
記者発表資料                   

平成３０年８月２４日  

危機管理監室危機対策課  

  （危機対策課長：村上） 

内線 4280 外線 225-1482  

「備えて安心！いしかわ防災キャンペーン」の実施について 

 

 

石川県では、県民の防災意識の啓発と災害への備えを促すため、企業と連携して、

「備えて安心！いしかわ防災キャンペーン」を実施します。 

 

 

１ 期 間 

平成３０年８月２５日（土）～９月９日（日） 

 

２ 内 容 

県内の参加企業各店舗において、特設販売コーナーを設置するなどにより、水・食料

等の備蓄品や防災グッズなどの販売を実施し、県民の防災意識の向上を図り、災害への

備えを促す。 

 

３ 参加店舗（１４企業１０８店舗） 

  ・イオンリテール㈱:９店舗 

 ・㈱鍛治商店:４店舗 

 ・㈱コメリ:１９店舗 

  ・㈱大丸:１店舗 

  ・㈱トミショープラン:１店舗 

 ・中西㈱:１店舗 

  ・㈱ナルックス:７店舗 

  ・㈱ニュー三久:６店舗 

  ・㈱ＰＬＡＮＴ:２店舗 

  ・㈱平和堂:６店舗 

  ・マックスバリュ北陸（株）:７店舗 

・㈱マルエー:２７店舗 

・㈱三崎ストアー:４店舗 

・山成商事㈱:１４店舗 

  ※参加店舗において、対象商品の割引販売などの特典を提供 

（詳細は、県ホームページに掲載） 

 



 

４ キャンペーン期間中のＰＲについて 

  ① 日時 ８月２５日（土）９：３０～１１：００ 

    場所 コメリホームセンター金沢大友店（金沢市大友2丁目311番地） 

    内容 店舗入口でのチラシ等の配布 

 

  ② 日時 ８月２５日（土）１２：３０～１３：３０ 

    場所 石川県女性センター（金沢市三社町1番44号） 

    内容 チラシ等の配布 

 

  ③ 日時 ９月１日（土）１０：００～１７：００ 

    場所 イオンモールかほく（かほく市内日角タ25番地） 

    内容 店舗催事コーナーでのチラシ等の配布 

       いしかわ住宅耐震ネットワーク協議会による耐震相談 

       住宅耐震模型の展示 

       地震体験車、高規格救急車の展示  など 

 

  ④ 日時 ９月２日（日）９：００～１２：００ 

    場所 宝達志水グラウンドゴルフ場（羽咋郡宝達志水町今浜イ4番地1） 

    内容 石川県防災総合訓練参観者へのチラシ等の配布 

       いしかわ住宅耐震ネットワーク協議会による耐震相談 

       住宅耐震模型の展示 

       地震体験車、高規格救急車の展示  など 

 

  ⑤ 日時 ９月８日（土）１２：３０～１３：３０ 

    場所 野々市市文化会館フォルテ（石川県野々市市本町5丁目4-1） 

    内容 チラシ等の配布 

 



