
Ｒ５．１現在

市町名 店舗の場所

金沢市 セブンイレブン 金沢石川県庁前 鞍月東2丁目14

金沢鞍月４丁目 鞍月4-181

ＫＯＹＯ石川県立中央病院 鞍月東2-1

金沢駅西本町３丁目 駅西本町3-15-20

金沢円光寺本町 円光寺本町240

金沢横川６丁目 横川6-184-1

KOYO金沢医療センター 下石引町1-1

金沢吉原町 吉原町ハ26番1

金沢久安２丁目 久安3-400

金沢京町 京町2-26

金沢近岡町 近岡町52-1

金沢桂町 桂町イ35-1

金沢古府１丁目 古府1-54

金沢古府３丁目 古府3-33

金沢高岡町 高岡町3-20

金沢三ツ屋町 三ツ屋町ロ42-1

金沢三口新町３丁目 三口新町3丁目614

金沢中央郵便局前 三社町3-21

金沢三池 三池栄町293

金沢三馬３丁目 三馬3-250

金沢寺中町 寺中町ホ16-1

金沢諸江町 諸江町中丁163-4

金沢小金町 小金町9-17

金沢小坂町西 小坂町西116

金沢昭和町 昭和町16番1号

金沢松村４丁目 松村4丁目370

金沢松村町 松村町ヌ-45

金沢神谷内町 神谷内町ニ61

金沢西泉２丁目 西泉2-116-1

金沢専光寺町 専光寺町レ4-2

金沢泉野出町１丁目 泉野出町1-16-17

金沢泉野町 泉野町1-227-1

金沢浅野本町 浅野本町ロ171-1

金沢大額３丁目 大額3-236

大桑２丁目 大桑2丁目129番地

金沢大手町 大手町173番地

石川県地産地消推進協力店
金沢地区　コンビニエンスストア
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金沢市 セブンイレブン 金沢池田町 池田町4番丁6-3

金沢直江町 直江町イ239番地

金沢入江１丁目 入江1-202

金沢八日市５丁目 八日市5-429

金沢福増町 福増町北1382-1

金沢平和町 平和町2-96

金沢米泉１０丁目 米泉町10-39-10

金沢米泉８丁目 米泉町8-90

金沢片町１丁目 片町１丁目4-16

金沢片町中央 片町１丁目5-15

金沢保古３丁目 保古3-37

金沢芳斉２丁目 芳斉2丁目354

金沢北安江４丁目 北安江4-11-27

金沢問屋町２丁目 問屋町2-84-1

金沢矢木２丁目 矢木2-212

金沢薬師堂 薬師堂町イ101

金沢有松５丁目 有松5-45-1

金沢旭町２丁目 旭町２丁目

金沢鳴和台 鳴和台１１１

ファミリーマート わくなみや小橋店 小橋町4-20

しばはら杜の里店 もりの里3-102

窪四丁目店 窪4-447

金沢安原店 中屋2丁目83番地

金沢利屋町店 利屋町る7番地

金沢みどり団地口店 福増町北1053-2

金沢新神田店 新神田4丁目5番35号

金沢リファーレ店 本町1丁目5番3号

金沢土清水店 土清水二丁目15番地

金沢元菊店 元菊町5番1号

金沢上安原店 上安原南79番地

金沢彦三店 彦三町二丁目2番14号

金沢入江一丁目店 入江1丁目148

金沢木材団地店 湊2丁目114番地25

金沢疋田店 疋田二丁目123番地

金沢大桑店 大桑二丁目42番地

金沢専光寺町店 専光寺町ﾚ4番地10
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金沢市 ファミリーマート 金沢二万堂店 西泉一丁目1番地2

