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施設名称 所在地

EARTH BURGER 石川県金沢市もりの里1-127

＠の字 石川県金沢市もりの里1丁目５５番地Alicia1F

焼肉小山 石川県金沢市もりの里1丁目127

第７ギョーザの店 石川県金沢市もりの里1丁目259番地

食彩夢まほら 石川県金沢市もりの里1丁目244番地1

餃子の王将　杜の里店 石川県金沢市もりの里3-244

串こよみもりの里店 石川県金沢市もりの里3丁目231番地

大衆割烹山長 石川県金沢市安江町18-33

AI　PINI 石川県金沢市安江町18丁目35番地

酒粋醍醐 石川県金沢市安江町19-4

アイ・エリア 石川県金沢市鞍月２丁目１番地石川県地場産業振興センター

カフェ　スミカグラス 石川県金沢市鞍月5-74

魚匠庵 石川県金沢市駅西新町3-13-17

金沢かつぞう本店 石川県金沢市駅西新町3-20-12

金沢まいもん寿司本店 石川県金沢市駅西新町3-20-7

スシロー金沢駅西店 石川県金沢市駅西新町3丁目1-2

味蘭 石川県金沢市駅西本町１丁目3-22

焼肉飯場　円蔵 石川県金沢市駅西本町2-1-28

８番らーめん駅西本町店 石川県金沢市駅西本町２丁目１－３

キッチンCOCO 石川県金沢市駅西本町3-16-2

トラットリア　アーシ 石川県金沢市円光寺3丁目3-1

ラーメン屋　豚蔵　横川店 石川県金沢市横川3丁目159

らーめん　味噌屋　味そ蔵 石川県金沢市横川4丁目180

居酒や　海蔵 石川県金沢市横川6丁目20番地夢ビル1F

焼肉つばさ 石川県金沢市乙丸町甲141乙崎ビル1階

船盛り定食あっぱれ近江町店 石川県金沢市下近江町26番地B1F

近江町ととと 石川県金沢市下松原町49番１

海鮮丼専門店　金沢近江町市場　こてつ 石川県金沢市下堤町37番1

いたる 石川県金沢市柿木畠3-8

カサ・デ・リブ　カナザワ 石川県金沢市柿木畠5-8阿部ビル地下

らーめんみそ吉 石川県金沢市額新保1丁目183-6

焼肉すずや 石川県金沢市笠市町5-2

こいで 石川県金沢市笠市町5-7

加賀料理　八百辰 石川県金沢市笠舞2-1-39

YAE 石川県金沢市観音町1-6-7

六角堂 石川県金沢市観音町3－4－42

六角堂　Grill＆Bar 石川県金沢市観音町3－4－46

松魚亭 石川県金沢市観音町3丁目4-45

カラオケ　ダンディ 石川県金沢市間明町1丁目134番地浜田ビル1F

加賀料理　まほろば 石川県金沢市丸の内6-3

ティーラウンジパルティ 石川県金沢市丸の内6-3
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施設名称 所在地

バンケットルームスワン 石川県金沢市丸の内6-3

レストランぶどうの森　ル・バンケ 石川県金沢市岩出町ハ50-1

イタリアンカフェぶどうの森　本店 石川県金沢市岩出町ハ50-1

レストランぶどうの森　ラ・ヴィーニュ 石川県金沢市岩出町ハ50-1

らぁ麺　大和 石川県金沢市久安2-323

焼肉　KAZUMARU　久安店 石川県金沢市久安2丁目451

博多中洲　ぢどり屋　久安店 石川県金沢市久安4丁目352-3

幸兵衛寿司 石川県金沢市橋場町1-6

鮨 櫂 石川県金沢市玉鉾1丁目84番ヴェールハウス玉鉾1階

金澤焼肉せなら 石川県金沢市玉鉾町甲10

アーククラブ迎賓館ヴィクトリアハウス 石川県金沢市近岡町856-1

アーククラブ迎賓館ホワイトハウス 石川県金沢市近岡町856-1

松喜寿し 石川県金沢市金市町ニ33-24

酒処　なっちゃん 石川県金沢市金石下本町4-1

ラウンジ浜 石川県金沢市金石北1－1ー9

中国家庭料理　京香 石川県金沢市窪3-325

かかし 石川県金沢市窪５丁目633伏見台ビル1F

料理　椀 石川県金沢市窪5丁目639Ｄ‘hill101

居酒屋　ぽんぽこりん 石川県金沢市窪7丁目263

インド料理　マハク 石川県金沢市桂町イ75-1

寄観亭 石川県金沢市兼六町１－２１

金澤さくら亭 石川県金沢市兼六町２－３２

ラグナヴェール金沢 石川県金沢市兼六町2-5

さくら茶屋 石川県金沢市兼六町２－５０

ご飯処　かどや 石川県金沢市堅田町乙137-4

びっくりドンキー金沢元町店 石川県金沢市元町2-18-25

スシロー金沢古府店 石川県金沢市古府2-77

京都銀ゆば金沢西店 石川県金沢市古府3-127アパホテル金沢西1階

えんどうまめ 石川県金沢市古府町南1055-1

餃子の王将　イオン金沢示野店 石川県金沢市戸板西2丁目7番地

旬彩菜魚　りゅう 石川県金沢市御影町12-14

８番らーめん御影店 石川県金沢市御影町３番１２号

CAKE&DINING CAFE MICHIKUSA／茶屋れすとらん福の来 石川県金沢市御所町未11-3

小料理　青木 石川県金沢市幸町1-15七沢ビル1階

SHOGUN BURGER 金沢店 石川県金沢市広岡1ー5ー3クロスゲート金沢２F

FOODVn - X3 石川県金沢市広岡1-5-15ゼオンビル４階

蕎麦と炉端ととと クロスゲート金沢店 石川県金沢市広岡1-5-1クロスゲート金沢2F210区

うなぎ四代目菊川クロスゲート金沢店 石川県金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢商業棟2F

vin amour 石川県金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢2F

京都勝牛　クロスゲート金沢店 石川県金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢2F

アパホテル〈金沢駅前〉ラ・ベランダ 石川県金沢市広岡1－9－28

アパホテル〈金沢駅前〉彩旬 石川県金沢市広岡1－9－28

アパホテル〈金沢駅前〉アルカンシェール 石川県金沢市広岡1－9－28

ｓｏｌo 石川県金沢市広岡1丁目10-14

魚せん広岡 石川県金沢市広岡１丁目３－２５
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リカーワールド華クロスゲート金沢店　HANA　surprise 石川県金沢市広岡1丁目5番3号

