5371 小売

海鮮丼ゆたか水産 920-0906 金沢市 金沢市十間町31 076-296-0356 グルメ

SHOGUNBURGER金沢店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3　クロスゲート金沢2F 076-222-2219 グルメ

鮮魚畑　つづみ 920-0856 金沢市 金沢市昭和町14-2　堀田ビル1階 076-254-6819 グルメ

京都銀ゆば金沢西店 920-0362 金沢市 金沢市古府3-127　APAホテル1F 076-269-3838 グルメ

和洋ダイニング九楽（Craic） 920-0918 金沢市 金沢市尾山町3-30　ユニゾイン金沢百万石通り1F 076-208-5101 グルメ

メガネスーパー　イオンタウン金沢示野 920-0069 金沢市 金沢市戸板西1-55　イオンタウン金沢示野マックスバリュ棟 076-268-4988 小売

Manhattan Portage KANAZAWA 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス5F 076-293-3025 小売

泉屋 920-0917 金沢市 金沢市下堤町19-9 076-256-1058 小売

魚旨里味 920-0917 金沢市 金沢市下堤町19-3 なし グルメ

加賀のきつね 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目15-6 076-208-5338 グルメ

にんたまラーメン　ゆにろーず金沢トラックステーション店 920-0001 金沢市 金沢市千木町ル21-1 076-257-7707 グルメ

サカナヤサケ 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目23-12　中央コアビルBF1 076-255-6167 グルメ

JINS アピタタウン金沢ベイ店 920-0333 金沢市 金沢市無量寺4丁目80番地　アピタタウン金沢ベイC棟1階 076-208-3264 小売

ゼビオ　アピタタウン金沢ベイ店 920-0333 金沢市 金沢市無量寺4丁目102番地-1 076-225-2505 小売

マルカ珍味（有） 920-0904 金沢市 金沢市下近江町26 076-262-7715 小売

宿坊心泉 920-0932 金沢市 金沢市小将町7-10 076-222-5700 観光施設

韓国料理　ソア金沢店 921-8052 金沢市 金沢市保古2丁目61米光ビル1F 076-287-3866 グルメ

エイトポイントイン金沢 920-0997 金沢市 金沢市竪町45-2 CoCoTToKANAZAWA3,4,5F 076-222-5851 観光施設

のどぐろ料理　あ才 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3　クロスゲート金沢209 076-221-1096 グルメ

えん家 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目3-2 味ビル2F 076-223-1066 グルメ

ハイディ金澤(HEIDEE金澤) 920-0853 金沢市 金沢市本町2-2-11　官坂ビル1F 076-254-0165 グルメ

piccola 920-0964 金沢市 金沢市本多町3丁目1-22-2 076-299-7357 グルメ

焼肉うら 920-0852 金沢市 金沢市此花町4-15 076-261-2884 グルメ

東山やきとりたかた 920-0831 金沢市 金沢市東山3-23-9 076-251-4842 グルメ

宅飲み居酒屋　ぐっさん家 920-0862 金沢市 金沢市芳斉２丁目9-16 076-209-0214 グルメ

本格炭火焼肉　ハッピーホルモン 920-0852 金沢市 金沢市此花町10-17　ホテルマイステイズ金沢キャッスル1F テナント 076-263-8929 グルメ

ROOFTOP CAFE&BAR OZWALD 920-0981 金沢市 金沢市片町2-29-6 ベンジャミンホテル金沢5F 070-8906-3731 グルメ

archives 金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス3F 076-265-8334 小売

無印良品　金沢フォーラス 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3番地1号　金沢フォーラス5F 076-224-3275 小売

ドクターマーチン金沢店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス4F 076-262-1460 小売

無印良品　アピタタウン金沢ベイ 921-8842 金沢市 金沢市無量寺4-61-1　アピタタウン金沢ベイB棟 076-225-2575 小売

日本料理　城下 920-0805 金沢市 金沢市小金町4-11 076-252-4262 グルメ

クラフトビア麦畑 920-0981 金沢市 金沢市片町2-8-3　香ビル4F 076-225-7320 グルメ

JINS 金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス5F 076-265-3634 小売

味処　髙﨑 920-0865 金沢市 金沢市長町1-2-22 076-231-0116 グルメ

モンベル　金沢店 920-0853 金沢市 金沢市本町1-5-3　リファーレ1F 076-260-2561 小売

金沢居酒屋　かかし 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目10-18　石崎ビル1F 076-254-1183 その他

tamayura relaxation 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目25-17　ホテルアマネク金沢内 076-224-0700 その他

金箔屋さくだ　茶屋街店 920-0831 金沢市 金沢市東山1-3-40 076-251-8955 小売

炎牛　MOJAR 920-0345 金沢市 金沢市藤江北2-301 076-205-2429 グルメ

日本酒　真琴 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目5-3 076-205-3800 グルメ

末広堂　本店 920-0931 金沢市 金沢市兼六元町11番2号 076-262-1212 小売

末広堂　アルプラザ金沢店 920-0014 金沢市 金沢市諸江町30-1 076-262-1212 小売

大正浪漫喫茶　金魚庵 920-0831 金沢市 金沢市東山1丁目10番地4号 076-256-5642 グルメ

コリヤンハウス大豆田店 920-0047 金沢市 金沢市大豆田本町甲13-1 076-223-4477 グルメ

富久寿司 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目6-7 076-224-1512 グルメ

ETHICAL DUMBO＋ 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1 076-290-8258 グルメ
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いざかや勇人 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目11-2 076-222-8815 グルメ

XLARGE金沢 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス4F 076-290-7336 小売

X-girl金沢 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス3F 076-290-7830 小売

Sopwith camel 920-0997 金沢市 金沢市竪町37　キッコービル1F 076-254-6170 小売

VIS 金沢フォーラス店 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3番1号　金沢フォーラス2F 076-265-8237 小売

OWNDAYS イオンもりの里店 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1丁目70番地　イオンもりの里1F 0120-900-298 小売

ブッフェレストランザダイニング香林坊大和 920-8550 金沢市 金沢市香林坊1丁目1-1　香林坊大和8階 076-220-1104 グルメ

In KANAZAWA HOUSE 920-0862 金沢市 金沢市芳斉1丁目4-28 なし グルメ

東京油そば頂 920-0345 金沢市 金沢市藤江北2-375 076-209-6162 グルメ

りらくる　金沢店 921-8027 金沢市 金沢市神田1-2-25 076-247-1788 その他

金沢旬菜なごみや 920-0981 金沢市 金沢市片町2-25-5　プラザビル1F 076-234-5090 グルメ

金澤着楽々　金沢駅前店 920-0852 金沢市 金沢市此花町3-2　ライブ1ビルB1F 076-210-4931 小売

バケット　金沢フォーラス店 920-0847 金沢市 金沢市堀川新町3-1 076-233-0309 グルメ

UCCカフェプラザ　ピノ 920-0981 金沢市 金沢市片町2-7-6　うつのみやクアルトプラザ1F 076-223-4199 グルメ

株式会社マスターキー 920-0055 金沢市 金沢市北町乙63番地 076-262-0110 小売

手羽先　呑平 920-0909 金沢市 金沢市袋町4-25　ムサシサンビル2F 076-263-7088 グルメ

JOURNAL STANDARD　金沢フォーラス 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1 金沢フォーラス1F 076-293-1034 小売

JOURNAL STANDARD relume　金沢フォーラス 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1 金沢フォーラス2F 076-293-1036 小売

寿司居酒屋　くず葉 920-0981 金沢市 金沢市片町1-6 ブラザービル1F 076-224-0600 グルメ

ターバンカレー総本店 920-0962 金沢市 金沢市広坂1丁目1番48号ウナシンビル1F 076-265-6617 グルメ

町屋ダイニングあぐり 920-0865 金沢市 金沢市長町1-6-11 076-255-0770 グルメ

Anzuの家 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目23-1　オンリーワンビル片町3階 076-254-6635 グルメ

Voyage(ザ・ホテル山楽金沢内ショップ) 920-0902 金沢市 金沢市尾張町1丁目1番１号　THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA内 076-222-8077 小売

バーセゾン(ザ・ホテル山楽金沢内) 920-0902 金沢市 金沢市尾張町1丁目1番１号　THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA内 076-222-8077 グルメ

KANAZAWA DINING　きざはし 920-0902 金沢市 金沢市尾張町1丁目1番１号　THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA内 076-222-8077 グルメ

焼肉赤べこ片町店 920-0981 金沢市 金沢市片町2-24-13 076-213-5566 グルメ

ショコラトリー　雨の詩 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2-7 076-204-8214 グルメ

ガーデン＆ファーム 920-0171 金沢市 金沢市岩出町ハ50番地1 076-258-0821 小売

有限会社マルヤ水産　金沢店 920-0332 金沢市 金沢市無量寺ヲ52番地金沢港いきいき魚市内 076-268-2233 小売

北国書林　アル・プラザ金沢店 920-0014 金沢市 金沢市諸江町30-1　アル・プラザ金沢店内 076-224-1966 小売

ASBee fam.　アル・プラザ金沢店 920-0014 金沢市 金沢市諸江町30-1　アル・プラザ金沢2F 076-223-1192 小売

じゅうふく水産 920-0332 金沢市 金沢市無量寺ヲ52番地 076-267-6223 小売

平和堂　アル・プラザ金沢 920-0014 金沢市 金沢市諸江町30-1 076-260-1331 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルプラフーズマーケット 大河端 920-0210 金沢市 金沢市大河端西2丁目15番地 076-208-2410 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

八千屋若宮店 920-0054 金沢市 金沢市若宮２丁目17 076-225-8618 グルメ

ブック宮丸　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-282-9311 小売

薬のヒグチ　金沢エムザ店 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-1119 小売

金沢エムザ　和洋酒売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2180 小売

金沢エムザ　子供服売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　7階 076-260-2146 小売

金沢エムザ　食品売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2080 小売

金沢エムザ　紳士服売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　5階 076-260-2640 小売

金沢エムザ　食品催事 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2080 小売

金沢エムザ　リビング用品売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　6階 076-260-2153 小売

金沢エムザ　催事売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　8階 076-260-2017 小売

金沢エムザ　和洋菓子売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2186 小売

金沢エムザ　黒門小路 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2461 小売

金沢エムザ　婦人服売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　2階 076-260-2117 小売

金沢エムザ　ミセスファッションコーナー 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　3階 076-260-2116 小売

金沢エムザ　化粧品売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2281 小売

金沢エムザ　洋品雑貨売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　1階 076-260-2102 小売

金沢エムザ　塩干売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2405 小売

金沢エムザ　金沢名店売場 920-8583 金沢市 金沢市武蔵町15番1号　金沢エムザ　地階 076-260-2578 小売

エムザ　デリマーケット 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目5番3号　クロスゲート金沢1F 076-255-0848 小売

クスリのアオキ 泉野出店 921-8116 金沢市 金沢市泉野出町4丁目13番31号 076-272-8451 小売

クスリのアオキ　新保本店 921-8062 金沢市 金沢市新保本5丁目64番地 076-287-5014 小売

８番らーめん　犀川大橋店 920-0981 金沢市 金沢市片町2-21-12　KDビル1F 076-232-1238 グルメ

OWNDAYS　香林坊東急スクエア店 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア 0120-900-298 小売

スキンハウス 920-0961 金沢市 金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア 076-208-5165 小売

焼肉ホルモン　肉島 920-0941 金沢市 金沢市旭町2丁目18-20 076-224-8887 グルメ

EARTH BURGER 920-1167 金沢市 金沢市もりの里1-127 050-8885-3064 グルメ

金沢おでん・地酒地魚・新近江町商店 920-0907 金沢市 金沢市青草88番地近江町いちば館2F 076-208-5533 グルメ

浅田屋 920-0906 金沢市 金沢市十間町23番地 076-231-2228 その他

竹蒸し酒場　竹の里 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-15 ゼオンビル3F 076-225-8309 グルメ

金沢餃子酒場　金沢駅前店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-15 ゼオンビ1F-2F 076-255-0665 グルメ

ゴーゴーカレー　金沢本店 920-1157 金沢市 金沢市田上さくら2-108 076-262-5550 グルメ

豚大門市場(トンデムンシジャン)　金沢店 920-0853 金沢市 金沢市本町2-3-28 076-208-6852 グルメ

ホットハウス　金沢総本店 921-8043 金沢市 金沢市西泉2-27 076-226-0755 グルメ

金沢　上島商店 920-0332 金沢市 金沢市無量寺町ヲ52　金沢港いきいき魚市内 076-225-8131 小売

レストラン　ラ・ネネグース 921-8023 金沢市 金沢市千日町1-16 076-243-6651 グルメ

菊川の台所　ふたば 920-0967 金沢市 金沢市菊川1-12-13 076-203-6248 グルメ

金沢炉端あっぱれ 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目2-15北國ビルB1F 076-256-0182 グルメ

広重 Tea MAGIC 920-0031 金沢市 金沢市広岡1-5-3 クロスゲート金沢1F 小売

チャノキカナザワ 920-0997 金沢市 金沢市竪町101-1　宮下ビル1F 076-255-6564 グルメ

京都勝牛　クロスゲート金沢店 920-0031 金沢市 金沢市広岡1丁目5-3 クロスゲート金沢2F 076-255-6277 グルメ

焼肉　たむら　金沢店 920-0853 金沢市 金沢市本町2丁目6-25 076-208-3929 グルメ

VASE CAFE 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2-15 柱ビル 076-254-1112 グルメ

鮨処　みや 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目30-2 片町ペントハウス 076-234-3733 グルメ

ヤマノメディビューティサロン山野愛子美容室 920-8518 金沢市 金沢市昭和町16-3 ANAクラウンプラザホテル金沢内 076-262-4019 その他

sweet smile【スイートスマイル】 920-0852 金沢市 金沢市此花町4-13シェフズキッチン 070-9048-7989 グルメ

海鮮　つるや 920-0916 金沢市 金沢市下松原町49番地 076-221-0029 グルメ

金沢港「いきいき魚市」　株式会社新田商店 920-0333 金沢市 金沢市無量寺ヲ52 金沢港水産埠頭 076-268-2004 小売
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居酒屋わたる 920-0982 金沢市 金沢市大工町44 076-209-6337 グルメ

ベルナール　金沢ベイ店 920-0333 金沢市 金沢市無量寺4-56 食の殿堂ユーストア内 076-225-2621 小売

ハニーズ 920-1184 金沢市 金沢市もりの里1丁目70番地 076-234-8718 小売

イルーシー３００ 920-1184 金沢市 金沢市もりの里1丁目70番地 076-231-6085 小売

リブラマ－ジュ 920-1184 金沢市 金沢市もりの里1丁目70番地 076-234-8914 小売

ＰＥＴＥＭＯ 920-1184 金沢市 金沢市もりの里1丁目70番地 076-234-1072 小売

カメラのキタムラ 920-1184 金沢市 金沢市もりの里1丁目70番地 076-234-8758 小売

ペッパーランチ 920-1184 金沢市 金沢市もりの里1丁目70番地 076-255-2376 グルメ

長崎ちゃんぽん　リンガーハット 920-1184 金沢市 金沢市もりの里1丁目70番地 076-282-9089 グルメ

はなまるうどん　イオンもりの里店 920-1184 金沢市 金沢市もりの里1丁目70番地 076-261-8711 グルメ

Ｎ　ＮＡＩＬ 920-1184 金沢市 金沢市もりの里1丁目70番地 090-2706-7888 その他

Ｒｅ．Ｒａ．Ｋｕ 920-1184 金沢市 金沢市もりの里1丁目70番地 076-255-2411 その他

金沢百番街　魚がし食堂 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-254-5278 グルメ

油与商店 920-0319 金沢市 金沢市金石上越前町4番15号 076-267-0031 小売

Photo Jellish　金沢店 920-0912 金沢市 金沢市大手町6-3大手町第一ビル３F 076-201-8988 その他

アッキーズバー 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目5-26 片町NO.1ビル 8F 076-299-8470 その他

鉄板焼き AMIYA 920-0831 金沢市 金沢市東山1-12-12 080-1196-3124 グルメ

寿し すき焼き あかめちゃん 920-0853 金沢市 金沢市本町1-9-12 076-205-7484 グルメ

武将庵　天翔 920-0936 金沢市 金沢市兼六町2-8 076-250-5544 小売

めしや魚界人 920-0981 金沢市 金沢市片町2-2-25　銀河会館1F 076-255-3070 グルメ

炭火炙り肉　康 920-0981 金沢市 金沢市片町2丁目2-25 銀河会館1F 076-254-1629 グルメ

AnnChai 920-0935 金沢市 金沢市石引2-9-5 1階 076－225-7971 グルメ

石川グリーンタクシー株式会社 920-0024 金沢市 金沢市西念4丁目14番18号 076-262-0403 交通機関

SHAQBIGHOUSE シャックビッグハウス 920-0864 金沢市 金沢市高岡町7-30 076-256-5288 グルメ

Samurai Gift 920-0918 金沢市 金沢市尾山町13-8 076-204-7033 小売

ファミリーマート　金沢天神町店 920-0925 金沢市 金沢市天神町1丁目14番11号 076-260-4641 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　金沢伏見新町店 921-8172 金沢市 金沢市伏見新町337番 076-201-3160 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

6 APARTMENT COFFEE 920-0868 金沢市 金沢市六枚町2-2 スクエアコート1階 076-204-6246 グルメ

アパホテル　金沢中央 920-0981 金沢市 金沢市片町1丁目5-24 076-235-2111 その他

紀ノ国屋アントレ 金沢店 920-0907 金沢市 金沢市青草町88 076-204-6999 小売

Calera 920-0849 金沢市 金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス2F 076-290-7825 小売

金沢百番街　石川百右衛門 920-0858 金沢市 金沢市木ノ新保町1-1 076-260-6112 小売

クスリのアオキ　森本店 920-3114 金沢市 金沢市吉原町ホ210番 076-204-6520 小売

焼肉ホルモン大判 920-0856 金沢市 金沢市昭和町15-19 昭和町ビル1F 076-221-2915 グルメ

セブンイレブン　ハートインJR小松駅店 923-0921 小松市 小松市土居原町466　JR小松駅構内 0761-24-3669 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

212 KITCHEN STORE　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-24-5841 小売

3COINS＋plus　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5220 小売

ASBee KIDS　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5376 小売

ASBee　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-20-1230 小売

axes femme　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5407 小売

Books KaBoS　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-23-2812 小売

BREEZE　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5314 小売

HAPiNS　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 070-1556-8946 小売

Honeys　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-58-1935 小売

HULLE　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-48-7077 小売

Hush Puppies　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-23-3070 小売

JENNI　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5536 小売

KAINO　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-23-8880 その他

LOGOS SHOP　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-48-4838 小売

odds on complex 　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-48-4585 小売

PARIS JULIET　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松2F 0761-48-4150 小売

PeTeMo(ペテモ)　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-24-3522 小売

PLAZA　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-48-4840 小売

Right-on　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-22-5020 小売

SAC'S BAR PLUS　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5413 小売

THE CLOCK HOUSE 　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5453 小売

tutuanna 　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-58-0537 小売

VILLAGE VANGUARD　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5396 小売

アマトーネアクセソリーオ　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5098 小売

カルディコーヒーファーム　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-25-1522 小売

サンマルクカフェ　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-58-1309 グルメ

しゃぶ菜　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-23-2507 グルメ

タカキュー　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-23-3229 小売

チャイハネ　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5227 小売

ディッパーダン　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5164 グルメ

デザート王国　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-22-3216 グルメ

ピュアネイルプティ　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-58-1332 その他

ブランシェス　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-48-4913 小売

ベルーナ　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-20-1135 小売

ミスタードーナツ　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-48-4577 グルメ

もりもり寿し　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-58-2779 グルメ

リラクゼーションサロン　イヤシスプラス　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-24-1844 その他

リンガーハット　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5979 グルメ

ローストビーフ星　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-22-3165 グルメ

果汁工房　果琳　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-58-2788 グルメ

久世福商店　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-48-4320 小売

焼肉でん　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-58-2527 グルメ

鉄板焼　お好み焼き　京都わらい食堂　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-58-0216 グルメ

揚げ天まる　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-58-2512 グルメ

洋菓子工房ぶどうの森　イオンモール新小松店 923-0862 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-5809 グルメ

カルネ　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-48-4560 小売
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コンタクトのアイシティ　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-48-4590 小売

OWNDAYS　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-46-6643 小売

サーティワンアイスクリーム　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-22-2031 小売

鎌倉パスタ　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-48-4139 グルメ

Francfranc 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松1階1019区画 080-7499-3464 小売

湯快わんわんリゾート粟津　売店 923-0326 小松市 小松市粟津町イ-35 0761-58-0025 小売

湯快リゾート　あわづグランドホテル　売店 923-0326 小松市 小松市粟津町ワ-36 0761-65-1161 小売

石川交通株式会社　南加賀営業所 923-0964 小松市 小松市今江町に23 0761-22-2811 交通機関

業務スーパー小松店 923-0964 小松市 小松市今江町２-489 0761-48-5112 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

スシロー小松有明店 923-0864 小松市 小松市有明町106 0761-25-1032 グルメ

ドラッグコスモス長田町店 923-0034 小松市 小松市長田町ロ100 0761-20-1505 その他

ウエルシア小松向本折店 923-0961 小松市 小松市向本折町午107番地1 0761-20-3030 その他

100満ボルト小松本店 923-0831 小松市 小松市打越町イ27 0761-23-7277 小売

シメノドラッグ　粟津店 923-0342 小松市 小松市矢田野町ホ170-1 0761-44-5711 その他

クスリのアオキ小松若杉店 923-0832 小松市 小松市若杉町2丁目35番地 0761-23-0005 小売

クスリのアオキ粟津店 923-0342 小松市 小松市矢田野町ヘ82番地1 0761-43-0012 小売

クスリのアオキ向本折店 923-0961 小松市 小松市向本折町ニ18番地1 0761-20-1003 小売

クスリのアオキ今江店 923-0964 小松市 小松市今江町1丁目305番地 0761-20-4646 小売

クスリのアオキ北浅井店 923-0851 小松市 小松市北浅井町ち26番地1 0761-21-5522 小売

クスリのアオキ園町店 923-0801 小松市 小松市園町ホ107-3 0761-23-9555 小売

クスリのアオキ白江店 923-0811 小松市 小松市白江町20-1 0761-23-7770 小売

クスリのアオキ符津店 923-0302 小松市 小松市符津町タ36番1 0761-43-1211 小売

クスリのアオキ小松日の出店 923-0868 小松市 小松市日の出町4丁目212番 0761-23-3800 小売

V・drug小松東店 923-0832 小松市 小松市若杉町301 0761-23-7321 その他

スギ薬局小松南店 923-0854 小松市 小松市大領町イ211番地1 0761-58-0226 小売

スギ薬局小松中央店 923-0868 小松市 小松市日の出町二丁目165番地 0761-58-1264 小売

スギ薬局　粟津店 923-0302 小松市 小松市符津町イ138番地 0761-58-2386 小売

トヨタレンタカー　小松空港店 923-0996 小松市 小松市草野町ハ168 0761-24-0100 交通機関

ココス小松店 923-0854 小松市 小松市大領町ロ60 0761-20-1050 グルメ

キリン堂　フレスポ小松店 923-0026 小松市 小松市下牧町己1街区20 0761-21-1775 その他

芝寿し　アル・プラザ小松店 923-0801 小松市 小松市園町ハ23-1 0761-24-8516 小売

芝寿し　イオン小松店 923-0036 小松市 小松市平面町ア69 0761-23-5612 小売

芝寿し　イオン新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-58-0761 小売

メガネのハラダ　小松店 923-0802 小松市 小松市上小松町丙34-1 0761-21-9300 小売

大和　小松ショップ 923-0921 小松市 小松市土居原町716　ハイパーホテル1F 0761-20-0002 小売

アルペン　小松沖町店 923-0861 小松市 小松市沖町457 0761-24-2060 小売

ゆず庵 小松店 923-0000 小松市 小松市沖周辺土地区画整理地19街区1 0761-58-0974 グルメ

串揚げいやさか 小松総本店 923-0921 小松市 小松市土居原町212-1 0761-24-5594 グルメ

四季彩 粋庵 923-0861 小松市 小松市沖町ナ23　千田ビル1F 0761-24-5960 グルメ

バロー串店 923-0965 小松市 小松市串町ス11-1 0761-43-2002 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

バロー小松東店 923-0832 小松市 小松市若杉町101 0761-23-3335 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

餃子の王将小松店 923-0865 小松市 小松市福乃宮町2-59-1 0761-23-2650 グルメ

ホームセンターヤマキシ　小松店 923-0034 小松市 小松市長田町イ4-1 0761-23-3636 小売

ケーズデンキ　小松店 923-0863 小松市 小松市不動島町68番地 0761-21-1333 小売

セルフ小松店 923-0964 小松市 小松市今江町4-31 0761-58-0708 その他

アミング　小松店 923-0861 小松市 小松市沖町517 0761-58-0204 小売

すし食いねぇ！小松沖店 923-0861 小松市 小松市沖町５２８ 0761-24-1151 グルメ

アルビス　小松幸町店 923-0867 小松市 小松市幸町3丁目119番地 0761-22-8377 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルビス　小松城南店 923-0026 小松市 小松市下牧町己1街区1 0761-23-5500 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

北星産業　園町SS 923-0801 小松市 小松市園町ハ116-1 0761-22-5584 その他

北星産業　南大通SS 923-0961 小松市 小松市向本折町マ46-2 0761-22-3138 その他

北星ファイブ　小松店 923-0964 小松市 小松市今江町5-679 0761-21-3263 小売

Aコープ　粟津店 923-0303 小松市 小松市島町ル100-1 0761-44-7221 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

Aコープ　国府店 923-0053 小松市 小松市河田町ヌ48-1 0761-47-1114 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

Aコープ　今江店 923-0964 小松市 小松市今江町1-305 0761-23-6150 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

日本海庄や　小松駅前店 923-0868 小松市 小松市日の出町1-177 0761-24-1471 グルメ

日産レンタカー　小松空港店 923-0993 小松市 小松市浮柳町ハ164-1 0761-24-4123 その他

明文堂書店TSUTAYA　KOMATSU 923-0861 小松市 小松市沖町451 0761-23-4280 小売

瀬々らぎの森　シャンブル．ドット　エトワールエフェ 923-0183 小松市 小松市瀬領町カ122 0761-46-1565 その他

瀬々らぎの森　ラ　プティ　トゥ　ポルト 923-0183 小松市 小松市瀬領町カ122 0761-46-1565 グルメ

瀬々らぎの森　ミシェル.　アン　シャンペトル 923-0183 小松市 小松市瀬領町カ122 0761-46-1566 小売

コメダ珈琲店小松沖店 923-0861 小松市 小松市沖町５２６ 0761-24-2232 グルメ

はま寿司　小松店 923-0036 小松市 小松市平面町カ178-1 0761-21-7272 グルメ

イオンスタイル新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　 0761-20-8500 小売

イオン小松店 923-0036 小松市 小松市平面町ア69 0761-23-6000 小売

ファミリーマート　軽海店 923-0824 小松市 小松市軽海町ナ51番地1 0761-48-1558 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松園町東店 923-0801 小松市 小松市園町二42番地1 0761-25-1020 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松河田町店 923-0053 小松市 小松市河田町丙33番地1 0761-47-8701 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松額見町店 923-0977 小松市 小松市額見町工業団地4番4 0761-44-6118 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松義仲店 923-0998 小松市 小松市義仲町140番地 0761-23-3545 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松軽海町店 923-0824 小松市 小松市軽海町甲10番地1 0761-47-1406 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松向本折町西店 923-0961 小松市 小松市向本折町巳266番地1 0761-21-3406 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松今江町三丁目店 923-0964 小松市 小松市今江町三丁目801番地 0761-25-1248 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松三谷町店 923-0844 小松市 小松市三谷町あ168番1 0761-22-2177 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松若杉町店 923-0832 小松市 小松市若杉町一丁目68番地 0761-25-3833 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松千木野店 923-0834 小松市 小松市千木野町と93番地7 0761-25-4301 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松大領店 923-0854 小松市 小松市大領町ロ216 0761-25-1070 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松長崎町店 923-0004 小松市 小松市長崎町3丁目106番2 0761-23-5017 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松矢田野店 923-0342 小松市 小松市矢田野町へ21番地1 0761-44-6670 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　新小松インター店 923-0004 小松市 小松市長崎町四丁目135番地 0761-25-1052 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松粟津温泉店 923-0316 小松市 小松市井口町と30番地2 0761-65-1181 コンビニエンスストア・スーパーマーケット
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ファミリーマート　小松園町店 923-0801 小松市 小松市園町ホ137-5 0761-23-5085 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松沖町店 923-0861 小松市 小松市沖町416番地 0761-23-9181 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松今江店 923-0964 小松市 小松市今江町9丁目201番地1 0761-20-3117 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松市民病院前店 923-0961 小松市 小松市向本折町ニ24番地1 0761-20-2394 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松城南店 923-0941 小松市 小松市城南町24番地1 0761-24-4272 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松村松店 923-0968 小松市 小松市村松町甲92番地1 0761-44-5510 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松能美店 923-0042 小松市 小松市能美町イ1番1 0761-22-2711 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松平面店 923-0036 小松市 小松市平面町カ81番1 0761-24-2414 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　小松北浅井店 923-0851 小松市 小松市北浅井町4番 0761-22-2510 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