金沢粟崎店 粟崎町三丁目297番地1

金沢稚日野店 稚日野町北19番地1

金沢諸江通り店 北安江1丁目14番1号

金沢御影店 御影町7番15号

金沢高畠一丁目店 高畠一丁目323番地

金沢松島南店 新保本四丁目65番地7

堅田店 堅田町甲75ｰ1

金沢額新保店 額新保2丁目284

金沢専光寺浜店 専光寺町ﾆ2-1

金沢西念二丁目店 西念2丁目27-17

金沢星稜前店 小坂町南538

金沢田上店 田上の里2丁目105番地

金沢菊川店 本多町一丁目18番3号

金沢高柳店 高柳町二字10番1

金沢松村三丁目店 松村三丁目448番地

金沢乙丸町店 神宮寺3丁目11番15号

金沢福久店 福久町ﾎ61番地1

金沢幸町店 幸町13番28号

金沢朝霧台店 朝霧台二丁目14番地

金沢本町二丁目店 本町2丁目11番7号金沢ﾌｺｸ生命駅前ﾋﾞﾙ1階

金沢小立野店 小立野3丁目27番22号

金沢問屋町二丁目店 問屋町二丁目15番2

金沢泉野店 泉野町5丁目6番14号

金沢けやき通り店 駅西本町1丁目15番18号ﾄﾘｱｽ1F

金沢山科一丁目店 山科一丁目6番57号

金沢無量寺店 無量寺五丁目69番地1号

金沢千木町店 千木町ﾙ55

金沢増泉三丁目店 増泉3丁目15番19号

金沢広岡三丁目店 広岡3丁目3番47号

金沢小坂町店 小坂町北165番地2

金沢額谷三丁目店 額谷3丁目46番地

金沢入江店 入江3丁目54番地

金沢上堤町店 上堤町1-15金沢上堤町ﾋﾞﾙ1F

金沢八田町店 八田町東896番地1

金沢諸江町店 諸江町下丁46番1
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金沢市 ファミリーマート 金沢金石東店 金石東3丁目2-5

金沢木曳野店 木曳野3丁目23番地

金沢旭町三丁目店 旭町3丁目3番11号

金沢松村店 松村3-543

金沢野田店 野田二丁目14番地

金沢石引店 石引一丁目13番32号

金沢涌波店 涌波1丁目6番27号

金沢本町店 本町2丁目20番28号

金沢伏見新町店 伏見新町337番

金沢片町店 片町二丁目2番15号 北國ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

藤江北店 藤江北4-485

金沢田上の里店 田上の里1丁目1番

金沢橋場町店 橋場町1番3号

金沢桜田町店 桜田町1-214

金沢百坂店 百坂町ﾆ23番地1

薬コメヤ金沢武蔵店 下堤町35番地1

金沢駅西口店 北安江一丁目2番15号

東金沢駅前店 三池町189番1 他3筆

金沢高尾南店 高尾南三丁目61番地

金沢東力店 東力2丁目148番地1

金沢増泉店 増泉一丁目18番14号

金沢大学店 若松町ﾐ3番地1(金沢大学角間ｷｬﾝﾊﾟｽ内)

金沢寺町店 寺町一丁目2番18号

金沢天神町店 天神町一丁目14番11号

金沢涌波三丁目店 涌波三丁目1番16号

金沢増泉中央店 増泉一丁目19番32号

石川屋金沢笠舞店 笠舞本町2-2-8

金沢片町二丁目店 片町2丁目1番6号

金沢東大通り店 昌永町17-8

金沢泉本町店 泉本町5丁目3番地

金沢岸川店 岸川町り63番1

金沢本町二丁目店 本町2丁目11番7号金沢ﾌｺｸ生命駅前ﾋﾞﾙ1階

金沢堀川店 堀川町976番5

金沢中央市場店 西念四丁目22番12号

金沢みなと店 大野町四丁目ｦ31番地1

金沢新保本店 新保本5丁目113番地
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金沢市 ファミリーマート 金沢大河端町店 大河端西二丁目74番地