鹿児島県霧島市塚田農場金沢駅西口店 石川県金沢市広岡１丁目９－１６マストスクエア金沢2階

かなざわ石亭 石川県金沢市広坂1-9-23

和カフェとお食事さくら 石川県金沢市広坂１丁目２－２４ファーストホテル1F

ジャルダン　ポール・ボキューズ 石川県金沢市広坂2－1－1しいのき迎賓館２F

カフェ＆ブラッスリー ポール・ボキューズ 石川県金沢市広坂2－1－1しいのき迎賓館1F

味処　南膳 石川県金沢市荒屋町イ1-1

香林坊大和店　キャピタルコーヒー 石川県金沢市香林坊1-1-1

美味彩膳 石川県金沢市香林坊1－1－1大和香林坊店８階レストラン街

ザ・ダイニング　香林坊 石川県金沢市香林坊1-1-1　香林坊大和8階

金澤玉寿司　大和店 石川県金沢市香林坊1-1-1 香林坊大和B1

FUMUROYA CAFE 石川県金沢市香林坊１丁目１－１大和香林坊店5F

銀座天一 石川県金沢市香林坊１丁目１－１

カフェ　モロゾフ 石川県金沢市香林坊１丁目1-1

カフェモロゾフ　パスタ＆デザート 石川県金沢市香林坊１丁目1-1大和香林坊店8階

原宿南国酒家　香林坊店 石川県金沢市香林坊1丁目1番1号香林坊大和8階

旬彩グリル香林 石川県金沢市香林坊1丁目1番1号香林坊大和8階

TEA ROOM & BARぽっちゃん 石川県金沢市香林坊1丁目2-40教育会館ビル1階A

六角堂　せせらぎ通り店 石川県金沢市香林坊2‐1‐1香林坊東急スクエアせせらぎ通り側

ラ・ベットラ・ダ・オチアイ　カナザワ 石川県金沢市香林坊2-1-1香林坊東急スクエアG階

ルロワと満月とワイン 石川県金沢市香林坊2-12-18zoineビル1F

金澤もんよう 石川県金沢市香林坊2-12-34

NOVE 石川県金沢市香林坊2-12-34ニュー香林坊ビル201

金澤玉寿司せせらぎ通り店 石川県金沢市香林坊2丁目1-1

味処　みよし 石川県金沢市香林坊2丁目3-20

金澤せつ理 石川県金沢市高岡町4-5

居酒屋 のがわ 石川県金沢市高畠1-370フジハウス1

くら寿司高尾台店 石川県金沢市高尾台3-88

炭火焼　とり萬 石川県金沢市高尾台4-173

焼肉蔵　高柳店 石川県金沢市高柳町ニ-19-1

餃子の王将　金沢高柳店 石川県金沢市高柳町五12

すたみな太郎金沢店 石川県金沢市高柳町三字54

焼肉　飛鳥 石川県金沢市黒田2-111

炭火焼肉　ハッピーホルモン金沢駅前店 石川県金沢市此花町10-17ホテルマイステイズ金沢キャッスル1F

欧風食堂ザファラン 石川県金沢市此花町2-24金沢駅前ホテル1F

九十九 金沢駅前店 石川県金沢市此花町3-3ライブ1ビルB棟1F

肉匠Jade金澤 石川県金沢市此花町3-3ライブ1ビルB棟2階

居酒屋　和台 石川県金沢市此花町4-16

長八・金沢駅前店 石川県金沢市此花町5-5玉川駅前ビル1Ｆ

くいもの屋わん　金沢駅前店 石川県金沢市此花町5-5玉川駅前ビル2Ｆ

日本海庄や　金沢駅前店 石川県金沢市此花町8-8ホテルエコノ金沢駅前地下1階

GAME BAR - Hello, world! 石川県金沢市此花町９－１７米沢ビル３F

牛角　金沢桜田店 石川県金沢市桜田町1-43

BAR＆KARAOKEふわふわ 石川県金沢市三ツ屋町口28-1

お好み焼　つくし 石川県金沢市三馬2丁目252番地神保ビル1F



施設名称 所在地

シエスタ 石川県金沢市四十万町北ワ43番地3

てらおか風舎金沢店 石川県金沢市寺地2-2-2

つば甚 石川県金沢市寺町5-1-8

イルクオーレ 石川県金沢市示野町ト66-7

野菜巻き串八千屋若宮店 石川県金沢市若宮2丁目17

角ふじ食堂 石川県金沢市若松町16番地

鮨処あさの川 石川県金沢市主計町2-13

彩賀 石川県金沢市主計町2番11号

主計町　鮨　むかい川 石川県金沢市主計町3-6

ここちや 石川県金沢市十間町18

鮨歴々　近江町店 石川県金沢市十間町27-1

金沢プリン亭 石川県金沢市十間町32

食べ処　山ぼうし 石川県金沢市十三間町81サイセイ81-1F

焼肉蔵　アルプラザ金沢店 石川県金沢市諸江町30-1

魚笑 石川県金沢市諸江町30-1アルプラザ金沢別棟１Ｆ

焼肉ライク金沢諸江店 石川県金沢市諸江町6番23号

御料理　うおあき 石川県金沢市諸江町上丁188番地

舞歌 石川県金沢市諸江町上丁436

８番らーめん諸江店 石川県金沢市諸江町上丁４５２－１

はとや 石川県金沢市小坂町西83番地

カレーハウスCoCo壱番屋　金沢小坂店 石川県金沢市小坂町北179-2

かなざわ玉泉邸 石川県金沢市小将町8-3

酔い処　さくら 石川県金沢市小立野4-10-36

べに屋 石川県金沢市昭和町11-1ファースト・レーベン六枚アネックス1F/2F

よいよい 石川県金沢市昭和町11番地5号

居酒屋いたちゃん。金沢駅前店 石川県金沢市昭和町12番7号　金駅ビル1F

鮮魚畑　つづみ 石川県金沢市昭和町14-2堀田ビル1階

手創り旬菜と和食せん 石川県金沢市昭和町15-17ファーストレーベン昭和町1Ｆ/2Ｆ

ANAクラウンプラザホテル金沢　カスケイド ダイニング 石川県金沢市昭和町１６－３

ANAクラウンプラザホテル金沢　カスケイド ラウンジ 石川県金沢市昭和町１６－３

ANAクラウンプラザホテル金沢　中国料理　花梨 石川県金沢市昭和町１６－３

ANAクラウンプラザホテル金沢　日本料理　雲海 石川県金沢市昭和町１６－３

ANAクラウンプラザホテル金沢　鉄板焼　加賀 石川県金沢市昭和町１６－３

輪鮮処　ひろ 石川県金沢市松村1-66

AHAHA,kitchen 石川県金沢市松村１丁目30番地

和食麺処サガミ金沢松村店 石川県金沢市松村4丁目377

創作焼肉料理だいご 石川県金沢市松村町ヌ47

８番らーめん大徳店 石川県金沢市松村町ヌ７番１号

テルメ金沢　ねまる 石川県金沢市松島町17番地

テルメ金沢　囲 石川県金沢市松島町17番地

テルメ金沢　油湯 石川県金沢市松島町17番地

じもの亭 石川県金沢市上近江町27-1

もりもり寿し近江町ふれあい館店 石川県金沢市上近江町50番地1

かわばた 石川県金沢市常盤町157-1

金沢まいもん寿司新神田店 石川県金沢市新神田2丁目14番20号
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寿し処　のり好 石川県金沢市新神田4丁目13-16ハイツ新神田ビルB-1

