
 

 

 

 

 

 

 

「美味しいいしかわ食べきり協力店」登録証交付式について 

 

 

県では、今年度新たに、食品ロス削減に取り組む食品小売店や飲食店等を「美味し

いいしかわ食べきり協力店」として登録する制度を創設しました。 

このたび、下記のとおり、登録証交付式を開催します。 

 

記 

 

１ 登録証交付式 

日 時：令和元年１０月１５日（火）１０：００～１０：４５ 

場 所：特別会議室（行政庁舎４階） 

次 第：登録証交付、知事挨拶、代表者抱負表明、記念撮影 

 

２ 登録店舗数 

  １，０６９店舗（１９９事業者）  ※別紙のとおり 

 

３ 登録店舗における取組内容の公表 

   令和元年１０月１５日（火）から県ホームページで公表予定 

  （https://ishikawa-ecoweb.pref.ishikawa.lg.jp/tabekiri/） 

 

 ＜参考＞ 

登録店舗の募集  令和元年５月１３日（月）から 

( 資 料 提 供 )      
令和元年１０月１０日 

生活環境部廃棄物対策課長 
道下（内線：4240） 
直通：076-225-1470 

https://ishikawa-ecoweb.pref.ishikawa.lg.jp/tabekiri/


【食品小売店】

141 店舗

店舗名 事業者名 登録店舗数 本社所在地

1 アピタ・ピアゴ ユニー株式会社 4 愛知県

2 アルビス アルビス株式会社 16 富山県

3 イオン・イオンスタイル
イオンリテール株式会社北陸信越カンパ

ニー北陸事業部
9 白山市

4 犬丸屋 有限会社犬丸屋 2 小松市

5 内浦町農業協同組合 1 能登町

6 おおぞら農業協同組合 2 穴水町

7 株式会社ジャコム石川 14 金沢市

8 野々市農業協同組合 1 野々市市

9 大阪屋ショップ 株式会社大阪屋ショップ 6 富山県

10 カジマート 株式会社鍜治商店 5 津幡町

11 どんたく 株式会社どんたく 14 七尾市

12 ナルックス 株式会社ナルックス 6 金沢市

13 ニュー三久 株式会社ニュー三久 6 金沢市

14 バロー 株式会社バロー 13 岐阜県

15 マックスバリュ マックスバリュ北陸株式会社 7 金沢市

16 マルエー 株式会社マルエー 25 白山市

17 三崎ストアー 株式会社三崎ストアー 4 金沢市

18 ロッキー 株式会社ロッキー 6 中能登町

（ドラッグストア） 138 店舗

19 ウェルシア薬局 ウエルシア薬局株式会社 17 東京都

20 クスリのアオキ 株式会社クスリのアオキ 69 白山市

21 ゲンキー ゲンキー株式会社 5 福井県

22 コメヤ薬局 株式会社コメヤ薬局 18 白山市

23 シメノドラッグ・マツモトキヨシ 株式会社示野薬局 29 金沢市

（コンビニエンスストア） 475 店舗

24 セブン－イレブン 株式会社セブン―イレブン・ジャパン 128 東京都

25 ファミリーマート 株式会社ファミリーマート 242 東京都

26 ローソン 株式会社ローソン 105 東京都

（その他） 32 店舗

27 アサダヤコーポレーション 株式会社アサダヤコーポレーション 1 金沢市

28 味のやはた千里浜インター店 株式会社八幡 1 羽咋市

29 石川県職員互助会売店 石川県職員互助会 1 金沢市

30 ウフフドーナチュ 株式会社ウフフ 1 金沢市

31 お菓子のまるよ 有限会社お菓子のまるよ 1 かほく市

32 金澤やまぎし養蜂場 株式会社みつばちの詩工房 1 金沢市

33 サンライフ 株式会社サンライフ 2 能登町

34 芝寿し 株式会社芝寿し 6 金沢市

「美味しいいしかわ食べきり協力店」登録店舗一覧

１，０６９店舗（１９９事業者）

（スーパーマーケット）

Ａコープ

令和元年9月末までの申請分
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35 志んさ本舗 有限会社志んさ本舗 1 白山市