湯快リゾート　あわづグランドホテル 923-0326 小松市 小松市粟津町ワ-36 0570-550-078 観光施設

湯快わんわんリゾート粟津 923-0326 小松市 小松市粟津町イ-35 0570-550-078 観光施設

ひよりキッチン 923-0921 小松市 小松市土居原町10-10　KOMATSU AZ SQUARE 1F 0761-21-8122 グルメ

ホテルビナリオKOMATSUセントレ 923-0868 小松市 小松市日の出町4-93 0761-24-6123 その他

ホテルグランビナリオKOMATSU 923-0921 小松市 小松市土居原町10-10 0761-21-8000 その他

もみつぼ5　小松店 923-0864 小松市 小松市有明町105-5 0761-21-1955 その他

オートバックス 　小松店 923-0861 小松市 小松市沖町イ201 0761-24-4848 小売

セブンイレブン　小松串茶屋町店 923-0966 小松市 小松市串茶屋町い143-2 0761-43-1757 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　小松大島町店 923-0001 小松市 小松市大島町丙162-8 0761-21-1077 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　小松園町店 923-0801 小松市 小松市園町ハ188番地1 0761-24-2307 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　小松日の出町2丁目店 923-0868 小松市 小松市日の出町2丁目101番地 0761-22-1523 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　小松インター店 923-0002 小松市 小松市小島町ル33-1 0761-21-2224 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　小松矢崎町店 923-0964 小松市 小松市今江町ツ121-5 0761-24-5010 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　粟津温泉店 923-0316 小松市 小松市井口町ほ32 0761-65-3505 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　小松大島町店 923-0001 小松市 小松市大島町170-2 0761-22-2077 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　小松天神町店 923-0028 小松市 小松市梯町10-1 0761-23-5799 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ユナイテッドビューティーウエストコースト 923-0863 小松市 小松市不動島町甲225-1 0761-21-6603 その他

らーめん世界　小松店 923-0867 小松市 小松市幸町1-10-1 0761-22-5114 グルメ

やまや　小松店 923-0036 小松市 小松市平面町ア69 0761-24-6422 その他

ヤマダデンキ　テックランドNew小松店 923-0861 小松市 小松市沖町611番地 0761-22-9191 その他

テキサスハンズ　小松店 923-0801 小松市 小松市園町二36-1 0761-21-0100 グルメ

アパホテル　小松 923-0922 小松市 小松市飴屋町53 0761-23-1111 その他

アパホテル　小松グランド 923-0957 小松市 小松市本折町33 0761-21-1111 その他

空カフェ 923-0993 小松市 小松市浮柳町ヨ50　小松空港ターミナルビル2F 0761-21-0500 グルメ

空の駅こまつ 923-0993 小松市 小松市浮柳町ヨ50　小松空港ターミナルビル1F 0761-24-0831 小売

うみのえき安宅 923-0003 小松市 小松市安宅町タ140-4　安宅の関こまつ勧進帳の里内 0761-21-6734 小売

ぶっさんや 923-0921 小松市 小松市土居原町710　こまつ芸術劇場うらら内 0761-21-8243 観光施設

魚民　小松西口駅前店 923-0921 小松市 小松市土居原町199ヴィラビル 1階 0761-21-0788 グルメ

AOKI小松店 923-0868 小松市 小松市日の出町4-77 0761-22-0588 その他

SHOKUDO YArn 923-0835 小松市 小松市吉竹町1-37-1 0761-58-1058 グルメ

変なホテル　小松駅前 923-0868 小松市 小松市日の出町一丁目180番地 050-5210-9990 その他

シューズ愛ランド　小松店 923-0863 小松市 小松市不動島町48番地 0761-21-4400 その他

ARU 923-0962 小松市 小松市大領中町1-227 0761-46-5761 グルメ

Bar 橘 923-0952 小松市 小松市大和町133番地 0761-22-2005 グルメ

Bistro DEUX et DEUX(ビストロ ドゥ エ ドゥ) 923-0861 小松市 小松市沖町へ 6-1 0761-25-1515 グルメ

CUCINA 923-0941 小松市 小松市城南町106-2 0761-22-3775 グルメ

Dandy Girl 923-0833 小松市 小松市八幡庚19-35 0761-27-0159 グルメ

Dr.Drive　浜田町店 923-0907 小松市 小松市浜田町ロ64の乙 0761-22-5093 その他

Fishing　つりよし 923-0941 小松市 小松市城南町149番地 0761-22-2304 小売

M'line MARKET(エムラインマーケット) 923-0923 小松市 小松市東町53 0761-21-0342 グルメ

REDWOOD 923-0801 小松市 小松市園町ハ23-1　アル・プラザ1F 0761-21-7432 小売

SALUD-VEGE  DELICATESSEN 923-0861 小松市 小松市沖町ツ93 0761-27-5811 グルメ

spice cafe S- 923-0964 小松市 小松市今江町5-358 0761-24-1115 グルメ

Stepボルダリング 923-0004 小松市 小松市長崎町4丁目37番地 0761-22-3570 スポーツ

アプレシオ　小松店 923-0802 小松市 小松市上小松町乙134-1 0761-21-2123 遊興施設

アミーゴ　アミ 923-0301 小松市 小松市矢崎町丁1-1 0761-24-6555 グルメ

エアポート小松SS 923-0993 小松市 小松市浮柳町ハ122番地 0761-23-5780 その他

エポック 923-0316 小松市 小松市井口町ホ55　おびし荘内 0761-65-1831 グルメ

おびし荘　売店 923-0316 小松市 小松市井口町ホ-51 0761-65-1831 グルメ

お食事処　喜助 923-0832 小松市 小松市若杉町3-15 0761-21-2121 グルメ

粟津温泉　かっぱ寿司 923-0326 小松市 小松市粟津町カ9番地1 0761-65-1302 グルメ

ぐらんまささはら 923-0911 小松市 小松市大川町2-1-1 0761-48-8811 小売

コスモ石油　下粟津SS 923-0304 小松市 小松市下粟津町ろ21-4 0761-44-5125 その他

こまつタバコセンター・フゥー 923-0868 小松市 小松市日の出町1-143 0761-21-2071 小売

サーティワンアイスクリーム　マンボウ小松店 923-0034 小松市 小松市長田町口4-1　マンボウ1F 0761-20-1887 小売

スカイレンタカー　小松空港店 923-0993 小松市 小松市浮柳町丙2番1 0761-24-4041 交通機関

手打ちそばと乾物の店　すみげん 923-0924 小松市 小松市三日市町9 0761-22-4214 小売

たこ焼バル　ももんが 923-0922 小松市 小松市飴屋町68-1 0761-27-2203 グルメ

ちゃくちゃくちゃく　小松店 923-0865 小松市 小松市福乃宮町1-13-1 0761-25-1800 小売

トヨシマ 923-0993 小松市 小松市浮柳町ヨ50　小松空港ターミナルビル2F 0761-24-6852 小売

ドン・キホーテ　小松店 923-0034 小松市 小松市長田町口1-1 0570-048-211 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

のさか　小松店 923-0835 小松市 小松市吉竹町1-39 0761-46-6627 小売

ヒーリングハウスささはら 923-0804 小松市 小松市光町30 0761-22-5369 その他

ビジュ寺口 923-0926 小松市 小松市龍助町138 0761-22-5638 小売

ホテルエアポート小松 923-0921 小松市 小松市土居原町282番 0761-22-0665 その他

ボブハウス 923-0327 小松市 小松市戸津町オ13-1 0761-65-3656 グルメ

マンボウ小松 923-0034 小松市 小松市長田町ロ4-1 0761-20-1888 スポーツ

みなみ酒販 923-0921 小松市 小松市土居原町255-3 0761-24-0536 小売

ユニクロ　小松店 923-0036 小松市 小松市平面町61-1 0761-21-9860 小売

リリー化粧品店 923-0926 小松市 小松市龍助町55 0761-21-8210 小売

レンダスポーツ小松店 923-0801 小松市 小松市園町ホ94-1 0761-23-1163 小売

一山楼 923-0919 小松市 小松市殿町二丁目17番地 0761-22-0524 グルメ
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加賀菓子処　御朱印 923-0925 小松市 小松市八日市町34 0761-21-8311 小売

加賀漬物　あきや本店 923-0028 小松市 小松市梯町イ61-1 0761-22-0246 小売

加賀伝統工芸村　ゆのくにの森 923-0326 小松市 小松市粟津温泉ナ3-3 0761-65-3456 観光施設

花の元山　小松店 923-0918 小松市 小松市京町14 0761-24-2800 小売

花山亭 923-0336 小松市 小松市那谷町ユ122-8 0761-65-2366 グルメ

閣龍(コロンブス) 923-0926 小松市 小松市龍助町149番地2 0761-22-7255 グルメ

割烹 鮨　米八 923-0913 小松市 小松市松任町58 0761-24-1717 グルメ

株式会社アトラス　小松本店 923-0004 小松市 小松市長崎町二丁目107番地 0761-24-3933 その他

宮ぞの食堂 923-0326 小松市 小松市粟津町ワ-18 0761-65-1405 グルメ

居酒屋　いもたこなんきん 923-0922 小松市 小松市飴屋町22番地夢館ビル104 0761-21-8303 グルメ

錦山窯 923-0031 小松市 小松市高堂町ト18 0761-22-5080 小売

銀なべ 923-0326 小松市 小松市粟津町イ46 0761-65-1432 グルメ

九谷良山堂 923-0316 小松市 小松市井口町卜-111-1 0761-65-3277 小売

御料理　うなぎ　松竹 923-0932 小松市 小松市寺町85-1 0761-22-0379 グルメ

紅茶専門店　イーストリバー 923-0061 小松市 小松市国府台2-45 0761-47-0809 グルメ

行松旭松堂 923-0918 小松市 小松市京町39番地2 0761-22-3000 小売

根上酒販 923-0326 小松市 小松市粟津町ニ58 0761-65-1026 小売

baboo 923-0867 小松市 小松市幸町1-26 0761-41-5535 小売

バフィーゴ　ダイニング 923-0961 小松市 小松市向本折町午207 0761-58-0213 グルメ

酒蔵　加越 923-0964 小松市 小松市今江町9丁目605番地 0761-22-5321 小売

酒房　うさぎ 923-0921 小松市 小松市土居原町252番地 0761-22-0117 グルメ

寿し割烹　藤吉 923-0964 小松市 小松市今江町7-429 0761-22-4943 グルメ

小松お多福 923-0301 小松市 小松市矢崎町ナ151 0761-43-1522 グルメ

小松カントリークラブ 923-0311 小松市 小松市木場町セ1番地 0761-43-3030 スポーツ

小松グリーンホテル 923-0002 小松市 小松市小島町ル41番地 0761-21-8911 その他

小松タクシー 923-0945 小松市 小松市末広町235 0761-22-0888 交通機関

小松ゴルフ倶楽部 923-0334 小松市 小松市菩提町井1 0761-65-2277 スポーツ

小松空港　こまQショップ 923-0993 小松市 小松市浮柳町ヨ50番地　小松空港 0761-23-6117 小売

御菓子司　松葉屋 923-0931 小松市 小松市大文字町69 0761-22-0120 小売

焼肉ぎゅうばか　小松本店 923-0302 小松市 小松市符津町う5番地 0761-44-3629 グルメ

焼肉レストラン　小松味道園 923-0923 小松市 小松市東町3番地 0761-24-5555 グルメ

焼肉酒場　餤（だん） 923-0923 小松市 小松市東町70番地 0761-58-2917 グルメ

城北南月 923-0013 小松市 小松市城北町70 0761-24-0372 グルメ

森　立志堂 923-0921 小松市 小松市土居原町189-2 0761-24-1388 小売

石川県市町村職員共済組合　保養所　おびし荘 923-0316 小松市 小松市井口町ホ55 0761-65-1831 グルメ

中華レストラン　珍龍 923-0801 小松市 小松市園町ホ117-1 0761-21-4109 グルメ

中華食堂　元 923-0941 小松市 小松市城南町81-1 0761-27-5193 グルメ

中佐中店　空港店 923-0993 小松市 小松市浮柳町50　小松空港2F 0761-21-7534 グルメ

中出精肉店 923-0926 小松市 小松市龍助町1 0761-22-3171 小売

長池彩華堂 923-0964 小松市 小松市今江町7-669 0761-23-0761 小売

長保屋茶舗 923-0926 小松市 小松市龍助町81-1 0761-22-1079 小売

椿宗善　石川小松店 923-0832 小松市 小松市若杉町2丁目8番地1-B 0761-48-4430 小売

那谷寺カントリー倶楽部 923-0336 小松市 小松市那谷町5-30 0761-65-2020 スポーツ

日本自動車博物館 923-0345 小松市 小松市二ツ梨町一貫山40番地 0761-43-4343 遊興施設

日本料理　つづら 923-0834 小松市 小松市千木野町三丁目81番地 0761-23-3389 グルメ

日本料理　なか乃 923-0952 小松市 小松市大和町112 0761-22-2566 グルメ

日本料理　梶助 923-0952 小松市 小松市大和町141 0761-22-8314 グルメ

平和書店　アル・プラザ小松店 923-0801 小松市 小松市園町ハ23-1　アル・プラザ小松2F　 0761-23-1882 小売

米工房ますもと 923-0955 小松市 小松市上本折町20番地 0761-22-4591 小売

芳生堂 923-0868 小松市 小松市日の出町1丁目151番地 0761-22-5199 小売

魚萬　北陸海鮮炉端　 923-0952 小松市 小松市大和町8 0761-58-2578 グルメ

味の中石　名代めん塾 923-0983 小松市 小松市日末町い78 0761-44-8484 グルメ

味彩食房　寿司大西 923-0342 小松市 小松市矢田野町ホ21 0761-43-0465 グルメ

有限会社　内野石油(ラスターAWAZUSS) 923-0316 小松市 小松市井口町へ36 0761-65-1524 その他

有限会社　西尾酒店 923-0302 小松市 小松市符津町ウ28番地3 0761-44-3250 小売

旅亭懐石のとや 923-0326 小松市 小松市粟津町ワ85 0761-65-1711 その他

料亭寿司割烹　南月 923-0911 小松市 小松市大川町1丁目38番地 0761-22-0372 グルメ

和食麺処サガミ　小松店 923-0802 小松市 小松市上小松町乙139-1 0761-23-1576 グルメ

錦山窯　嘸旦 923-0031 小松市 小松市高堂町ト18 0761-22-5080 小売

鮨　つばき 923-0921 小松市 小松市土居原町206 0761-27-1896 グルメ

39 923-0917 小松市 小松市中町4-2 070-3410-3939 グルメ

gossip 923-0861 小松市 小松市沖町ロ28-1 0761-23-5999 その他

WING小松店 923-0301 小松市 小松市矢崎町ル181-1 0761-43-0226 小売

くら寿司小松店 923-0854 小松市 小松市大領町そ172 0761-23-5611 グルメ

つるまる 923-0945 小松市 小松市末広町71番地 0761-24-3380 グルメ

まつ家 923-0003 小松市 小松市安宅町ワ30-1 0761-24-3800 グルメ

あわづ温泉　喜多八 923-0316 小松市 小松市井口町へ13 0761-65-1821 その他

割烹　つかさ 923-0923 小松市 小松市東町34-1 0761-22-0934 グルメ

竹本商店 923-0924 小松市 小松市三日市町56 0761-23-1166 小売

中佐中店　城南店 923-0941 小松市 小松市城南町119番地 0761-21-7533 グルメ

カレーハウスCoCo壱番屋　小松福乃宮店 923-0865 小松市 小松市福乃宮町2-5 0761-23-5292 グルメ

満天ノ 辻のや 923-0332 小松市 小松市湯上町い18 0761-65-1311 小売

割烹　ひら川 923-0954 小松市 小松市八幡町101 0761-24-3338 グルメ

和餐　伸 923-0811 小松市 小松市白江町ハ69-1 0761-22-0258 グルメ

料亭　小六庵 923-0931 小松市 小松市大文字町26 0761-22-0112 グルメ

ビストロ＆ワインバー　BARIN 923-0908 小松市 小松市浮城町76-2　ソシアルビル1F 0761-58-1728 グルメ

料亭　一浪 923-0934 小松市 小松市栄町1 0761-22-0809 グルメ

セブン　カットアンドエステ 923-0342 小松市 小松市矢田野町チ70-1 0761-43-3377 その他

焼肉酒場MaDa　小松店 923-0945 小松市 小松市末広町122-1 0761-23-6678 グルメ

Salon　M&M 923-0312 小松市 小松市木場台86-1 090-7087-4955 その他

８番らーめん　小松店 923-0864 小松市 小松市有明町23番地 0761-21-4888 グルメ
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石焼ステーキ贅　石川小松店 923-0862 小松市 小松市清六町400 0761-58-1929 グルメ

TAKIGAHARA CAFE 923-0335 小松市 小松市滝ケ原町タ-2 0761-58-0179 グルメ

スナックみゆき 923-0952 小松市 小松市大和町136番地 0761-21-9788 その他

東酒造販売店 923-0033 小松市 小松市野田町丁35 0761-22-2301 小売

駅レンタカー小松営業所 923-0921 小松市 小松市土居原町13-18 0761-24-4833 交通機関

法師旅館 923-0326 小松市 小松市粟津町ワ46 0761-65-1111 その他

スマイルレンタカー 923-0327 小松市 小松市戸津町に２３番地 0761-46-6339 交通機関

九谷焼体験工房ギャラリー＆カフェ良山 923-0326 小松市 小松市粟津町カ13 0761-65-1108 遊興施設

ルートイングランティア小松エアポート 923-0004 小松市 小松市長崎町4-116-1 050-5847-7505 その他

九谷セラミック・ラボラトリー 923-0832 小松市 小松市若杉町ア91番地 0761-48-4235 遊興施設

新鮮市場あわづ中央店 923-0305 小松市 小松市蓑輪町ロ-100 0761-44-2726 小売

カレーの市民アルバ小松駅店 923-0921 小松市 小松市土居原町466番地 0761-22-3750 グルメ

HO GA 923-0336 小松市 小松市那谷町サ76-1 0761-58-2884 グルメ

ニッポンレンタカー　小松空港営業所 923-0992 小松市 小松市鶴ヶ島町ル25番2 0761-24-0919 その他

ニッポンレンタカー　小松駅東口営業所 923-0868 小松市 小松市日の出町1丁目154番 0761-58-0813 その他

酒と肴むら田 923-0861 小松市 小松市沖町ソ111-1 0761-58-0759 グルメ

リラクゼーションサロン　サマー 923-0002 小松市 小松市小島町ル41　小松グリーンホテル1F 080-8693-8932 その他

京都ペペロッソ 923-0301 小松市 小松市矢崎町ネ20-1 0761-48-4445 グルメ

やきとりの扇屋　小松店 923-0866 小松市 小松市白嶺町1丁目5-1 0761-23-6420 グルメ

韓心ハンマウム 923-0965 小松市 小松市串町セ125-1 0761-46-5616 グルメ

Outdoor style HAKU 923-0862 小松市 小松市清六町甲18-6カサベルデ102 0761-66-8209 小売

８番らーめん　城南末広店 923-0941 小松市 小松市城南町146-1 0761-24-6003 グルメ

ハイレートクライム 923-0993 小松市 小松市浮柳町ヨ50 小松空港ターミナルビル2階 076-277-3556 小売

baum shop&café ツキトワ by meigetsudo 923-0004 小松市 小松市長崎町1-85 0761-24-3178 グルメ

ブソン食堂 923-0921 小松市 小松市土居原町178番地1F 0761-46-5592 グルメ

GLAMHIDE WITH DOG KOMATSU 923-0332 小松市 小松市湯上町ワ21-1 050-1753-1758 その他

お食事処　清月 923-0964 小松市 小松市今江町2-260 0761-23-2075 グルメ

寿司福助 923-0865 小松市 小松市福乃宮町1丁目106 0761-22-2929 グルメ

やよい軒　小松店 923-0802 小松市 小松市上小松町丙32番1 0761-24-8241 グルメ

スパークリングダイヤモンド 923-0036 小松市 小松市平面町カ163-1 0761-48-5280 その他

平和堂　アル・プラザ 小松 923-0801 小松市 小松市園町ハ23番地1 0761-23-1211 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ヴィ・ド・フランス　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-21-5141 グルメ

とんかつ和幸　イオンモール新小松店 923-8565 小松市 小松市清六町315番地　イオンモール新小松 0761-23-3016 グルメ

ハオ家 923-0302 小松市 小松市符津松イ103 0761-58-0993 グルメ

肉料理レストラン　北一亭 923-0941 小松市 小松市城南町75-3 0761-23-2981 グルメ

ニトリ デコホーム　イオンモール新小松店 923-0862 小松市 小松市清六町315番地 0120-014-210 小売

ウエルシア小松吉竹店 923-0835 小松市 小松市吉竹町よ41番地1 0761-21-0290 小売

団欒　小松店 923-0921 小松市 小松市土居原町202-1 0761-46-5233 グルメ

100満ボルト穴水店 927-0053 穴水町 鳳珠郡穴水町此木1-7 0768-52-3900 小売

ドラッグストア　マツモトキヨシ　穴水店 927-0027 穴水町 鳳珠郡穴水町字川島レ30番1 0768-52-3480 その他

クスリのアオキ　穴水川島店 927-0027 穴水町 穴水町字川島レの24番地 0768-23-4067 小売

ココス穴水店 927-0053 穴水町 鳳珠郡穴水町此木１字45-1 0768-52-3755 グルメ

JAおおぞら穴水給油所 927-0053 穴水町 鳳珠郡穴水町字此木1-100-1 0768-52-1970 その他

能登おおぞら村　穴水 927-0053 穴水町 鳳珠郡穴水町此木字3の33番地2 0768-52-3810 小売

ファミリーマート　穴水インター店 927-0053 穴水町 鳳珠郡穴水町字此木ハ42番地 0768-52-1138 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　穴水東町店 927-0027 穴水町 鳳珠郡穴水町字川島ア16番地 0768-52-2683 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　穴水川島店 927-0027 穴水町 鳳珠郡穴水町字川島キ102番地3 0768-52-1130 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　穴水大町店 927-0026 穴水町 鳳珠郡穴水町字大町ろ11番地 0768-52-8288 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

すしべん　此木店 927-0053 穴水町 鳳珠郡穴水町此木4-14 0768-52-3339 グルメ

ENEOS　穴水バイパスSS 927-0027 穴水町 鳳珠郡穴水町川島キ112-1 0768-52-0161 その他

ザ・カントリークラブ・能登 927-0023 穴水町 鳳珠郡穴水町麦ケ浦11-1 0768-52-3131 スポーツ

ちゃんこ鍋、一品料理　力 927-0027 穴水町 鳳珠郡穴水町川島イの58番地 0768-52-2164 グルメ

七海屋 927-0027 穴水町 鳳珠郡穴水町川島ヨ-26-3 0768-52-1133 小売

福寿司 927-0027 穴水町 鳳珠郡穴水町川島ア34番地 0768-52-1032 グルメ

ENEOS　ニュー穴水SS 927-0027 穴水町 鳳珠郡穴水町川島ワ-144-1 0768-52-1148 その他

能登ワイン 927-0006 穴水町 鳳珠郡穴水町旭ヶ丘り5番1 0768-58-1577 小売

有限会社　泉花月堂 927-0027 穴水町 鳳珠郡穴水町川島イ-17 0768-52-0203 小売

蔵カフェ　菜々 927-0027 穴水町 鳳珠郡穴水町川島ツ126 0768-52-0855 グルメ

能登牡蠣の宿　キャッスル真名井 927-0027 穴水町 鳳珠郡穴水町川島井61-1 0768-52-3030 観光施設

コメリ書房　穴水店 927-0053 穴水町 鳳珠郡穴水町此木1字24番 0768-52-8421 小売

業務スーパー津幡店 929-0341 津幡町 河北郡津幡町横浜ほ23-4 076-213-5487 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アビーズアイラッシュアルプラザ津幡店 929-0342 津幡町 河北郡津幡町北中条1-11Ｆｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ津幡内 076-255-0668 その他

クスリのアオキ津幡店 929-0341 津幡町 河北郡津幡町字横浜ヘ31-1 076-289-2003 小売

クスリのアオキ本津幡店 929-0326 津幡町 河北郡津幡町字清水ア28番 076-288-7666 小売

クスリのアオキ潟端店 929-0346 津幡町 河北郡津幡町字潟端447番地1 076-289-2502 小売

V・drug津幡店 929-0342 津幡町 河北郡津幡町北中条5-100 076-289-5656 その他

スギドラッグ津幡店 929-0342 津幡町 河北郡津幡町字北中条一丁目89番地 076-204-7085 小売

バロー　津幡店 929-0341 津幡町 河北郡津幡町横浜へ66 076-289-3677 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ケーズデンキ　津幡店 929-0342 津幡町 河北郡津幡町北中条1丁目2番地 076-288-7711 小売

北星ファイブ　つばた店 929-0327 津幡町 河北郡津幡町庄ヌ45-1 076-288-3800 その他

Aコープ　つばた店 929-0325 津幡町 河北郡津幡町加賀爪ハ99 076-289-8600 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　津幡加賀爪店 929-0325 津幡町 河北郡津幡町加賀爪ハ88-3 076-288-7560 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　津幡潟端店 929-0346 津幡町 河北郡津幡町字潟端408番地 076-289-2402 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　津幡中須加店 929-0332 津幡町 河北郡津幡町中須加ろ26番地1 076-289-1377 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　津幡北中条店 929-0342 津幡町 河北郡津幡町北中条4丁目83 076-289-8080 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　本津幡駅前店 929-0326 津幡町 河北郡津幡町字清水チ374番地4 076-288-8876 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　津幡太田店 929-0345 津幡町 河北郡津幡町太田ち31-1 076-288-2670 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　津幡横浜店 929-0341 津幡町 河北郡津幡町字横浜ヘ40-7 076-288-2039 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　本津幡店 929-0327 津幡町 河北郡津幡町字庄ト65-5 076-289-6177 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

すしべん　津幡店 929-0454 津幡町 河北郡津幡町杉瀬イ150 076-283-5614 グルメ

カルビ大将 津幡店 929-0342 津幡町 河北郡津幡町北中条1-6 076-289-0577 グルメ
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SUPER　CENTER　PLANT-3 津幡店 929-0327 津幡町 河北郡津幡町字庄ヌ3 076-288-8200 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

またいキッチン 929-0331 津幡町 河北郡津幡町中橋イ67番地1 076-289-3557 グルメ

倶利伽羅塾 929-0426 津幡町 河北郡津幡町竹橋西270 076-288-8668 その他

源平茶屋 929-0426 津幡町 河北郡津幡町竹橋西270　道の駅倶利伽羅塾 076-288-1107 グルメ

勝﨑館 929-0327 津幡町 河北郡津幡町庄イ2-1 076-289-2161 その他

焼肉亭　ポパイ 929-0326 津幡町 河北郡津幡町清水イ140-1 076-289-4252 グルメ

炭火焼鳥　竹蔵 929-0323 津幡町 河北郡津幡町津幡ハ82 076-288-7799 グルメ

カレーハウスCoCo壱番屋　石川津幡店 929-0342 津幡町 河北郡津幡町北中条6-81 076-289-0031 グルメ

めがねのアイビー　津幡店 929-0342 津幡町 河北郡津幡町北中条4丁目92 076-289-2800 小売

河愛の里キンシューレ 929-0305 津幡町 河北郡津幡町字下河合チ55 076-287-1086 その他

おやどタクシー株式会社 929-0327 津幡町 河北郡津幡町字庄イ208 076-289-2141 交通機関

居酒屋　与市 929-0342 津幡町 河北郡津幡町北中条4-11 076-288-5977 グルメ

祥楽の湯　津幡店 929-0342 津幡町 河北郡津幡町北中条1-81 076-289-0261 グルメ

平和堂　アル・プラザ津幡 929-0342 津幡町 河北郡津幡町北中条1-1 076-289-0800 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

JACK　アル・プラザ津幡店 929-0342 津幡町 河北郡津幡町北中条1-1　アル・プラザ津幡1F 076-255-0501 小売

焼肉タルラン 929-0327 津幡町 河北郡津幡町庄ホ44-1 076-225-7149 グルメ

ウエルシア羽咋南中央店 925-0053 羽咋市 羽咋市南中央町キ154番地1 076-722-8550 その他

シメノドラッグ　羽咋店 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町イ31 0767-22-3975 その他

クスリのアオキ羽咋店 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町ト37 0767-22-3000 小売

ココス羽咋店 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町ト20-1 0767-22-8183 グルメ

ホームセンターロッキー羽咋店 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町ロ53 0767-22-5725 小売

焼肉　蔵　羽咋店 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町ホ88-1 0767-22-7868 グルメ

バロー羽咋店 925-0027 羽咋市 羽咋市鶴多町五石高21 0767-22-8611 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

休暇村　能登千里浜　フロント 925-8525 羽咋市 羽咋市羽咋町オ70 0767-22-4121 その他

休暇村　能登千里浜　売店 925-8525 羽咋市 羽咋市羽咋町オ70 0767-22-4121 その他

休暇村　能登千里浜　喫茶 925-8525 羽咋市 羽咋市羽咋町オ70 0767-22-4121 その他

休暇村　能登千里浜　大浴場なみなみの湯 925-8525 羽咋市 羽咋市羽咋町オ70 0767-22-4121 その他

休暇村　能登千里浜　レストラン　日本海 925-8525 羽咋市 羽咋市羽咋町オ70 0767-22-4121 その他

ファミリーマート　羽咋釜屋町店 925-0014 羽咋市 羽咋市釜屋町ヰ153番地1 0767-22-8676 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　羽咋高校前店 925-0032 羽咋市 羽咋市東川原町柳橋18番地 0767-22-2421 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　羽咋四柳店 925-0073 羽咋市 羽咋市四柳町そ35番地1 0767-26-8001 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　羽咋千里浜インター店 925-0046 羽咋市 羽咋市兵庫町ヨ18番地7 0767-22-2464 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　羽咋中川店 925-0614 羽咋市 羽咋市中川町ヘ72番1 0767-26-2368 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　羽咋柳田店 925-0018 羽咋市 羽咋市柳田町七四3番地1 0767-22-1160 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

オートバックス　羽咋店 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町イ6番地1 0767-23-4406 小売

セブンイレブン　羽咋千里浜インター店 925-0046 羽咋市 羽咋市兵庫町午4-6 0767-22-2070 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　羽咋中央町店 925-0052 羽咋市 羽咋市中央町サ130-6 0767-22-2688 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ヤマダデンキアウトレット羽咋店 925-0025 羽咋市 羽咋市太田町と159-1 0767-26-2710 その他

マックスバリュ　羽咋店 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町イ7 0767-22-8777 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