石 川 県 （危機対策課：076-225-1482）

ご自身やご家族の安全を守るためには、

日頃から災害に備えておくことが大切です

このキャンペーンを機会に、水・食料の備蓄や防災グッズ・生活必需品の準備、

家具の転倒落下防止対策などの「災害への備え」を実践しましょう。

キャンペーンキャンペーン防災
いしかわ

8月25日（土）～9月9日（日）と　き：

ところ：県内の参加店舗（　　　　　　　　）

2018年

ショッピングセンター、ホームセンター、
スーパーマーケットなど（裏面を参照）

詳しくは 石川県  いしかわ防災キャンペーン 検 索

対象商品の割引販売などの特典あり!! ※特典内容は店舗により異なります。



キャンペーン参加店舗一覧キャンペーン参加店舗一覧

※平成３０年７月２５日現在（最新の情報は、ホームページ（オモテ面参照）をご覧ください。）

8月25日（土）～9月9日（日）2018年

防災
いしかわ

イオンリテール（株）

イオンスタイルかほく店 かほく市内日角タ25番

水、レトルト食品、

インスタント食品、

缶詰、家具転倒防

止グッズ、非常持

ち出しセット

など

イオン小松店 小松市平面町ア69

イオンスタイル新小松店 小松市沖周辺土地区画整備事業区域内20街区

イオンもりの里店 金沢市もりの里1-70

イオン松任店 白山市平松町102-1

イオン加賀の里店 加賀市上河崎町47-1

イオン野々市南店 野々市市上林4-747

イオン金沢店 金沢市福久2丁目58番地

イオン御経塚店 野々市市御経塚2-91

（株）鍛治商店

カジマートみなみ店 河北郡津幡町字加賀爪ホ218番地 水、レトルト食品、

インスタント食品、

缶詰

など

カジマート高松インター店 かほく市高松ア7番地2

カジマート桜田店 金沢市桜田町2丁目5番地

カジマート北安江店 金沢市北安江4丁目7番3号

（株）コメリ

コメリホームセンター羽咋 羽咋市鶴多町五石高40

家具転倒防止グッ

ズ、非常持ち出し

セット

など

コメリホームセンター穴水 鳳珠郡穴水町此木83

コメリパワー津幡 河北郡津幡町字庄ホ8番

コメリハード＆グリーン寺井 能美市小長野町ロ36-1

コメリハード＆グリーン七塚 かほく市浜北は8-1

コメリハード＆グリーン内浦 鳳珠郡能登町字松波ロ3番地1

コメリハード＆グリーン門前 輪島市門前町清水参之部18-1

コメリハード＆グリーン中島 七尾市中島町中島丙32

コメリハード＆グリーン高松 かほく市長柄町ソ87-8

コメリハード＆グリーン鶴来 白山市白山町14-1

コメリハード＆グリーン大聖寺 加賀市大聖寺岡町ホ20

コメリハード＆グリーン押水 羽咋郡宝達志水町小川弐103番

コメリハード＆グリーン美川 白山市鹿島町二号10番地

コメリハード＆グリーン山中 加賀市山中温泉ニ天町ヰ1-1番地

コメリハード＆グリーン辰口 能美市三ツ屋町40-1番地

コメリハード＆グリーン鳥屋 鹿島郡中能登町良川と部36番地の1

コメリホームセンター七尾 七尾市古府町ち40番地

コメリホームセンター金沢大友 金沢市大友2丁目311番地

コメリホームセンター輪島 輪島市山岸町ほ11番地

（株）大丸

フレッシュ＆リカーだいまる 珠洲市野々江町メ48
水、レトルト食品、イン
スタント食品、缶詰など

（株）トミショープラン 金沢市問屋町2-73 火災保険、地震保険

中西（株） 金沢市大手町13-13 タオル、軍手、手拭

（株）ナルックス

ナルックスなるわ店 金沢市鳴和1-1-10

水、レトルト食品、

インスタント食品、

缶詰

など

ナルックスサンタウン店 河北郡内灘町向粟崎1-448

ナルックスみずき店 金沢市みずき1丁目1番地

ナルックスふじえ店 金沢市藤江南3丁目75

ナルックスかみやち店 金沢市神谷内町ニ－26

ナルックスかつら店 金沢市桂町イ－126

ナルックスとうりき店 金沢市東力4丁目45番

（株）ニュー三久

ニュー三久城南店 金沢市城南2-36-1

水、レトルト食品、

インスタント食品、

缶詰

など

ニュー三久三陽店 金沢市三口新町4-3-2

ニュー三久あかつき市場 金沢市暁町11-22

ニュー三久伏見台店 金沢市伏見台2-1-10