36 玉ひし森 有限会社玉ひし森 1 かほく市

37 ドン・キホーテ ドン・キホーテ小松店 1 小松市

38 和菓子　八講屋 和風菓子　八講屋 1 かほく市

39 ぶどうの木 株式会社ぶどうの木 12 金沢市

40 まるしょう 有限会社まるしょう 1 小松市

41 道の駅とぎ海街道 道の駅とぎ海街道 1 志賀町

【飲食店・宿泊施設】

（飲食店） 236 店舗

42 あまつぼ 株式会社あまつぼ 3 金沢市

43 日本料理　有川 日本料理　有川 1 小松市

44 和食料理店池亀 和食料理店池亀 1 七尾市

再掲 石川県庁職員食堂 石川県職員互助会 1 金沢市

45 いたる 有限会社いたる 1 金沢市

46 いち川 いち川 1 小松市

47 一浪 一浪 1 小松市

48 一山楼 一山楼 1 小松市

49 焼肉　いっちょう 焼肉　いっちょう 1 金沢市

50 イッポ イッポ 1 小松市

51 いもたこなんきん いもたこなんきん 1 小松市

52 ごはん処 魚心 ごはん処 魚心 1 加賀市

53 うな与 うな与 1 小松市

54 梅八 梅八 1 小松市

55 エアポート エアポート 1 小松市

56 えびすや えびすや 1 小松市

57 円 円 1 小松市

58 和酒BAR 縁がわ 和酒BAR 縁がわ 1 加賀市

59 お食事処　オアシス お食事処　オアシス（ふれあいの湯内） 1 川北町

60 大杉みどりの里 大杉みどりの里 1 小松市

61 割烹おとみ 割烹おとみ 1 七尾市

62 おまん茶屋/モカスタンド おまん茶屋/モカスタンド 1 津幡町

63 梶助 梶助 1 小松市

64 中華ギョーザ　勝ちゃん 中華ギョーザ　勝ちゃん 1 小松市

65 百万石うどん　角屋 百万石うどん　角屋 1 七尾市

66 金澤おくや 金澤おくや 1 金沢市

67 金沢キッチン 金沢キッチン 1 金沢市

68 かなざわ石亭　他 株式会社浅田屋 4 金沢市

69 金澤玉寿司　総本店 金澤玉寿司　総本店 1 金沢市

70 café nontan café nontan 1 金沢市

71 中国飯店　カンチ 中国飯店　カンチ 1 小松市

72 喜助 喜助 1 小松市

73 肉処　きたむら 肉処　きたむら 1 小松市

74 喜舟 喜舟 1 小松市

75 牛庵 牛庵 1 小松市

76 牛ばか 牛ばか 1 小松市

77 焼肉牛や 栄太郎 片町本店 焼肉牛や 栄太郎 片町本店 1 金沢市



78 寿司割烹金水 寿司割烹金水 1 金沢市

79 くろねこ珈琲 くろねこ珈琲 1 輪島市

80 和膳西洋料理　健 和膳西洋料理　健 1 小松市

81 軽食喫茶紅梅 軽食喫茶紅梅 1 金沢市

82 旬彩和食 口福 有限会社　中里 1 金沢市

83 ゴーゴーカレー 株式会社ゴーゴーカレーグループ 5 東京都

84 CoCo壱番屋 株式会社壱番屋 4 愛知県

85 割烹　五十番 割烹　五十番 1 七尾市

再掲 ごはん屋 株式会社サンライフ 1 能登町

86 旬菜　駒長 旬菜　駒長 1 小松市

87 料亭　小六庵 料亭　小六庵 1 小松市

88 Golosetto（ゴロゼット） Golosetto（ゴロゼット） 1 金沢市

89 咲来楽 咲来楽 1 小松市

90 コミニティカフェ ささやカフェ コミニティカフェ ささやカフェ 1 加賀市

91 左らく 左らく 1 加賀市

92 ステーキハウス西洋料理　Shigeru ステーキハウス西洋料理　Shigeru 1 小松市

93 十二の月 十二の月 1 金沢市

94 Shufu no Mise Shufu no Mise 1 七尾市

95 昇龍 昇龍 1 七尾市