すしべん　一の宮店 925-0003 羽咋市 羽咋市寺家町レ53-1 0767-22-3740 グルメ

すしべん　石野店 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町ホ85 0767-22-7810 グルメ

まぐろや　羽咋店 925-0046 羽咋市 羽咋市兵庫町午4-2 0767-22-7700 グルメ

食房楽　多根さ羽咋店 925-0032 羽咋市 羽咋市東川原町五俵刈28-1 0767-22-7777 グルメ

八幡のすしべん　千里浜インター店 925-0046 羽咋市 羽咋市兵庫町午10 0767-22-8887 グルメ

Café Ange 925-0017 羽咋市 羽咋市西釜屋町ノ56-5 0767-22-8107 グルメ

ENEOS特約店　オートピアはくいステーション 925-0046 羽咋市 羽咋市兵庫町巳14-1 0767-22-0471 その他

お菓子処　佐吉庵 925-0051 羽咋市 羽咋市島出町コ79-1 0767-22-7151 小売

お好み焼　Ruru 925-0017 羽咋市 羽咋市西釜屋町ノ58-1 0767-22-1007 グルメ

ケーキ・ホームベーカリーモリモト 925-0052 羽咋市 羽咋市中央町サ76-1 0767-22-6655 小売

ジョーシン　羽咋店 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町卜5 0767-22-3866 小売

そば処　浄楽 925-0002 羽咋市 羽咋市滝谷町ロ51 0767-27-1433 グルメ

トラットリア　アリエッタ 925-0054 羽咋市 羽咋市千里浜町ホ30番地 0767-22-0929 グルメ

天然温泉　ユーフォリア千里浜 925-0054 羽咋市 羽咋市千里浜町タ1番地67 0767-22-9000 観光施設

ラ・クロシェット 925-0018 羽咋市 羽咋市柳田町ほ79-1 0767-23-4712 グルメ

ル・ウィークエンド 925-0018 羽咋市 羽咋市柳田町ほ79-1 0767-23-4713 小売

宇宙科学博物館　コスモアイル羽咋 925-0027 羽咋市 羽咋市鶴多町免田25 0767-22-9888 遊興施設

羽咋タクシー 925-0046 羽咋市 羽咋市兵庫町タ28-1 0767-22-1141 交通機関

上田石油(株)羽咋SS 925-0053 羽咋市 羽咋市南中央町キ154-5 0767-22-0644 その他

上田石油(株)羽咋東SS 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町ホ41 0767-22-0044 その他

上田石油(株)四柳バイパス給油所 925-0073 羽咋市 羽咋市四柳町そ7-1 0767-26-0277 その他

上田石油(株)邑知SS 925-0623 羽咋市 羽咋市本江町ト27 0767-26-1334 その他

能登　千里浜レストハウス 925-0054 羽咋市 羽咋市千里浜町夕4-1 0767-22-2141 小売

道の駅　のと千里浜 925-0054 羽咋市 羽咋市千里浜町タ1-62 0767-22-3891 小売

邑知観光 925-0605 羽咋市 羽咋市宇土野町ハ46-1 0767-26-0666 交通機関

カレーハウスCoCo壱番屋　羽咋石野町店 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町イ62-1 0767-22-5546 グルメ

TABI-COLO 925-0034 羽咋市 羽咋市旭町ア37-1 090-6466-2883 その他

金澤文苑堂　羽咋店 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町ホ90 0767-22-8288 小売

御菓子司　八野田　大町本店 925-0072 羽咋市 羽咋市大町む54番地 0767-26-0208 小売

妙成寺 925-0002 羽咋市 羽咋市滝谷町ヨ-1 0767-27-1226 観光施設

８番らーめん　羽咋店 925-0046 羽咋市 羽咋市兵庫町巳11 0767-22-2451 グルメ

焼肉　天龍 925-0615 羽咋市 羽咋市千代町い62 0767-26-2203 グルメ

オーシャンズテラス柴垣 925-0001 羽咋市 羽咋市柴垣町92-3-1 0767-27-1787 その他

御菓子司　八野田　石野町店 925-0026 羽咋市 羽咋市石野町ト14-1 0767-22-6875 小売

有限会社なぎさ交通 925-0054 羽咋市 羽咋市千里浜町ﾖ97番地 0767-27-1534 交通機関

ちりはまホテルゆ華 925-0054 羽咋市 羽咋市千里浜町タ1－26 0767-22-7500 その他

トレンディ羽咋SS 925-0054 羽咋市 羽咋市千里浜町ワ60-2 0767-22-6364 小売

Loo樹 Outdoor Park 925-0005 羽咋市 羽咋市滝町ワ58-4 0767-23-4560 グルメ

おみやげ処　加賀 922-0423 加賀市 加賀市作見町ヲ58番地　JR加賀温泉駅構内 0761-73-1180 小売

湯快リゾート　彩朝楽　売店 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗丘2-10-3 0570-550-078 小売

湯快リゾート　よしのや依緑園　売店 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ニの5 0570-550-078 小売

湯快リゾート　花・彩朝楽　売店 922-0128 加賀市 加賀市山中温泉こおろぎ町イ-93 0570-550-078 小売



いしかわ旅行割キャンペーン　取扱店舗一覧 〈2023/5/22　現在〉

取扱店舗名 郵便番号 エリア 所在地 電話番号 業態

湯快リゾート　山中グランドホテル　売店 922-0117 加賀市 加賀市山中温泉上野町ル-15-4 0570-550-078 小売

湯快リゾート　NEW MARUYAホテル　売店 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉ア2-1 0761-74-0058 小売

業務スーパー加賀店 922-0334 加賀市 加賀市西島町ワ38-1 0761-77-0560 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ドラッグコスモス山代温泉店 922-0243 加賀市 加賀市山代温泉北部2丁目29-1 0761-77-8065 その他

ドラッグコスモス大聖寺店 922-0861 加賀市 加賀市大聖寺地方町1 10-5 0761-72-2754 その他

ウエルシア加賀作見薬局 922-0423 加賀市 加賀市作見町ニ42番地1 0761-75-7066 その他

ウエルシア加賀山代温泉店 922-0245 加賀市 加賀市山代温泉山背台2-1-1 0761-77-2965 その他

８番らーめん　本店 922-0334 加賀市 加賀市西島町チ３－２ 0761-75-7503 グルメ

ドラッグストア　マツモトキヨシ　加賀温泉駅前店 922-0423 加賀市 加賀市作見町リ２４ 0761-73-4777 その他

シメノドラッグ　大聖寺店 922-0816 加賀市 加賀市大聖寺東町1丁目53 0761-72-6511 その他

クスリのアオキ山代店 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉185番1 0761-77-8300 小売

クスリのアオキ大聖寺店 922-0027 加賀市 加賀市大聖寺耳聞山町86-8 0761-72-7788 小売

クスリのアオキ山中店 922-0111 加賀市 加賀市山中温泉塚谷町1丁目121番地 0761-78-3663 小売

クスリのアオキ　作見店 922-0423 加賀市 加賀市作見町ニ83番地1 080-3751-9210 小売

サラダ館　アビオ店 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀1階 0761-72-8725 小売

SET-ONE 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀1階 0761-72-8775 小売

ライオン堂 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀1階 0761-72-8708 小売

ラメール・ドゥ 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀1階 0761-72-8770 その他

ビバアイエス 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀1階 0761-72-8774 小売

ばらずし 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀1階 0761-72-8701 小売

コスメ＆エステ　ジョリー 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀1階 0761-72-8741 小売

BRANDBANK 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀1階 0761-72-5334 小売

ピノキオ 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀1階 0761-72-8702 グルメ

T.Beans 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀1階 0761-72-8754 グルメ

澤屋 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀1階 0761-72-8754 グルメ

メガネショップZigen 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀1階 0761-72-8754 小売

Kids Kiss(キッズキッス)　アビオシティ加賀店 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀 0761-72-8760 小売

V・drug大聖寺店 922-0005 加賀市 加賀市大聖寺岡町ニ1-1 0761-72-7717 その他

トヨタレンタカー　加賀温泉駅前店 922-0424 加賀市 加賀市小菅波町1丁目49 0761-73-0100 交通機関

ココス加賀店 922-0423 加賀市 加賀市作見町リ16-1 0761-72-8236 グルメ

芝寿し　イオン加賀の里店 922-0013 加賀市 加賀市上河崎町47-1 0761-72-8818 小売

バロー大聖寺店 922-0005 加賀市 加賀市大聖寺岡町二の10 0761-72-6888 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

スーパーホームセンターヤマキシ　新加賀店 922-0326 加賀市 加賀市桑原町ホ48-1 0761-74-0017 小売

西日本宇佐美 片山津インターＳＳ 922-0406 加賀市 加賀市伊切町イ267 0761-75-4420 その他

西日本宇佐美 ８号加賀インターＳＳ 922-0842 加賀市 加賀市熊坂町オ171-1 0761-72-2275 その他

西日本宇佐美　尼御前サービスエリア上りＳＳ 922-0551 加賀市 加賀市美岬町へ７４ 0761-75-2216 小売

ケーズデンキ　加賀店 922-0423 加賀市 加賀市作見町74番地1 0761-75-5151 小売

Aコープ　桔梗山代店 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉16-78-1 0761-77-7810 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

PHAETON 922-0406 加賀市 加賀市伊切町い239番地 0761-74-1881 小売

TEATON 922-0406 加賀市 加賀市伊切町い239番地 0761-75-7535 グルメ

尼御前サービスエリア上り　エルパンカフェ 922-0551 加賀市 加賀市美岬町ナ48外 0761-75-2631 小売

尼御前サービスエリア上り　レストラン 922-0551 加賀市 加賀市美岬町ナ48外 0761-75-2631 小売

尼御前サービスエリア上り　売店 922-0551 加賀市 加賀市美岬町ナ48外 0761-75-2631 小売

はま寿司　加賀店 922-0241 加賀市 加賀市加茂町17-2 0761-77-2520 グルメ

イオン加賀の里店 922-0013 加賀市 加賀市上河崎町47-1 0761-72-8800 小売

ファミリーマート　加賀伊切町店　 922-0406 加賀市 加賀市伊切町乙42番地1 0761-74-2722 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　加賀大聖寺南町店 922-0811 加賀市 加賀市大聖寺南町ロ2番地1 0761-72-8002 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　加賀長谷田店 922-0103 加賀市 加賀市山中温泉長谷田町ロ427番地 0761-78-1128 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　加賀箱宮町店 922-0303 加賀市 加賀市箱宮町ム138番地 0761-75-8699 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　山中店 922-0124 加賀市 加賀市山中温泉湯の出町レ-14 0761-78-1726 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　加賀インター前店 922-0842 加賀市 加賀市熊坂町オ220番地 0761-72-8044 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　加賀加茂町店 922-0241 加賀市 加賀市加茂町116番2 0761-76-8205 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　加賀作見店 922-0423 加賀市 加賀市作見町ニ57番地1 0761-73-6353 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　加賀南郷町店 922-0821 加賀市 加賀市南郷町レ70番 0761-72-8022 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　加賀分校店 922-0304 加賀市 加賀市分校町は77番1 0761-74-4527 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　加賀片山津店 922-0414 加賀市 加賀市片山津町巳44番地 0761-75-6788 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　山代中学校前店 922-0322 加賀市 加賀市上野町エ46番地1 0761-77-8005 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　尼御前ＳＡ下り店 922-0551 加賀市 加賀市美岬町尼ゴジ3-2-1 0761-72-1170 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

湯快リゾート　彩朝楽 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗丘2-10-3 0570-550-078 観光施設

湯快リゾート　よしのや依緑園 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町二-5 0570-550-078 観光施設

湯快リゾート　花・彩朝楽 922-0128 加賀市 加賀市山中温泉こおろぎ町イ-93 0570-550-078 観光施設

湯快リゾート　山中グランドホテル 922-0117 加賀市 加賀市山中温泉上野町ル-15-4 0570-550-078 観光施設

湯快リゾート　NEW　MARUYAホテル 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉ア2-1 0570-550-078 観光施設

湯快わんわんリゾート矢田屋松濤園powered by わんわんパラダイス 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉セ1-1 0570-550-392 観光施設

湯快わんわんリゾート片山津　Powered by わんわんパラダイス 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉堂後1-2 0570-550-078 観光施設

オートバックス 　加賀店 922-0424 加賀市 加賀市小菅波町2丁目1番地 0761-72-8989 小売

セブンイレブン　加賀作見町店 922-0423 加賀市 加賀市作見町ニ27 0761-72-6627 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　加賀山代温泉入口店 922-0243 加賀市 加賀市山代温泉北部3丁目47番地 0761-77-3070 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　加賀新保町店 922-0401 加賀市 加賀市新保町ケ8-4 0761-74-5250 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　加賀別所口店 922-0258 加賀市 加賀市山代温泉南町18-1 0761-77-4775 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　加賀片山津町店 922-0414 加賀市 加賀市片山津町ユ61-12 0761-74-0453 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　山代九谷広場店 922-0244 加賀市 加賀市山代温泉神明町4-2 0761-76-0045 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　ゆのまち山代桔梗丘店 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗丘3-1-3 0761-77-2707 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　加賀作見店 922-0423 加賀市 加賀市作見町カ70-1 0761-74-6077 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　加賀大聖寺上福田店 922-0004 加賀市 加賀市大聖寺上福田町ヌ22-1 0761-72-1636 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　加賀動橋店 922-0331 加賀市 加賀市動橋町ホ29 0761-74-8805 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　加賀別所店 922-0274 加賀市 加賀市別所町漆器団地22-5 0761-77-0605 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　山中温泉口店 922-0111 加賀市 加賀市山中温泉塚谷町イ243 0761-78-0052 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

らーめん世界　加賀店 922-0014 加賀市 加賀市中代町ル136-1 0761-75-7400 グルメ

ヤマダデンキ テックランド加賀店 922-0241 加賀市 加賀市加茂町チ24 0761-76-1020 その他

テキサスハンズ　加賀店 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉29戊64-1 0761-76-7120 グルメ



いしかわ旅行割キャンペーン　取扱店舗一覧 〈2023/5/22　現在〉
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アパホテル　加賀大聖寺駅前 922-0842 加賀市 加賀市熊坂町イ226-4 0761-73-4111 その他

アパホテル＆リゾート　加賀片山津温泉　佳水郷 922-0411 加賀市 加賀市潮津町イ72-1 0761-74-1200 その他

魚民　加賀温泉駅前店 922-0423 加賀市 加賀市作見町ヌ8-1アビオシティ加賀　別棟 0761-72-5088 グルメ

漆工房 大島 922-0113 加賀市 加賀市山中温泉東桂木町ヌー２ー１０ 0761-78-1635 小売

松波屋カフェＧ．Ｂａｒ 922-0124 加賀市 加賀市山中温泉湯の出町レー２２－１ 090-1310-6614 グルメ

加賀第一交通株式会社　本社営業所 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗丘2-96-1 0761-73-1113 交通機関

イエローハット加賀加茂町店 922-0241 加賀市 加賀市加茂町１３０ 0761-76-5233 その他

株式会社うるしアートはりや 922-0111 加賀市 加賀市山中温泉塚谷町2-124 0761-78-5154 小売

おしゃべりカフェ　茶々 922-0122 加賀市 加賀市山中温泉湯の本町ラ1-2 0761-71-0588 グルメ

大日盛酒蔵資料館 922-0331 加賀市 加賀市動橋町イ164 0761-74-0602 小売

koffe 922-0816 加賀市 加賀市大聖寺東町3-4-2 0761-73-0085 グルメ

季がさね 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙30-1 0761-74-0770 その他

回転寿し処太平 922-0423 加賀市 加賀市作見町ヌ24-1 0761-72-0117 グルメ

enoteca CEDRO STELLA 922-0011 加賀市 加賀市大聖寺敷地ル乙55番地 0761-75-7910 小売

おようふくやさん　むろや 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉18-116 0761-76-0042 その他

お食事処　桝屋 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉桜ヶ丘44-5 0761-74-8809 グルメ

南出陶苑 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通63 0761-76-0261 小売

甘味処 湯ごころ 922-0124 加賀市 加賀市山中温泉湯の出町レ７番地３ 0761-78-1855 グルメ

なか伸 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙６９ー６ー２湯之元ビル1F 0761-74-3400 グルメ

村食堂　おとと村 922-0833 加賀市 加賀市曾宇町エ64-1 0761-72-3106 グルメ

(有）西谷石油サービス 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉19-83-1 0761-76-1929 その他

Art551 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ヨ-4 0761-75-7959 小売

besso片山津温泉 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙69-68 0761-75-7517 その他

Cafe Rubato　カフェルバート 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉22-52番地1 0761-77-1875 グルメ

Jazz Bar 燐 922-0115 加賀市 加賀市山中温泉本町2丁目ソ13-4 0761-78-0050 グルメ

MC　STORE 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル90番地の2 0761-73-4346 小売

noenth　加賀店 922-0255 加賀市 加賀市山代温泉幸町11 0761-76-5720 小売

Rock Diner かどや喰堂 922-0258 加賀市 加賀市山代温泉南町7-2 0761-76-4114 グルメ

RUNAWAY 922-0413 加賀市 加賀市湖城町3-296 0761-74-5549 小売

S.Curve STUDIO 922-0423 加賀市 加賀市作見町ヨ17番地1 0761-74-1829 小売

アジェンダ 922-0245 加賀市 加賀市山代温泉10区-1 0761-76-6667 グルメ

あらや滔々庵 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉18の119番地甲 0761-77-0010 その他

いっぷくや 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通60 0761-76-1312 小売

うつわ蔵 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉温泉通り1の3 0761-77-1919 小売

うどん・そば処　三津野 922-0816 加賀市 加賀市大聖寺東町1-16-1 0761-72-5510 グルメ

うるしの器　あさだ 922-0139 加賀市 加賀市山中温泉菅谷町ハ-215 0761-78-4200 遊興施設

おたから蔵 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ニ26 0761-78-0811 小売

お酒倶楽部　くぼで 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ヨ1番地 0761-78-0069 小売

かがや工芸 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町二38-1 090-8260-5115 小売

かがり吉祥亭 922-0128 加賀市 加賀市山中温泉こおろぎ町ニ1番地1 0761-78-2223 観光施設

かのや光楽苑 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙64番地1 0761-74-0611 その他

カフェ　らら 922-0121 加賀市 加賀市山中温泉富士見町ム-8 0761-78-0850 グルメ

くいもん家ふるさと　加賀店 922-0424 加賀市 加賀市小菅波町1-55 0761-73-1135 グルメ

げんば堂　加賀温泉駅前店 922-0423 加賀市 加賀市作見町リ19-3 0761-73-3988 小売

げんば堂　図書館前本店 922-0861 加賀市 加賀市大聖寺地方町1-10-10 0761-72-5558 小売

げんば堂　畑山工場店 922-0004 加賀市 加賀市大聖寺畑山町ソ71-13 0761-72-3303 小売

ここや 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ロ15-1 090-1315-4194 グルメ

ごはん処　魚心 922-0123 加賀市 加賀市山中温泉薬師町ウ21-1 0761-78-5176 グルメ

コリヤンハウス　山代店 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉10区16-62 0761-76-3302 グルメ

サン食品カナモリ 922-0124 加賀市 加賀市山中温泉湯の出町レ32番地2 0761-78-0143 小売

しもつね菓子店 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通13番地 0761-76-1176 小売

すだに酒店 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通43 0761-76-1312 小売

すんだら茶屋　むげん 922-0127 加賀市 加賀市山中温泉下谷町ロ6 0761-78-0160 小売

セミナーハウスあいりす 922-0431 加賀市 加賀市山田町リ243 0761-73-5524 その他

そば山背 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉18-50-2 0761-76-0357 グルメ

そば処　彩桂庵 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ロ15-1　手作り仲間の小路内 0761-78-3016 グルメ

たちばな四季亭 922-0256 加賀市 加賀市山代温泉万松園通16番地 0761-77-0001 その他

パインダイナー 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉桜ヶ丘62番地1 0761-74-1984 グルメ

はづちを茶店 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉18の59番地1 0761-77-8270 グルメ

ビストロ　ラ・ヴィーヴ 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉丁12-1　かぼちゃ村ビル1F 0761-74-8566 グルメ

ファッションギャラリーハラ 922-0255 加賀市 加賀市山代温泉幸町70-1 0761-77-7045 小売

フードショップ桑原 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉ル62 0761-76-0080 小売

ブティックアムール 922-0037 加賀市 加賀市大聖寺鍛冶町2-3 0761-72-0614 小売

べにや無何有 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉55-1-3 0761-77-1340 その他

ほぐし処　心 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙69-6-5 0761-74-3503 その他

ホテルききょう 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉16-162-5 0761-76-1130 その他

佳水郷　売店　こしのしらね 922-0411 加賀市 加賀市潮津町イ72-1 0761-74-1137 その他

ホテル翠湖 922-0402 加賀市 加賀市柴山町し50 0761-74-5588 その他

マイハンズ・カジイ 922-0115 加賀市 加賀市山中温泉本町一丁目ヤの1 0761-78-0249 小売

まごころ 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉69-9 0761-74-1143 グルメ

まちづくり加賀 922-0423 加賀市 加賀市作見町リ1-5 0761-72-7777 交通機関

みやこわすれの宿　こおろぎ楼 922-0128 加賀市 加賀市山中温泉こおろぎ町ロ140 0761-78-1117 その他

めん屋　龍吉 922-0014 加賀市 加賀市中代町ホ9番地5 0761-71-0228 グルメ

めん房　まるみ座 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通り7番地 0761-76-1212 グルメ

株式会社　畳のやまや 922-0245 加賀市 加賀市山代温泉山背台2-11-1 0761-76-0360 小売

ユトリ珈琲店　加賀温泉駅前店 922-0423 加賀市 加賀市作見町ヌ9-1 0761-75-7787 グルメ

ゆ湯の宿　白山菖蒲亭 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗丘4-34-1 0761-77-0335 その他

ラ　モンベッタ 922-0121 加賀市 加賀市山中温泉冨士見町ム-22 0761-71-0031 グルメ

らくやき体験工房 922-0841 加賀市 加賀市大聖寺下屋敷町17 0761-72-1175 遊興施設

レストラン　フェアレディー 922-0816 加賀市 加賀市大聖寺東町1-16-1 0761-73-3335 グルメ

亜樹ビューティーサロン 922-0114 加賀市 加賀市山中温泉東町1丁目ト36 0761-78-4717 その他



いしかわ旅行割キャンペーン　取扱店舗一覧 〈2023/5/22　現在〉

取扱店舗名 郵便番号 エリア 所在地 電話番号 業態

安平 922-0411 加賀市 加賀市潮津町ロ13-1 0761-74-1263 グルメ

一般社団法人　山中温泉観光協会 922-0112 加賀市 加賀市山中温泉西桂木町ト5-1 0761-78-0330 観光施設

羽二重餅の古里　加賀IC店 922-0854 加賀市 加賀市三木町口41-1 0761-72-5077 小売

円庭施術院 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉55-1-3 0761-77-1340 その他

温泉めい想倶楽部　富士屋旅館 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗丘2丁目121番3号 0761-77-1122 その他

加賀セントラルゴルフ倶楽部 922-0842 加賀市 加賀市熊坂町辰19-5 0761-72-2525 スポーツ

加賀のはちみつ屋　森のくまさん 922-0411 加賀市 加賀市潮津町ロ4-1　メゾンサンパレス1F 0761-74-3887 小売

加賀の宿　宝生亭 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗丘1-80-1 0761-77-1143 その他

天然温泉　健康ランド　加賀ゆめのゆ 922-0303 加賀市 加賀市箱宮ル1番地 0761-74-0126 その他

手打ちそば　加賀上杉 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通42 0761-77-5026 グルメ

かが幡亭 922-0816 加賀市 加賀市大聖寺東町4-11 0761-73-0141 グルメ

加佐ノ岬倶楽部 922-0554 加賀市 加賀市橋立町ふ23番地 0761-75-1627 グルメ

花紫 922-0114 加賀市 加賀市山中温泉東町1丁目ホ17-1 0761-78-0077 その他

懐石なか尾 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗丘4-29 0761-77-0015 グルメ

梶井漆器 922-0115 加賀市 加賀市山中温泉本町2丁目ナ23 0761-78-1651 小売

割鮮しんとく 922-0552 加賀市 加賀市田尻町浜山2番地11 0761-75-1488 グルメ

割烹　河口 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉17-101-1 0761-77-1178 グルメ

割烹　司 922-0552 加賀市 加賀市田尻町北7 0761-75-1511 グルメ

割烹　もりもと 922-0255 加賀市 加賀市山代温泉幸町29番地 0761-77-2335 グルメ

割烹　加賀 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗丘2-73 0761-76-0469 グルメ

株式会社　コータ 922-0243 加賀市 加賀市山代温泉北部2-88山代ベースB-1 0761-76-1010 交通機関

株式会社ルイドール　本店 922-0245 加賀市 加賀市山代温泉山背台2-2-1 0761-77-3322 小売

株式会社　橘香堂 922-0406 加賀市 加賀市伊切町い297番地 0761-75-3331 小売

株式会社　九谷満月 922-8566 加賀市 加賀市中代町ル95-2 0761-77-2121 小売

株式会社　北陸フードサービス本社 922-0323 加賀市 加賀市若葉台99番地3 0761-76-3000 小売

吉祥やまなか 922-0114 加賀市 加賀市山中温泉東町1丁目ホ14-3 0761-78-5656 観光施設

喫茶とお食事　やましたや 922-0124 加賀市 加賀市山中温泉湯の出町レ6 0761-78-0009 グルメ

居酒屋　いちごいちえ 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉丁12-1　かぼちゃ村ビル2F 0761-74-8564 グルメ

居酒屋どんくう 922-0816 加賀市 加賀市大聖寺東町4-6 0761-72-7733 グルメ

蕎麦　まちや 922-0114 加賀市 加賀市山中温泉東町2丁目ツ24番地 0761-78-1266 グルメ

九谷焼体験ギャラリーCoCo 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉18-115甲1 0761-75-7116 遊興施設

月月　A&Ko 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通51-1 090-8774-5737 小売

玄命庵 922-0414 加賀市 加賀市片山津町ス丙6-5 0761-74-0345 グルメ

古民家まれびと 922-0135 加賀市 加賀市山中温泉今立町イ180 0761-78-1107 グルメ

湖畔の宿　森本 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙63-1 0761-74-0660 その他

御菓子司　横谷 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉16-5-4 0761-77-1218 小売

公益財団法人　前端文化振興財団　無限庵 922-0127 加賀市 加賀市山中温泉下谷町ロ6 0761-78-0160 小売

紅柿荘 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉17-128番地 0761-77-0234 グルメ

今津米穀店 922-0122 加賀市 加賀市山中温泉湯の本町ラ15 0761-78-1073 小売

左らく 922-0115 加賀市 加賀市山中温泉本町二丁目ソ40-3 0761-78-1315 グルメ

彩華の宿　多々見 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗丘3-41 0761-77-2200 その他

彩彩市場 922-0406 加賀市 加賀市伊切町甲89-1 0761-75-3100 小売

山代温泉　みやびの宿　加賀百万石 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉11-2-1 0761-77-0200 その他

山中節と温泉の館　山中座 922-0123 加賀市 加賀市山中温泉薬師町ム1 0761-78-5523 観光施設

山中漆器伝統産業会館　山中うるし座 922-0111 加賀市 加賀市山中温泉塚谷町イ268-1 0761-78-0305 小売

山中石川屋　二天工場店 922-0277 加賀市 加賀市河南町タ-1 0761-76-8287 小売

山中石川屋　本店 922-0115 加賀市 加賀市山中温泉本町二丁目ナ24 0761-78-0218 小売

山中薬局 922-0122 加賀市 加賀市山中温泉湯の本町ラ6 0761-78-0327 小売

山田食堂 922-0115 加賀市 加賀市山中温泉本町1丁目ヤ34番地 0761-78-0448 グルメ

時空堂 922-0245 加賀市 加賀市山代温泉10区-1 0761-76-6667 グルメ

(株)丸八製茶場　実生 922-0331 加賀市 加賀市動橋町タ1-8 0761-74-2425 グルメ

手打ちそば楠庵 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙68番地の3 0761-74-0002 グルメ

酒かどや商店 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗丘3-21 0761-77-2131 小売

寿司一品料理　伸 922-0037 加賀市 加賀市大聖寺鍛冶町5番地 0761-73-5739 グルメ

寿司割烹　味家路(みやじ) 922-0063 加賀市 加賀市大聖寺新町29-1 0761-72-0202 グルメ

肉の寿々喜 922-0122 加賀市 加賀市山中温泉湯の本町ク1 0761-78-0129 小売

重佐 922-0811 加賀市 加賀市大聖寺南町ホ18-3 080-5415-6325 グルメ

小山芳月堂 922-0047 加賀市 加賀市大聖寺中町35 0761-72-0180 グルメ

松浦酒造 922-0115 加賀市 加賀市山中温泉本町二丁目ソ15 0761-78-1125 小売

焼肉　お食事　神樂 922-0421 加賀市 加賀市冨塚町チ58-8 0761-74-1955 グルメ

焼肉ダイニング　あきちゃん 922-0245 加賀市 加賀市山代温泉山背台1-14 0761-77-3611 グルメ

焼肉　三千里 922-0114 加賀市 加賀市山中温泉東町2丁目ツ13番地 0761-78-2234 グルメ

森の栖リゾート＆スパ 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉14-27 0761-77-0150 その他

翠明 922-0114 加賀市 加賀市山中温泉東町1ホ10 0761-78-1616 その他

千幸堂 922-0128 加賀市 加賀市山中温泉こおろぎ町ニ3-1 0761-78-1439 小売

惣八　藤沢菓子店 922-0256 加賀市 加賀市山代温泉万松園通14 0761-76-1254 小売

村カフェ　アレコレ 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉丁12-1　かぼちゃ村ビル1F 0761-74-8562 グルメ

大交日の出タクシー　山代本社 922-0255 加賀市 加賀市山代温泉幸町3-6 0761-76-0033 交通機関

大連飯店 922-0013 加賀市 加賀市上河崎町41-4 0761-75-7279 グルメ

丹塗り屋 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉18の59番地1 0761-77-8270 小売