焼肉　飛天龍　新神田店 石川県金沢市新神田4丁目14番15号

バー優すゞみ 石川県金沢市新保本3-81きらくすとりーと(日)号室

ごはんダイニング　チョップスティック 石川県金沢市新保本4-65-20

カレーハウスcoco壱番屋　金沢西インター店 石川県金沢市森戸2-202

100+ 石川県金沢市森山1-24-9

湯けむり屋敷和おんの湯 石川県金沢市神宮寺2丁目30番1号

炙り ZIN 石川県金沢市進和町49-2オーシャンビル1F

焼肉蔵　畝田店 石川県金沢市畝田西2-5-2

焼肉　味克 石川県金沢市畝田中3-7

焼肉蔵　西南部店 石川県金沢市西金沢4丁目538

東山 石川県金沢市西泉4丁目3番地

おでん　ゑびす 石川県金沢市西町藪ノ内通25-2

八兆屋・県庁前店 石川県金沢市西都1-96

蛇之目寿司　駅西支店 石川県金沢市西念1丁目17-27

鮨処秀よし 石川県金沢市西念3-2-32

金澤　居酒屋八 石川県金沢市西念３丁目１９－１３

辻屋商店食堂 石川県金沢市西念4-7-1

早舟 石川県金沢市西念4丁目14-8

金沢肉食堂　10＆10 石川県金沢市西念4丁目14番8号

魚がし食堂　中央市場店 石川県金沢市西念4丁目14番8号

漁師寿司食堂　どと～んと日本海 石川県金沢市西念4丁目14番8号

金沢肉食堂別館　焼肉　肉まみれ 石川県金沢市西念4丁目14番8号

金沢牛タン食堂　10＆10 石川県金沢市西念4丁目7-1C棟

七福 石川県金沢市西念4丁目7番1号中央卸売市場Ａ棟1F

近江町食堂 石川県金沢市青草町1番地

もりもり寿し近江町店 石川県金沢市青草町88

旬彩和食　口福 石川県金沢市青草町88近江町いちば館2階

市の蔵・近江町市場店 石川県金沢市青草町88近江町いちば館2Ｆ

川木商店 石川県金沢市青草町８８番地近江町いちば館1F

金沢おでん 地酒地魚 新近江町商店 石川県金沢市青草町88番地近江町いちば館2F

Meatぴあ賑 石川県金沢市石引2-6-4

ゆにろーず金沢トラックステーション 石川県金沢市千木町ル21-1

旬菜庵わさび 石川県金沢市泉本町2丁目145-3サンルネ1F

鉄板　悠 石川県金沢市泉本町3丁目116番地野村ビル101号

焼肉　康 石川県金沢市泉本町5丁目81-3

めん房つるつる長坂店 石川県金沢市泉野出町1-22-21

そら豆 石川県金沢市泉野出町2丁目1-1虎本ビル101

宝すし 石川県金沢市泉野出町3-13-1

ゴールドスター 石川県金沢市増泉3丁目7-33増泉ビル1F

ワルツ 石川県金沢市袋町1番1号かなざわはこまち1F

デュ・ボンタン 石川県金沢市袋町1番1号かなざわはこまち1F

天ざる　そば久 石川県金沢市袋町1番1号かなざわはこまち2F

和茶寮　一の月 石川県金沢市袋町1番1号かなざわはこまち2F

満まるまる 石川県金沢市袋町2の14



施設名称 所在地

大桑おんま温泉　楽ちんの湯 石川県金沢市大桑2丁目115番地

日本料理　嬉ぐ 石川県金沢市大手町2-25レジデンス大手門1F103号

KKRホテル金沢　レストランアイビス 石川県金沢市大手町２番３２号

炭火焼き鳥　桜屋 石川県金沢市大樋町2－1

野田屋茶店　本店 石川県金沢市竪町3番地

葡萄夜 石川県金沢市竪町８３－２

Installation Table ENSO L'asymetrie du calme 石川県金沢市池田町四番丁３３番地

金沢東ゴルフクラブ　レストラン 石川県金沢市竹又町10-13

双喜亭金沢店 石川県金沢市中村町10-20

美味小屋　まんさく 石川県金沢市中村町10-32

焼肉ホルモン　とばち 石川県金沢市中村町30-22

プチホテル　アイビー　マリン亭 石川県金沢市中村町31番50号

満天の湯 金沢店　お食事処満天星 石川県金沢市中村町5-52

エスプリ　シュロス 石川県金沢市銚子町ト163

石窯料理　Tramonto 石川県金沢市長坂2-10-5

焼肉すぎの　金沢店 石川県金沢市長坂台１－３５

ラーメン屋　豚蔵　せせらぎ通り店 石川県金沢市長町1丁目1-61丸和ビル1階

四季のテーブル 石川県金沢市長町１丁目１番１７号青木クッキングスクール１Ｆ

おいしいいっぷく鏑木 石川県金沢市長町１丁目３－１６

串揚げいやさか 金沢せせらぎ通り店 石川県金沢市長町1丁目3-57

お多福　長町店 石川県金沢市長町１丁目７番１２号

菊よし　さか井 石川県金沢市長町2-1-1

ステーキ宮金沢中央店 石川県金沢市長田2-28-25

本格焼肉寅亭長田店 石川県金沢市長田本町ト75-1

金水寿司 石川県金沢市長土塀2-2-2

一恵 石川県金沢市長土塀3丁目7番7号

四季追HIKARI 石川県金沢市塚崎町ホ17-1

パスタキッチン　サルート 石川県金沢市田上さくら3-73HANAMARUビル2F

しゃぶしゃぶ温野菜　もりの里店 石川県金沢市田上さくら3-94

カルビ大将田上店 石川県金沢市田上の里1-64

居酒屋いたちゃん。田上店 石川県金沢市田上町４－１８８

リストランテ　アマレット 石川県金沢市田上本町4-32

ひがし　ほたる 石川県金沢市東山1丁目23-11

次平 石川県金沢市東山１丁目7-7

二の字 石川県金沢市東山2丁目6番10号

東山やつはし 石川県金沢市東山3-2-22

居酒屋　空海 石川県金沢市東山3丁目14番14号

新鮮酒場　キサラギ 石川県金沢市東山3丁目31-18

魚がし食堂　東力店 石川県金沢市東力2丁目158番地

花舞 石川県金沢市東力町二260番地2

ラウンジ喫茶　楓 石川県金沢市藤江南１丁目102番地数寄屋風旅館からさわ1F

金沢ゆめのゆ 石川県金沢市藤江南３丁目２６番地

レストラン　セントメリー 石川県金沢市藤江北4丁目210

横浜家系ラーメン　金沢魂心家　 石川県金沢市南新保町ト23番地1

ちかちゃん 石川県金沢市南森本町リ105-27



施設名称 所在地

金沢ニューグランドホテル　スカイダイニング　ロワ 石川県金沢市南町４番１号

金沢ニューグランドホテル　中国料理　犀江 石川県金沢市南町４番１号

金沢ニューグランドホテル　加賀料理　友禅 石川県金沢市南町４番１号

金沢ニューグランドホテル　ダイニング　蔵 石川県金沢市南町４番１号

金沢ニューグランドホテル　プレミア　レストラン　ポロ 石川県金沢市南町４番１号

特急焼肉 肉の日 8号線二宮店 石川県金沢市二宮町14-8

くら寿司金沢入江店 石川県金沢市入江3-15

玉かづら 石川県金沢市馬替3-8

まごころの味 大番 石川県金沢市白菊町1-14

金澤玉寿司 競馬場店 石川県金沢市八田町西1番地

