
Ｒ５．１現在

※ジャンルについて

・・・青果

・・・鮮魚

・・・菓子

空　欄 ・・・スーパーマーケットなど食料品の販売

　市町名 ジャンル 店舗の場所

金沢市 笠舞店 笠舞1丁目8-48

安原店 上安原町140街区12番地

中村町10-20

安原中央店 福増町南１２６５

杜の里店 もりの里３－１７０

笠舞店 笠舞１－２３－２３

泉が丘中央店 泉が丘２－８－３

泉が丘サンピア店 円光寺2－345

高柳店 高柳町二字６３番１

大友店 大友2丁目234番地

西南部店 八日市出町840番地

田上店 田上さくら3丁目40番地

畝田店 畝田西3丁目603番地

諸江町30番1号

大河端町８街区１

青草町88

近岡店 近岡町３５８番地

大徳店 松村町ヌ７５番

西泉店 金沢市泉本町7-7-1

西都１丁目５４

石川県漁業協同組合 無量寺町ヲ52番地

（株）重福 無量寺町ヲ52番地

（有）マルヤ水産 無量寺町ヲ52番地

（株）新田商店 無量寺町ヲ52番地

上島商店 無量寺町ヲ52番地

海道物産（株） 無量寺町ヲ52番地

堂井鮮魚店 寺町3丁目12-15

中川鮮魚店 千日町1-8

中田鮮魚店 寺町1丁目11-6

とぎや商店 泉2丁目16-12

吉田鮮魚店 寺町1丁目14-11（ひまわり寺町店内）

（株）中央生鮮食品 新竪町3丁目38

アルプラフーズマーケット大河端

石川県地産地消推進協力店
金沢地区　小売店・直売所

店舗名

アルビス

Ａコープ　

アピタ金沢店

アル・プラザ金沢

市安商店

菓子工房　西都　ＫＯＧＵＲＡ

 金沢港いきいき魚市

金沢魚商業協同組合

大阪屋ショップ



Ｒ５．１現在

※ジャンルについて

・・・青果

・・・鮮魚

・・・菓子

空　欄 ・・・スーパーマーケットなど食料品の販売

　市町名 ジャンル 店舗の場所

石川県地産地消推進協力店
金沢地区　小売店・直売所

店舗名

金沢市 （有）パム 片町1丁目12-20

（有）西商店 笠舞2丁目1-19

（株）フィッシュセンター　キタガワ 石引4丁目4-11

岡沢鮮魚店 末町17-1-1

越吉鮮魚店 扇町5-14

矢野鮮魚店 横山町18-11

あたらしや 天神町2丁目2-12

（有）くらべ水産 本江町7-41

西村鮮魚店 長町1丁目4-58（中村ストアー内）

庄田鮮魚店 北安江2丁目10-23

坂本食品 玉川町13-5

坂井鮮魚店 駅西新町1-24-10

魚かつ鮮魚店 田中町い60

斉田屋鮮魚店 東山1丁目2-16

川部鮮魚店 小坂町東98-1

大口水産（株） 上近江町38

大松水産（株） 上近江町33

ヤマカ水産(株)本店 下近江町30-1

ヤマカ水産(株)ギフト事業部 下近江町30-1

ヤマカ水産(株)近江町店 青草町21

ヤマカ水産(株)百番街店 広岡町ロ－1

ヤマカ水産(株)金沢活魚 湊4丁目69

清商店 青草町10

（株）忠村水産 玉川町7-20

杉本水産（株） 堀川町19-5

（有）島田水産 上近江町35

（有）新力水産 青草町17

（有）川木商店 青草町17

三洋商店 上近江町35

（有）一念大助 上近江町46-3

（有）みやむら 上近江町36

松田商店 金石西2丁目19-23

金沢魚商業協同組合



Ｒ５．１現在

※ジャンルについて

・・・青果

・・・鮮魚

・・・菓子

空　欄 ・・・スーパーマーケットなど食料品の販売

　市町名 ジャンル 店舗の場所

石川県地産地消推進協力店
金沢地区　小売店・直売所

店舗名

金沢市 河崎鮮魚店 金石西3丁目5-17

（有）直市商店 大野町4丁目68

竹庄鮮魚店 金石西3-7-8

斉藤鮮魚店 八田町東529

高島鮮魚店 堅田町乙85

（有）渡辺鮮魚店 藤江南3丁目168-13

（株）山本水産 西念４－１４－８

木ノ新保町１－１　ＪＲ金沢駅構内
金沢百番街　あんと

フルーツ＆フーズ寺町店 寺町4丁目3-4

ﾌﾙｰﾂﾌｧｰﾑ高尾台本店 高尾台4-75

香林坊大和店 香林坊1-1-1　B1

近江町店 上近江町50

本社配送センター 駅西本町2-3-1

下近江町50番地

福増南79-1

高尾 高尾南３丁目１７番地

県庁前 西都１丁目６２

久安店 久安２丁目２３５

小立野台店 小立野２丁目４２－３６

アピタ金沢店 中村町１０番２０号アピタ金沢店内

泉店 泉２丁目６号５番

ファミリーマート薬コメヤ 金沢武蔵店 下堤町３５－１

玉鉾1丁目180番地

大額2丁目50番地

武蔵町15-1（名鉄エムザB1F）

本店 弥生１－１７－２８

エムザ店 武蔵町１５－１　名鉄エムザ地下１階

アトリオ店 香林坊１－１－１　アトリオ地下１階