中国陶磁器　まつばら 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ロ-73 0761-78-0245 小売

中野味噌醤油店 922-0115 加賀市 加賀市山中温泉本町1丁目ヤ16番地 0761-78-2150 小売

椿宗善　加賀山中店 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ロ15番地1 0761-71-0795 小売

湯の街ビストロ　江沼スタシオン 922-0122 加賀市 加賀市山中温泉湯の本町ク-38 0761-78-1911 グルメ

陶匠大雅 922-0014 加賀市 加賀市中代町ホ1-1 0761-77-5599 小売

肉のいづみや 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ニ16番地 0761-78-0144 小売

日本海観光バス 922-0424 加賀市 加賀市小菅波町1-143 0761-73-2525 交通機関

片山津ゴルフ倶楽部 922-0401 加賀市 加賀市新保町ト1番地の1 0761-74-0810 スポーツ

片山津ゴルフ倶楽部　西コース 922-0857 加賀市 加賀市永井町79番地の1 0761-73-8321 スポーツ

片山津バル　牡丹 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙69-69 0761-74-7467 グルメ

北陸加賀　山中温泉　お祝いの宿 922-0139 加賀市 加賀市山中温泉菅谷町イ10番地 0761-78-5438 観光施設
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北陸自動車道尼御前サービスエリア下り 922-0551 加賀市 加賀市美岬町尼ゴジ3-2番地外 0761-75-2611 小売

抹茶庵　加賀山中店 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ロ15番地1 0761-71-0145 小売

無何有ショップ 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉55-1-3 0761-77-1340 その他

(有)岡田ガス石油店 922-0121 加賀市 加賀市山中温泉富士見町オ16 0761-78-0970 その他

雄山閣 922-0253 加賀市 加賀市山代温泉東山町16-1 0761-77-1400 その他

洋菓子　ケルン 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉14区20-34 0761-77-3938 小売

葉渡莉 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通り17 0761-77-8200 その他

料亭　山ぎし 922-0816 加賀市 加賀市大聖寺東町2-24 0761-73-1177 グルメ

瑠璃光 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉19-58-1 0761-77-2323 その他

和の食　いつき 922-0816 加賀市 加賀市大聖寺東町4丁目20-2 0761-72-5008 グルメ

和菓子　加賀陣屋 922-0277 加賀市 加賀市河南町ヌ-57 0761-77-2001 小売

和田酒店 922-0256 加賀市 加賀市山代温泉万松園通47 0761-76-0120 小売

ゆのくに天祥 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉19の49番地1 0761-77-1234 その他

お花見久兵衛 922-0127 加賀市 加賀市山中温泉下谷町ニ138-1 0761-78-1301 その他

かいねや加賀 922-0243 加賀市 加賀市山代温泉北部3-70 0761-77-1144 小売

加賀野菜・地物野菜　なかまさ 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ロ76-3 0761-78-1112 その他

御菓子司　丸福 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通48 0761-76-1351 小売

酒のカワサキグループ　ショック店 922-0241 加賀市 加賀市加茂町330－3 0761-73-0004 その他

加賀市北前船の里資料館 922-0554 加賀市 加賀市橋立町イ乙1番地1 0761-75-1250 遊興施設

GATOMIKIO／1 922-0128 加賀市 加賀市山中温泉こおろぎ町ニ3-7 0761-75-7244 小売

おむすび　銀のめし 922-0671 加賀市 加賀市大聖寺瀬越町イ21-1 0761-73-8011 グルメ

こんぱ亭・橋爪庵 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町二-15-1 0761-78-0545 グルメ

さくら旅行株式会社 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉ウ18-1 0761-74-8033 その他

すゞや今日楼 922-0127 加賀市 加賀市山中温泉下谷町ニ340 0761-78-4848 その他

だるまや　片山津 922-0401 加賀市 加賀市新保町ケ8-18 0761-74-7237 グルメ

ニューヨーク 922-0411 加賀市 加賀市潮津町ロ12-1 0761-74-7334 グルメ

パンデミコ 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙69-53 0761-74-8035 小売

ギャラリー＆ビストロ　べんがらや 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉通り59 0761-76-4393 グルメ

まちカフェ 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙65-2　加賀片山津温泉総湯2F 0761-74-5500 グルメ

レストラン　スパイス 922-0027 加賀市 加賀市大聖寺耳聞山町119 0761-72-0145 グルメ

れん永昌堂 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉18-60-8 0761-76-1480 小売

壱銭文字屋 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通14区69 0761-77-4208 グルメ

加賀さんまるしぇ 922-0241 加賀市 加賀市加茂町ハ421番地　でぽるたーれKAGA 050-1746-3643 グルメ

加賀フルーツランド 922-0563 加賀市 加賀市豊町イ59-1 0761-72-1800 観光施設

株式会社　松田石油店 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗丘3丁目54番地 0761-77-0206 その他

株式会社　辻酒販 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町口83-1 0761-78-3333 小売

株式会社　小出仙 922-0115 加賀市 加賀市山中温泉本町二丁目ナ4番地 0761-78-1310 小売

輝美上原店 922-0106 加賀市 加賀市山中温泉上原町ワ488-1 0761-78-5537 グルメ

亀寿司 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉17-8-2 0761-76-0556 グルメ

九谷美陶園 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉16-71 0761-76-0227 小売

御菓子調進所　山海堂 922-0122 加賀市 加賀市山中温泉湯の本町ク8 0761-78-1188 小売

山代ゴルフ倶楽部 922-0266 加賀市 加賀市小坂町ト甲7-2 0761-77-7200 スポーツ

山本屋 922-0553 加賀市 加賀市小塩町コ37 0761-75-1144 グルメ

漆芸　文平堂 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ニ30番地の1 0761-78-2037 小売

車谷薬局 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通64 0761-76-1171 小売

焼肉朝日 922-0045 加賀市 加賀市大聖寺十一町12番地 0761-72-3531 グルメ

深田久弥　山の文化館 922-0067 加賀市 加賀市大聖寺番場町18-2 0761-72-3313 その他

厨八十八 922-0139 加賀市 加賀市山中温泉菅谷町ロ62 0761-78-8080 その他

石川相互自動車 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉ウ18-1 0761-74-8099 交通機関

前川売店 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉5区18-49 0761-76-1271 小売

中　はきもの店 922-0129 加賀市 加賀市山中温泉南町ロ69 0761-78-1638 小売

万代書店　石川加賀店 922-0013 加賀市 加賀市上河崎町子138-1 0761-72-7015 小売

明月楼離れ 922-0127 加賀市 加賀市山中温泉下谷町ロ103 0761-78-0103 グルメ

有限会社　竹内酒販 922-0414 加賀市 加賀市片山津町オ14-3 0761-74-0591 小売

料亭　明月楼 922-0127 加賀市 加賀市山中温泉下谷町ロ1-1 0761-78-0103 グルメ

カレーハウスCoCo壱番屋　加賀温泉駅前店 922-0423 加賀市 加賀市作見町リ82-1 0761-72-5355 グルメ

有限会社　東出自動車商会 922-0015 加賀市 加賀市保賀町287番地2 0761-77-3150 その他

株式会社　くすりのスミレ 922-0331 加賀市 加賀市動橋町カ20-1 0761-74-2277 小売

CRAFTOUR 922-0114 加賀市 加賀市山中温泉東町1丁目マ21 0761-75-7394 小売

株式会社　グリル片山津 922-0401 加賀市 加賀市新保町ト1-1　片山津ゴルフ倶楽部内 0761-74-1810 グルメ

株式会社　グリル片山津　西コース 922-0857 加賀市 加賀市永井町79-1　片山津ゴルフ倶楽部西コース内 0761-73-8218 グルメ

居酒屋　まるいけ 922-0411 加賀市 加賀市潮津町ロ8-1 0761-74-0766 グルメ

８番らーめん　イオン加賀の里店 922-0013 加賀市 加賀市上河崎町47-1　イオン加賀の里店1階 0761-72-8881 グルメ

YAMANAKA PORTAL 922-0122 加賀市 加賀市山中温泉湯の本町ク27 なし グルメ

stc 922-0111 加賀市 加賀市山中温泉塚谷町イ236 0761-78-2817 小売

肉のはまなか 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙36-7 0761-74-0228 小売

にしやま自動車 922-0823 加賀市 加賀市黒瀬町40-1 0761-75-7159 小売

割烹　まつい 922-0821 加賀市 加賀市南郷町1-34-2 0761-72-0378 グルメ

中商 922-0115 加賀市 加賀市山中温泉本町二丁目ソ17 0761-78-0620 小売

ピザダス 922-0816 加賀市 加賀市大聖寺東町1-65　第2ブラザービル1F 0761-72-5549 グルメ

九谷焼窯元きぬや 922-0114 加賀市 加賀市山中温泉東町一丁目マ２２ 0761-78-2078 小売

シルクロ陶芸体験工房 922-0114 加賀市 加賀市山中温泉東町一丁目マ２２九谷焼窯元きぬや2階 0761-78-8078 遊興施設

東山ボヌール 922-0114 加賀市 加賀市山中温泉東町一丁目ホ19-1 0761-78-3765 グルメ

mokume 922-0125 加賀市 加賀市山中温泉栄町二60 0761-78-1757 遊興施設

株式会社白鷺湯たわらや 922-0114 加賀市 加賀市山中温泉東町二丁目ヘー１白鷺湯たわらや 0761-78-1321 その他

月うさぎの里 922-8511 加賀市 加賀市永井町４３－４１ 0761-73-8116 グルメ

みどりの宿　萬松閣 922-0253 加賀市 加賀市山代温泉東山町3番地 0761-77-1515 その他

胡蝶 922-0275 加賀市 加賀市山中温泉河鹿町ホー１ 0761-78-4500 その他

焼肉酒場MaDa 922-0255 加賀市 加賀市山代温泉幸町14 0761-77-1266 グルメ

ホテルアローレ 922-0402 加賀市 加賀市柴山町と５番地1 0761-75-8000 その他

畑漆器店 922-0124 加賀市 加賀市山中温泉湯の出町レ23　商山堂ビル1階 0761-78-1149 小売
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手作り餃子　長楽 922-0122 加賀市 加賀市山中温泉湯の本町ラ21 0761-78-1087 グルメ

リカーショップ　カワバタ 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉１６ー１ 0761-76-0268 小売

吉田屋山王閣 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉１３の１ 0761-77-1001 その他

Alla Contadina 922-0274 加賀市 加賀市別所町3-29 0761-77-5214 グルメ

大江戸温泉物語　片山津温泉　ながやま 922-0414 加賀市 加賀市片山津温泉ム16 0761-74-3926 その他

漆工芸多田桂寛 922-0124 加賀市 加賀市山中温泉湯の出町レ17 0761-78-0464 小売

大江戸温泉物語　山代温泉　山下家 922-0297 加賀市 加賀市山代温泉１８－１２４ 0761-77-2221 その他

山中片岡鶴太郎工藝館 922-0124 加賀市 加賀市山中温泉湯の出町レ２６ー３ 0761-78-1225 遊興施設

有限会社　潮津酒店 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉ア102 0761-74-0450 小売

めん酒房にしき家 922-0424 加賀市 加賀市小菅波町１丁目５３ 0761-73-1388 グルメ

ダイヤモンド片山津温泉ソサエティ 922-0306 加賀市 加賀市中島町よ4番5 0761-74-3321 観光施設

リブマックスリゾート加賀山代 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通32-1 0761-77-3060 その他

(有)ムラタフォトス 922-0124 加賀市 加賀市山中温泉湯の出町レ19 0761-78-1562 小売

茶房　古九谷 922-0861 加賀市 加賀市大聖寺地方町1-10-13 九谷焼美術館2階 0761-72-6366 その他

石川県九谷焼美術館 922-0861 加賀市 加賀市大聖寺地方町1-10-13 0761-72-7466 観光施設

谷口呉服店　レンタル着物　加賀結衣 922-0254 加賀市 加賀市山代温泉温泉通12番地 0761-77-1810 小売

Art551　KUTANI 922-0124 加賀市 加賀市山中温泉湯の出町レ8番地1 0120-848-551 小売

焼肉大喜 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉ア58−2 0761-74-7073 グルメ

MOO　MOO　まきば 922-0304 加賀市 加賀市分校町270-3 0761-71-0208 グルメ

一力 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉91 0761-76-2212 グルメ

加賀山代温泉　総湯売店 922-0256 加賀市 加賀市山代温泉万松園通り2番地1 0761-76-0144 小売

御菓子処　音羽堂 922-0015 加賀市 加賀市保賀町ヘ46 0761-76-1330 小売

山小屋レストラン　アルピニスト 922-0261 加賀市 加賀市横北町743 0761-77-5506 グルメ

ブッチャーズクリーム 922-0411 加賀市 加賀市潮津町ロ9-1 0761-80-9032 グルメ

オリックスレンタカー　加賀温泉駅前店 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25番1　アル・プラザ加賀1F 0761-73-2115 その他

道とん堀フレスポ加賀店 922-0423 加賀市 加賀市作見町ニ60-1 0761-72-2219 グルメ

中華料理　漫遊菜館 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉ウ19-7 0761-74-0295 グルメ

株式会社山中石川屋　イオン加賀の里店専門店 922-0013 加賀市 加賀市上河崎町47-1 イオンリテール株式会社加賀の里店内専門店　（株）山中石川屋イオン加賀の里店 0761-73-0815 小売

味屋だんご 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉ウ16-1　中谷マンション202 0761-74-3905 グルメ

ブラン・ア・ポワ・ルージュ 922-0423 加賀市 加賀市作見町ホ37-1 0761-75-7440 グルメ

ヒラクベーカリー 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙69-39 0761-76-9362 小売

芭蕉珈琲 922-0115 加賀市 加賀市山中温泉本町1丁目ヤ6 0761-78-1521 グルメ

鍼・灸・整体・マッサージ　大聖寺治療院 922-0057 加賀市 加賀市大聖寺八間道76 0761-73-2433 その他

デトゥットパンデゥース大聖寺 922-0842 加賀市 加賀市熊坂町イ136　JR大聖寺駅内 0761-76-7035 小売

中華南国 922-0257 加賀市 加賀市山代温泉桔梗が丘1丁目71 0761-76-2145 グルメ

Boulangerie Blondi(ブーランジュリー　ブロンディ) 922-0811 加賀市 加賀市大聖寺南町ト36-1 1F 0761-75-7855 小売

ブルースの聴けるおでん屋kaze 922-0242 加賀市 加賀市山代温泉カ96-2 0761-76-0151 グルメ

九谷焼窯元　須田菁華 922-0253 加賀市 加賀市山代温泉東山町4 0761-76-0008 小売

mie coffee 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙69-39 0761-76-7008 グルメ

AIUEO山代温泉店 922-0256 加賀市 加賀市山代温泉万松園通15 070-3774-3080 小売

ジグザグ　アビオシティ加賀店 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25-1　アル・プラザ加賀1F 0761-72-6806 小売

加賀アヴェニュー 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25-0　アビオシティ加賀内 0761-73-2530 小売

ドラッグストア　アビオシティ加賀店 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25-1　アビオシティ加賀1階 0761-72-6622 小売

平和書店　アル・プラザ加賀店 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25-1　アル・プラザ加賀2F 0761-72-8162 小売

平和堂　アル・プラザ加賀 922-0423 加賀市 加賀市作見町ル25-1 0761-73-5300 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

片山津温泉インフォメーションセンター 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉乙38-3 0761-74-1133 その他

Cosme House IKEBATA 922-0243 加賀市 加賀市山代温泉北部3丁目122 076-177-5850 小売

寿々 922-0412 加賀市 加賀市片山津温泉ア101-12 0761-74-1340 グルメ

ハミルトンエッセンス　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-227-8341 小売

イオンバイク　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-220-6154 小売

ABURAYA　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-259-6174 小売

招龍亭(グランシェフズキッチン)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-259-5237 グルメ

CAFÉ DE H カフェ ドゥ アッシュ(グランシェフズキッチン)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-227-9772 グルメ

TSUTAYA BOOKSTORE　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-255-7946 小売

久世福商店　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-259-0898 小売

ラコレ(LAKOLE)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-287-6068 小売

スリーリトルソングバーズ(Three little song birds)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-256-3923 小売

アフタヌーンティー・ホーム＆リビング　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-287-5582 小売

肉匠かみむら　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-256-2925 小売

菜香楼　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-256-3148 小売

北海道うまいもの館　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-220-6465 小売

PLAZA　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-220-6990 小売

C smart　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-220-7584 小売

HULLE　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-218-4063 小売

ダブルエーオリエンタルトラフィック(WA ORiental Traffic)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-287-5868 小売

ビューティーライフトーキョー(Beauty Life Tokyo)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-236-2230 小売

ベイフロー(BAYFLOW)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-225-4245 小売

ラコステ(LACOSTE)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-255-7120 小売

ニコアンド(niko and...)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-259-0683 小売

ラフィネ　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-214-6764 その他

バブーシュカ　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-259-5463 小売

ASBee(アスビー)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-272-8959 小売

GLOBAL WORK(グローバルワーク)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-259-1451 小売

もりもり寿し　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-256-3670 グルメ

串揚げビュッフェ　串膳　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-208-9922 グルメ

特急焼肉　蔵　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-225-4348 グルメ

カプリチョーザ　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-220-6656 グルメ

穂のしずく　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-287-6073 グルメ

そば処　花凛　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-287-5777 グルメ

小籠包と担々麺　鼎’s　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-256-3939 グルメ

うなぎの中庄　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-227-8190 グルメ



いしかわ旅行割キャンペーン　取扱店舗一覧 〈2023/5/22　現在〉

取扱店舗名 郵便番号 エリア 所在地 電話番号 業態

スタディオクリップ(studio CLIP)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-287-3176 小売

ビジュラポール(bijoux rapport)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-259-6714 小売

サックスバー(SAC'S BAR)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-259-5327 小売

LIPS TOKYO　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-220-7103 小売

ジェニィ(JENNI)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-214-6690 小売

エメフィール(aimerfeel)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-259-1626 小売

GO'ON　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-259-1858 小売

マイシングスバイキートス(MY THINGS by kiitos)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-259-6336 小売

tiptop＋pocket　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-259-1701 小売
RODEO CROWNS WIDE BOWL(ロデオクラウンズワイドボウル)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-227-9792 小売

靴下屋　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-255-7643 小売

オムネス(OMNES)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-218-4112 小売

SM2 keittio　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-259-0765 小売

ローリーズファーム(LOWRYS FARM)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-287-5754 小売

マイスターウォッチサカモト(MEISTER Watch SAKAMOTO)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-287-5116 小売

チェルシーニューヨーク(CHELSEA NEW YORK)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-287-3258 小売

ABC-MART SPORTS&Charlotte　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-214-6985 小売

サンキューマート(THANKYOUMART)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-227-9739 小売

zoff Marche　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-287-5835 小売

ルネファミーユ　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-287-6237 小売

オッズオンコンプレックス(odds.on.complex)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-256-2127 小売

カラースタジオ(COLOR STUDIO)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-287-6831 小売

Bou Jeloud(ブージュルード)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-220-7663 小売

ジンズ(JINS)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-256-2197 小売

ペテモ(PETEMO)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-220-7658 小売

MPC楽器センター白山　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-259-6872 小売

サーティワンアイスクリーム　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-272-8631 グルメ

ミスタードーナツ　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-214-6728 グルメ

東京餃子軒　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-259-0801 グルメ

ペッパーランチ(PeppeR Lunch)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-287-5771 グルメ

伊吹や製麺　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-287-6040 グルメ

牛と米　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-220-6898 グルメ

らうめん侍　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-256-3661 グルメ

ラニーチーズHUT(RUNNY CHEESE HUT)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-256-3787 グルメ

100時間カレー　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-214-6202 グルメ

ディッパーダン(Dipper Dan CREPE)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-259-1826 グルメ

果汁工房　果琳　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-259-1886 グルメ

パセリハウス(PARSLEY HOUSE)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-227-9662 小売

ハニーズ(Honeys)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-259-1016 小売

ベリーキッス(BERRY KISS)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-287-6153 小売

オンデーズ(OWNDAYS)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 0120-900-298 小売

エービーストア(ABstore)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-256-2071 小売

ライトオン(Right-on)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-259-6503 小売

スリーコインズプラス(3COINS＋plus)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-259-0756 小売

ビーンズラボ(Bean's Labo)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-255-7791 小売

タイムステーションNEO(TIME STATION NEO)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-275-6667 小売

coca　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 050-5477-8939 小売

ワンズテラス(one's terrace)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-220-7301 小売

築地　銀だこ　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-220-6836 グルメ

Maison de CALNÉ　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-218-5454 小売

とんかつ八鼓　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-213-5710 グルメ

anela　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-218-5488 小売

千房　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-259-6553 グルメ

nana's green tea　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-259-5658 グルメ

ふるいち　イオンモール白山 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理施工地区内1街区 076-227-8887 小売

ゼビオ　イオンモール白山 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理施工地区内1街区2階区画 076-256-3941 小売

大阪屋ショップ　松任店 924-0014 白山市 白山市五歩市町435-1 076-276-5353 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

大阪屋ショップ　鶴来店 920-2155 白山市 白山市知気寺町ち64 076-273-1300 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　キヨスクJR松任駅店 924-0022 白山市 白山市相木町1020番地　JR松任駅構内 076-275-1683 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

業務スーパー松任店 924-0032 白山市 白山市村井町2001 076-256-2876 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ドラッグコスモス布市店 924-0808 白山市 白山市布市2丁目66-1 076-274-8020 その他

ウエルシア白山鶴来店 920-2155 白山市 白山市知気寺町60-1 076-273-2372 その他

ウエルシア(welcia)　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-287-6366 その他

100円ショップ　ポピア 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地 076-274-0280 小売

BLOOM 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6786 小売

KAMIO 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6744 その他

kitten 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6717 小売

お茶の油谷 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6757 小売

ドコモショップ　アピタ松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-5511 小売

はんこのキタジ 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6735 小売

プラスコットン 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-220-6884 その他

ミスタードーナツ 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6729 グルメ

ミヤザキ 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6738 小売

ル・プティレーヴ 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6710 小売

清香室町 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6710 小売

西善 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6708 小売

田中屋 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6710 小売

圓八 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6710 小売

ルミライズ 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-208-3118 その他

とりっぷage 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6747 その他

松任商業開発協同組合 924-0817 白山市 白山市幸明町270番地　ティオ専門店 076-274-6700 小売
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取扱店舗名 郵便番号 エリア 所在地 電話番号 業態

100満ボルトイオン松任店 924-0841 白山市 白山市平松町102番地1 076-214-6639 小売

石川県ふれあい昆虫館 920-2113 白山市 白山市八幡町戌3 076-272-3417 観光施設

徳光PA　里山店（北陸自動車道） 924-0071 白山市 白山市徳光町２４９４－２ 076-275-6411 グルメ

徳光PA　里海店（北陸自動車道） 924-0071 白山市 白山市徳光町２４９５－１ 076-275-6412 グルメ

道の駅めぐみ白山　風土ぴあ 924-0033 白山市 白山市宮丸町２１８３ 076-227-9588 グルメ

8番らーめん　松任駅北口店 924-0081 白山市 白山市相木町2丁目2番26号 076-272-8870 グルメ

コメヤ薬局 かわち店 920-2304 白山市 白山市河内町きりの里64番地 076-273-1900 小売

コメヤ薬局 安養寺店 920-2141 白山市 白山市安養寺町ロ3-1 076-273-5300 小売

コメヤ薬局 吉野谷店 920-2322 白山市 白山市佐良ロ130番 076-255-5921 小売

コメヤ薬局 月橋店 920-2104 白山市 白山市月橋町414番地 076-273-9200 小売

コメヤ薬局 山島台店 924-0836 白山市 白山市山島台6丁目1番地 076-274-9988 小売

コメヤ薬局 水戸町店 920-2134 白山市 白山市鶴来水戸町ノ59-1 076-273-9511 小売

コメヤ薬局 本店 920-2121 白山市 白山市鶴来本町2丁目ワ43番地 076-273-1155 小売

コメヤ薬局 白峰店 920-2501 白山市 白山市白峰ハ157番1地　白峰福祉複合施設カルテット2F 076-259-9500 小売

シメノドラッグ　鶴来店 920-2104 白山市 白山市月橋町705番1 076-273-2811 その他

クスリのアオキ石同新町店 924-0806 白山市 白山市石同新町270番地 076-274-0003 小売

クスリのアオキ成町店 924-0023 白山市 白山市成町215番1 076-276-0003 小売

クスリのアオキ北安田店 924-0039 白山市 白山市北安田西1丁目50番地 076-274-3000 小売

クスリのアオキ相木店 924-0081 白山市 白山市相木二丁目3番地6 076-276-0039 小売

クスリのアオキ美川店 929-0214 白山市 白山市長屋町ロ56番地 076-278-7878 小売

クスリのアオキ布市店 924-0808 白山市 白山市布市一丁目177番地1 076-225-3238 小売

クスリのアオキ北安田南店 924-0024 白山市 白山市松任北安田南部地区土地区画整理事業地内23街区50番 076-276-2670 小売

クスリのアオキラスパ白山店 924-0865 白山市 白山市倉光五丁目14番地 076-274-6051 小売

クスリのアオキ熱野店 920-2161 白山市 白山市熱野町ハ5番地1 076-272-2050 小売

クスリのアオキ横江店 924-0011 白山市 白山市横江町区画整理事業施工地区内6街区11番 076-275-0201 小売

洋菓子工房ぶどうの森　ラスパ白山店 924-0865 白山市 白山市倉光5丁目14番地　ラスパ白山内 076-272-5108 小売

V・drug松任東店 924-0013 白山市 白山市番匠町74-1 076-274-6287 その他

ココス松任相木店 924-0081 白山市 白山市相木2丁目15-19 076-287-5361 グルメ

キリン堂　アピタ松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町280アピタ松任店1階 076-274-6659 その他

芝寿し　アピタ松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町280 076-274-1016 小売

芝寿し　イオン松任店 924-0841 白山市 白山市平松町102-1 076-274-8640 小売

芝寿し　イオンスタイル白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区 076-256-2650 小売

麺処こよみ 924-0817 白山市 白山市幸明町280　アピタ松任1F 076-277-4543 グルメ

金沢かつぞう　白山店 924-0011 白山市 白山市横江町　土地区画5街区8番 076-259-5552 グルメ

金沢まいもん寿司　白山インター店 924-0011 白山市 白山市横江町土地区画21街区7 076-275-0448 グルメ

串揚げいやさか 松任中町店 924-0877 白山市 白山市中町44 076-287-5594 グルメ

サーティワンアイスクリーム　アピタ松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町280　アピタ松任店1F 076-274-4531 小売

バロー松任店 924-0081 白山市 白山市相木2丁目15-1 076-275-3688 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

バロー松任東店 924-0013 白山市 白山市番匠町45番地 076-276-1766 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

餃子の王将松任店 924-0865 白山市 白山市倉光1-183 076-274-6387 グルメ

めん房本陣　白山店 924-0803 白山市 白山市乾町90-1 076-214-6266 グルメ

西日本宇佐美 ８号松任ＳＳ 924-0034 白山市 白山市小上町238 076-275-5177 その他

ケーズデンキ　フェアモール松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町285番地 076-275-6222 小売

セルフ白山松任店 924-0801 白山市 白山市田中町278 076-276-2277 その他

すし食いねぇ！松任本店 924-0801 白山市 白山市田中町６１７ 076-248-4002 グルメ

アルビス　北安田店 924-0024 白山市 白山市北安田町23街区69番 076-276-2500 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

Aコープ　手取店 920-2321 白山市 白山市吉野夏116番地 076-255-5566 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

Aコープ　蝶屋店 929-0202 白山市 白山市西米光町チ100 076-278-2225 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファーマーズAコープ　北安田店 924-0039 白山市 白山市北安田西1丁目50番地 076-274-7116 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　Aコープ 加賀野店 924-0045 白山市 白山市西柏1-2-1 076-276-6171 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

エルサカエ イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-276-9188 小売

ジャーマンベーカリー　イオン松任店 924-0841 白山市 白山市平松町102-1　イオン松任1F 076-274-8631 小売

たこまる兄さん　イオン松任店 924-0841 白山市 白山市平松町102-1　イオン松任1F なし グルメ

ZIGZAG(ジグザグ)　イオン松任店 924-0841 白山市 白山市平松町102-1　イオン松任1F 076-276-3001 小売

COMPASS　イオン松任店 924-0841 白山市 白山市平松町102-1　イオン松任1F 076-276-8083 小売

Yogibo Store　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山3F 076-259-5502 小売

イオン松任店 924-0841 白山市 白山市平松町102-1 076-274-8600 小売

イオンスタイル白山店 924-0011 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区 076-216-1600 小売

ファミリーマート　松任成町店 924-0020 白山市 白山市新成四丁目235番 076-274-8044 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　千代野ニュータウン店 924-0039 白山市 白山市北安田西一丁目110 076-274-7966 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　鶴来店 920-2132 白山市 白山市明島町西104番地2 076-273-6066 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山宮永町店 924-0017 白山市 白山市宮永町432番1 076-274-8028 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山新田町店 924-0015 白山市 白山市新田町269番1 076-274-8150 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山村井店　 924-0032 白山市 白山市村井町44番地1 076-274-2070 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山中町店 924-0877 白山市 白山市中町49番地1 076-275-1227 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山藤木店 924-0832 白山市 白山市藤木町479番地1 076-274-8180 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山柏野バイパス店 924-0037 白山市 白山市荒屋柏野町620-1 076-274-3423 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山美川中町店 929-0224 白山市 白山市美川中町イ43番地1 076-278-8917 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山福留店 924-0051 白山市 白山市福留町530番地1 076-277-7047 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山平松店 924-0841 白山市 白山市平松町87-1 076-274-8010 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山安養寺店 920-2141 白山市 白山市安養寺町ロ38番地1 076-273-9013 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山三浦町店 924-0815 白山市 白山市三浦町613番地1 076-274-4708 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山中奥町店 924-0818 白山市 白山市中奥町116番 076-274-8515 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白山美川インター店 929-0201 白山市 白山市鹿島町二号15番地 076-278-7247 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