軽食堂　らくや 石川県金沢市八田町西1番地

麺栄食品 石川県金沢市八田町西1番地金沢競馬場内

珍香楼 石川県金沢市八日市1丁目146-14

辰辰 石川県金沢市八日市２丁目651

鶏まろラーメン　まろみ 石川県金沢市八日市3丁目563

slow luck 石川県金沢市尾山町13-23

料亭　大友楼 石川県金沢市尾山町2-27

そば料理　そばのはな 石川県金沢市尾山町2-32

和洋ダイニング九楽 石川県金沢市尾山町3-30ユニゾイン金沢百万石

さか根 石川県金沢市尾山町5-12

会館グリル 石川県金沢市尾山町9番13号金沢商工会議所会館内

sonrisa 石川県金沢市尾張町1-8-7

梅梅　金沢 石川県金沢市尾張町1-9-16

むさし 石川県金沢市尾張町1-9-4

いしや 石川県金沢市彦三町2-8-3

釣亭伝助 石川県金沢市彦三町2丁目1-10真和ビル

SNACK 和 石川県金沢市彦三町2丁目1-10真和ビルB1

末っ子 石川県金沢市百坂町ニ-46-2

茶寮　わかすぎ 石川県金沢市瓢箪町14-15

レストラン　アルベロ 石川県金沢市不室町イ-72

NIKUダイニング　meat meet 石川県金沢市武蔵町13番1号アッシュビル2B1F

浜焼き酒場　海へい波へい 石川県金沢市武蔵町14-33五宝ビル2F

洋食　勝乃屋 石川県金沢市武蔵町１５－１B1

スパゲティリア　ヨシムラ　フランジパニキッチン 石川県金沢市武蔵町１５－１金沢エムザB1F

カフェぶどうの森　金沢エムザ店 石川県金沢市武蔵町15-1金沢エムザＢ１階

和食レストラン　ゆげや萬久 石川県金沢市武蔵町15-1金沢エムザＢ１階

シャトー 石川県金沢市武蔵町16-42

そば処　杏庵 石川県金沢市武蔵町3-3レジデンス武蔵102

BERNARD　 ベルナール 石川県金沢市武蔵町6－1レジデンス第2武蔵102

とんかつ蔵 石川県金沢市伏見新町２７７-２

焼肉蔵　伏見台店 石川県金沢市伏見台１丁目13-5

ファミリーすしもりもり福久店 石川県金沢市福久2丁目89番地

麺絆　SUBARU 石川県金沢市福久町へ10-1

餃子の王将　金沢東店 石川県金沢市福久町ホ27

旬の肴と旨い酒　わだつみ 石川県金沢市福久東1-55-2



施設名称 所在地

魚がし鮨 石川県金沢市福増町北1402-2

大衆ホルモン・やきにく　煙力　金沢横川店 石川県金沢市米泉町1－65

季節ごはん ひだまり 石川県金沢市米泉町1丁目17

尾道ラーメン 石川県金沢市米泉町7-14

炭火焼肉と炉端　康 石川県金沢市米泉町7-24

BAR seedling 石川県金沢市米泉町7丁目61-6

蕎麦宮川 石川県金沢市別所町ツ55

スナックマリーナ 石川県金沢市片町1-10-15

ヴィタローザ 石川県金沢市片町1-10-15片町ナインビル4F

溶岩あぶり焼き　肉BAR流やまと 石川県金沢市片町1-10-18ホクリク犀川ビル２号館２階

レストラン　彩 石川県金沢市片町1-10-8

Dining　BAR-TENDER 石川県金沢市片町1-11-1

BAR A 石川県金沢市片町1-11-12ツカモトビル2階

竪町びぁばぁる×まるしぇ　きにつちに 石川県金沢市片町1-12-24ビバビル2階

片町焼肉 喰 金澤本店 石川県金沢市片町1-12-6

倫敦屋酒場 石川県金沢市片町1-12-8

バー・ボルドール 石川県金沢市片町1-5-20金沢福井ビルB1F

薄利多売半兵ヱ金沢店 石川県金沢市片町1-5-23

Thousand Smiles 石川県金沢市片町1-5-8シャトウビル2F

金沢商店／韓国美味酒場〇辛 石川県金沢市片町1-6-13APA片町第3ビル6F-A

土間土間金沢片町店 石川県金沢市片町1-6-13アパ片町第3ビル4F

長八・片町店 石川県金沢市片町1-6-13アパ片町第3ビル2Ｆ

キタノイチバ　金沢片町店 石川県金沢市片町1-6-13アパ片町第3ビル3階

勝手にサワー白木屋　金沢片町店 石川県金沢市片町1-6-13アパ片町第3ビル5階

もりもり寿し片町店 石川県金沢市片町1-7-23金劇パシオンビル1階

魚民　金沢片町店 石川県金沢市片町1-7-23金劇パシオン地下1階

割烹ゆづる 石川県金沢市片町1-8-1シャンテビル1F

割烹・寿司　志げ野 石川県金沢市片町1-8-22

コリヤンハウス大同門 石川県金沢市片町1-9-13

割烹わ田 石川県金沢市片町1丁目10番地5号

おでん居酒屋　三幸　本店 石川県金沢市片町1丁目10番3号

お好み焼　しずる 石川県金沢市片町1丁目12-24

ナポリ 石川県金沢市片町1丁目3番33号ドゥーア柿木畠1F

カナザワ焼肉スクランブル 石川県金沢市片町1丁目5-15 セキビル1F

一喜 石川県金沢市片町1丁目6番2号

ラウンジ　陽子 石川県金沢市片町１丁目7-19片町１番館７F

ぎんぼし 石川県金沢市片町１丁目7-19片町一番館

食彩　今庄 石川県金沢市片町1丁目7番13号

孫助　片町店 石川県金沢市片町1丁目9-14

おでん三幸犀川店 石川県金沢市片町1丁目9-8ベルガモビル102号

さわの 石川県金沢市片町2-10-30

うまいぞいや哲 石川県金沢市片町2-13-8中央味食街

すなっく瑞祥 石川県金沢市片町2-21-12KDビル8F

春よこい 石川県金沢市片町2-21-17ニューtopビル3階

シャーロックホームズ 石川県金沢市片町2-21-27　美智ビル3F



施設名称 所在地

あんやと 石川県金沢市片町2-21-35エルビルイースト1階1号室

You・Angel 石川県金沢市片町2-2-21コーシンビル3F

割烹　一十百（かずとも） 石川県金沢市片町2-26-16

ブルーバー 石川県金沢市片町2-29-5

ROOFTOP CAFE & BAR OZWALD 石川県金沢市片町2-29-6

小太郎 石川県金沢市片町2-30-12

にょろ助　金沢片町 石川県金沢市片町2-31-32

ヒネモス 石川県金沢市片町2-3-22

割烹たけし 石川県金沢市片町2-32-4

遊楽寺 石川県金沢市片町2-3-26

笑酎道楽 石川県金沢市片町2-3-2味ビル1階

前田慶次朗 石川県金沢市片町2-7-1

DINING BAR GREEN 石川県金沢市片町2-8-18ファミリアビル1F

OSUTERIA ALBERO 石川県金沢市片町2丁目10番地3号

ぽてと 石川県金沢市片町2丁目12番12号

しほがま 石川県金沢市片町2丁目13番9号2F

酒菜　源治 石川県金沢市片町２丁目21－30エルビルウエスト3Ｆ