金沢三口町店 三口町火330番地

金沢西念三丁目店 西念3丁目32-16

金沢木越店 千木町口93-1

石川県庁前店 西都一丁目59番

白山インター店 中屋南84番地

金沢二口店 二口町ｲ101番地

金沢みどり店 みどり一丁目255番地1

ローソン 金沢本多町三丁目店 本多町3－3－15

金沢片町二丁目店 片町2丁目25－20

金沢もりの里店 もりの里2丁目82番

金沢不動寺町店 不動寺町ロ11－1

金沢金石店 金石本町ロ4

金沢北塚町店 北塚町西4番

金沢藤江北店 藤江北1-309

金沢武蔵町店 武蔵町14－33

金沢福久町店 福久町オ4番1

金沢上安原町店 上安原町114街区1

金沢木越町店 木越町ト98－1

金沢諸江町店 諸江町中丁348－1

金沢大額店 大額2丁目29-1

金沢畝田店 畝田東4丁目1141

金沢粟崎町店 粟崎町3丁目1－1

金沢駅西本町店 駅西本町三丁目610番地

金沢横川店 横川3丁目60番

金沢間明町店 間明町2丁目24番地

金沢長坂店 長坂3丁目5番33号

金沢弥生店 弥生1丁目19番15号

金沢有松店 有松3丁目4番1号

金沢額新保店 額新保1丁目332

金沢大豆田本町店 大豆田本町甲282－1

金沢タテマチストリート店 竪町24番地

金沢南町中央店 南町3番1号

金沢新神田店 新神田1丁目10番83号

金沢諸江中丁店 諸江町中丁250番1

金沢田上店 田上本町土地区画整理事業施工区域内10街区1
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金沢市 ローソン 金沢八日市店 八日市4丁目332番地

金沢泉店 泉2丁目54番

金沢米泉店 米泉町7丁目46番

金沢末町犀川局前店 末町16字11－1

金沢問屋町一丁目店 問屋町1－115－1

金沢鳴和台店 鳴和台87

金沢山科店 山科2－2－47

金沢芳斉二丁目店 芳斉2-5-26

金沢学院大学前店 末町四字1-1

金沢野町一丁目店 野町1-192

金沢西念三丁目店 西念3-209

金沢駅金沢港口店 広岡1-902-2

金沢押野小学校前店 八日市２‐４５５

金沢西泉店 西泉４‐１２９‐１

金沢片町店 片町１‐６‐１３

金沢神宮寺二丁目店 神宮寺２‐１６‐２２

金沢玉鉾五丁目店 玉鉾５‐３７

金沢大友三丁目店 大友３‐４７

金沢若宮町店 若宮町ホ３０‐１

金沢福久東店 福久東１‐４６‐１

金沢泉野出町店 泉野出町２‐７‐１

金沢もりの里南店 もりの里２－１２

金沢法光寺店 法光寺町１０８－１

内灘町 セブンイレブン 内灘白帆台店 白帆台２丁目１

ファミリーマート 内灘大学通り店 字大根布六丁目101番

内灘鶴ヶ丘店 字鶴ケ丘四丁目１２０番

河北内灘店 字鶴ケ丘１丁目３０３番地

内灘向粟崎店 字向粟崎１丁目４３０番地

内灘向陽台店 字向陽台1-207

内灘大根布店 字大根布五丁目288番地

ローソン 金沢医科大学前店 字大学２－１８９
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店舗名

津幡町 セブンイレブン 津幡横浜店 字横浜い１４７－２

津幡太田店 字太田ち３１－１

津幡町 ファミリーマート 津幡潟端店 字潟端408番地

津幡中須加店 中須加ろ26番地1

本津幡駅前店 字清水ﾁ374番地4

津幡北中条店 北中条4丁目83

津幡加賀爪店 加賀爪ﾊ88-3

ローソン 本津幡店 字庄ト６５‐５

津幡横浜店 字横浜ヘ４０‐７

津幡みずほ病院前店 字潟端４５１‐１

かほく市 セブンイレブン かほく高松インター店 高松ア２１－１

かほく長柄町店 高松ロ２６８－１

かほく白尾インター店 白尾ル１４－３

かほく白尾店 白尾ロ４９－１

ファミリーマート かほくななくぼ店 七窪ﾊ44番地1

かほくバイパス店 横山ｲ28番地

かほく松浜店 松浜ｲ11番地3

かほく七塚店 浜北ｲ12番4 他5筆

かほく高松中央店 高松ｳ1番1

白尾インター店 白尾ﾇ13番1

かほく大崎南店 内日角ｶ1番1

ローソン かほく秋浜店 秋浜ハ１８－２

かほく狩鹿野店 狩鹿野ヌ５１番１