もみつぼ5　アピタ松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町280 076-274-3955 その他

セブンイレブン　白山安養寺店 920-2141 白山市 白山市安養寺町ト64-1 076-273-2617 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　白山村井町店 924-0032 白山市 白山市村井町680-1 076-275-9711 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　白山八ツ矢町店 924-0882 白山市 白山市八ツ矢町617-1 076-276-7116 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　白山平松町店 924-0841 白山市 白山市平松町109-1 076-274-5101 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　鶴来白山町店 920-2115 白山市 白山市白山町196-1 076-273-3110 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　松任乾町店 924-0820 白山市 白山市美里町2 076-275-2640 コンビニエンスストア・スーパーマーケット
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ローソン　松任茶屋店 924-0867 白山市 白山市茶屋2-45 076-275-7108 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　白山森島店 920-2131 白山市 白山市森島町い14-4 076-273-2765 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　白山道法寺店 920-2162 白山市 白山市道法寺町106 076-272-1881 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　鶴来白山町店 920-2115 白山市 白山市白山町205-1 076-273-0800 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　白山倉光一丁目店 924-0865 白山市 白山市倉光1-157 076-274-0175 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　白山相木町店 924-0081 白山市 白山市相木1-4-6 076-274-7411 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　白山竹松町店 924-0021 白山市 白山市竹松町1048-1 076-275-3730 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

らーめん世界　松任店 924-0801 白山市 白山市田中町287-1 076-276-1204 グルメ

やまや　松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町300番地3 076-255-7252 その他

テキサスハンズ　松任店 924-0081 白山市 白山市相木1-3-19 076-227-9505 グルメ

すしべん　松本店 924-0057 白山市 白山市松本町770-1 076-274-8988 グルメ

すしべん　福留店 924-0051 白山市 白山市福留町570-2 076-277-3322 グルメ

魚民　松任北口駅前店 924-0022 白山市 白山市相木町54街区37　 076-275-1288 グルメ

natural garage　松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町280　アピタ松任2F 076-274-6672 小売

かつ時 松任店 924-0804 白山市 白山市徳丸町562-1 076-274-2277 グルメ

ペンション丘の杜 920-2333 白山市 白山市尾添レ35番地1 076-256-7644 その他

ホテルシーサイド松任 924-0027 白山市 白山市相川町２４６２ 076-274-3190 その他

道の駅めぐみ白山JA直売所 924-0033 白山市 白山市宮丸町2183番地 076-227-9277 小売

おいしい中国茶の旺徳福 924-0877 白山市 白山市中町 14 076-276-5541 グルメ

美川タクシー 929-0224 白山市 白山市美川中町ロ221-10 076-278-2121 交通機関

居酒屋　蒼そう 924-0871 白山市 白山市西新町1134ニュー成ビル　一階 076-274-0055 グルメ

有限会社　志んさ本舗 920-2501 白山市 白山市白峰ロ１６６番３地 076-259-2030 小売

1日1組限定のライフスタイルホテル　ルヴァン 920-2304 白山市 白山市河内町きりの里40 076-259-0355 その他

7☆cafe 920-2113 白山市 白山市八幡町リ110　パーク獅子吼ふれあい館内 076-295-9052 グルメ

RaChic　FUKUFUKULAND 924-0877 白山市 白山市中町7 076-275-0077 小売

ユニー　アピタ松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町280番地 076-274-6611 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アプレシオ　松任店 924-0801 白山市 白山市田中町284-1 076-274-5557 遊興施設

ヴォーグ　イチノ　コア店 920-2154 白山市 白山市井口町ろ53-1　ふれあいの街コア 076-273-1507 小売

うまいものや　高砂茶寮 924-0862 白山市 白山市安田町3-2 076-274-1177 グルメ

お休み所　シキサイ 920-2353 白山市 白山市左礫町ニ19番地 090-1317-0459 グルメ

お多福　松任バイパス店 924-0032 白山市 白山市村井町685 076-276-3066 グルメ

ガラス工房　蕾 920-2321 白山市 白山市吉野ナ156 076-255-5957 小売

かんこの家 920-2501 白山市 白山市白峰ハ1-1 076-259-2441 小売

グランドホテル白山 924-0871 白山市 白山市西新町152-7 076-274-0001 その他

くろゆりの里 920-2114 白山市 白山市三宮町ニ105-1 076-273-5123 小売

すし処　かわぎし 929-0214 白山市 白山市長屋町イ-24-1 076-278-5989 グルメ

スミヤ精肉店 929-0211 白山市 白山市井関町ヌ51-10 076-278-3337 小売

パーク獅子吼 920-2113 白山市 白山市八幡町リ110 076-273-8449 観光施設

ひらせいホームセンター　美川インター店 929-0201 白山市 白山市鹿島町二号7番 076-278-7871 小売

ホームプラザナフコ　松任店 924-0081 白山市 白山市相木2丁目14-14 076-255-7191 小売

みつき庵 924-0877 白山市 白山市中町18-1 076-274-0102 グルメ

めん処　一休どん 929-0205 白山市 白山市蓮池町ア9-4番地 076-278-5919 グルメ

めん房つるつる松任店 924-0865 白山市 白山市倉光1-210 076-276-9901 グルメ

もく遊りん 920-2113 白山市 白山市八幡町リ1-6 076-273-9501 グルメ

もりもり寿し　FC松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町256 076-259-0788 グルメ

ユトリ珈琲店　松任店 924-0013 白山市 白山市番匠町69-1 076-227-9366 グルメ

リーファ・ナカガワ 924-0804 白山市 白山市徳丸町512-1 076-276-2888 小売

安新 929-0235 白山市 白山市美川永代町甲88-1 076-278-4934 小売

一里野高原ホテルろあん 920-2333 白山市 白山市尾添チ70-4 076-256-7141 その他

まんぷく亭 929-0201 白山市 白山市鹿島町へ10-1 076-278-2880 グルメ

加賀商会 920-2104 白山市 白山市月橋町ヌ51-6 076-272-0076 小売

加賀乃織座 920-2167 白山市 白山市部入道町ト40番地 076-273-5755 小売

河内じばさん 920-2303 白山市 白山市河内町福岡124番地 076-273-1190 グルメ

雅風堂　本店 924-0804 白山市 白山市徳丸町428 076-276-3488 小売

割烹料理　五展 929-0232 白山市 白山市美川末広町ソ525 076-278-5862 グルメ

株式会社アトラス　美川店 929-0224 白山市 白山市美川中町ロ27-4 076-278-7415 その他

居酒屋はち丸　本店(麺屋はち丸) 924-0804 白山市 白山市徳丸町168-1 076-277-4480 グルメ

蕎麦山猫とキジトラコーヒー焙煎所 920-2331 白山市 白山市瀬戸寅132-4 076-256-7830 グルメ

研修交流館　白山里 920-2323 白山市 白山市瀬波子51-5 076-255-5998 観光施設

汐井酒店 920-2126 白山市 白山市鶴来新町タ90番地2 076-272-0013 小売

酒のとくもと 924-0863 白山市 白山市博労三丁目25番地 076-275-5511 小売

焼肉茶屋　恵比須　松任店 924-0013 白山市 白山市番匠町216-1-2 076-276-2939 グルメ

石焼ステーキ贅　石川白山店 924-0865 白山市 白山市倉光6-46　ラスパ白山敷地内 076-259-1129 グルメ

千丈温泉　清流 920-2318 白山市 白山市河内町内尾ロ65-1 076-273-3483 その他

善与門 920-2114 白山市 白山市三宮町イ55-2 076-272-0570 グルメ

双喜亭　松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町280　アピタ松任1F 076-277-4502 グルメ

泰夢 920-2113 白山市 白山市八幡町26-12 076-273-0001 グルメ

炭火焼鳥　凱 924-0032 白山市 白山市村井町1775 076-275-9444 グルメ

白山観光物産センター　道の駅　瀬女 920-2331 白山市 白山市瀬戸寅163-1 076-256-7172 小売

農事組合法人　にわか 920-2345 白山市 白山市三ツ屋野町ト3-7 076-255-5930 グルメ

白山恐竜パーク白峰 920-2502 白山市 白山市桑島4号99番地1 076-259-2724 観光施設

白峰特産品販売施設　菜さい 920-2501 白山市 白山市白峰ロ64-3 076-259-2588 グルメ

味吉亭 920-2161 白山市 白山市熱野町イ58-2 076-273-2823 グルメ

味工房　扇屋 924-0023 白山市 白山市成町79-6 076-275-0888 グルメ

銘酒とワインの店　宮村 924-0877 白山市 白山市中町15番地 076-275-0348 小売

旅館かのや 920-2113 白山市 白山市八幡町ヲ72 076-272-0645 その他

料理旅館　沢のや 929-0215 白山市 白山市美川南町ヌ154 076-278-2232 グルメ

和田屋 920-2114 白山市 白山市三宮町イ55-2 076-272-0570 グルメ

和乃菓　ひろの 920-2133 白山市 白山市鶴来大国町ホ88-1 076-272-0313 小売

圓八　本店 924-0023 白山市 白山市成町107番地 076-275-0018 小売

萬寿荘　さわだ旅館 920-2123 白山市 白山市鶴来日詰町カ135 076-272-0180 その他
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鮨　美浜 929-0235 白山市 白山市美川永代町甲1-46 076-259-5566 グルメ

そば処にわか　Let's鶴来店 920-2128 白山市 白山市鶴来下東町カ26　Let's鶴来1F 076-255-5930 グルメ

荒忠商店 929-0235 白山市 白山市美川永代町甲233 076-278-5021 小売

株式会社　浅野太鼓楽器店 924-0051 白山市 白山市福留町587-1 076-277-1717 その他

YASUMARUごはんcafe 929-0204 白山市 白山市平加町イ26-1 076-259-1309 グルメ

あら与　本店 929-0223 白山市 白山市美川北町ル61 076-278-3370 小売

くら寿司松任店 924-0815 白山市 白山市三浦町479-1 076-275-1298 グルメ

こいしや 920-2133 白山市 白山市鶴来大国町ホ116-4番地 076-272-0355 グルメ

たべ処　弁慶 929-0201 白山市 白山市鹿島町い52 076-278-3440 グルメ

とうふ　伝好 920-2331 白山市 白山市瀬戸寅138-3 076-256-7325 グルメ

ピアゴ白山店 924-0865 白山市 白山市倉光5丁目14番地 076-256-2200 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ホテル牛王印 920-2333 白山市 白山市尾添リ60-12 076-256-7444 その他

もり酒店 929-0212 白山市 白山市手取町コ43-1 076-278-2252 小売

株式会社　田中屋 924-0884 白山市 白山市東新町100番地 076-276-1127 小売

岩間山荘 920-2333 白山市 白山市尾添チ81-3 076-256-7933 その他

居酒屋とっと 929-0224 白山市 白山市美川中町イ15-1 076-278-7731 グルメ

御料理　こめや 929-0233 白山市 白山市美川浜町ソ426 076-278-5335 グルメ

草庵 920-2112 白山市 白山市鶴来日吉町ロ32 076-273-1090 グルメ

カレーハウスCoCo壱番屋　フェアモール松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町189-2 076-274-2788 グルメ

やっぱりステーキ　アピタ松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町258 076-287-6900 グルメ

日本料理　幸庵 929-0202 白山市 白山市西米光町ト99-1 076-278-6607 グルメ

四季彩　Ricca 924-0029 白山市 白山市中成1丁目85 076-275-1060 グルメ

有限会社ホテルつるのや 920-2333 白山市 白山市尾添レ34-5 076-256-7036 観光施設

８番らーめん　横江店 924-0011 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施工地区内5街区12番 076-227-8883 グルメ

(卸)花島精肉店　白山店 924-0804 白山市 白山市徳丸町393-1 076-256-2911 グルメ

北崎自動車工業株式会社(白山きたさきバス) 924-0815 白山市 白山市三浦町１５１ 076-275-0288 交通機関

食彩館せせらぎ（直売所） 920-2368 白山市 白山市出合町甲36番地道の駅 一向一揆の里 内 076-254-2888 小売

食彩館せせらぎ（そば処） 920-2368 白山市 白山市出合町甲36番地道の駅 一向一揆の里 内 076-254-2888 グルメ

ホテルルートイン美川インター 929-0201 白山市 白山市鹿島町2号1番 076-278-7711 その他

ユニクロ　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山1F 076-227-8296 小売

ジョーシン白山イオンモール店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区　イオンモール白山2F 076-275-7311 小売

肉匠坂井　松任店 924-0081 白山市 白山市田中町207-2 076-274-0772 グルメ

Kids Kiss(キッズキッス)　アビタ松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町280番地アピタ松任 076-277-4522 小売

白山ゲートウェイとくみつ　TaanTo 924-0071 白山市 白山市徳光町2398番 076-287-5522 小売

まっとう福喜寿司　松任本店 924-0016 白山市 白山市宮永市町471-1 076-276-4085 グルメ

TABIHAKU STAY 白山 920-2333 白山市 白山市尾添イ122甲 076-256-7890 その他

四六時中　アピタ松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町280番地　アピタ松任店1階 080-7430-7437 グルメ

スーパースポーツゼビオ　フェアモール松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町150 076-274-6755 小売

ハートブレッドアンティーク　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理施工地区内1街地 076-287-5774 グルメ

ロペピクニック　（イオンモール白山） 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施工地区内1街区2F 076-220-7574 小売

トイザらス・ベビーザらス　松任店 924-0841 白山市 白山市平松町102-1　イオン松任ショッピングセンター内 076-274-4696 小売

一里野アルペン 920-2333 白山市 白山市尾添チ81-5 050-3567-3441 その他

やよい軒　松任店 924-0865 白山市 白山市倉光10丁目146番 076-276-5155 グルメ

クスリのアオキ　松任新旭店 924-0015 白山市 白山市新田町35番地1 076-214-6752 小売

SUGAR HIGH!イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理事業施工地区内1街区 イオンモール白山2F 076-259-6850 小売

ムラサキスポーツ　イオンモール白山 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理施工地区内1街区イオンモール白山3F 076-259-1491 小売

ベルナール　松任店 924-0817 白山市 白山市幸明町280アピタ内 076-274-6627 小売

ベルナール　白山店 924-0865 白山市 白山市倉光5-14 ラスパ白山ピアゴ内 076-275-0552 小売

無印良品　白山北安田店 924-0024 白山市 白山市北安田町23街区6番 076-287-5477 小売

ニトリ デコホーム　イオンモール白山店 924-8777 白山市 白山市横江町土地区画整理施工地区内1街区 0120-014-210 小売

大阪屋ショップ　松任相木店 924-0022 白山市 白山市松任駅北相木第二地区土地区画整理事業施工地区25街区１番 076-220-6735 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

スギドラッグ相木店 924-0022 白山市 白山市松任駅北相木第二地区土地区画整理事業施工地区26街区 076-227-8323 小売

一般社団法人　白山市観光連盟 920-2192 白山市 白山市鶴来本町4丁目ヌ85 076-259-5893 観光施設

大阪屋ショップ　野々市三納店 921-8825 野々市市 野々市市三納一丁目193番地 076-248-0610 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

スシロー野々市店 921-8823 野々市市 野々市市粟田5-439 076-248-2641 グルメ

きらら野々市店 921-8832 野々市市 野々市市藤平田2丁目113-1ＣＭＳビル1F 076-294-6038 その他

ドラッグコスモス上林店 921-8835 野々市市 野々市市上林3丁目65街区2 076-218-4563 その他

ドラッグコスモス蓮花寺店 921-8847 野々市市 野々市市西部中央土地区画整理事業施工地区41街区1番 076-294-8567 小売

ドラッグコスモス下林店 921-8831 野々市市 野々市市下林4丁目572 076-294-9001 小売

ウエルシア野々市横宮店 921-8817 野々市市 野々市市横宮町36番地1 076-227-4830 その他

ウエルシア野々市御経塚店 921-8801 野々市市 野々市市御経塚1-537 076-246-2850 その他

ウエルシア野々市矢作店 921-8822 野々市市 野々市市矢作二丁目122番地 076-227-5020 その他

100満ボルト金沢本店 921-8804 野々市市 野々市市野代2丁目11 076-294-1011 小売

八兆庵野々市本町店 921-8815 野々市市 野々市市本町5丁目1番14号 076-248-1181 グルメ

コメヤ薬局 野々市三納店 921-8825 野々市市 野々市市三納2丁目155番地 076-294-1311 小売

クスリのアオキ新庄店 921-8824 野々市市 野々市市新庄六丁目451番地 076-248-0003 小売

クスリのアオキ扇が丘店 921-8812 野々市市 野々市市扇が丘34番6号 076-246-2220 小売

クスリのアオキ押越店 921-8816 野々市市 野々市市若松町3番20号 076-227-0677 小売

クスリのアオキ野々市中央店 921-8825 野々市市 野々市市三納1丁目77番地 076-246-0010 小売

クスリのアオキ菅原店 921-8814 野々市市 野々市市菅原町21番22号 076-294-3001 小売

クスリのアオキ御経塚あやめ店 921-8801 野々市市 野々市市御経塚三丁目159番地 076-240-4700 小売

クスリのアオキ堀内店 921-8844 野々市市 野々市市堀内四丁目14番地 076-220-6147 小売

クスリのアオキ蓮花寺店 921-8847 野々市市 野々市市蓮花寺町47街区20番 076-220-6317 小売

V・drug扇が丘店 921-8812 野々市市 野々市市扇が丘8-48 076-248-5181 その他

V・drug新庄店 921-8824 野々市市 野々市市新庄3-65 076-246-1190 その他

V・drug野代店 921-8804 野々市市 野々市市野代1-13-1 076-246-1385 その他

スギ薬局野々市西店 921-8842 野々市市 野々市市徳用三丁目281番地 076-220-6470 小売

スギ薬局野々市中央店 921-8821 野々市市 野々市市白山町４３８番地 076-255-7391 小売

スギ薬局野々市堀内店 921-8847 野々市市 野々市市西部中央土地区画整理事業施工地区31街区1番 076-214-6905 小売

キリン堂　押野店 921-8802 野々市市 野々市市押野6-62 076-294-8003 その他

芝寿し　合掌店 921-8806 野々市市 野々市市三日市3丁目361番地 076-246-0033 小売
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メガネのハラダ　野々市店 921-8815 野々市市 野々市市本町4丁目7-8 076-246-7400 小売

100時間カレー　御経塚店 921-8801 野々市市 野々市市御経塚4-87 076-227-8101 グルメ

大和　野々市サテライトショップ 921-8844 野々市市 野々市市堀内4-95 076-214-6233 小売

ごちそうこよみ　野々市粟田店 921-8823 野々市市 野々市市粟田5丁目430 076-225-3034 グルメ

居酒屋こよみ 921-8803 野々市市 野々市市押越1-47 076-294-4210 グルメ

てっぱん食堂　押越店 921-8803 野々市市 野々市市押越2-57 076-227-8910 グルメ

焼肉きんぐ　御経塚店 921-8801 野々市市 野々市市御経塚3-505 076-269-9922 グルメ

さぶろうべい　野々市店 921-8815 野々市市 野々市市本町6丁目13-29 076-259-1751 グルメ

四十萬谷本舗　金沢南店 921-8835 野々市市 野々市市上林5-5 076-248-8090 小売

バロー押越店 921-8803 野々市市 野々市市押越1丁目199番地 076-248-3455 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

餃子の王将野々市店 921-8817 野々市市 野々市市横宮町58-2 076-246-0924 グルメ

餃子の王将野々市新庄店 921-8824 野々市市 野々市市新庄1-279 076-248-5885 グルメ

めん房本陣　野々市店 921-8823 野々市市 野々市市粟田5-426 076-248-3522 グルメ

金澤食パン専門店　わざtoわざ 921-8815 野々市市 野々市市本町6-12-70 076-227-8555 小売

ケーズデンキ　金沢本店 921-8801 野々市市 野々市市御経塚4丁目107-1 076-240-1011 小売

ケーズデンキ　野々市新庄店 921-8824 野々市市 野々市市新庄2丁目805番地 076-246-5536 小売

イエローハットイオンタウン野々市店 921-8821 野々市市 野々市市白山町4-1　 076-294-8080 小売

レストラン　モンローズ 921-8803 野々市市 野々市市押越2-410 076-248-6818 グルメ

アルビス　明倫通り店 921-8844 野々市市 野々市市堀内4丁目95 076-246-1160 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルビス　野々市三納店 921-8825 野々市市 野々市市三納1一77 076-246-3800 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

北星ファイブ　金沢店 921-8817 野々市市 野々市市横宮町6-1 076-248-1288 その他

明文堂書店TSUTAYA　金沢野々市店 921-8823 野々市市 野々市市粟田5丁目461 076-294-0930 小売

1の1 NONOICHI 921-8815 野々市市 野々市市本町2-1-21　にぎわいの里ののいちカミーノ内 076-259-1167 グルメ

ＨＵＭ＆ＧＯ＃　野々市店 921-8813 野々市市 野々市市住吉町14-56 076-256-3386 グルメ

はま寿司　8号野々市店 921-8841 野々市市 野々市市郷町285-1 076-246-2150 グルメ

イオン野々市南店 921-8835 野々市市 野々市市上林4-747 076-246-8121 小売

ファミリーマート　野々市工大前店 921-8811 野々市市 野々市市高橋町62-1 076-294-9533 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　野々市新庄四丁目店 921-8824 野々市市 野々市市新庄四丁目45番地1 076-294-4230 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　野々市扇が丘店 921-8812 野々市市 野々市市扇が丘33番13号 076-246-6203 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　工大前店 921-8811 野々市市 野々市市高橋町20-5 076-294-1225 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　野々市新庄六丁目店 921-8824 野々市市 野々市市新庄6丁目403 076-246-7117 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　野々市菅原店 921-8814 野々市市 野々市市菅原町21番地48号 076-294-8005 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　野々市堀内三丁目店 921-8844 野々市市 野々市市堀内三丁目29番地 076-294-5570 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　野々市本町六丁目店 921-8815 野々市市 野々市市本町六丁目23番15号 076-248-0511 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　野々市野代店 921-8804 野々市市 野々市市野代3丁目120番地 076-294-8019 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　野々市矢作二丁目店 921-8822 野々市市 野々市市矢作2-128-1 076-294-2559 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

コメダ珈琲店　野々市矢作店 921-8822 野々市市 野々市市矢作2-47-1 076-248-2242 グルメ

もみつぼ5　野々市市役所通り店 921-8825 野々市市 野々市市三納1丁目77番地 076-248-0455 その他

スーパーオートバックス　金沢野々市店 921-8806 野々市市 野々市市三日市三丁目83番地 076-246-2323 小売

セブンイレブン　野々市上林4丁目店 921-8835 野々市市 野々市市上林4丁目366 076-294-7712 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　野々市新庄2丁目店 921-8824 野々市市 野々市市新庄2-247-1 076-294-1270 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　野々市矢作北店 921-8822 野々市市 野々市市矢作4-12 076-248-0380 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　御経塚北店 921-8801 野々市市 野々市市御経塚3-218 076-269-2661 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　野々市粟田店 921-8823 野々市市 野々市市粟田5-384 076-294-5214 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　野々市押越店 921-8803 野々市市 野々市市押越2-24 076-294-2212 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　野々市本町店 921-8815 野々市市 野々市市本町5-17-11 076-248-6411 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アレクサンドルオブカラーズ　金沢店 921-8802 野々市市 野々市市押野6-180 076-294-5566 その他

自家製麺　つけめん桜　蓮花寺店 921-8847 野々市市 野々市市蓮花寺町14-1 076-255-7757 グルメ

やまや　野々市店 921-8822 野々市市 野々市市矢作3-26 076-246-1234 その他

家電住まいる館×YAMADA　web.com野々市店 921-8806 野々市市 野々市市三日市二丁目52番地 076-294-5885 その他

マックスバリュ　野々市店 921-8821 野々市市 野々市市白山町4番1号 076-294-1280 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

手羽先唐揚・赤鶏炭焼　ぱちぱち 921-8811 野々市市 野々市市高橋町20-5　田村レジデンス1F 076-248-8870 グルメ

焼肉　かえで 921-8817 野々市市 野々市市横宮町9-18 076-248-3292 グルメ

カエデ珈琲 921-8825 野々市市 野々市市三納3-63 076-214-6446 グルメ

すしべん　野々市市役所店 921-8825 野々市市 野々市市三納1丁目1 076-214-6770 グルメ

八幡のすしべん　野々市二日市店 921-8807 野々市市 野々市市二日市町538-1 076-246-0550 グルメ

俺の店　イオンタウン野々市店 921-8821 野々市市 野々市市白山町4-1　イオンタウン野々市1F 076-246-4788 グルメ

AOKI御経塚店 921-8801 野々市市 野々市市御経塚2-332 076-240-8288 その他

AOKI野々市粟田店 921-8823 野々市市 野々市市粟田5-375 076-248-6588 その他

JACK　野々市新庄店 921-8824 野々市市 野々市市新庄6-464 076-246-8333 その他

満天の湯・道の宿 921-8848 野々市市 野々市市柳町460 076-216-0100 その他

ホームセンタームサシ　金沢南店 921-8824 野々市市 野々市市新庄６丁目58-10 076-248-6348 その他

Parade　野々市三日市店 921-8806 野々市市 野々市市三日市2-73 076-246-8230 小売

Parade　野々市上林店 921-8835 野々市市 野々市市上林4-351 076-294-8855 小売

SOL FLA 921-8831 野々市市 野々市市下林4-264 076-299-5141 グルメ

sweets  cafe ののん 921-8823 野々市市 野々市市粟田5丁目394　アルエットI　101 076-205-2085 グルメ

アート工房　野々市スタジオ 921-8802 野々市市 野々市市押野2丁目63-1 076-213-6679 遊興施設

キングファミリー　金沢野々市店 921-8844 野々市市 野々市市堀内3-33 076-246-8100 小売

すし　刺身　陣笠 921-8815 野々市市 野々市市本町6-14-51 076-248-5584 グルメ

トゥール・モンド・シュシュ　野々市店 921-8825 野々市市 野々市市三納1-144 076-246-1818 小売

とりあえず吾平　押野店 921-8802 野々市市 野々市市押野6-110 076-294-1533 グルメ

ビストロ　ウールー 921-8802 野々市市 野々市市押野2-178 076-294-0093 グルメ

プリン専門店D'or 921-8801 野々市市 野々市市御経塚1-525　清泉サイド1F 076-287-3877 小売

ヘアースタジオ　美Ame 921-8813 野々市市 野々市市住吉町26-22 076-294-6422 その他

めん房つるつる御経塚店 921-8801 野々市市 野々市市御経塚2-310 076-269-3966 グルメ

めん房つるつる矢作店 921-8822 野々市市 野々市市矢作1-138 076-294-6663 グルメ

ユニクロ　野々市店 921-8806 野々市市 野々市市三日市2丁目14番地 076-248-7680 小売

らーめん　虎 921-8812 野々市市 野々市市扇が丘3-50 076-248-4649 グルメ

ルネファミーユ　金沢店 921-8835 野々市市 野々市市上林4-528 076-294-8858 小売

株式会社　米屋 921-8805 野々市市 野々市市稲荷1丁目88 076-246-6000 小売

喜多家住宅 921-8815 野々市市 野々市市本町三丁目8番11号 076-248-1160 遊興施設
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居酒屋　のんべ 921-8815 野々市市 野々市市本町6丁目377 076-204-9500 グルメ

極楽湯　金沢野々市店 921-8816 野々市市 野々市市若松町18-1 076-294-2641 観光施設

串カツ田中　野々市店 921-8822 野々市市 野々市市矢作3-15 076-256-2484 グルメ

焼肉すぎの　野々市店 921-8815 野々市市 野々市市本町5-1-43 076-227-2299 グルメ

焼肉　岳 921-8823 野々市市 野々市市粟田6丁目413 076-227-8329 グルメ

天下一品　野々市新庄店 921-8824 野々市市 野々市市新庄6丁目717番 076-214-6566 グルメ

野々市タクシー 921-8813 野々市市 野々市市住吉町9-35 076-248-1251 交通機関

酒のカワサキグループ　ギャラリア店 921-8823 野々市市 野々市市粟田6-383 076-294-3551 その他

OHASHI -おはし- 921-8845 野々市市 野々市市太平寺3-42　ヴィラージュ1FC号 076-220-7435 グルメ

ビッグボーイ　野々市横宮店 921-8817 野々市市 野々市市横宮町103 076-248-5631 グルメ

フィットハウス　金沢西店 921-8817 野々市市 野々市市横宮町103番 076-246-8488 小売

BENCH STORE(ベンチストア) 921-8844 野々市市 野々市市堀内4-70 076-220-7855 小売

越前華丸　野々市店 921-8823 野々市市 野々市市粟田5丁目437-3 076-218-5757 グルメ

鎌倉パスタ　金沢野々市店 921-8825 野々市市 野々市市三納一丁目47 076-248-5309 グルメ

焼肉ホルモン　金閣 921-8822 野々市市 野々市市矢作1丁目142 076-255-7577 グルメ

肉乃もりした 921-8801 野々市市 野々市市御経塚2-197 076-269-0567 グルメ

ゴルフパートナー　野々市店 921-8844 野々市市 野々市市堀内5-239 076-248-3955 小売

カレーうどん　獅子家 921-8815 野々市市 野々市市本町1-3-1 076-246-5367 グルメ

大衆焼肉ホルモン酒場　とりとん　御経塚店 921-8801 野々市市 野々市市御経塚3-223 076-240-0129 グルメ

ENEOS ジェイクエスト野々市新庄店 921-8824 野々市市 野々市市新庄6丁目641 076-294-3303 小売

田舎小屋 921-8815 野々市市 野々市市本町6-14-43 076-248-1758 グルメ

ピザーラ金沢野々市店 921-8817 野々市市 野々市市横宮町3-5-2F 076-246-5400 グルメ

りらくる　野々市横宮店 921-8817 野々市市 野々市市横宮町2-1 076-246-8717 その他

炭火焼肉屋さかい　御経塚店 921-8801 野々市市 野々市市御経塚2-308 076-240-1629 グルメ

やよい軒　金沢御経塚店 921-8801 野々市市 野々市市御経塚4丁目108番 076-240-6311 グルメ

平和堂フレンドマート野々市店 921-8809 野々市市 野々市市二日市4丁目143番地 076-246-4620 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