金澤玉寿司総本店 石川県金沢市片町2丁目21-19

夜舞蝶 石川県金沢市片町2丁目21番17号ニューTOPビル3階301号室

とも家 石川県金沢市片町2丁目2-22コーシンビル１階

炭火炙り肉　康 石川県金沢市片町2丁目2-25銀河会館1階

季節料理と和み酒　十二の月 石川県金沢市片町2丁目23-12中央コアビル１Ｆ

銘酒・焼肉　京澤 石川県金沢市片町2丁目24番11号サンローゼ片町ビル1F

K 石川県金沢市片町2丁目25-19ロゼビル4F

鮨処　みや 石川県金沢市片町2丁目３０－２ペントハウスビル1階

鮨楽こもり 石川県金沢市片町2丁目30-6

スナック　あばす 石川県金沢市片町２丁目３１番３０号ソシアルレジャックビル3F

花栞 石川県金沢市片町２丁目31-30片町ソシアルレジャックビル３F

オステリア　デル　カンパーニュ 石川県金沢市片町2丁目31-33

スナック　峠 石川県金沢市片町2丁目31-40タカオビル2階

レギャン 石川県金沢市片町2丁目31番30号ソシアルレジャックビル1F

ポレポレ 石川県金沢市片町2丁目31番30号ソシアルレジャックビル1F

紬 石川県金沢市片町２丁目3-5パルシェ片町5F

炭火焼鳥 火ート 石川県金沢市片町2丁目3番28号

ラスト・ベル（来巣人　鈴） 石川県金沢市片町2丁目4-5

BAL NWO 石川県金沢市片町2丁目5-13

SORPRESA GUSTO(ソルプレーザグスト) 石川県金沢市片町2丁目7-1スクエアハオカビル2F

のど黒めし本舗いたる 石川県金沢市片町2丁目7-5

香林坊　いたる 石川県金沢市片町2丁目7-5

豚串　三代目　岡じま商店 石川県金沢市芳斉1-4-35

喫茶・なおえ 石川県金沢市芳斉2-6-13

はれはれ 石川県金沢市芳斉2丁目6番地10号

焼肉　雲門 石川県金沢市北安江町3-13-5

山勝角ふじ 金沢店 石川県金沢市北町丁31こだまビル1階

焼肉むらた 石川県金沢市北塚町西434番地



施設名称 所在地

水魚 石川県金沢市堀川新町2-1

庄や　ダイワロイネットホテル金沢店 石川県金沢市堀川新町2-20ダイワロイネットホテル金沢1階

一滴 石川県金沢市堀川新町２－４８サンファーストビル1F

笑笑　金沢東口駅前店 石川県金沢市堀川新町2-53セントラルアークビル5階

能登前寿司もりもり寿し金沢駅前店 石川県金沢市堀川新町3-1

チーズトケビ 石川県金沢市堀川新町3-1

ポムの樹　金沢フォーラス店 石川県金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス6F

上海バール 石川県金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス6階

富金豚 石川県金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス6F

もりもり寿し　金沢駅前店 石川県金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス6階

SHIROKU 金沢フォーラス店 石川県金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス6階

イタリアンカフェぶどうの森　金沢フォーラス店 石川県金沢市堀川新町3番１号金沢フォーラス6F

千房 石川県金沢市堀川新町3番地1号金沢フォーラス6F

醍庵 石川県金沢市堀川町4-1

福福屋　金沢東口駅前店 石川県金沢市堀川町4-1セントラルビル2階

赤から 石川県金沢市堀川町4-4

原始焼　金澤　ととと 石川県金沢市堀川町6-5

cucina NUMMA クチーナ・ヌンマ 石川県金沢市堀川町9-21オンリーワンテラス2階

韓国料理・韓式焼肉　宮GUNG 石川県金沢市本江町1番21号イワモト第二ビル1階

釜炊きおにぎり　みつや 石川県金沢市本多町3丁目10-15押野谷ビル1F

あじわい孫七 石川県金沢市本多町3丁目10-19

畑の子 石川県金沢市本多町3丁目10-3

や台ずし金沢本町 石川県金沢市本町1-3-26

あかめ寿し 石川県金沢市本町1－9－15

レストランエンヌ 石川県金沢市本町2-1-2

八兆屋・金沢駅前店 石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢Ｂ1Ｆ

のんきや 石川県金沢市本町2-19-14

町家焼肉 かなめ 石川県金沢市本町2-3-23

豚大門市場　金沢店 石川県金沢市本町2-3-28-1階

炭火焼ハンバーグと美味しい豚汁のお店　黒だるま 石川県金沢市本町2-4-30　金沢ビル・ラン2F

加能漁菜SHION 石川県金沢市本町2-5-9

地魚・地酒　くろ屋 石川県金沢市本町2-6-24

九州自慢　金沢駅前店 石川県金沢市本町2-8-11ほんまちビル

金澤和食バル　そろばん 石川県金沢市本町2-8-14

レストランぶどうの森　タパス・エ・バール 石川県金沢市本町2-9-28

貫平鮨 石川県金沢市本町2丁目11番15号

わいわい 石川県金沢市本町2丁目2番地6号

とっくりや 石川県金沢市本町2丁目3番地6号

神鮮和さび 石川県金沢市本町2丁目5-9

かに吉 石川県金沢市本町２丁目６－４

串揚げいやさか 金沢六枚店 石川県金沢市本町２丁目7-1

漁師飯居酒屋GOEN 石川県金沢市本町2丁目7-1越田ビル1F

とと屋 石川県金沢市本町２丁目８－７

ラーメンと焼き鳥　五鉄 石川県金沢市本町２丁目８－８－１

駅前酒場ばんばん 石川県金沢市本町2丁目8番地4号



施設名称 所在地

焼肉まいうーカルビ　アピタベイ店 石川県金沢市無量寺4丁目109番地1

王将寿司 石川県金沢市鳴和1丁目14-21

おでん山さん 石川県金沢市木ノ新保町1－1金沢百番街あんと館内

歴々　金沢駅店 石川県金沢市木ノ新保町1-1

カンパーニュ　クチーナ＆バール 石川県金沢市木ノ新保町1-1あんと西

駅の蔵・金沢駅店 石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街あんと西３Ｆ

廻る富山湾　すし玉金沢駅 石川県金沢市木ノ新保町1-1あんと2階

しゃぶしゃぶ温野菜　金沢駅ビル店 石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街あんと西3F

カフェぶどうの森　ファーム金沢百番街店 石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街あんと西1階