96 ジョニーのビリヤニ ジョニーのビリヤニ 1 金沢市

97 和餐　伸 和餐　伸 1 小松市

98 炭火焼鳥 居酒屋 しんちゃん 炭火焼鳥 居酒屋 しんちゃん 1 内灘町

99 四季彩　粋庵 四季彩　粋庵 1 小松市

100 中國料理翠香 中國料理翠香 1 金沢市

101 寿司源 寿司源 1 加賀市

102 味処 すゞめ 味処 すゞめ 1 加賀市

103 諏訪会館 諏訪会館 1 小松市

104 青海楼 青海楼 1 七尾市

105 日本料理 せい月 日本料理 せい月 1 金沢市

106 日本料理　清月 日本料理　清月 1 小松市

107 中華ギョーザ　清ちゃん 中華ギョーザ　清ちゃん 1 小松市

108 くつろぎ処 ZEN くつろぎ処 ZEN 1 内灘町

109 アジアごはんとおはぎ　善 アジアごはんとおはぎ　善 1 金沢市

110 全開口笑 全開口笑 1 金沢市

111 大名茶屋 大名茶屋 1 金沢市

112 高砂茶寮 有限会社なべよし 1 白山市

113 食彩厨房　匠屋 食彩厨房　匠屋 1 小松市

114 割烹　たけし 割烹　たけし 1 金沢市

115 たこ好 たこ好 1 加賀市

116 割烹たな華 割烹たな華 1 金沢市

117 おしゃべりカフェ茶々 おしゃべりカフェ茶々 1 加賀市

118 手作り餃子 長樂 手作り餃子 長樂 1 加賀市

119 日本料理　つかさ 日本料理　つかさ 1 小松市

120 ファースト・フード九十九 ファースト・フード九十九 1 穴水町

121 つづら つづら 1 小松市

122 つるまる 有限会社つるまる 1 小松市

123 Ｔ’ｓ kitchen  hiyoko 倶楽部 Ｔ’ｓ kitchen  hiyoko 倶楽部 1 小松市

124 喫茶　テオリア 喫茶　テオリア 1 かほく市



125 喫茶　展望 ワイエー香林坊株式会社 1 金沢市

126 居酒屋　天力 居酒屋　天力 1 小松市

127 と喜 と喜 1 小松市

128 時々（Toki Toki） 時々（Toki Toki） 1 七尾市

129 ドライブイン風車 ドライブイン風車 1 津幡町

130 やきとりと魚料理　とりあえず 株式会社家族屋 3 金沢市

131 とりのすけ　金沢本店 とりのすけ　金沢本店 1 金沢市

132 なかの なかの 1 小松市

133 金沢旬菜 なごみや 金沢旬菜 なごみや 1 金沢市

134 ナニワ ナニワ 1 小松市

135 南月楼 南月楼 1 小松市

136 鉄板焼きと焼肉の店　のり 鉄板焼きと焼肉の店　のり 1 小松市

137 こんぱ亭 橋爪庵 こんぱ亭 橋爪庵 1 加賀市

138 ハスネカフェ・ハスネテラス ハスネカフェ・ハスネテラス 2 金沢市

139 ８番らーめん 株式会社ハチバン 51 金沢市

140 番伊 番伊 1 七尾市

141 ビストロ　パザパ ビストロ　パザパ 1 金沢市

142 居酒屋ひばり 居酒屋ひばり 1 内灘町

143 お好み焼平野屋 お好み焼平野屋 1 七尾市

144 平野屋・フルーツファーム高尾台本店 平野屋・フルーツファーム高尾台本店 1 金沢市

145 広坂 シュプレーモ 広坂 シュプレーモ 1 金沢市

146 軽食喫茶 ファルダハウス 軽食喫茶 ファルダハウス 1 加賀市

147 Fish＆chips Fish＆chips 1 七尾市

148 福井亭 福井亭 1 七尾市

149 お食事処　ふじ お食事処　ふじ 1 小松市

再掲 ぶどうの木 株式会社ぶどうの木 9 金沢市

150 Fusion21、豆皿茶屋 株式会社メープルハウス 2 金沢市

151 舞楽夢 舞楽夢 1 加賀市

152 フランジパニバール フランジパニバール 1 金沢市