無印良品　野々市明倫通り店 921-8844 野々市市 野々市市堀内4丁目126番 076-294-1147 小売

アミング　野々市店 921-8847 野々市市 野々市市西部中央土地区画整理事業55街区 076-227-9636 小売

ピザハット  野々市店 921-8821 野々市市 野々市市白山町6-17 076-227-9499 小売

業務スーパー野々市店 921-8831 野々市市 野々市市下林4丁目546番地 076-248-1477 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ウエルシア能美寺井薬局 923-1121 能美市 能美市寺井町ハ112 0761-46-6400 その他

いしかわ動物園 923-1222 能美市 能美市徳山町600 0761-51-8500 観光施設

ドラッグストアコメヤ 根上店 929-0113 能美市 能美市大成町ト10番地 0761-56-1717 小売

シメノドラッグ　辰口店 923-1245 能美市 能美市辰口町546-1 0761-51-6635 その他

クスリのアオキ寺井店 923-1121 能美市 能美市寺井町ロ90番1 0761-57-8300 小売

クスリのアオキ根上店 929-0113 能美市 能美市大成町ト19-5 0761-55-5588 小売

クスリのアオキサンパーク辰口店 923-1245 能美市 能美市辰口町505番地 0761-46-5491 小売

クスリのアオキ　粟生町店 923-1101 能美市 能美市粟生町ソ27番地1 070-3310-5609 小売

クスリのアオキ　湯谷店 923-1104 能美市 能美市湯谷町ヘ3092番地 090-8341-5755 小売

セルフ能美寺井店 929-0103 能美市 能美市五間堂町戊5-6 0761-58-4011 その他

アルビス　寺井店 923-1121 能美市 能美市寺井町口90-1 0761-57-8338 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

アルビス　辰口店 923-1243 能美市 能美市三ツ屋町3-1 0761-51-7316 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　手取あおう店 923-1101 能美市 能美市粟生町ネ50番地1 0761-58-4414 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　辰口丘陵公園前店 923-1245 能美市 能美市辰口町642-1 0761-51-6135 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　能美佐野店 923-1112 能美市 能美市佐野町ハ3番地 0761-58-7499 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　能美五間堂店 929-0103 能美市 能美市五間堂町戊43番地1 0761-58-8599 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　能美中町店 929-0123 能美市 能美市中町ソ18番地12 0761-56-2627 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　能美道林店 929-0125 能美市 能美市道林町へ45番地 0761-56-2301 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　能美徳久店 923-1235 能美市 能美市徳久町子137番地 0761-52-8711 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　能美寺井店 923-1121 能美市 能美市寺井町や26 0761-58-6678 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　能美辰口店 923-1245 能美市 能美市辰口町960 0761-51-0283 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　能美湯谷町店 923-1104 能美市 能美市湯谷町113-1 0761-58-5015 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

すしべん　能美根上インター店 929-0121 能美市 能美市吉原釜屋町ハ74番地11 0761-58-1530 グルメ

清峰堂・ギャラリー陶創館 923-1102 能美市 能美市新保町ヲ48番地 0761-57-2133 小売

和風中華・手作り餃子の店ひろちゃん 923-1121 能美市 能美市寺井町ロ 44-1 0761-57-0026 グルメ

(株)満る文 923-1111 能美市 能美市泉台町南21 0761-57-0172 小売

ギャラリー結 923-1111 能美市 能美市泉台町南23番地 0761-57-8282 小売

たがわ龍泉閣 923-1245 能美市 能美市辰口町20 0761-51-2111 その他

フォトアトリエ　アディ 923-1245 能美市 能美市辰口町175番地 0761-51-0144 小売

まつさき 923-1245 能美市 能美市辰口町3-1 0761-51-3111 その他

マルサン宮本本店 923-1111 能美市 能美市泉台町南11 0761-57-0053 小売

花の元山　本店 923-1243 能美市 能美市三ツ屋町61-2 0761-51-4151 小売

株式会社　宮本酒造店 923-1205 能美市 能美市宮竹町イ74 0761-51-3333 小売

蕎麦処　滝 923-1205 能美市 能美市宮竹町ニ30-1 0761-58-1528 グルメ

江戸寿し　根上店 929-0113 能美市 能美市大成町リ84　Fビル103 0761-55-6222 グルメ

香奈んち 929-0112 能美市 能美市福島町ヲ2-3 080-3049-5968 グルメ

トリ井酒店　ジョニー店 923-1121 能美市 能美市寺井町た95 0761-58-5138 小売

秀幸九谷 923-1111 能美市 能美市泉台町南29番地 0761-58-5741 小売

秀山堂 923-1111 能美市 能美市泉台町南20 0761-57-0204 小売

石田屋　和座店 929-0113 能美市 能美市大成町リ56 0761-55-3737 小売

寅亭　寺井本店 923-1115 能美市 能美市大長野町ト39-1 0761-57-3201 グルメ

米田友山堂 923-1111 能美市 能美市泉台町南12 0761-57-4110 小売

北野陶寿堂 923-1111 能美市 能美市泉台町南30　九谷陶芸村内 0761-57-2521 小売

旅亭　萬葉 923-1226 能美市 能美市緑が丘5丁目31番40 0761-51-5111 その他

林　隆山堂 923-1111 能美市 能美市泉台町南26番地 0761-57-0040 小売

Comfor-table 二兎 923-1221 能美市 能美市湯屋町3 0761-51-2061 グルメ

カドヤ 923-1121 能美市 能美市寺井町タ207番地2 0761-57-2014 小売

くらしの雑貨と贈りもの　サラダ館　根上店 929-0113 能美市 能美市大成町チ206-5 0761-55-5557 小売

Draw:Garden(ドゥルーガーデン)本店 923-1235 能美市 能美市徳久町84-2 0761-51-4400 小売

九谷焼　酒井百華園 923-1121 能美市 能美市寺井町ラ161-1 0761-57-0044 小売

焼肉ハウス　REED 929-0113 能美市 能美市大成町2-82　メゾンドリード 0761-55-4552 グルメ
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取扱店舗名 郵便番号 エリア 所在地 電話番号 業態

八松苑 929-0115 能美市 能美市下ノ江町申8番地 0761-55-0248 グルメ

銘酒のモリヘイ 923-1101 能美市 能美市粟生町イ60番地 0761-57-0261 小売

株式会社ヴァケーション　能美支店 923-1115 能美市 能美市大長野町チ114 0761-58-8558 その他

料理処　一八 923-1226 能美市 能美市緑が丘6-39 0761-51-4586 グルメ

ayurvedr amrta a drop〔アーユルヴェーダアムリタドロップ〕 929-0121 能美市 能美市吉原釜屋町ハ61-1　スーパーホテル石川・能美根上スマートインター2階 0761-27-1888 その他

ズーショップエルザ 923-1222 能美市 能美市徳山町600番地いしかわ動物園内 0761-52-8547 小売

麺屋　天[ten] 923-1115 能美市 能美市大長野町り20-4 0761-57-4266 グルメ

LINKUP SKATESHOP 923-1244 能美市 能美市来丸町カ20-2 090-6276-6227 小売

ウェルネスハウスSARAI 923-1105 能美市 能美市石子町ハ147-1 0761-57-1212 グルメ

山近商店 923-1111 能美市 能美市泉台町南19 九谷陶芸村（九谷焼団地内） 0761-57-0038 観光施設

菓子工房　日本堂　五彩庵 923-1121 能美市 能美市寺井町タ48 0761-57-3739 小売

ファミリーマート　能美大成町店 929-0113 能美市 能美市大成町2丁目36番地 0761-56-1626 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　キヨスクJR七尾駅店 926-0811 七尾市 七尾市御祓町イ部28番地　JR七尾駅構内 0767-52-3053 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

湯快リゾート　金波荘　売店 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヨ部91-1 0767-62-1107 小売

石川交通株式会社　七尾営業所 926-0853 七尾市 七尾市津向町ト53-20 0767-53-3001 交通機関

ANJIAN 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1階 0767-54-0246 小売

アバローニ 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場2F 0767-52-9822 グルメ

能登食祭市場インフォメーション 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1階 0767-52-7071 小売

オルゴール　音 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1F 0767-54-0011 小売

オレンジガーデン　七尾店 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場2F 0767-52-0062 グルメ

スギヨ　食祭市場店 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1階 0767-52-9808 小売

ステーキの田中屋 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場2F 0767-52-1333 グルメ

ダシの三幸 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1階 0767-58-6158 小売

なまこや　食祭市場店 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1F 0767-54-0013 小売

らーめん亭 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場2F 0767-52-9816 グルメ

安治 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1F 0767-54-0246 小売

加賀屋　七尾店 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場2F 0767-52-1117 グルメ

株式会社　山成水産 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1F 0767-53-2433 小売

山田屋 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1F 0767-52-9805 小売

鹿渡島定置 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1F 0767-53-1234 小売

竹一焼魚店 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1F 0767-52-9807 小売

能登の味処　漁師屋 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場2F 0767-52-9591 グルメ

浜焼きコーナー 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1F 0767-52-7071 小売

里山里海百貨店　里乃蔵 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1F 0767-52-7071 小売

業務スーパー和倉店 926-0177 七尾市 七尾市光陽台41 0767-62-0778 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ドラッグコスモス和倉温泉店 926-0171 七尾市 七尾市石崎町コ14番地1 0767-62-8121 小売

ウエルシア七尾和倉店 926-0171 七尾市 七尾市石崎町夕16-1 0767-62-8381 その他

100満ボルト七尾店 926-0031 七尾市 七尾市古府町か5-1 0767-53-0100 小売

のとじま水族館 926-0216 七尾市 七尾市能登島曲町15-40 0767-84-1271 観光施設

海づりセンター 926-0216 七尾市 七尾市能登島曲町15-40 0767-84-1271 観光施設

ドラッグストア　マツモトキヨシ　和倉店 926-0178 七尾市 七尾市石崎町香島１－２６－１ 0767-62-1085 その他

ドラッグストア　マツモトキヨシ　中島店 929-2242 七尾市 七尾市中島町崎山3-48-1 0767-66-2165 その他

ドラッグストア　マツモトキヨシ　七尾西店 926-0821 七尾市 七尾市国分町ラ17番地 0767-52-8333 その他

ドラッグストア　マツモトキヨシ　七尾中央店 926-0015 七尾市 七尾市矢田新町ハ75番地 0767-53-5405 その他

クスリのアオキ七尾店 926-0028 七尾市 七尾市藤野町口部38番 0767-54-0010 小売

クスリのアオキ小島店 926-0852 七尾市 七尾市小島町大開地1番78 0767-52-2711 小売

クスリのアオキ矢田新町店 926-0015 七尾市 七尾市矢田新町イ部6番地31 0767-57-5731 小売

クスリのアオキ　七尾古府町店 926-0031 七尾市 七尾市古府町ほ部57 080-3368-4759 小売

クスリのアオキ　中島店 929-2222 七尾市 七尾市中島町中島乙部278番地 0767-66-0064 小売

スギ薬局　七尾南店 926-0821 七尾市 七尾市国分町子40番地1 0767-58-6351 小売

トヨタレンタカー　七尾店 926-0021 七尾市 七尾市本府中町ル44-1 0767-52-0100 交通機関

ココス七尾店 926-0852 七尾市 七尾市小島町大開地1-78 0767-58-3081 グルメ

ホームセンターロッキー七尾店 926-0031 七尾市 七尾市古府町か31番地 0767-57-5345 小売

メガネのハラダ　七尾店 926-0855 七尾市 七尾市小丸山台1丁目138番地 0767-52-0023 小売

大和　七尾サテライトショップ 926-0046 七尾市 七尾市神明町1番　ミナクル内 0767-54-0789 小売

お好み焼　笑楽 926-0028 七尾市 七尾市藤野町ロ4 0767-53-2278 グルメ

しゃぶしゃぶ蔵 926-0021 七尾市 七尾市本府中町ル35-3 0767-57-5848 グルメ

ホームセンターヤマキシ　田鶴浜店 929-2111 七尾市 七尾市高田町ほ部34番地 0767-68-6600 小売

アルビス　七尾店 926-0821 七尾市 七尾市国分町子16番1 0767-54-7034 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

コメダ珈琲店　七尾店 926-0028 七尾市 七尾市藤野町ロ13-1 0767-54-0001 グルメ

庄や 七尾駅前店 926-0046 七尾市 七尾市神明町1番地　ミナ・クル1F 0767-53-4361 グルメ

日産レンタカー　和倉駅前店 926-0171 七尾市 七尾市石崎町夕部4-22 0767-62-0323 その他

はま寿司　七尾店 926-0028 七尾市 七尾市藤野町イ33-1 0767-52-2677 グルメ

ファミリーマート　七尾国分町店 926-0821 七尾市 七尾市国分町シ7番地1 0767-53-1334 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾城山インター店 926-0014 七尾市 七尾市矢田町五6番地18 0767-54-6080 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾中島町店 929-2222 七尾市 七尾市中島町中島丙部29番地1 0767-66-1657 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾津向店 926-0853 七尾市 七尾市津向町ト部106番地の1 0767-54-8054 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾藤橋町店 926-0816 七尾市 七尾市藤橋町申47-1 0767-52-5471 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾矢田新町店 926-0015 七尾市 七尾市矢田新町ハ31番地1 0767-53-5851 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾駅前店 926-0811 七尾市 七尾市御祓町ホ6番13 0767-54-8761 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾細口店 926-0822 七尾市 七尾市細口町ろ56-1 0767-52-0422 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾千野店 926-0033 七尾市 七尾市千野町二部36番地 0767-57-2770 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾川原町店 926-0054 七尾市 七尾市川原町20番地1 0767-54-5677 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾田鶴浜店 929-2121 七尾市 七尾市田鶴浜町り74-2 0767-68-2604 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾白馬店 926-0828 七尾市 七尾市白馬町9番地1 0767-57-1370 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾飯川店 926-0826 七尾市 七尾市飯川町け部64番地 0767-57-6733 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾和倉店 926-0178 七尾市 七尾市石崎町香島一丁目6番地 0767-62-3416 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　七尾能登島店 926-0211 七尾市 七尾市能登島向田町五級96番地14 0767-84-8040 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

湯快リゾート　金波荘 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヨ部91-1 0570-550-078 観光施設

オートバックス　七尾店 926-0816 七尾市 七尾市藤橋町戌ノ部17番地 0767-53-3535 小売

セブンイレブン　七尾和倉和歌崎店 926-0175 七尾市 七尾市和倉町和歌崎7-3 0767-62-0711 コンビニエンスストア・スーパーマーケット
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セブンイレブン　七尾和倉温泉店 926-0178 七尾市 七尾市石崎町香島1丁目23-1 0767-62-1267 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブン-イレブン七尾小島町店 926-0852 七尾市 七尾市小島町へ130-4 0767-52-0789 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　能登総合病院店 926-0816 七尾市 七尾市藤橋町ア部6-19 0767-52-1118 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　七尾光陽台店 926-0177 七尾市 七尾市光陽台24 0767-62-1106 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

やまや　七尾店 926-0028 七尾市 七尾市藤野町ロ部38 0767-53-8053 その他

ヤマダデンキ テックランド七尾店 926-0816 七尾市 七尾市藤橋町申部6番地 0767-53-8666 その他

テキサスハンズ　七尾店 926-0816 七尾市 七尾市藤橋町戌23-1 0767-57-5665 グルメ

すしべん　七尾東店 926-0031 七尾市 七尾市古府町た9-1 0767-53-7543 グルメ

すしべん　中島店 929-2222 七尾市 七尾市中島町中島ニ部1-19 0767-66-0155 グルメ

まぐろや　七尾店 926-0821 七尾市 七尾市国分町ラ3-1 0767-53-1711 グルメ

白木屋　和倉温泉店 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ワ部23-2　 0767-62-1588 グルメ

魚民　七尾駅前店 926-0046 七尾市 七尾市神明町口部6-442.モンテローザ七尾ビル 1階 0767-53-1188 グルメ

北鉄能登バス　和倉温泉センター 926-0175 七尾市 七尾市和倉町11-6 0767-62-2840 交通機関

AOKI七尾店 926-0816 七尾市 七尾市藤橋町戌部10-1 0767-52-9588 その他

酒のこいずみ　小泉清泉堂 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ワ部１１－１ 0767-62-2332 小売

タイ式マッサージ　花・はな 926-0175 七尾市 七尾市和倉町和歌崎3-1美湾荘 0767-62-2323 その他

お好み焼き　樂 926-0176 七尾市 七尾市和倉町ひばり2-11 0767-62-2593 グルメ

能登すしの庄信寿し 926-0176 七尾市 七尾市和倉町ひばり３丁目１２０番地１ 0767-62-2019 グルメ

能登海鮮丼みとね 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ワ部２３番地３ 0767-62-0077 グルメ

旬彩旬魚　あぐら 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ワ部１１－７ 0767-62-1002 グルメ

それ行け　航心丸 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヨ部109　和倉港 080-3745-4888 遊興施設

玲瓏餃子 926-0816 七尾市 七尾市藤橋町申53 080-6127-6505 グルメ

レストラン　はいだるい 926-0171 七尾市 七尾市石崎町タ部2-13 0767-62-2356 グルメ

epice 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ワ部13-1 0767-62-4188 グルメ

One・Day・Fam 926-0171 七尾市 七尾市石崎町乙部19番地9 0767-57-5257 スポーツ

あうん 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヨ部17番地3 0767-57-5908 グルメ

あえの風 926-0175 七尾市 七尾市和倉町和歌崎8-1 0767-62-3333 その他

あおカフェ 926-0821 七尾市 七尾市国分町イ部1番地 のと里山里海ミュ-ジアム内 070-4366-9561 グルメ

いしり亭 926-0804 七尾市 七尾市生駒町16番地4 0767-52-8900 グルメ

おうた民宿 929-2216 七尾市 七尾市中島町長浦子部25番地 0767-66-1642 その他

お宿　すず花 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ル部4番地7 0767-62-2420 その他

さわだ旅館 926-0211 七尾市 七尾市能登島向田町に12-1 0767-84-1021 その他

だるま屋 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヨ部18番地 0767-62-2386 小売

トラベル愛ランド　七尾小丸山通り店 926-0852 七尾市 七尾市小島町ハ68番地3 0767-53-7744 その他

なまこや 926-0178 七尾市 七尾市石崎町香島1-22 0767-62-2253 小売

ニューライフながたに 929-2222 七尾市 七尾市中島町中島乙284-1 0767-66-1226 小売

美と健康のボナァール(中山薬局支店) 926-0811 七尾市 七尾市御祓町1番地　パトリア1F 0767-54-0739 小売

パン工房　明治堂 926-0806 七尾市 七尾市一本杉町6番地 0767-52-2422 小売

ぴゅあロフティ 929-2111 七尾市 七尾市高田町ほ部43番地 0767-68-3777 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ひょっこり温泉 島の湯 926-0212 七尾市 七尾市能登島佐波町ラ部29番地1 0767-84-0033 観光施設

ブロッサム 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヲ部22-2 0767-62-2410 グルメ

ベイクショップ　アンアン　ベイモール店 926-0852 七尾市 七尾市小島町大開地1-78　ベイモール内 0767-54-8181 グルメ

ほっとらんどNANAO 926-0833 七尾市 七尾市旭町イ部24-1 0767-57-3988 観光施設

ホテルアルファ－ワン能登和倉 926-0178 七尾市 七尾市石崎町香島1-20 0767-62-1633 その他

ホテル海望 926-0175 七尾市 七尾市和倉町和歌崎部12番地3 0767-62-1515 その他

モリ薬局 926-0048 七尾市 七尾市桧物町28 0767-53-3124 小売

ゆめはな 926-0855 七尾市 七尾市小丸山台3-21-1 0767-52-5028 小売

リストランテ　リオ 926-0058 七尾市 七尾市湊町1-145-8 0767-52-5351 グルメ

ル ミュゼ ドゥ アッシュ 和倉店 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ワ部65-1 0767-62-4002 グルメ

ルーセントブルー 926-0178 七尾市 七尾市石崎町香島2丁目14番地 0767-62-1503 小売

奥能登山海市場 929-2212 七尾市 七尾市中島町田岸ソ1番地8 0767-78-1021 小売

加賀屋 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヨ部80番地 0767-62-1111 その他

加賀屋　物販 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヨ部80 0767-62-1112 グルメ

花嫁のれん館 926-0818 七尾市 七尾市馬出町ツ部49 0767-53-8743 遊興施設

海ごちそう 926-0178 七尾市 七尾市石崎町香島1-22 0767-62-4568 グルメ

海の和風館　宿守屋寿苑 926-0176 七尾市 七尾市和倉町ひばり2丁目52 0767-62-3322 その他

革仕事のお店　tasola 929-2101 七尾市 七尾市川尻町へ部8番地 0767-68-2401 小売

丸一タクシー 926-0014 七尾市 七尾市矢田町1-144-3 0767-53-0018 交通機関

株式会社　丸一観光 926-0014 七尾市 七尾市矢田町2-1 0767-53-6161 交通機関

居酒屋　福ちゃん 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ラ部10-2 0767-62-1429 グルメ

蕎麦処　くき 929-2214 七尾市 七尾市中島町小牧ラ部69番甲地 0767-66-6690 グルメ

合名会社　中山薬局 926-0804 七尾市 七尾市生駒町6-1 0767-52-3107 小売

昆布・海産物處　しら井 926-0806 七尾市 七尾市一本杉町100番地 0767-53-0589 小売

七尾フラワーパークのと蘭ノ国 926-0822 七尾市 七尾市細口町渡リスイ153-3 0767-54-0300 観光施設

七尾駅　観光案内所 926-0811 七尾市 七尾市御祓町イ28 0767-57-5714 観光施設

漆陶舗あらき 926-0806 七尾市 七尾市一本杉町4番地 0767-52-4141 小売

酒肴房 926-0015 七尾市 七尾市矢田新町ハ部10 0767-53-7308 グルメ

小山屋醤油店 926-0044 七尾市 七尾市相生町41 0767-52-0428 小売

松乃碧 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ワ部34番地 0767-62-8000 その他

焼肉　寿美好 926-0177 七尾市 七尾市光陽台41 0767-62-1298 グルメ

焼肉ひでくら 926-0178 七尾市 七尾市石崎町香島2-5-4 0767-62-8129 グルメ

粋な屋　坂本 926-0382 七尾市 七尾市花園町ワ部1 090-7082-2456 グルメ

能登前寿司　千代ずし 926-0865 七尾市 七尾市松本町ニ部25-1 0767-57-5316 グルメ

川端鮮魚おさしみ直送便 926-0015 七尾市 七尾市矢田新町イ部6番地の20 0767-52-1916 小売

多田屋 926-0174 七尾市 七尾市奥原町3-29-2 0767-62-3434 その他

大将寿司 926-0047 七尾市 七尾市大手町112 0767-52-1356 グルメ

大正浪漫の宿　渡月庵 926-0175 七尾市 七尾市和倉町タ部1 0767-62-1788 その他

中島ストアー 926-0015 七尾市 七尾市矢田新町ホ部49番地 0767-53-0988 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

鳥居醤油店 926-0806 七尾市 七尾市一本杉町29 0767-52-0368 小売

天空の宿　大観荘 926-0175 七尾市 七尾市和倉町六号5の1 0767-62-1212 その他

田舎のカフェ　いろり庵 926-0838 七尾市 七尾市満仁町ワ部53番地 0767-57-2311 グルメ
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道の駅　のとじま 926-0211 七尾市 七尾市能登島向田町122-14 0767-84-0225 観光施設

南酒舗 926-0818 七尾市 七尾市馬出町イ部58 0767-53-0315 小売

虹と海 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヨ部96番地 0767-62-8888 観光施設

日本の宿　のと楽 926-0178 七尾市 七尾市石崎町香島1丁目14番地 0767-62-3131 その他

能州いろは 926-0175 七尾市 七尾市和倉町1-10-1 0767-62-1682 その他

能登島ゴルフアンドカントリークラブ 926-0223 七尾市 七尾市能登島半浦町7号1番地 0767-85-2311 スポーツ

番伊　青海楼 926-0041 七尾市 七尾市府中町239番地 0767-53-2214 グルメ

浜焼き　能登風土 929-2234 七尾市 七尾市中島町塩津ム部106-3 0767-68-3765 グルメ

味な宿　宝仙閣 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヨ部19番地2 0767-62-1225 その他

民宿　石坂荘 926-0201 七尾市 七尾市能登島祖母ケ浦町2-2 0767-84-1167 その他

民宿　能登島荘 926-0203 七尾市 七尾市能登島えの目町32部66番地 0767-84-1331 その他

有限会社　山口水産 929-2241 七尾市 七尾市中島町浜田ラ26 0767-66-0446 小売

洋食レストラン　はいから食堂 926-0211 七尾市 七尾市能登島向田町128-81-1 0767-84-1090 グルメ

和倉ショッピングセンター 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヨ-21-1 0767-62-2856 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

和倉温泉　お祭り会館 926-0175 七尾市 七尾市和倉町2-13-1 0767-62-4332 観光施設

和倉温泉駅　観光案内所 926-0171 七尾市 七尾市石崎町タ55-3 0767-62-1055 観光施設

和倉温泉観光協会　和倉温泉旅館協同組合 926-0175 七尾市 七尾市和倉町2-13-1 0767-62-1555 小売

あえの風　物販 926-0175 七尾市 七尾市和倉町和歌崎8-1 0767-62-1112 グルメ

虹と海　物販 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヨ部96番地 0767-62-1112 グルメ

８番らーめん　七尾西店 926-0816 七尾市 七尾市藤橋町申50-1 0767-53-3138 グルメ

能登ミルク 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ワ部13-6 0767-62-2077 グルメ

のどぐろ総本店　和倉 926-0178 七尾市 七尾市石崎町香島１－３０ 0767-57-5252 グルメ

有限会社　みそまんじゅう本舗　竹内　七尾店 926-0816 七尾市 七尾市藤橋町申29-5 0767-53-4733 小売

有限会社　みそまんじゅう本舗　竹内　田鶴浜本店 929-2121 七尾市 七尾市田鶴浜町を部14番地 0767-68-2053 小売

有限会社　みそまんじゅう本舗　竹内　和倉店 926-0846 七尾市 七尾市祖浜町3-27-15 0767-62-0035 小売

Dolphin Smile(ドルフィンスマイル) 926-0211 七尾市 七尾市能登島向田町そわじ浦地内 090-7088-3219 遊興施設

おでん串あげ  灘 926-0047 七尾市 七尾市大手町135-1 0767-53-0829 グルメ

かきの里　なかじま亭 929-2222 七尾市 七尾市中島町中島甲92-1 0767-66-8110 グルメ

ごはん処　一歩 926-0852 七尾市 七尾市小島町大開地3-8 0767-53-5575 グルメ

ゴルフショップ　オクイ 926-0852 七尾市 七尾市小島町9-1-10 0767-53-2602 小売

しばはな漆器店 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ヨ部16-7 0767-62-2107 小売

どんどんたつるや 929-2124 七尾市 七尾市白浜町17-10-1 0767-68-3185 グルメ

貴寿司 926-0177 七尾市 七尾市光陽台31番地 0767-62-3456 グルメ

勝雄館 926-0203 七尾市 七尾市能登島えの目町ろ部132 0767-84-1316 その他

松乃鮨 926-0041 七尾市 七尾市府中町220-6 0767-53-0053 グルメ

朝漁れ一番　哲 926-0046 七尾市 七尾市神明町ロ22-4 0767-58-6155 グルメ

島の宿　えのめ荘 926-0203 七尾市 七尾市能登島鰀目町ろ部45番地 0767-84-1344 その他

民宿　中村家 926-0212 七尾市 七尾市能登島佐波町ヨ部25番地1 0767-84-1158 その他

民宿　堀井 926-0201 七尾市 七尾市能登島祖母ケ浦町5-14 0767-84-1324 その他

民荘　太左エ門 926-0203 七尾市 七尾市能登島鰀目町33-74-2 0767-84-1166 その他

割烹旅館　梅屋 926-0203 七尾市 七尾市能登島えの目町55-30 0767-84-1315 その他

与三兵衛 926-0216 七尾市 七尾市能登島曲町15部40　のとじま水族館敷地内 0767-84-1254 グルメ

和倉温泉　はまづる 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ル-2-2 0767-62-2164 観光施設

和風レストラン　どもん 929-2242 七尾市 七尾市中島町崎山2部26-1 0767-66-8081 グルメ

花ごよみ 926-0175 七尾市 七尾市和倉町カ部13番地 0767-62-2083 その他

わんこと泊まれる宿　旅宿　やす田 929-2243 七尾市 七尾市中島町河崎ヌ1149-1 0767-66-0299 その他

かき処　海 929-2241 七尾市 七尾市中島町浜田ツ部21番地 0767-66-1594 グルメ

白鷺の湯　能登海舟 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ワ部31番地 0767-62-0085 その他

料亭　番伊 926-0041 七尾市 七尾市府中町239番地 0767-53-2214 グルメ

能登演劇堂 929-2222 七尾市 七尾市中島町中島上部9番地 0767-66-2323 その他

ちゃか寿し 926-0054 七尾市 七尾市川原町67 0767-52-4443 その他

和倉ゴルフ倶楽部 926-0844 七尾市 七尾市直津町子部1-2 0767-52-2580 スポーツ

国民宿舎　能登小牧台 929-2214 七尾市 七尾市中島町小牧井部５５ 0767-66-1121 観光施設

(株)宮本水産 929-2213 七尾市 七尾市中島町外イの29 0767-66-0002 グルメ

ゆけむりの宿　美湾荘 926-0175 七尾市 七尾市和倉町和歌崎3-1 0767-62-2323 その他

能登島交通株式会社 本社営業所 926-0213 七尾市 七尾市能登島須曽町４０部７６番地 0767-85-2130 交通機関

東京堂・能登ふるさと館 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ワ部３番地２東京堂・能登ふるさと館 0767-62-2057 小売