魚菜屋 石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街あんと

金沢地酒蔵 石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街あんと内

金沢まいもん寿司金沢駅店 石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街あんと内

金沢かつぞう　金沢駅あんと店 石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街あんと内

百番街　金沢肉食堂 石川県金沢市木ノ新保町1番１号金沢百番街・あんと内

居酒屋たぬき 石川県金沢市木曳野４丁目２７６番地

CoffeeHouseさんさんごご 石川県金沢市木越町ソ１－１

ガルボ 石川県金沢市木倉町１－１５

焼肉ひろ亭　金沢片町店 石川県金沢市木倉町1-1エコービル1F

大衆割烹　大関 石川県金沢市木倉町１－５中泉ビル１階

西洋膳所　鏑木 石川県金沢市木倉町1-8

らぁめん酒場カドの樽造 石川県金沢市木倉町2-2浅香ビル2階

厨 しんさく 石川県金沢市木倉町2-7

VECCHIO ALBERO 石川県金沢市木倉町2丁目６番地

居酒屋　五郎八 石川県金沢市木倉町3番3号

CRAFEAT 石川県金沢市木倉町５－２

本格炭火焼き鳥　水炊き鍋　金沢とり丸 石川県金沢市木倉町5-5

和彩酒菴　しずく 石川県金沢市木倉町5-6

懐石かめや 石川県金沢市野町2-1-7

はなれ 石川県金沢市野町2-24-2

和亭寿し良 石川県金沢市野町2丁目1番3号

にし酒亭　すが野 石川県金沢市野町2丁目25-21

御料理　まる山 石川県金沢市野町2丁目25-24コジマ西ビル2F

鮨　きしん 石川県金沢市野町2丁目25-24コジマ西ビル2階

レストラン　七草 石川県金沢市野町２丁目4-22アパホテル金沢野町１階

ノマチカフェ 石川県金沢市野町3丁目11-1　1F

金澤平山 石川県金沢市野町4丁目1-8

スシロー金沢有松店 石川県金沢市有松2-4-33

カレーハウスCoCo壱番屋　金沢有松店 石川県金沢市有松2-5-32

ステーキ宮　金沢有松店 石川県金沢市有松3丁目6-28

を山茶寮 石川県金沢市有松4-13-8

金澤　秖萌 石川県金沢市里見町35中川ビル1F

鳥の坊 石川県金沢市里見町42-2

金沢ゴルフクラブ 石川県金沢市蓮如町丁1番地

やきとり一番金沢駅前店 石川県金沢市六枚町2-1

焼肉蔵アルプラザ鹿島店 石川県鹿島郡中能登町井田と部1－1



施設名称 所在地

かめや 石川県鹿島郡中能登町高畠ツ部181

鮨あすか 石川県鹿島郡中能登町福田フ部１番地１

さくま　お好み焼き店 石川県鹿島郡中能登町福田フ部27番地1

スナックみっこ 石川県七尾市阿良町106-26

ほっとらんどNANAO 石川県七尾市旭町イ部24-1

オイスターガレージ３８９ 石川県七尾市奥原町下部３８９番地

かぶき寿し 石川県七尾市御祓町ホ部6-18

焼肉蔵　七尾店 石川県七尾市小丸山台2-113

ちゃこ 石川県七尾市常盤町22-1

庄や　七尾駅前店 石川県七尾市神明町1番地ミナ・クル1階

食楽 アドバンス 石川県七尾市神明町イ部10-2

居酒屋　葵 石川県七尾市神明町ト34ステーションビル1F

定食居酒屋　膳座 石川県七尾市神明町ロ-2

魚民　七尾駅前店 石川県七尾市神明町口部6-4　42.モンテローザ七尾ビル1階

喫茶ビボーン 石川県七尾市石崎町タ２８－３０

のどぐろ総本店 和倉 石川県七尾市石崎町香島1-30

焼肉ひでくら 石川県七尾市石崎町香島2-5-4

HIRO 石川県七尾市大手町109

能登路 石川県七尾市大手町135

与三朗 石川県七尾市中島町中島乙180-1

中島アグリサービス　可 石川県七尾市中島町浜田5-33

かき処 海 石川県七尾市中島町浜田ツ部21番地

居酒屋榮治 石川県七尾市中島町浜田耕部108-1

カレーハウスCoCo壱番屋　七尾藤橋店 石川県七尾市藤橋町申46-1

お好み焼笑楽 石川県七尾市藤野町ロ4

道の駅のとじま 石川県七尾市能登島向田町122-14

ドッグランカフェMOMO 石川県七尾市能登島向田町の部７番地１

民宿　中村家 石川県七尾市能登島佐波町ヨ-25-1

山藤家食堂 石川県七尾市府中町25-5

浜焼きコーナー 石川県七尾市府中町員外13-1能登食祭市場１階

Mie 石川県七尾市府中町員外26番地7

しゃぶしゃぶ蔵　七尾店 石川県七尾市本府中町ル35-3

やきとり　長八 石川県七尾市湊町2-91

呑み処　令和 石川県七尾市和倉町ヨ部17-3

お宿すず花 石川県七尾市和倉町ル部4-7

旬彩旬魚　あぐら 石川県七尾市和倉町ワ部１１－７

épice（エピス) 石川県七尾市和倉町ワ部13-1

Ｎ白木屋　和倉温泉店 石川県七尾市和倉町ワ部23-2

ラウンジ　シャルマン 石川県珠洲市飯田町15-32

焼肉　三平 石川県珠洲市飯田町29-52

ラウンジ　nao 石川県小松市飴屋町2-1

銀寿し 石川県小松市粟津町ワ30番地

満州楼 石川県小松市粟津町ワ３４－４

久美 石川県小松市粟津町ワ56

まつ家 石川県小松市安宅町ワ30-1



施設名称 所在地

吉祥庵 石川県小松市安宅町ワ32

居酒屋　花びし 石川県小松市一針町レ67

酒場JINZA 石川県小松市栄町４番地

インド・ネパール　レストラン　カマナ　園町店 石川県小松市園町ヌ62-1

四季彩 粋庵 石川県小松市沖町ナ23

杜庵 石川県小松市観音下町ワ1番地1

居酒屋　和ちゃん 石川県小松市希望丘1-24

〇十 石川県小松市向本折町巳193

お食事処　清月 石川県小松市今江町2丁目260

札幌ラーメンFOR-RYU　今江店 石川県小松市今江町５丁目610-2

松竹 石川県小松市寺町85‐1

うどん工房穂の香 石川県小松市若杉町3丁目21番地

サガミ小松店 石川県小松市上小松町乙139-1

びっくりドンキー小松店 石川県小松市上小松町上小松町丙34-1

やよい軒小松店 石川県小松市上小松町丙32番1

和ごはんとカフェ　chawan 石川県小松市清六町315

サンマルクカフェ 石川県小松市清六町315

カフェ・アルコ　ピッコロ 石川県小松市清六町315イオンモール新小松3F

ミスタードーナツ　イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315番地

ちゃーしゅうや武蔵　イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315番地

焼肉でん 石川県小松市清六町315番地

サーティワンアイスクリーム　イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315番地

鎌倉パスタ　イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松内1階

いきなり！ステーキ　イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松店1F

炙り牛たん万　新小松店 石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松1F

もりもり寿し　イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松内1階

わらい食堂　イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松1F

サイゼリヤ　イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松1F

洋菓子工房ぶどうの森　イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松1階

しゃぶ菜　イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松1階

星乃珈琲店　小松店 石川県小松市清六町392番地

石焼ステーキ贅石川小松店 石川県小松市清六町400

南月 石川県小松市大川町1-38

料亭　丸屋楼 石川県小松市大文字町62番地

くら寿司小松店 石川県小松市大領町そ172

酒菜処わさび 石川県小松市大和町115ヤマトハイツ115-101号

札幌ラーメンFOR-RYU　小松インター店 石川県小松市長崎町２丁目97

旬菜・食事処　樹 石川県小松市長崎町3丁目107番地

サーティワンアイスクリーム　マンボウ小松店 石川県小松市長田町ロ4-1

割烹　任田家 石川県小松市殿町1-103

ブソン食堂 石川県小松市土居原町178番地1F

Buddy 69 石川県小松市土居原町178番地2F

餃子専門店　手づくり餃子　ぽう 石川県小松市土居原町187－2

ワイン食堂Giglio（ジリオ） 石川県小松市土居原町191番地三日市屋ビル2F

魚民　小松西口駅前店 石川県小松市土居原町199ヴィラビル1階



施設名称 所在地

串揚げいやさか 小松総本店 石川県小松市土居原町212-1

Day-Z 石川県小松市土居原町221-3 S・Bプラザビル1F

つぼみ 石川県小松市土居原町278

餃子菜館  勝ちゃん 石川県小松市土居原町395番地

すし捨 石川県小松市土居原町410-2

料理　わじま 石川県小松市土居原町507番地1

縁　enishi 石川県小松市東町58-3

那谷寺カントリー倶楽部 石川県小松市那谷町5-30

HO GA 石川県小松市那谷町サ76-1

日本海庄や　小松駅前店 石川県小松市日の出町1-177

けっきょくなんなん　小松店 石川県小松市日の出町2丁目136番地

奈加奈加 石川県小松市日の出町3丁目316

中華料理　龍華 石川県小松市白江町ヲ15の3

ホルモン光　小松本店 石川県小松市白嶺町2-35

cafe+bar IKKA 石川県小松市八日市町62-2

焼肉ぎゅうばか小松本店 石川県小松市符津町う５番地

餃子の王将　小松店 石川県小松市福乃宮町2-59-1

ホルモン光　小松2号店 石川県小松市平面町カ184-1

手打ちそばカフェまつぼっくり 石川県小松市北浅井町と59-3

しののめ（東雲） 石川県小松市本折町152

アニバーサリー 石川県小松市本折町21番地24ビル1F

Le  Ciel 石川県小松市本折町21番地24ビル2F

KAMANA 石川県小松市矢崎町ナ21

喫茶　レリッシュ 石川県小松市矢田野町55-37-3

だるま屋 本店 石川県小松市矢田野町イ29番地の1

スシロー小松有明店 石川県小松市有明町106

閣龍（コロンブス） 石川県小松市龍助町149番地2

八松苑 石川県能美市下ノ江町申8番地

寿し兼 石川県能美市寺井町ラ135

能美市ふるさと交流研修センターウェルネスハウスSARAI 石川県能美市石子町ハ147-1

台湾料理　小雪 石川県能美市倉重町戌6番地

本格焼肉寅亭寺井本店 石川県能美市大長野町ト39-1

旬彩ごえん 石川県能美市大浜町ク58番地15

高砂茶寮 石川県白山市安田町3-2

金沢まいもん寿司白山インター店 石川県白山市横江町土地区画21街区7

金沢かつぞう白山店 石川県白山市横江町土地区画5街区8番

千房　イオンモール白山店 石川県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2階

特急焼肉　蔵　イオンモール白山店 石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内１街区

nana's green tea　イオンモール白山店 石川県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2階