153 ホテル金沢 ホテル金沢株式会社 2 金沢市

154 うどん工房　穂の香 うどん工房　穂の香 1 小松市

155 割烹　本陣 割烹　本陣 1 小松市

156 軽食喫茶ほんだの森 軽食喫茶ほんだの森 1 金沢市

再掲 まぐろや 株式会社八幡 8 羽咋市

157 お食事処　松の葉 お食事処　松の葉 1 七尾市

158 手打ちそばカフェ　まつぼっくり 手打ちそばカフェ　まつぼっくり 1 小松市

159 株式会社ニューフード産業北陸 7 金沢市

再掲 ワイエー香林坊株式会社 8 金沢市

160 港のままや 港のままや 1 金沢市

161 和食屋　南 和食屋　南 1 小松市

162 レストラン　ミューレミュー レストラン　ミューレミュー 1 小松市

163 金沢和食　みんなのまなぶ 金沢和食　みんなのまなぶ 1 金沢市

164 料亭 明月楼 料亭 明月楼 1 加賀市

165 中国懐石　ももたろう 中国懐石　ももたろう 1 小松市

166 加賀料理 八百辰 加賀料理 八百辰 1 金沢市

167 やきとり大将 やきとり大将 1 金沢市

ミスタードーナツ



168 若どり焼肉　やまき 若どり焼肉　やまき 1 小松市

169 山中温泉 Gallery 日曜館 工房ジオ・パラダイス 1 長野県

170 喫茶　友愛 社会福祉法人金沢手をつなぐ親の会 1 金沢市

171 湯の街ビストロ江沼スタシオン 湯の街ビストロ江沼スタシオン 1 加賀市

172 La Monbetta La Monbetta 1 加賀市

173 楽風亭 楽風亭 1 金沢市

174 中華　蘭蘭 中華　蘭蘭 1 小松市

175 龍華 龍華 1 小松市

176 小松欧風食堂　ルーチェ 小松欧風食堂　ルーチェ 1 小松市

177 料亭蓮翠 料亭蓮翠 1 小松市

（宿泊施設） 14 店舗

178 民宿石坂 民宿石坂 1 七尾市

179 おびし荘 石川県市町村職員共済組合 1 小松市

180 ホテル海望 ホテル海望 1 七尾市

181 勝﨑館 勝﨑館 1 津幡町

182 金沢彩の庭ホテル 株式会社金沢彩の庭ホテル 1 金沢市

183 さわだ旅館 さわだ旅館 1 七尾市

184 沢のや 沢のや 1 白山市

185 シーサイドヴィラ渤海 シーサイドヴィラ渤海 1 志賀町

186 南竜山荘 一般財団法人 白山地域振興公社 1 白山市

187 国民宿舎能登小牧台 国民宿舎能登小牧台 1 七尾市

188 民宿能登島荘 民宿能登島荘 1 七尾市

189 白山室堂ビジターセンター 一般財団法人白山観光協会 1 白山市

190 オーガニック宿　めぐまこの家 オーガニック宿　めぐまこの家 1 宝達志水町

191 ロイヤルホテル能登 ロイヤルホテル能登 1 志賀町

33 店舗

192 ガレリア画廊 ガレリア画廊 1 白山市

193 SALUD-VEGE DELICATESSEN SALUD-VEGE DELICATESSEN 1 小松市

194 中ノ峠物産販売所 中ノ峠物産販売所 1 小松市

195 ビュッフェ・こまつせせらぎ 公益社団法人小松市シルバー人材センター 1 小松市

196 ぼんたこ ぼんたこ 1 加賀市

197 道の駅こまつ木場潟 道の駅こまつ木場潟 1 小松市

198 道の駅高松 株式会社高松レストハウス 2 かほく市

再掲 メープルハウス本店 株式会社メープルハウス 1 金沢市

再掲 Yahataすしべん 株式会社八幡 23 羽咋市

199 山中ルイドール 山中ルイドール 1 加賀市

【食品小売・飲食併設店】
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