有限会社能登島ガラス工房 926-0211 七尾市 七尾市能登島向田町122-53 0767-84-1180 その他

能登　島宿せがわ 926-0211 七尾市 七尾市能登島向田町118-1-1 0767-84-1022 その他

民宿　海ほたる 926-0203 七尾市 七尾市能登島鰀目町ろ部31番地 0767-84-0227 その他

高澤ろうそく店 926-0806 七尾市 七尾市一本杉町11番地 0767-53-0406 小売

ホテルルートイン七尾駅東 926-0021 七尾市 七尾市本府中町ハ31-1 0767-54-0111 その他

堀井商店 926-0171 七尾市 七尾市石崎町タ部54-1 0767-62-4114 小売

ビジネスホテル　和倉サンライズ 926-0171 七尾市 七尾市石崎町タ28-30 0767-62-2888 その他

株式会社ユニクロ　七尾店 926-0816 七尾市 七尾市藤橋町戌4-1 0767-54-0722 小売

石川県七尾美術館 926-0855 七尾市 七尾市小丸山台一丁目1番地 0767-53-1500 遊興施設

石川県能登島ガラス美術館 926-0211 七尾市 七尾市能登島向田町125部10番地 0767-84-1175 遊興施設

池亀 929-2121 七尾市 七尾市田鶴浜町ハ部23番地 0767-68-2018 グルメ

和食レストラン凡 929-2111 七尾市 七尾市高田町ホ43 0767-68-8018 グルメ

串滿斎やきとり家竹松（本店） 926-0051 七尾市 七尾市郡町2部62番地4 0767-52-3736 グルメ

ピザハット七尾ナッピィモール店 926-0028 七尾市 七尾市藤野町ロ部38番 0767-57-5623 グルメ

炭火ダイニングike 929-2241 七尾市 七尾市中島町浜田1-10 0767-66-0255 グルメ

トレンディ中島SS 929-2234 七尾市 七尾市中島町塩津ル-30 0767-66-0308 小売

ICOU 926-0808 七尾市 七尾市木町1-1 0767-57-5797 グルメ

きょう屋 926-0175 七尾市 七尾市和倉町ワ部20-8 0767-58-6365 グルメ

あっさんぷらーじゅ 926-0048 七尾市 七尾市大手町28 0767-57-5919 グルメ

八剣伝　和倉店 926-0178 七尾市 七尾市石崎町香島1-5 0767-62-4351 グルメ

セブン-イレブン　七尾古府町店 926-0031 七尾市 七尾市古府町店る3-1 0767-53-3875 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ドン・キホーテ七尾店 926-0811 七尾市 七尾市御祓町1 0767-54-6711 小売

ローソン　七尾小島店 926-0852 七尾市 七尾市小島町9-9-1 0767-54-8855 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

カレーハウスCoCo壱番屋　七尾藤橋店 926-0816 七尾市 七尾市藤橋町申46-1 0767-53-6060 グルメ
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七尾湾遊覧船Sea BirdⅡ 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1F 0767-58-6535 観光施設

チョアチキン　能登食祭市場店 926-0041 七尾市 七尾市府中町員外13-1　能登食祭市場1F 0767-58-6445 グルメ

クスリのアオキ　 田鶴浜店 929-2121 七尾市 七尾市田鶴浜町ぬ部21番地 0767-58-3172 小売

おひつごはん四六時中　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1588 グルメ

アンフェイス　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1539 小売

グレンパーク　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1398 小売

リシェリエ＆リジェイ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-7617 小売

オッズオンコンプレックス　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1610 小売

クールカレアン　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-0560 小売

アヴェニュー　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-288-5332 小売

イッカ/エルビーシー　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1380 小売

エメフィール　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-7851 小売

スクランブルエッグ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-255-0993 小売

タカキュー　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1622 小売

チチカカ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1352 小売

ハニーズ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1597 小売

ブリーズ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1672 小売

ほていや　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1596 小売

イルーシー300　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F なし 小売

ヴィレッジヴァンガード　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-5087 小売

靴下屋　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1670 小売

ミズベ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1333 小売

アスビー　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1092 小売

オプティックパリミキ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-254-0152 小売

オンデーズ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 0120-900-298 小売

グローバルセレクション　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-213-5410 小売

島村楽器　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-0520 小売

セリア　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-3718 小売

ゾフ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1664 小売

パニパニ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1666 小売

ルネファミーユ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1607 小売

スターバックスコーヒー　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1525 グルメ

もりもり寿し　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1567 グルメ

リストランテぶどうの森　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1560 グルメ

みんなDEステーキ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-255-0518 グルメ

果汁工房　果琳　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-2720 グルメ

金むす　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1702 グルメ

築地銀だこ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1280 グルメ

ディッパーダン　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-256-0061 グルメ

長崎ちゃんぽん　リンガーハット　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-213-5227 グルメ

８番らーめん　麺座　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1686 グルメ

ペッパーランチ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-288-2992 グルメ

げんき堂整骨院/ゲンキプラス骨盤ラボ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1574 その他

はん・印刷　大谷　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1716 小売

ヘアカラー専門店　フフ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-254-5218 その他

ペテモ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1381 小売

ヤングドライ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1351 小売

スタジオB'M　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1566 小売

AMERICAN HOLIC　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1623 小売

Green Parks topic　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1338 小売

マックハウス(Mac-House)　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-254-1789 小売

ABCマート　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-254-1547 小売

cosmura　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-201-8083 小売

サイゼリヤ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-1028 グルメ

coca(コカ)　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 050-5896-3118 小売

大阪屋ショップ　かほく店 929-1177 かほく市 かほく市白尾ニ9-1 076-208-5536 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ドラッグコスモス七塚店 929-1173 かほく市 かほく市遠塚ロ17-7 076-285-8015 その他

クスリのアオキ高松店 929-1215 かほく市 かほく市高松24番2 076-282-5858 小売

クスリのアオキ宇ノ気店 929-1122 かほく市 かほく市七窪17 076-283-6860 小売

クスリのアオキ浜北店 929-1174 かほく市 かほく市浜北ロ93番地1 076-256-0150 小売

クスリのアオキ高松北店 929-1215 かほく市 かほく市高松55番地1 076-254-0286 小売

クスリのアオキ新七塚店 929-1177 かほく市 かほく市白尾ロ46番地1 076-254-6270 小売

芝寿し　イオンかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25 076-289-1043 小売

さぶろうべい　高松店 929-1215 かほく市 かほく市高松丁42 076-281-0529 グルメ

サーティワンアイスクリーム　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25番　イオンかほくショッピングセンター内 076-289-0531 小売

Aコープ　かほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角1丁目24-1 076-283-5222 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

コメダ珈琲店　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-3181 グルメ

中央コンタクト　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく1F 076-289-0561 小売

エルサカエ イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角タ-25 076-289-8888 小売

イオンスタイルかほく店 929-1198 かほく市 かほく市内日角タ25番地 076-289-1000 小売

ファミリーマート　かほくバイパス店 929-1105 かほく市 かほく市横山イ28番地 076-285-2831 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　かほくななくぼ店 929-1122 かほく市 かほく市七窪ハ44番地1 076-283-3482 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　かほく高松中央店 929-1215 かほく市 かほく市高松ウ1番1 076-281-8031 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　かほく七塚店 929-1174 かほく市 かほく市浜北イ12番4 076-283-5010 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　かほく松浜店 929-1172 かほく市 かほく市松浜イ11番地3 076-285-1351 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　かほく大崎南店 929-1126 かほく市 かほく市内日角カ1番1 076-283-8944 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　白尾インター店 929-1177 かほく市 かほく市白尾ヌ13番1 076-283-9122 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

オートバックス　かほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角ワ31番地 076-283-4141 小売

ローソン　かほく狩鹿野店 929-1114 かほく市 かほく市狩鹿野ヌ51-1 076-283-0635 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　かほく秋浜店 929-1175 かほく市 かほく市秋浜ハ18-2 076-283-5286 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ヤマダデンキ ヤマダアウトレットかほく店 929-1125 かほく市 かほく市宇野気イ105-1 076-283-7822 その他
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すしべん　かほく店 929-1117 かほく市 かほく市鉢伏ト51-1 076-283-8388 グルメ

すしべん　白尾インター店 929-1177 かほく市 かほく市白尾ツ20-1 076-283-6800 グルメ

Burning Cafe 929-1210 かほく市 かほく市学園台4丁目31番地 076-205-5558 グルメ

アプレシオ　イオンかほく店 929-1125 かほく市 かほく市宇野気ロ10 076-283-6175 遊興施設

レストラン　シェ・ミノール 929-1177 かほく市 かほく市白尾タ19番地6 076-283-7566 グルメ

メイクとコスメとエステ　Binocot ゆり 929-1215 かほく市 かほく市高松ウ73-2 076-282-5455 小売

ユニクロ　イオンモールかほく店 929-1126 かほく市 かほく市内日角夕25番 076-289-1379 小売

株式会社　宇野気石油　宇野気バイパスCS 929-1126 かほく市 かほく市内日角1-30 076-283-0515 その他

民宿　きくのや 929-1176 かほく市 かほく市外日角1-4-36 076-283-1678 その他

魚料理・民宿　やまじゅう 929-1174 かほく市 かほく市浜北ハ20-1 076-283-3455 その他

河北亭 929-1215 かほく市 かほく市高松ナ13番地 076-281-0013 その他

酒のこんちきたい 929-1212 かほく市 かほく市中沼ナ163-1 076-281-1890 小売

中華料理　梅花(めいふぁ) 929-1125 かほく市 かほく市宇野気リ207番地6　かほくホテルなごみ亭　内 076-282-9753 グルメ

シネマサンシャインかほく 929-1198 かほく市 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F 076-289-1911 その他

ホームプラザナフコかほく店 929-1123 かほく市 かほく市森ヨ87-1 076-283-7681 小売

輪島朝市　お土産の店　きたやま　北山育 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-95 0768-22-0578 小売

輪島朝市　マイショップマツオ  本町店 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-70 0768-22-7012 小売

輪島朝市　れい子のお店　池端麗子 928-0001 輪島市 輪島市河井町6-88-35 0768-22-3529 小売

輪島朝市　井上美栄 928-0005 輪島市 輪島市大野町城兼37-28 0768-22-7091 小売

輪島朝市　沖崎商店　沖崎雅美 928-0075 輪島市 輪島市鳳至町下町164-8 0768-22-3356 小売

輪島朝市　俺の仕事や　坂正三 928-0011 輪島市 輪島市杉平町深見田12-4 090-7082-0368 小売

輪島朝市　海産物ふるくら　古倉れい子 928-0071 輪島市 輪島市輪島崎町3-27 0768-22-7081 小売

輪島朝市　株式会社つかもと　塚本圭一郎 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-90 0768-22-0672 小売

輪島朝市　喜三漆芸工房 928-0002 輪島市 輪島市久手川町堂山27-3 0768-23-8112 小売

輪島朝市　吉浦由紀 928-0074 輪島市 輪島市鳳至町鳳至丁61 0768-22-6058 小売

輪島朝市　今門幸子 928-0021 輪島市 輪島市二ツ屋町8字26-4 0768-22-8621 小売

輪島朝市　細道商店　細道貴子 928-0076 輪島市 輪島市鳳至町石浦町57 090-8703-9552 小売

輪島朝市　坂下商店　北岡和子 928-0005 輪島市 輪島市大野町糸作22-8 090-9765-5138 小売

輪島朝市　坂角鮮魚店　坂角春枝 928-0071 輪島市 輪島市輪島崎町1-78-36 090-1395-7616 小売

輪島朝市　坂岸孝子 928-0068 輪島市 輪島市平成町32 0768-22-1470 小売

輪島朝市　山下百合子 928-0023 輪島市 輪島市気勝平町1-149 0768-23-0807 小売

輪島朝市　山西商店　山西利枝 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-66 0768-22-3001 小売

輪島朝市　四十澤典子 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-137-2 0768-22-0220 小売

輪島朝市　漆の店　かどっこ　谷内アイ子 928-0005 輪島市 輪島市大野町入道11-11 0768-22-4727 小売

輪島朝市　小岩秀子 928-0075 輪島市 輪島市鳳至町下町40 0768-22-1329 小売

輪島朝市　小林乾物店　小林政則 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-27 0768-22-0362 小売

輪島朝市　川端恵美子 928-0075 輪島市 輪島市鳳至町下町143 0768-22-5352 小売

輪島朝市　浅野和恵 928-0071 輪島市 輪島市輪島崎町1-78-147 0768-22-4304 小売

輪島朝市　第八幸洋丸 928-0071 輪島市 輪島市輪島崎町1-220-8 090-2373-7527 小売

輪島朝市　池辺るり子 928-0077 輪島市 輪島市鳳至町上町145-14 0768-22-6454 小売

輪島朝市　田中餅店　田中公枝 928-0062 輪島市 輪島市堀町2-4 0768-22-7564 小売

輪島朝市　二木洋子 928-0071 輪島市 輪島市輪島崎町1-78-267 090-1319-1988 小売

輪島朝市　梅本商店　梅本友子 928-0071 輪島市 輪島市輪島崎町1-78-13 090-7749-0121 小売

輪島朝市　板谷商店　板谷和行 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-107 0768-22-1781 小売

輪島朝市　板谷直子 928-0071 輪島市 輪島市輪島崎町1-22 0768-22-5479 小売

輪島朝市　浜谷順子 928-0075 輪島市 輪島市鳳至町下町55 080-2957-8714 小売

輪島朝市　浜木妙子 928-0071 輪島市 輪島市輪島崎町1-20 0768-22-2489 小売

輪島朝市　福岡誓古堂 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-88 0768-23-0071 小売

ドラッグコスモス輪島店 928-0022 輪島市 輪島市宅田町154番 0768-23-8171 小売

ドラッグストア　マツモトキヨシ　輪島店 928-0022 輪島市 輪島市宅田町１２－１ 0768-22-8555 その他

シメノドラッグ　門前店 927-2171 輪島市 輪島市門前町本市は17番 0768-42-3133 その他

クスリのアオキ輪島店 928-0022 輪島市 輪島市宅田町58番地 0768-23-0105 小売

トヨタレンタカー　能登空港店 929-2372 輪島市 輪島市三井町洲衛10部11-1 能登空港ターミナルビル1F 0768-26-8100 交通機関

JAおおぞら諸岡給油所 927-2164 輪島市 輪島市門前町道下21-106-2 0768-43-1561 その他

JAおおぞら大屋給油所 928-0063 輪島市 輪島市水守町川フゴ13番地 0768-23-1270 その他

JAおおぞら町野給油所 928-0201 輪島市 輪島市町野町広江4字5番地 0768-32-0114 その他

能登おおぞら村　輪島 928-0001 輪島市 輪島市河井町23部1番地42 0768-23-4500 小売

セルフ輪島店 928-0012 輪島市 輪島市横地町1-84-4 0768-23-4410 その他

Aコープ　もんぜん店 927-2171 輪島市 輪島市門前町本市12-117-1 0768-42-1000 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

日産レンタカー　能登空港店 929-2372 輪島市 輪島市三井町洲衛10部11-1 0768-26-8123 その他

ファミリーマート　能登空港インター店 929-2372 輪島市 輪島市三井町洲衛ろ103番地1 0768-26-8033 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　輪島宅田店 928-0022 輪島市 輪島市宅田町157番地 0768-23-6020 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　輪島中段店 928-0041 輪島市 輪島市中段町長口3番地2 0768-23-6009 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　能登門前店 927-2175 輪島市 輪島市門前町清水3の54番地4 0768-42-3204 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　輪島横地町店 928-0012 輪島市 輪島市横地町1-2-2 0768-22-7717 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　輪島河井店 928-0001 輪島市 輪島市河井町六部88番地7 0768-23-6030 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　輪島中央店 928-0001 輪島市 輪島市河井町弐参22番地28 0768-22-2307 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

オートバックス 　輪島店 928-0024 輪島市 輪島市山岸町口の2 0768-22-5560 小売

ヤマダデンキ テックランド輪島店 928-0022 輪島市 輪島市宅田町55-1 0768-23-0088 その他

北鉄奥能登バス　輪島旅行センター 928-0001 輪島市 輪島市河井町20-1-131 0768-22-2314 交通機関

道の駅千枚田ポケットパーク 928-0256 輪島市 輪島市白米町ハ部99番地5千枚田レストハウス 0768-34-1004 小売

ぎふとかめだ 928-0061 輪島市 輪島市新橋通7-29-1 0768-22-0129 小売

株式会社　酒のはしもと 928-0001 輪島市 輪島市河井町1部59番地の1 0768-22-0209 小売

キロク時計店 928-0001 輪島市 輪島市河井町3部195 0768-22-0743 その他

Rapport du pain(ラポール デュ パン) 928-0008 輪島市 輪島市マリンタウン4-54 0768-23-4405 グルメ

アンデルセン 928-0061 輪島市 輪島市新橋通6-11-1 0768-22-1863 小売

うつわわいち 928-0001 輪島市 輪島市河井町4-42 0768-23-8101 小売

おみやげ処　高田 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-151-3 0768-22-3336 小売

カフェS 928-0001 輪島市 輪島市河井町3-151 0768-22-7288 グルメ

カフェレストラン　マリナーズ 928-0001 輪島市 輪島市河井町15部13番地51 0768-22-8575 グルメ

カフェ　一互一笑 928-0022 輪島市 輪島市宅田町25字4番10 0768-22-4141 グルメ
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ワイプラザグルメ館　輪島店 928-0022 輪島市 輪島市宅田町41番地 0768-22-8500 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

さかた屋 928-0061 輪島市 輪島市新橋通8-1 0768-22-1704 小売

サンライズ杉平SS 928-0011 輪島市 輪島市杉平町大百苅48 0768-22-8119 その他

そば禅 927-2164 輪島市 輪島市門前町道下わ1 0768-42-2950 グルメ

なつめの店　小西 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-12-2 0768-22-0317 小売

ぬし蔵　天甚権兵衛商店 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-172 0768-22-0066 小売

ねぶた温泉　海游能登の庄 928-0005 輪島市 輪島市大野町鶴ヶ池72 0768-22-0213 その他

ねぶた温泉　能登の庄売店 928-0005 輪島市 輪島市大野町鶴ヶ池72 0768-22-0213 その他

のと×能登 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-153 070-2250-3751 グルメ

ハイディワイナリー　カフェ＆レストラン 927-2351 輪島市 輪島市門前町千代31-21 0768-42-2202 グルメ

ハイディワイナリー　ワインショップ 927-2351 輪島市 輪島市門前町千代31-21 0768-42-2622 グルメ

ファッションのわかば 928-0001 輪島市 輪島市河井町3-39-3 0768-22-0715 小売

ファッションハウス　イヴ 928-0001 輪島市 輪島市河井町4-150 0768-22-3675 小売

ファッションプラザヤスサキ　輪島店 928-0022 輪島市 輪島市宅田町41番地 0768-22-8733 小売

ホテルメルカート輪島 928-0011 輪島市 輪島市杉平町矢田2 0768-22-9680 その他

みのや呉服店 928-0001 輪島市 輪島市河井町2部61 0768-22-0375 小売

モード　都 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-79-9 0768-22-2555 小売

ラトリエ　ドゥ　ノト 928-0001 輪島市 輪島市河井町4-142 0768-23-4488 グルメ

リバーサイド二ツ屋SS 928-0021 輪島市 輪島市二ツ屋町1-15 0768-22-2873 その他

ヤスサキワイホーム　輪島店 928-0022 輪島市 輪島市宅田町41 0768-22-8739 小売

わじま観光案内センター 928-0001 輪島市 輪島市河井町20-1-131　道の駅輪島ふらっと訪夢内 0768-22-1503 小売

阿づま寿し 928-0001 輪島市 輪島市河井町19部1番地16 0768-22-2780 グルメ

一よし　高森漆器店 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-100 0768-22-0796 小売

永井豪記念館 928-0001 輪島市 輪島市河井町1部123番地 0768-23-0715 遊興施設

永井洋服店 928-0001 輪島市 輪島市河井町1部108番地 0768-22-2113 小売

遠島商店 928-0001 輪島市 輪島市河井町1部115番地 0768-22-0358 小売

塩の駅　輪島塩 928-0231 輪島市 輪島市町野町大川ハ17-2 0768-32-1177 小売

塩安漆器工房 928-0032 輪島市 輪島市小伊勢町日隅20 0768-22-1166 小売

角商店 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-137-3 0768-22-3265 小売

割烹　喜芳 928-0008 輪島市 輪島市マリンタウン6-1 0768-22-5053 グルメ

株式会社　関山 928-0078 輪島市 輪島市鳳至町稲荷町100-1 0768-22-5871 小売

株式会社　相上漆器工房 928-0041 輪島市 輪島市中段町長口37-6 0768-22-0932 小売

株式会社　輪島屋善仁 928-0068 輪島市 輪島市平成町68番地 0768-22-0521 小売

丸山料理店 927-2152 輪島市 輪島市門前町広瀬ロ-1 0768-42-0221 グルメ

岩多箸店 928-0042 輪島市 輪島市山本町ヲシヤ田8-7 0768-22-0346 小売

喫茶　翁 928-0001 輪島市 輪島市河井町17-2-16 0768-22-0300 グルメ

蕎麦処　やぶかぶれ 928-0001 輪島市 輪島市河井町弐部208 0768-23-4890 グルメ

錦光堂 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-109 0768-22-0205 小売

櫛比の庄　禅の里交流館 927-2151 輪島市 輪島市門前町走出6の10番地 0768-42-3550 遊興施設

御食事処　はしもとや 927-2151 輪島市 輪島市門前町走出2-106-1 0768-42-0113 グルメ

幸福さん 927-2156 輪島市 輪島市門前町門前1998 0768-42-0035 小売

港タクシー 928-0001 輪島市 輪島市河井町6部14番38 0768-22-2360 交通機関

黒島天領北前船資料館 927-2165 輪島市 輪島市門前町黒島町ロの114番地2 0768-43-1135 遊興施設

彩花亭 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-5 0768-22-9311 グルメ

漆の郷交流館 928-0001 輪島市 輪島市河井町24-11 0768-22-3800 小売

漆市番　マリン店 928-0008 輪島市 輪島市マリンタウン1-1　海の駅六銘館 0768-23-0234 小売

漆市番　本店 928-0001 輪島市 輪島市河井町24-59-4 0768-23-1011 小売

手づくりの店　すずき 928-0001 輪島市 輪島市河井町18-42 0768-22-2178 小売

酒のたかた 928-0001 輪島市 輪島市河井町24-11 0768-22-0147 小売

寿し処　伸福 928-0001 輪島市 輪島市河井町5-41-23 0768-22-8133 グルメ

重要文化財 旧角海家住宅 927-2165 輪島市 輪島市門前町黒島町ロ94番地 0768-43-1135 遊興施設

助ずし 928-0001 輪島市 輪島市河井町3部26番地2 0768-22-4101 グルメ

小浦商店 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-75-1 0768-22-0204 小売

小西庄五郎漆器店 928-0001 輪島市 輪島市河井町1部148番地1 0768-22-1052 小売

松本漆器店ギャラリー遊庵 928-0001 輪島市 輪島市河井町2部128 0768-22-0084 小売

焼き鳥・モツ鍋　JIN 928-0001 輪島市 輪島市河井町3-118-1 0768-23-4123 グルメ

焼肉けいしん 928-0022 輪島市 輪島市宅田町1-2 0768-22-5511 グルメ

hanajun(焼肉家　花じゅん) 928-0008 輪島市 輪島市マリンタウン4番地3 0768-22-1885 グルメ

森谷寝具店 928-0001 輪島市 輪島市河井町3部199番地の1 0768-22-5650 小売

深三 928-0001 輪島市 輪島市河井町4-4 0768-22-9933 その他

石川県輪島漆芸美術館 928-0063 輪島市 輪島市水守町四十苅11番地 0768-22-9788 遊興施設

泉秀芳堂 928-0001 輪島市 輪島市河井町2部44 0768-22-0016 小売

曽又写真館 928-0001 輪島市 輪島市河井町4-77 0768-22-0523 小売

大徹　吉峰庵 928-0001 輪島市 輪島市河井町22-47-12 0768-22-6612 小売

炭火焼鳥　とり彩 928-0008 輪島市 輪島市マリンタウン4-22 0768-22-2567 グルメ

漆の店たけはら 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-89 0768-22-9545 小売

朝市みやげ処 928-0001 輪島市 輪島市河井町1部94番地 0768-23-0070 小売

朝市わらじ屋 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-94　朝市みやげ処 0768-23-0061 小売

天田商店 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-26-1 0768-22-1071 小売

藤八屋　本店 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-28-3 0768-22-0770 小売

藤八屋　輪島工房長屋店 928-0001 輪島市 輪島市河井町4-66-1 0768-22-0770 小売

道の駅　赤神 927-2345 輪島市 輪島市門前町赤神壱の110 0768-45-1001 グルメ

道下商店　朝市店 928-0012 輪島市 輪島市横地町28番地 0768-23-1977 小売

日本料理　富成 928-0201 輪島市 輪島市町野町広江26-18 0768-32-0402 グルメ

能登・門前ファミリーイン　ビュー・サンセット 927-2351 輪島市 輪島市門前町千代29-58 0768-42-2050 その他

能登ロマン 928-0001 輪島市 輪島市河井町4部43-3 0768-22-8344 小売

能登空港売店　セレンディピティ 929-2372 輪島市 輪島市三井町洲衛10-11-1 0768-26-2520 小売

冨水商店 928-0075 輪島市 輪島市鳳至町下町63 0768-22-1019 小売

民芸御食事処　まだら館 928-0001 輪島市 輪島市河井町4-103 0768-22-3453 グルメ

門前じんのびの湯 927-2351 輪島市 輪島市門前町千代ハ-4-2 0768-42-2100 観光施設

吉野屋　本店 928-0201 輪島市 輪島市町野町広江1部40番1地 0768-32-0065 小売
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吉野屋　輪島店 928-0001 輪島市 輪島市河井町20部1-23 0768-22-7720 小売

邑田商店 928-0061 輪島市 輪島市新橋通8-2-18 0768-22-0735 小売

里山まるごとホテル　お食事処　茅葺庵 929-2378 輪島市 輪島市三井町小泉漆原14-2 0768-26-1181 その他

輪島キリコ会館 928-0008 輪島市 輪島市マリンタウン6-1 0768-22-7100 遊興施設

輪島ドラマ記念館 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-38 0768-23-1123 小売

輪島温泉　八汐 928-0073 輪島市 輪島市鳳至町袖ヶ浜1 0768-22-0600 その他

輪島 海房 やまぐち 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-91 0768-22-0239 小売

輪島朝市みやげ処　畠中商店 928-0001 輪島市 輪島市河井町1部67番地 0768-22-0020 小売

輪島塗　桂月堂 928-0061 輪島市 輪島市新橋通7-107-7 0768-22-0285 小売

輪島塗の稲忠 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-244 0768-22-2300 小売

輪島塗会館 928-0001 輪島市 輪島市河井町24部55番地 0768-22-2155 小売

輪島網元とね 928-0231 輪島市 輪島市町野町大川ル42-4 0768-32-0005 その他

のどぐろ総本店 928-0001 輪島市 輪島市河井町５－２４０－４ 0768-22-1115 グルメ

持寺珈琲 927-2175 輪島市 輪島市門前町清水2-4　總持寺祖院内 0768-42-1888 グルメ

大積晴夫商店 928-0074 輪島市 輪島市鳳至町鳳至丁4番地 0768-22-5635 小売

八井浄漆器本店 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-47-2 0768-22-0218 小売

わら庄 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-70-5 0768-22-1140 グルメ

Agradito 928-0008 輪島市 輪島市マリンタウン4-9 0768-23-1801 グルメ

HAPPY Rest 928-0001 輪島市 輪島市河井町1部100番地 0768-23-0122 小売

KALPA 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-72-1 0768-22-0036 グルメ

A STORE WAJIMA 928-0001 輪島市 輪島市河井町20部1-131 0768-22-7832 小売

イタリア料理　アユート 928-0001 輪島市 輪島市河井町3-158-1 0768-23-4266 グルメ

たたみ靴店 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-40-8 0768-22-1383 小売

なかこ商店 928-0001 輪島市 輪島市河井町1部39番地 0768-22-2112 小売

ニューフルカワ 928-0023 輪島市 輪島市気勝平町52-37 0768-22-4325 小売

のと吉 928-0001 輪島市 輪島市河井町4-153-1 0768-22-6636 グルメ

ラーメンハウス元気屋 928-0003 輪島市 輪島市塚田町2-43-4 0768-22-3401 グルメ

わいちせん 928-0001 輪島市 輪島市河井町4部101番地1 0768-23-1260 小売

株式会社　ワシロ 928-0001 輪島市 輪島市河井町2部40番地8 0768-22-1383 小売

株式会社　白藤酒造店 928-0077 輪島市 輪島市鳳至町上町24番地 0768-22-2115 小売

坂本漆器店　朝市店 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-11 0768-22-0510 グルメ

酒いちば・しもはら 928-0008 輪島市 輪島市マリンタウン4番地8・4番地15 0768-23-4479 小売

酒ブティックおくだ 928-0079 輪島市 輪島市鳳至町畠田3-65 0768-22-0153 小売

曹洞宗大本山　總持寺祖院 927-2156 輪島市 輪島市門前町門前1-18甲 0768-42-0005 観光施設

日吉酒造店 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-27-1 0768-22-0130 小売

美喜寿司 928-0001 輪島市 輪島市河井町5-228 0768-22-3078 グルメ

柚餅子総本家中浦屋　朝市店 928-0001 輪島市 輪島市河井町1部103番地3 0768-22-0131 小売

柚餅子総本家中浦屋　本町店 928-0001 輪島市 輪島市河井町2部70番地 0768-22-0131 小売

輪島工房長屋 928-0001 輪島市 輪島市河井町4-66-1 0768-23-0011 観光施設

輪島朝市横丁 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-159 0768-23-4535 グルメ