小籠包と担々麺　鼎’s　イオンモール白山店 石川県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2階

うなぎの中庄　イオンモール白山店 石川県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2階

Italian Kitchen VANSAN　イオンモール白山店 石川県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2階

穂のしずく　イオンモール白山店 石川県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2階

串揚げビュッフェ　串膳 石川県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

中華そば響 石川県白山市乾町41番地3



施設名称 所在地

喫茶・食事　未成年 石川県白山市宮永市町446-1

ＢＯＮ　Ｃａｆｅ（ボンカフェ） 石川県白山市宮保新町55

御料理　鈴おき 石川県白山市橋爪町23番地

焼肉まいうーカルビ　松任店　　 石川県白山市幸明町250-1

焼肉蔵　アピタ松任店 石川県白山市幸明町258-1

やっぱりステーキアピタ松任店 石川県白山市幸明町258番地

双喜亭松任店 石川県白山市幸明町280

麺処こよみ 石川県白山市幸明町280アピタ松任店1F

四六時中　アピタ松任店 石川県白山市幸明町280アピタ松任店１階

お休み所　シキサイ 石川県白山市左礫町ニ１９番地

くら寿司松任店 石川県白山市三浦町479-1

おそば屋 小幸 石川県白山市新成一丁目311番地

やよい軒松任店 石川県白山市倉光10丁目146番

餃子の王将　松任店 石川県白山市倉光1-183

めん房つるつる松任店 石川県白山市倉光1丁目210

石焼ステーキ贅石川白山店 石川県白山市倉光6丁目46番地ラスパ白山敷地内

cocomi 石川県白山市相木町2000

魚民　松任北口駅前店 石川県白山市相木町54街区37

スタミナ軒 石川県白山市村井東2-24

手創り旬菜とお酒　福ろう 石川県白山市辰巳町60-1

犀与亭　料理部 石川県白山市辰巳町６９番地

吉本製麺　嵐 石川県白山市中新保町75

四季彩 Ricca 石川県白山市中成1丁目85番地

串揚げいやさか 松任中町店 石川県白山市中町44

草庵 石川県白山市鶴来日吉町ロ32

スナック　真珠（パール） 石川県白山市東新町50-2

大衆肉食堂（卸）花島精肉店　白山店 石川県白山市徳丸町393-1

かつ時　松任店 石川県白山市徳丸町562-1

おはぎ屋 石川県白山市白山町レ122-1

雪だるまカフェ 石川県白山市白峰イ75

白峰特産品販売施設菜さい 石川県白山市白峰ロ64-3

焼肉茶屋　恵比須　松任店 石川県白山市番匠町216-1-2

居酒屋　とっと 石川県白山市美川中町イ１５－１

man maya 石川県白山市布市1丁目61

焼肉まりこ 石川県白山市蕪城1-7-11

焼肉　じゃんぼ 石川県白山市平加町チ-1-5

喫茶ピース 石川県白山市平加町ハ8-1

葉肉さぶろく 石川県白山市北安田西1-210

割烹　十兵衛 石川県白山市湊町レ37-222

居酒屋　おびし 石川県白山市明光3丁目82

レストラン手取川 石川県白山市木滑出75-1

そば処大仏庵 石川県鳳珠郡穴水町乙ケ崎申79

焼肉　飛天龍　松島 石川県鳳珠郡穴水町此木16-46

福寿司 石川県鳳珠郡穴水町川島アの34番地

磯寿し 石川県鳳珠郡穴水町川島イ84-2



施設名称 所在地

ちゃんこ鍋、一品料理　力 石川県鳳珠郡穴水町川島イの５８番地

蔵カフェ菜々 石川県鳳珠郡穴水町川島ツ126番地

どんどん穴水店 石川県鳳珠郡穴水町大町3の5

御食事処　安兵衛 石川県鳳珠郡穴水町大町にの7

レストランおかざき 石川県鳳珠郡穴水町大町ほの21

かき料理　かき浜 石川県鳳珠郡穴水町麦ケ浦ハ-8

紅寿し(ベニズシ) 石川県鳳珠郡能登町宇出津新1字194-2

もりもり寿し能登総本店 石川県鳳珠郡能登町宇出津新港3-3

浪漫亭 石川県鳳珠郡能登町宇出津新港2-18

焼肉精香園 石川県鳳珠郡能登町宇出津新1-203

ポートサイド 石川県鳳珠郡能登町字宇出津新194

汝惚里ダイニング 石川県鳳珠郡能登町松波26字61番地1

ファミリーレストラン　大家族 石川県鳳珠郡能登町松波30-109番地

愛情らーめん　ほらや 石川県鳳珠郡能登町松波ロ字7-1

能登町柳田植物公園　レストラン花菖蒲 石川県鳳珠郡能登町上町ロ部１－１

和味家　竹次郎 石川県鳳珠郡能登町柳田礼部37-1

カラオケ喫茶＆スナック　美音 石川県野々市市粟田２丁目２３番地3

スシロー野々市店 石川県野々市市粟田5-439

ごちそうこよみ野々市粟田店 石川県野々市市粟田5丁目430

越前華丸　野々市店 石川県野々市市粟田5丁目437-3

寿司和食処　きときと 石川県野々市市粟田5丁目441番地

濃魂タンメンかみもり野々市店 石川県野々市市粟田6丁目208

居酒屋こよみ 石川県野々市市押越1-47

てっぱん食堂押越店 石川県野々市市押越2-57

すし処　行栄 石川県野々市市押越2丁目41-2

やきとりの名門　秋吉野々市店 石川県野々市市押越2丁目64番地

餃子の王将　野々市店 石川県野々市市横宮町58-2

もりもり寿し野々市本店 石川県野々市市横宮町96-1

ホルモン光　松任店 石川県野々市市郷町290-1

フリーポート 石川県野々市市郷町308

めん房つるつる御経塚店 石川県野々市市御経塚2丁目310

びっくりドンキー御経塚店 石川県野々市市御経塚4-106

ぱちぱち 石川県野々市市高橋町20番5号田村レジデンス1F

ジパング 石川県野々市市高橋町6-8

豚菜やとんくん 石川県野々市市高橋町6番28号

焼肉蔵　野々市店 石川県野々市市三納1丁目14番地2

焼肉伊蔵 石川県野々市市三納１丁目６４番地

焼肉　和まる　若松本店 石川県野々市市若松町13-18

極楽湯 金沢野々市店 石川県野々市市若松町18-1

中国料理　楼外楼 石川県野々市市若松町19-16

餃子の王将　野々市新庄店 石川県野々市市新庄1-279

スナックyu 石川県野々市市新庄5丁目46－103

BEMBE 石川県野々市市扇が丘8-15竹内ビル101

あ・うん 石川県野々市市太平寺3-179

東大門タッカンマリ通り 石川県野々市市太平寺3-42ヴィラージュ1FD棟



施設名称 所在地

俺の店　イオンタウン野々市店 石川県野々市市白山町4-1イオンタウン野々市1階

寿し龍 石川県野々市市堀内5-245

居酒屋しんちゃん 石川県野々市市本町3-6-31グレーシー野々市