百番街あんと店
木ノ新保町１－１　ＪＲ金沢駅構内
金沢百番街　あんと

小立野3丁目4-18スーパーぢんなか

コープたまぼこ

コープおおぬか

サカイダフルーツ　八百八青果

北形青果

四十萬谷本舗

ドラッグストアコメヤ

ケーキハウスエンゼル

金沢百番街すゞめ

（株）堀他　

コメヤ薬局

金沢魚商業協同組合

（株）フレッシュ・ゴー平野屋　



Ｒ５．１現在

※ジャンルについて

・・・青果

・・・鮮魚

・・・菓子

空　欄 ・・・スーパーマーケットなど食料品の販売

　市町名 ジャンル 店舗の場所

石川県地産地消推進協力店
金沢地区　小売店・直売所

店舗名

金沢市 本店 西金沢二丁目168-1

金沢百番街店 木ノ新保町1‐1金沢百番街おみやげ館内

近江町いちば店 青草町88近江町いちば館１F

近江町ふれあい店 近江町50-1近江町ふれあい館１F

うしおや ひがし茶屋街店 東山1－7－9

木ノ新保町1-1金沢駅西口ビル
くつろぎ館２F100banマート内

下近江町２４

上近江町33-1

どんたく 西南部店 新保本3丁目84

白菊町13-1

あかつき市場 暁町11-22

泉が丘店 富樫1丁目3-27

城南店 城南2-36-1

伏見台店 伏見台2-1-10

彦三町1-2-22

八日市１丁目６７５

無量寺4丁目56番地

寺町店 寺町1丁目14-11

泉野店 泉野町3丁目1-35 

額店 額新町1丁目98番地

十間町35

円光寺3-4-7

粟崎町１丁目５４－１

金沢駅西本町店 駅西本町５－２－１３

金沢しめの店 金沢市戸板西1丁目55番地

東金沢駅前店 高柳町十三字１番１

増泉店 増泉４丁目３番３

逸味　潮屋

マックスバリュ

フルーツ坂野　近江町市場店

ニュー三久

橋本果実店

パティスリー木のひげ

ベルエポック

中林食料品店

ピアゴ金沢ベイ店

ひまわりチェーン

世界の食品ダイヤモンド

田中青果店

100banマート　Aガイヤ

フルーツランドやまむら



Ｒ５．１現在

※ジャンルについて

・・・青果

・・・鮮魚

・・・菓子

空　欄 ・・・スーパーマーケットなど食料品の販売

　市町名 ジャンル 店舗の場所

石川県地産地消推進協力店
金沢地区　小売店・直売所

店舗名

金沢市 泉野店 泉野町1丁目9番3号

春日店 春日町１－７

小立野店 小立野2丁目42-38

久安店 久安２丁目２８２

まぎら店 間明町1丁目221

元菊店 元菊町17番33号

彦三店 彦三町2丁目9番9号

石引2丁目3番1号

西泉４丁目１１番地

新竪町3-104

上近江町36

十間町35

片町2丁目12番18号

無量寺4丁目56番地

藤江町南３丁目１６８－１３

上近江町50

直売所
東原町の旧３０４国道沿い
東原駐車場マチオモイ向い

本店 松寺町未59番地1

崎浦店 小立野3丁目28-12

野田店 野田町ム９４－１

直売所 湯涌荒屋町47（金沢湯涌みどりの里内）

直売所 長坂２丁目２４番地３号

内灘町 アルビス 内灘店 大根布１－８－１

竹野商店 大根布2丁目192

連鮮魚店 アカシア1丁目133

大清台308

千鳥台４丁目１番

向陽台１丁目１４４番地

直売所

マルエー

マルナカ青果

MEGAドン・キホーテ　ラパーク金沢店

八百屋　松田久直商店

役山商店

（有）北川食品

（有）松原屋商店

洋菓子のお店　ファミーユ

よこい青果

マックスバリュ　内灘店

マルエー　内灘店

ユーストア金沢ベイ店

３０４水芭蕉会朝市

ほがらか村

湯涌朝市組合

(株)六星　むっつぼし金沢長坂店

金沢魚商業協同組合

中佐商店



Ｒ５．１現在

※ジャンルについて

・・・青果

・・・鮮魚

・・・菓子

空　欄 ・・・スーパーマーケットなど食料品の販売

　市町名 ジャンル 店舗の場所

石川県地産地消推進協力店
金沢地区　小売店・直売所

店舗名

津幡町 加賀爪ハ９９

北中条１丁目１番地

庄ヌ３

(株)平村　本店 津幡ハ３７

(株)平村　みなみ店 加賀爪

直売所 上大田和１

直売所 竹橋西２７０番地

直売所 字舟橋２５３

かほく市 内日角1丁目24番地1

白尾ニ9-1

木津ハ5-1

内日角タ２５番

浜北ハ20-1

（株）平村　高松店 高松ア7-2

喜多商店 木津イ74-1

イオンかほく店

どんたく　かほく店

Ａコープ　つばた店

アル・プラザ津幡

ＰＬＡＮＴ３　津幡店

魚料理・民宿　やまじゅう

金沢魚商業協同組合

“河合谷の郷”即売所

道の駅倶利伽羅塾

JAグリーンかほく　そくさいかん

Ａコープ　かほく店

大阪屋ショップ　かほく店

金沢魚商業協同組合