輪島塗　太王 928-0003 輪島市 輪島市塚田町2-25-8 0768-22-6060 小売

鮓井商店 928-0001 輪島市 輪島市河井町2部59番地 0768-22-6812 小売

吉田漆器工房 928-0001 輪島市 輪島市河井町21-64-38 0768-22-2246 小売

割烹　夥汲 928-0063 輪島市 輪島市水守町堂端31-1 0768-23-4809 グルメ

塗太郎 928-0001 輪島市 輪島市河井町1部95番地 0768-22-6040 小売

ホテルルートイン輪島 928-0008 輪島市 輪島市マリンタウン１番-2 050-5576-7801 その他

ROSS　STUDIOS　GALLERY 928-0001 輪島市 輪島市河井町4-66-1　E,F なし 小売

フォトわらびの 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-26-1 0768-22-0372 小売

ペンションハトヤ 928-0001 輪島市 輪島市河井町6-53 0768-22-9999 その他

ニッポンレンタカー　能登空港営業所 929-2372 輪島市 輪島市三井町洲衛10部11-1(能登空港内) 0768-26-2511 その他

株式会社塩徳屋漆器店 928-0001 輪島市 輪島市河井町1部89番地の2 0768-22-0445 小売

オリゾンテ 928-0001 輪島市 輪島市河井町4-67 0768-22-1777 グルメ

食事処わじもん 928-0008 輪島市 輪島市マリンタウン4-2 0768-23-4999 グルメ

ずるずる 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-286-5　輪島Kビル1F 090-7575-4140 グルメ

有限会社鶴竹 928-0023 輪島市 輪島市気勝平町52-85 0768-22-7300 観光施設

メガネスーパー　輪島ワイプラザ店 928-0022 輪島市 輪島市宅田町41 0768-23-0900 小売

わじまんま 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-158-1 0768-22-3515 グルメ

輪島朝市　てふてふ 928-0001 輪島市 輪島市河井町2-40-1 0768-22-6304 小売

クスリのアオキ　門前店 927-2151 輪島市 輪島市門前町走出8の77番地1 0768-23-4501 小売

輪島朝市　沖崎百合子 928-0042 輪島市 輪島市山本町1-6 090-3885-6122 小売

輪島朝市　中村鮮魚店　中村幸子 928-0071 輪島市 輪島市輪島崎町1-63 0768-22-4332 小売

輪島朝市　尾崎朱美 928-0079 輪島市 輪島市鳳至町畠田83-50 0768-22-3581 小売

輪島朝市　冨水和美 928-0075 輪島市 輪島市鳳至町下町163 0768-22-2896 小売

輪島朝市　野村君子 928-0001 輪島市 輪島市河井町1-89-8 090-6811-7527 小売

輪島タクシー株式会社 928-0001 輪島市 輪島市河井町19-1-6 0768-22-2121 交通機関

輪島キリモト・漆のスタジオ　本店 928-0011 輪島市 輪島市杉平町大百苅70番5 0768-22-0842 小売

輪島朝市　松下和美 928-0071 輪島市 輪島市輪島崎町1-165-6 0768-22-4305 小売

きらら内灘店 920-0274 内灘町 河北郡内灘町向粟ヶ崎5-24 076-238-4451 その他

ドラッグコスモス内灘店 920-0276 内灘町 河北郡内灘町緑台2丁目204-1 076-237-5509 その他

ウエルシア内灘店 920-0274 内灘町 河北郡内灘町字向粟崎1丁目448番地 076-238-8050 その他

クスリのアオキ鶴ケ丘店 920-0271 内灘町 河北郡内灘町字鶴ケ丘五丁目1番地350 076-286-6220 小売

クスリのアオキ　鶴ケ丘東店 920-0271 内灘町 河北郡内灘町字鶴ケ丘2丁目606番地 076-201-8905 小売

アルビス　内灘店 920-0266 内灘町 河北郡内灘町大根布1-8-1 076-286-2311 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　河北内灘店 920-0271 内灘町 河北郡内灘町字鶴ケ丘1丁目303番地 076-286-2360 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　内灘大根布店 920-0266 内灘町 河北郡内灘町字大根布五丁目288番地 076-286-9029 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　内灘鶴ヶ丘店 920-0271 内灘町 河北郡内灘町字鶴ケ丘四丁目122番地 076-286-8180 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　内灘向粟崎店 920-0274 内灘町 河北郡内灘町字向粟崎1丁目430番地 076-208-2080 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　内灘向陽台店 920-0272 内灘町 河北郡内灘町字向陽台1-207 076-208-2144 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　内灘大学通り店 920-0266 内灘町 河北郡内灘町字大根布六丁目101番 076-286-2628 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

マックスバリュ　内灘店 920-0277 内灘町 河北郡内灘町字千鳥台4丁目1番 076-237-5532 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ひまわりポンポン 920-0277 内灘町 河北郡内灘町千鳥台4-1　コンフォモール内灘 076-237-3707 グルメ
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樫田堂　内灘店 920-0275 内灘町 河北郡内灘町旭ケ丘112-2 076-237-7636 小売

内灘町サイクリングターミナル 920-0264 内灘町 河北郡内灘町宮坂に1番3 076-286-3766 その他

和乃食　はねや 920-0272 内灘町 河北郡内灘町向陽台1丁目12 076-239-0007 グルメ

自家焙煎工房　ひだまり 920-0266 内灘町 河北郡内灘町大根布と202-5 076-256-1632 グルメ

ジャンティールキタカミ　内灘本店 920-0271 内灘町 河北郡内灘町鶴ヶ丘3丁目-138-3 076-238-7770 小売

HORITA PICNIC 920-0265 内灘町 河北郡内灘町字大学1-4-1　道の駅　内灘サンセットパーク 076-286-5161 グルメ

道の駅内灘サンセットパーク 920-0265 内灘町 河北郡内灘町字大学1-4-1 076-255-0007 小売

(株)アロエ　内灘S.S. 920-0274 内灘町 河北郡内灘町向粟崎5丁目16 076-238-5655 小売

のと海洋ふれあいセンター 927-0552 能登町 鳳珠郡能登町越坂3-47 0768-74-1919 観光施設

ホテルのときんぷら 927-0552 能登町 鳳珠郡能登町越坂11-51 0768-74-0051 その他

シメノドラッグ　宇出津店 927-0433 能登町 鳳珠郡能登町字宇出津山分壱18-1 0768-62-8255 その他

シメノドラッグ　松波店 927-0602 能登町 鳳珠郡能登町松波14-11 0768-72-2230 その他

クスリのアオキ宇出津店 927-0435 能登町 鳳珠郡能登町字宇出津新港2丁目8番地 0768-62-2120 小売

Aコープ　能都店 927-0433 能登町 鳳珠郡能登町宇出津ト16番地1 0768-62-2229 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

JAおおぞら上町給油所 928-0313 能登町 鳳珠郡能登町天坂ヘ部17 0768-76-0178 その他

イカの駅つくモール 927-0552 能登町 鳳珠郡能登町越坂18字18番地1 0768-74-1399 小売

イカの駅つくモール　レストランつくも 927-0552 能登町 鳳珠郡能登町字越坂18字18番地1 0768-74-1399 観光施設

ファミリーマート　能登松波店 927-0602 能登町 鳳珠郡能登町字松波弐六字40番地1 0768-72-0410 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　能登柳田店 928-0313 能登町 鳳珠郡能登町字天坂ろ19番地 0768-76-2054 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　能都宇出津店 927-0433 能登町 鳳珠郡能登町宇出津タ字12番地1 0768-62-8099 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ENEOS　鵜川駅前SS　洲崎順二商店 927-0302 能登町 鳳珠郡能登町鵜川21-47 0768-67-1241 その他

ENEOS　オートオアシスつくも湾給油所 927-0554 能登町 鳳珠郡能登町市之瀬11-1-1 0768-74-0336 その他

かくだストア 927-0432 能登町 鳳珠郡能登町宇出津新149 0768-62-0032 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ショッピングタウンアルプ　キャンドゥ能登店 927-0435 能登町 鳳珠郡能登町宇出津新港2-7 0768-62-4811 小売

ショッピングタウンアルプ　シャディサラダ館 927-0435 能登町 鳳珠郡能登町宇出津新港2-7 0768-62-4813 小売

ショッピングタウンアルプ　ラフェーリア店 927-0435 能登町 鳳珠郡能登町宇出津新港2-7 0768-62-4811 小売

ショッピングタウンアルプ　太郎と花子 927-0435 能登町 鳳珠郡能登町宇出津新港2-7　ショッピングタウンアルプ 0768-62-4837 小売

ショッピングタウンたかだや　アルプ店 927-0435 能登町 鳳珠郡能登町宇出津新港2-7　ショッピングタウンアルプ 0768-62-4811 小売

ショッピングタウン　ブックスアルプ店 927-0435 能登町 鳳珠郡能登町宇出津新港2-7　ショッピングタウンアルプ 0768-62-4837 小売

のとのファクトリー 928-0312 能登町 鳳珠郡能登町上町イ部46番地6　 0768-76-8100 グルメ

民宿割烹　かね八 927-0435 能登町 鳳珠郡能登町宇出津新港2丁目17番地 0768-62-0162 小売

国民宿舎　能登うしつ荘 927-0565 能登町 鳳珠郡能登町羽根5字4番地 0768-62-2295 その他

国民宿舎　能登やなぎだ荘 928-0331 能登町 鳳珠郡能登町柳田知部1番地 0768-76-1550 観光施設

数馬酒造株式会社 927-0433 能登町 鳳珠郡能登町字宇出津ヘ字36番地 0768-62-1200 小売

石川県柳田星の観察館「満天星」 928-0312 能登町 鳳珠郡能登町上町ロ1-1 0768-76-0101 遊興施設

体験交流施設　ラブロ恋路 927-0601 能登町 鳳珠郡能登町恋路3字18番地 0768-72-1234 その他

能登観光情報ステーション　たびスタ 927-0433 能登町 鳳珠郡能登町宇出津ト字29番地2　コンセールのと 0768-62-8530 観光施設

能登七見健康福祉の郷　なごみ 927-0301 能登町 鳳珠郡能登町七見ツ字100番地 0768-67-8200 観光施設

吉野屋　能登アルプ店 927-0435 能登町 鳳珠郡能登町宇出津新港2-7　アルプ内 0768-62-4828 小売

有限会社　広瀬石油店 927-0553 能登町 鳳珠郡能登町小木15-21-1 0768-74-1171 その他

有限会社　カネイシ 927-0553 能登町 鳳珠郡能登町小木18-6 0768-74-0410 小売

能登九十九湾　百楽荘 927-0552 能登町 鳳珠郡能登町越坂11-34 0768-74-1115 その他

能登町柳田植物公園　お花の日 928-0312 能登町 鳳珠郡能登町上町ロ部1-1 0768-76-1680 グルメ

セミナーハウス　山びこ 928-0333 能登町 鳳珠郡能登町黒川33号61番地 0768-76-1611 その他

Heart&Beer(ハートアンドビア)　日本海倶楽部 927-0605 能登町 鳳珠郡能登町字立壁92番地 0768-72-8181 グルメ

GUEST HOUSE　りゅうべぇ 927-0433 能登町 鳳珠郡能登町宇出津ロ字19-14 090-6354-6339 その他

真脇ポーレポーレ 927-0562 能登町 鳳珠郡能登町真脇19字110番地 0768-62-4700 その他

道の駅　桜峠 928-0334 能登町 鳳珠郡能登町当目2-24-24 0768-76-1518 小売

汝惚里ダイニング 927-0602 能登町 鳳珠郡能登町松波26-61-1 0768-72-1800 グルメ

民宿　ふらっと 927-0443 能登町 鳳珠郡能登町矢波27字26番地3 0768-62-1900 その他

249 927-0442 能登町 鳳珠郡能登町波並20字95-2 050-3697-0249 グルメ

(有)スーパーしんや 927-0553 能登町 鳳珠郡能登町小木15-18-5 0768-74-0305 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

松波酒造株式会社 927-0602 能登町 能登町松波30-114 0768-72-0005 小売

いわずみとんとん家 928-0325 能登町 鳳珠郡能登町神和住ア40 0768-76-1702 グルメ

プリスケア薬局 志賀店 925-0141 志賀町 羽咋郡志賀町高浜町ク8番地1 0767-32-1200 小売

ドラッグストア　マツモトキヨシ　富来店 925-0453 志賀町 羽咋郡志賀町里本江乙124番地 0767-42-2416 その他

ドラッグストア　マツモトキヨシ　高浜店 925-0141 志賀町 羽咋郡志賀町高浜ヤ69 0767-32-9001 その他

クスリのアオキ志賀高浜店 925-0141 志賀町 羽咋郡志賀町高浜町ヤの235番地１ 0767-32-3785 小売

ホームセンターロッキー富来店 925-0457 志賀町 羽咋郡志賀町給分甲134 0767-42-2654 小売

スーパーセンターロッキー志賀の郷店 925-0154 志賀町 羽咋郡志賀町末吉鵜島36-1 0767-32-4025 小売

Aコープ　とぎ店 925-0447 志賀町 羽咋郡志賀町富来領家町甲26-1 0767-42-2288 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　志賀富来店 925-0447 志賀町 羽咋郡志賀町富来領家町甲60番地1 0767-42-8322 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　能登高浜店 925-0141 志賀町 羽咋郡志賀町高浜町ケ1番30 0767-32-3465 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　志賀高浜店 925-0141 志賀町 羽咋郡志賀町高浜町ヤ16番地1 0767-32-6003 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　志賀町ますほ店 925-0453 志賀町 羽咋郡志賀町里本江乙179番地 0767-42-8030 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　志賀堀松店 925-0157 志賀町 羽咋郡志賀町堀松七1番地14 0767-32-3501 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ハウステリアかわらや 925-0446 志賀町 羽咋郡志賀町富来地頭町７の３番地 0767-42-0104 その他

いこいの村能登半島 925-0165 志賀町 羽咋郡志賀町上野18-1 0767-32-3131 その他

いさりび菊や 925-0447 志賀町 羽咋郡志賀町富来領家町タ-2-10 0767-42-2313 グルメ

カネヨ醤油直売所 925-0576 志賀町 羽咋郡志賀町鹿頭ムの2 0767-46-1001 小売

シーサイドヴィラ　渤海 925-0447 志賀町 羽咋郡志賀町富来領家町甲59番地 0767-42-8080 その他

パークイン日本海 925-0445 志賀町 羽咋郡志賀町富来牛下ユ-1-1 0767-48-1436 小売

ペンションタイムリー 925-0156 志賀町 羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ部1-103 0767-32-3654 グルメ

CAVES DELA ますもと 925-0141 志賀町 羽咋郡志賀町高浜町ツ82番地5 0767-32-0046 小売

寺岡精肉本店 925-0447 志賀町 羽咋郡志賀町富来領家町甲の26 0767-42-1500 小売

酒友館 925-0154 志賀町 羽咋郡志賀町末吉12-1番地 0767-32-5266 小売

道の駅　とぎ海街道 925-0447 志賀町 羽咋郡志賀町富来領家町タの2の11番地 0767-42-0975 小売

能登金剛交通 本社営業所 925-0457 志賀町 羽咋郡志賀町給分ニ60番地の3 0767-42-1144 交通機関

和風ペンション　ふるさと 925-0156 志賀町 羽咋郡志賀町矢蔵谷ム1-96 0767-32-4080 その他

有限会社　みそまんじゅう本舗　竹内　志賀町店 925-0142 志賀町 羽咋郡志賀町福野5-1-18 0767-32-2701 小売

アクアパーク　シ・オン 925-0154 志賀町 羽咋郡志賀町末吉新保向22番地1 0767-32-8555 観光施設
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シャディナカガワ　高浜店 925-0141 志賀町 羽咋郡志賀町高浜町ク32番地1 0767-32-3800 小売

ハートランドヒルズin能登 925-0141 志賀町 羽咋郡志賀町高浜町ク32-1 0767-32-3800 小売

高浜タクシー　大島営業所 925-0147 志賀町 羽咋郡志賀町大島8字17-2 0767-32-0041 交通機関

高浜タクシー　本社営業所 925-0154 志賀町 羽咋郡志賀町末吉相瀬4番地2 0767-32-0175 交通機関

能登ゴルフ倶楽部 925-0164 志賀町 羽咋郡志賀町大津峰山5 0767-32-1212 スポーツ

ショップス　マキホカ 925-0141 志賀町 羽咋郡志賀町高浜町クの3の62 0767-32-0023 小売

湖月館 925-0446 志賀町 羽咋郡志賀町富来地頭町8-176-3 0767-42-0026 その他

能登金剛遊覧船 925-0315 志賀町 羽咋郡志賀町福浦港ミの20番甲1地 0767-48-1233 交通機関

海の宝石　蜂屋 925-0345 志賀町 羽咋郡志賀町富来牛下ル-6-1 0767-48-1513 小売

海の宝石蜂屋　鷹の巣店 925-0345 志賀町 羽咋郡志賀町富来牛下ル1-2 0767-48-1513 小売

ペンション＆カフェ　クルーズ 925-0156 志賀町 羽咋郡志賀町矢蔵谷子４ー３２ 0767-32-3896 その他

株式会社伴長商店　高浜東SS 925-0141 志賀町 羽咋郡志賀町高浜町クの28番地の6 0767-32-0408 その他

ロイヤルホテル　能登 925-0156 志賀町 羽咋郡志賀町矢蔵谷 0767-32-3111 その他

能登旬菜ダイニング市左衛門 925-0154 志賀町 羽咋郡志賀町末吉千古1-6 0767-32-0073 グルメ

花のミュージアム　フローリィ 925-0161 志賀町 羽咋郡志賀町赤住14-54-1 0767-32-8787 小売

トレンディ志賀SS 925-0154 志賀町 羽咋郡志賀町末吉寅136-1 0767-32-3632 小売

TOGISO 925-0574 志賀町 羽咋郡志賀町赤崎ロ58-1 050-3708-1030 交通機関

旅の駅　巌門 925-0345 志賀町 羽咋郡志賀町富来牛下リ37 0767-48-1261 小売

８番らーめん　富来店 925-0447 志賀町 羽咋郡志賀町富来領家町タ-2-11 0767-42-0700 グルメ

業務スーパー押水店 929-1303 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町河原ミ58 0767-28-8111 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

シメノドラッグ　今浜店 929-1344 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町今浜ヲ173番10 0767-28-5661 その他

アルビス　羽咋宝達志水店 929-1421 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町二口へ7番地 0767-29-8100 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　羽咋今浜店 929-1344 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町今浜ト176-1 0767-28-8176 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　新今浜インター店 929-1341 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町宿四75番地3 0767-28-2710 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　宝達志水店 929-1425 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町子浦甲32番 0767-29-2040 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

すしべん　宝達店 929-1303 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町河原362 0767-28-2200 グルメ

かっぱ鮨 929-1312 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町上田エ70番地 0767-28-2023 グルメ

居酒屋　味好 929-1426 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町荻市い1 0767-29-4337 グルメ

中川菓子舗 929-1425 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町子浦レ-182番地3 0767-29-2039 小売

之乎路窯(しおじがま) 929-1425 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町子浦ワ113 0767-29-2735 小売

能登カントリークラブ 929-1331 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町米出ワ1 0767-28-3155 スポーツ

宝達山本舗　松月堂 929-1343 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町小川2-127 0767-28-2378 小売

民宿　能登半島 929-1344 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町今浜ソ214 0767-28-2687 その他

御菓子司　たにぐち 929-1426 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町荻市へ9-1 0767-29-2112 小売

敷浪タクシー 929-1415 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町敷浪ホ90番地2 0767-29-2172 交通機関

めぐまこの家 929-1422 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町杉野屋ム35 0767-35-0045 小売

寿し割烹　かわばた 929-1344 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町今浜ト270-1 0767-28-4027 グルメ

無印良品　羽咋宝達志水店 929-1421 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町二口へ9-1 0767-23-5120 小売

ウエルシア珠洲野々江店 927-1213 珠洲市 珠洲市野々江町サ部96-1 0768-82-8281 その他

ドラッグストア　マツモトキヨシ　珠洲店 927-1213 珠洲市 珠洲市野々江町モ部47 0768-82-8081 その他

ドラッグストア　マツモトキヨシ　珠洲シーサイド店 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町1丁目1番22 0768-82-1626 その他

ファミリーマート　珠洲中央店 927-1215 珠洲市 珠洲市上戸町北方い部52番地の1 0768-82-8440 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　珠洲飯田店 927-1213 珠洲市 珠洲市野々江町シの部85番地の1 0768-82-2641 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　珠洲宝立町店 927-1221 珠洲市 珠洲市宝立町金峰寺未字14番地1 0768-84-1872 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　珠洲野々江店 927-1213 珠洲市 珠洲市野々江町ワの部66番地1 0768-82-2370 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

SHO-TATSU 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町15部38番地 0768-82-0310 グルメ

イタリアン・カフェ　こだま 927-1213 珠洲市 珠洲市野々江町サ部104-1 0768-82-0525 グルメ

お食事処　滝見亭 927-1326 珠洲市 珠洲市真浦町カ14 0768-32-0437 グルメ

カメラのはやし 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町15-90 0768-82-0188 小売

ギフト館イマイ 927-1215 珠洲市 珠洲市上戸町北方イ67番地1 0768-82-6888 小売

トラベル愛ランド　珠洲燈籠山通り店 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町11-85-2 0768-82-8877 その他

メルヘン日進堂 927-1215 珠洲市 珠洲市上戸町北方イ49-1 0768-82-0106 小売

ランプの宿 927-1451 珠洲市 珠洲市三崎町寺家10-11 0768-86-8000 小売

ろばた焼　あさ井 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町16-10-2 0768-82-0515 グルメ

株式会社　いも菓子の泉谷 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町15-11 0768-82-2114 小売

珠洲食品館ごはん屋 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町1-1 0768-82-8888 コンビニエンスストア・スーパーマーケット
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取扱店舗名 郵便番号 エリア 所在地 電話番号 業態

株式会社　のとじ荘 927-1222 珠洲市 珠洲市宝立町鵜飼1字30番地1 0768-84-1621 その他

遊覧漁船　輝丸 927-1204 珠洲市 珠洲市蛸島町ネ-62　蛸島漁港内 090-3763-2321 遊興施設

今井商店本店 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町13部92番地 0768-82-0116 小売

珠洲焼館 927-1204 珠洲市 珠洲市蛸島町1部2番地480 0768-82-5073 小売

珠洲製塩 927-1322 珠洲市 珠洲市長橋町13字17番地2 0768-87-8080 小売

寿し吉 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町15部25番地 0768-82-1269 グルメ

庄屋の館 927-1326 珠洲市 珠洲市真浦町カ10-1 0768-32-0372 グルメ

多間栄開堂 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町10-11 0768-82-0121 小売

灯りの宿　まつだ荘 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町26-42-1 0768-82-1117 その他

道の駅　すずなり 927-1213 珠洲市 珠洲市野々江町シの部15番地 0768-82-4688 小売

道の駅　すず塩田村 927-1324 珠洲市 珠洲市清水町1-58-1 0768-87-2040 小売

民宿・お食事　むろや 927-1204 珠洲市 珠洲市蛸島町ナ部123 0768-82-1188 グルメ

木ノ浦ビレッジ 927-1446 珠洲市 珠洲市折戸町ホ部25-1 0768-86-2014 その他

吉野屋　珠洲飯田店 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町5-74-1 0768-82-4500 小売

有限会社　越後石油 927-1223 珠洲市 珠洲市宝立町鵜島ロ字16番地1 0768-84-1618 その他

櫻田酒造株式会社 927-1204 珠洲市 珠洲市蛸島町ソ部93番地 0768-82-0508 小売

禄光旅館 927-1441 珠洲市 珠洲市狼煙町ヘの部78番地 0768-86-2026 その他

E' Cafe 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町1-1-8　ラポルトすず内 0768-82-8301 グルメ

いづみや 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町15部5番地 0768-82-0072 グルメ

しお・CAFE 927-1323 珠洲市 珠洲市片岩町ノ部12 0768-87-2111 グルメ

ホテル海楽荘 927-1326 珠洲市 珠洲市真浦町カ16 0768-32-1078 その他

レストラン　浜中 927-1217 珠洲市 珠洲市上戸町南方イ21 0768-82-2595 グルメ

道の駅　狼煙 927-1441 珠洲市 珠洲市狼煙町テ部11番地 0768-86-2525 小売

鉢ヶ崎オートキャンプ場 927-1204 珠洲市 珠洲市蛸島町鉢ヶ崎36-2 0768-82-7300 観光施設

鉢ヶ崎ケビン 927-1204 珠洲市 珠洲市蛸島町1-1 0768-82-4322 観光施設

夢のと 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町15-5 0768-82-8181 小売

揚げ浜　製塩所店 927-1302 珠洲市 珠洲市笹波町31-6 0768-87-2799 小売

狼煙館 927-1441 珠洲市 珠洲市狼煙町ヲ部9番地 0768-86-2021 その他

宗玄酒造株式会社　本社 927-1225 珠洲市 珠洲市宝立町宗玄24-22 0768-84-1314 小売

珠洲ビーチホテル 927-1204 珠洲市 珠洲市蛸島町1部2番地480 0768-82-7000 その他

奥能登古民家　雅 927-1204 珠洲市 珠洲市蛸島町レ65-2 なし 観光施設

有限会社橋元酒店 927-1222 珠洲市 珠洲市宝立町鵜飼2字16番地2 0768-84-1211 小売

ムイネー 927-1207 珠洲市 珠洲市正院町小路り-5-1 0768-82-5089 小売

米田時計店 927-1214 珠洲市 珠洲市飯田町13-33-1 0768-82-0270 小売

スーパーホームセンターヤマキシ　川北店 923-1253 川北町 能美郡川北町三反田中216-1 076-277-7550 小売

ファミリーマート　川北町役場前店 923-1267 川北町 能美郡川北町字壱ツ屋172番地3 076-277-9901 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

PLANT-3 川北店 923-1278 川北町 能美郡川北町字朝日63 076-277-8200 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

たこタロウ　川北店 923-1253 川北町 能美郡川北町三反田中216-1　ホームセンターヤマキシ内 076-277-0069 グルメ

喜水苑 923-1276 川北町 能美郡川北町橘ハ42-1 076-277-0336 グルメ

ドラッグストア　マツモトキヨシ　鹿島店 929-1817 中能登町 鹿島郡中能登町徳前よ109番1 0767-76-2357 その他

クスリのアオキ鹿西店 929-1604 中能登町 鹿島郡中能登町能登部下86部13番 0767-72-3661 小売

ココス鹿島バイパス店 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１ 0767-76-8011 グルメ

ホームセンターロッキー鹿島店 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と1-1 0767-76-2700 小売

食文化新鮮館鹿西店 929-1604 中能登町 鹿島郡中能登町能登部下72-1 0767-72-3910 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

焼肉　蔵　アル・プラザ鹿島店 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部1-1 0767-76-2776 グルメ

ケーズデンキ　中能登マイタウン店 929-1817 中能登町 鹿島郡中能登町徳前よ部109番地 0767-76-1711 小売

ファミリーマート　鹿島バイパス店 929-1726 中能登町 鹿島郡中能登町最勝講る49番 0767-76-8144 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ファミリーマート　鹿島能登部店 929-1602 中能登町 鹿島郡中能登町能登部上ヲ部94番地 0767-72-7440 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

セブンイレブン　中能登羽坂店 929-1714 中能登町 鹿島郡中能登町羽坂い15-1 0767-74-0077 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

ローソン　鹿島徳前店 929-1817 中能登町 鹿島郡中能登町徳前31-1 0767-76-8522 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

すしべん　羽坂店 929-1714 中能登町 鹿島郡中能登町羽坂い43-1 0767-74-1222 グルメ

ENEOS　鹿島SS 929-1815 中能登町 鹿島郡中能登町芹川オ部50 0767-76-0127 その他

鮨　あすか 929-1634 中能登町 鹿島郡中能登町福田フ部1番地1 0767-77-1115 グルメ

回転寿司　さと海　鹿島店 929-1817 中能登町 鹿島郡中能登町徳前よ109番1 0767-76-1439 グルメ

割烹　定塚 929-1811 中能登町 鹿島郡中能登町二宮レ-199 0767-76-0072 グルメ

８番らーめん　鹿島店 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と1-1　アル・プラザ鹿島別棟 0767-76-2200 グルメ

Local Food and Stay Blue×Lilac 929-1717 中能登町 鹿島郡中能登町 090-7171-8882 グルメ

株式会社ヴァケーション　旅行サロン鹿島 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部1-1　アル・プラザ鹿島 0767-76-2351 その他

台湾家庭料理　福興 929-1817 中能登町 鹿島郡中能登町徳前ゐ部2-1 0767-76-2123 その他

ベビー・子供服　リトルボックス 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と1-1　アル・プラザ鹿島2F 0767-76-2627 小売

イケダカラ― 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１ 0767-76-2325 小売

le Port 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１ 0767-76-2320 小売

ジグザグ　アル・プラザ鹿島店 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１アル・プラザ鹿島内1階 0767-76-2341 小売

マリモ 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１ 0767-76-0016 小売

ケイマーケットプレイス 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１ 0767-76-2303 小売

シューズセンター　マツモト 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１ 0767-76-2314 小売

平和堂　アル・プラザ鹿島 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と1-1 0767-76-2211 コンビニエンスストア・スーパーマーケット

OWNDAYS　アル・プラザ鹿島店 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１アル・プラザ鹿島内1F 0767-76-0076 小売

パーティーランド 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１ 0767-76-2329 グルメ

フラワーかねこ 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１ 0767-76-2300 小売

Ｒｙｅ－Ｍｅ 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１ 0767-76-2323 小売

JACK鹿島店 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１アル・プラザ鹿島内 0767-76-2321 その他

ヘアカラー専門店fufu アル・プラザ鹿島店 929-1721 中能登町 鹿島郡中能登町井田と部１番地１アル・プラザ鹿島店1階 0767-76-2616 その他