ニュー三久泉が丘店 金沢市富樫1-3-27

ニュー三久金沢西念店 金沢市西念3-14-12

（株）ＰＬＡＮＴ

SUPER CENTER PLANT-3 津幡店 河北郡津幡町字庄ヌ3 消火器、家具転倒防

止グッズ、非常持ち

出しセット　 などSUPER CENTER PLANT-3 川北店 能美郡川北町字朝日63番地

（株）平和堂

アル・プラザ小松 小松市園町ハ23番地1 水、レトルト食品、

インスタント食品、

缶詰、家具転倒防

止グッズ、非常持

ち出しセット

など

アル・プラザ金沢 金沢市諸江町30番1号

アル・プラザ鹿島 鹿島郡中能登町井田と部1番地1

アル・プラザ加賀 加賀市作見町ル25番1

アル・プラザ津幡 河北郡津幡町北中条1丁目1番地

アル・プラザフーズマーケット大河端 金沢市大河端西2丁目15番地

マックスバリュ北陸（株）

マックスバリュ羽咋店 羽咋市石野町イ7

水、レトルト食品、

インスタント食品、

缶詰

など

マックスバリュ金沢駅西本町店 金沢市駅西本町5-2-13

マックスバリュ金沢しめの店 金沢市戸板西1丁目55番地

マックスバリュ東金沢駅前店 金沢市高柳町十三字1-1

マックスバリュ内灘店 河北郡内灘町字千鳥台4丁目1番

マックスバリュ増泉店 金沢市増泉4丁目3番3号

マックスバリュ野々市店 野々市市白山町4番1号

（株）マルエー

マルエー鶴来店 白山市鶴来下東町カ26

水、レトルト食品、

インスタント食品、

缶詰

など

マルエー久安店 金沢市久安2丁目282

マルエー元菊店 金沢市元菊町17番33号

マルエー二日市店 野々市市二日市4丁目143番地

マルエー松任店 白山市成町236-1

マルエー根上店 能美市大成町ト-15

マルエー春日店 金沢市春日町1-7

マルエー加茂店 加賀市加茂町115番地1

マルエー山中店 加賀市山中温泉本町1丁目ト29-1

マルエー大聖寺店 加賀市大聖寺南町ニ61

マルエー井口店 白山市井口町ロ53-1

マルエー動橋店 加賀市動橋町ホ-37

マルエー寺井店 能美市寺井町タ76

マルエー土居原店 小松市土居原町510-2

マルエー小立野店 金沢市小立野2丁目42-38

マルエー若杉店 小松市若杉町2丁目97

マルエー片山津店 加賀市潮津町ロ-18

マルエーまぎら店 金沢市間明町1丁目221

マルエー押野店 野々市市押野6丁目140

マルエー泉野店 金沢市泉野町1丁目9番3号

マルエー藤江北店 金沢市藤江北4丁目280番地

マルエー符津店 小松市符津町タ36-2

マルエー内灘店 河北郡内灘町字向陽台1丁目144番地

マルエーminiライブ１店 金沢市此花町3-2

マルエーmini１０９店 金沢市香林坊2丁目1番地1

マルエーmini平和町店 金沢市平和町3丁目8-1

マルエーmini美川店 白山市美川末広町ヨ15

（株）三崎ストアー

三崎ストアー森本店 金沢市吉原町ホ210番地
水、レトルト食品、

インスタント食品、

缶詰　　　　など

三崎ストアーモモサカ店 金沢市百坂町ニ25番地

三崎ストアーサンパーク店 能美市辰口町505番地

三崎ストアーパセオ店 金沢市湖陽1丁目1番

山成商事（株）

どんたく新鮮館 七尾市作事町80番地

水、レトルト食品、

インスタント食品、

缶詰　　　　など

どんたく東部店 七尾市大和町チ部12の1

どんたくベイモール店 七尾市小島町大開地1-78

どんたくナッピィ店 七尾市藤野町ロ部38番地

どんたくアスティ店 七尾市藤橋町申部4番地

どんたくタント店 七尾市奥原町上部133番地

どんたく穴水店 鳳珠郡穴水町此木1字30番

どんたく宇出津店 鳳珠郡能登町字宇出津新港2-7

どんたく高浜店 羽咋郡志賀町字高浜ヤの251

どんたくエブリィ鳥屋店 鹿島郡中能登町良川と57番地

どんたく西南部店 金沢市新保本3丁目84

どんたく西金沢店 金沢市西金沢3丁目196-1

どんたくかほく店 かほく市木津ハ5-1

どんたく津幡シグナス通り店 河北郡津幡町字横浜へ66

企業名（50音順）、

店舗名・住所、対象商品の順で記載
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