焼肉すぎの　野々市店 石川県野々市市本町5-1-43

めん房つるつる矢作店 石川県野々市市矢作1丁目138

満天の湯　白山インタ－店　お食事処　満天星 石川県野々市市柳町460番地

串揚げ　いっか 石川県輪島市河井町18部42番地-26

のと吉 石川県輪島市河井町4-153-1

のどぐろ総本店 石川県輪島市河井町5-240-4

居酒屋　華うさぎ 石川県輪島市河井町5部145-2

居酒屋　じゅん菜 石川県輪島市河井町5部263

居酒屋　宴華 石川県輪島市河井町5部285

夥汲 石川県輪島市水守町堂端31-1

食堂　絵夢 石川県輪島市町野町広江1部33番1地

料亭　みや新 石川県輪島市二ツ屋町4-11-3

輪島温泉　八汐 石川県輪島市鳳至町袖ヶ浜１番地

寿司処　松の 石川県かほく市宇野気チ90番地

らくつぼ 石川県かほく市宇野気ヌ245-2

カフェ・マダム・ルロワ 石川県かほく市学園台2丁目60番地2

長さん寿し 石川県かほく市高松ウ3番地

たかまつまちかど交流館 石川県かほく市高松ツ56番地1

赤ちょうちん・桂 石川県かほく市高松子123-20

四六時中　イオンかほく店 石川県かほく市内日角タ２５番

もりもり寿し　イオンモールかほく店 石川県かほく市内日角タ25イオンモールかほく内

イタリアンカフェぶどうの森　イオンモールかほく店 石川県かほく市内日角タ25イオンモールかほく１階

リンガーハット　イオンモールかほく店 石川県かほく市内日角タ部25

お好み焼き　まりちゃん 石川県かほく市内日角ル5-12

道の駅高松　里海館 石川県かほく市二ツ屋フ13-1

道の駅高松　里山館 石川県かほく市二ツ屋フ16-3

花や本店 石川県羽咋郡志賀町高浜町イ22-3

食事・酒処　とよ島 石川県羽咋郡志賀町三明リの67

波涛園 石川県羽咋郡志賀町酒見河原151-1

能登ゴルフ倶楽部 石川県羽咋郡志賀町大津峰山5番

てらおか風舎富来本店 石川県羽咋郡志賀町富来領家町イ30

いさりび菊や 石川県羽咋郡志賀町富来領家町タ-2-11

だるま鮨 石川県羽咋郡志賀町末吉小崎35-1

アクアパーク　シ・オン 石川県羽咋郡志賀町末吉新保向２２番地１

中華レストラン　唐人 石川県羽咋郡志賀町末吉相瀬2-1

包丁処　いな邑 石川県羽咋市酒井町よ35-5

カレーハウスCoCo壱番屋　羽咋石野町店 石川県羽咋市石野町イ62-1

焼肉蔵羽咋店 石川県羽咋市石野町ホ88－1

焼肉　天龍 石川県羽咋市千代町い62番地

魚（ぼうぼう） 石川県羽咋市川原町エ-161-6

お好み焼き　おばちゃん 石川県羽咋市川原町チ186－17

一品料理　澄子 石川県羽咋市川原町チ246-26



施設名称 所在地

河辰 石川県羽咋市川原町テ-31

おこのみ　だん喜 石川県羽咋市川原町テ88-1

焼肉大将 石川県羽咋市大川町ヤ74-7

そば処「浄楽」 石川県羽咋市滝谷町ロ51

ステーキ＆しゃぶしゃぶ弁慶 石川県羽咋市中央町ア195－5

香華園　羽咋 石川県羽咋市兵庫町申19-3

月うさぎの里　加賀兎郷 石川県加賀市永井町４３－４１

彩華食堂 石川県加賀市梶井町44-7

中華料理　アサヒ軒 石川県加賀市弓波町ヨ66番地

舟重 石川県加賀市橋立町ロ385-1

横浜家系ラーメン　加賀魂心家 石川県加賀市熊坂町オ229-1

ホルモン光　加賀店 石川県加賀市作見町ニ49-1

道とん堀　フレスポ加賀店 石川県加賀市作見町ニ60-1

魚民　加賀温泉駅前店 石川県加賀市作見町ヌ8-1アビオシティ加賀別棟

カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋　加賀温泉駅前店 石川県加賀市作見町リ82-1

燻 石川県加賀市山代温泉7区17－224－2

酒房・琉美 石川県加賀市山代温泉温泉通り8-1 アイリス81-101号

台湾料理　天福 石川県加賀市山代温泉桔梗丘4-1-2MEビル1F

アジェンダ 石川県加賀市山代温泉山背台１丁目15番地

Greed 石川県加賀市山代温泉神明町70-2ユージーハイツ1F

料亭　明月楼 石川県加賀市山中温泉下谷町ロ1-1

味処すずめ 石川県加賀市山中温泉河鹿町ホ32番地4

喜楽めでた屋 石川県加賀市山中温泉上原町ワ414

かつら食堂 石川県加賀市山中温泉泉町泉町141

寿司源 石川県加賀市山中温泉東町1丁目マ1番地

焼肉三千里 石川県加賀市山中温泉東町2丁目ツ13番地

松波屋カフェＧ．Ｂａｒ 石川県加賀市山中温泉湯の出町レ２２－１

中華　長樂 石川県加賀市山中温泉湯の本町ラ21

左らく 石川県加賀市山中温泉本町2丁目ソ40-3

大連飯店 石川県加賀市上河崎町41-4

味の水の家 石川県加賀市曾宇町ワ14

スナックGo（ゴー） 石川県加賀市大聖寺耳聞山町101

喫茶スナック　ひまわり 石川県加賀市大聖寺南町481-12

三島屋鮮魚店 石川県加賀市大聖寺法華坊町48-10

中谷宇吉郎　雪の科学館　冬の華 石川県加賀市潮津町イ106

味処　王将 石川県加賀市潮津町チ30番地

居酒屋　まるいけ 石川県加賀市潮津町ロ8の1

焼肉お食事神樂 石川県加賀市冨塚町チ58－8

Alla Contadina    アッラコンタディーナ 石川県加賀市別所町3-29

寿し長さん 石川県河北郡津幡町清水チ372-1

焼肉食堂　百万石 石川県河北郡津幡町太田ラ60番地

カルビ大将津幡店 石川県河北郡津幡町北中条1-6

焼肉蔵　津幡店 石川県河北郡津幡町北中条5丁目92

内灘町サイクリングターミナル 石川県河北郡内灘町宮坂に1-3

一品料理　さつき 石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘1-389



施設名称 所在地

天然温泉　湯来楽 石川県河北郡内灘町千鳥台4-2-1

みのりの食卓　客楽多 石川県河北郡内灘町大根布6-69-3

とり重 石川県河北郡内灘町大清台267

8番らーめん内灘店 石川県河北郡内灘町鶴ケ丘2丁目80

Plum Dining 石川県河北郡内灘町鶴ケ丘3-157-3

すなっく楽夢 石川県河北郡内灘町鶴ケ丘3丁目157-15

狸ノ恩返し 石川県河北郡内灘町鶴ケ丘3丁目157番地4



施設名称 所在地

サニーハイツ 石川県金沢市小将町3-21 

民宿　関取 石川県七尾市馬出町ハ部51-6

柳旅館 石川県七尾市能登島向田町120-34

民宿　松風 石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷32-61

ワクチン・検査パッケージ制度　登録施設一覧（令和5年1月29日時点）

〈宿泊施設〉4施設　※別途、いしかわ旅行割キャンペーン対象宿泊施設は、ワクチン・検査パッケージ制度登録施設です。


