認証施設一覧（令和4年9月19日時点）
〈飲食店・喫茶店〉4535施設
施設名称

所在地

芝寿しのさと

石川県金沢市いなほ２－５

ぶんごや 金沢店

石川県金沢市しじま台2-14-16

お多福

石川県金沢市みどり1丁目257-2

みどり団地店

からあげ専門店
Cafe甘

鶏笑

金沢店

石川県金沢市みどり2-6-4

杜の里店

石川県金沢市もりの里1-156

中華そば大勝

石川県金沢市もりの里1-202

お好み焼古川

もりの里

石川県金沢市もりの里1-205

コメダ珈琲店金沢もりの里店

石川県金沢市もりの里1-208

和牛焼肉

石川県金沢市もりの里1-47グリーンヴィレッジ１F

花燈

Continental Dining ARON

石川県金沢市もりの里1-58ミレニアムハウス1-B

吉野家金沢もりの里店

石川県金沢市もりの里１－６０

サーティワンアイスクリーム
ペッパーランチ

イオン杜の里店

イオンもりの里店

石川県金沢市もりの里1-70イオン杜の里店内
石川県金沢市もりの里１丁目７０イオンもりの里フードコート１F

＠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

イオンもりの里

おやつ村

石川県金沢市もりの里1丁目70番地

はなまるうどん

イオンもりの里店

石川県金沢市もりの里1丁目70番地

リンガーハット

イオンもりの里店

石川県金沢市もりの里1丁目70番地

サイゼリヤ金沢杜の里店

石川県金沢市もりの里2-221

ビリヤード

石川県金沢市もりの里2-88

GET

イオンもりの里店1階

ビッグボーイ金沢もりの里店

石川県金沢市もりの里2丁目17

カレーのチャンピオンもりの里店

石川県金沢市もりの里2丁目185番地

大阪焼肉ホルモンふたご

石川県金沢市もりの里2丁目222

鳥珍や

もりの里店

もりの里店

石川県金沢市もりの里3-217

NIKURU DINING
大衆肉食堂

石川県金沢市もりの里3-219リヴァービューもりの里1Ｆ

(卸)花島精肉店

もりの里店

石川県金沢市もりの里3-229

金澤味噌らぁめん秀

石川県金沢市もりの里3-233

だんまや水産

石川県金沢市もりの里3－233

餃子の王将

杜の里店
杜の里店

石川県金沢市もりの里3-244

欧風食堂チェルキオ
パティスリーカフェ

石川県金沢市もりの里3-28岡本テナント1F
チキ・チキ

石川県金沢市もりの里3丁目127

焼肉げんまん

石川県金沢市もりの里3丁目172

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

炭火焼肉

石川県金沢市旭町2-17-1

かみたに

焼肉ホルモン 肉島

石川県金沢市旭町2丁目18－20

楽らく

石川県金沢市旭町２丁目7-28サンシャインハウス1F

レストラン

レ・サヴール

中国名菜
とりのすけ

マスタム

割烹

金沢本店

あすなろ

スナック

アスナロ

石川県金沢市旭町3-17-4シャトー・シャンボール1F
石川県金沢市旭町3-19-13
石川県金沢市旭町3丁目13-10旭レジデンス1F
石川県金沢市粟崎町1丁目82-1
石川県金沢市粟崎町1丁目82-1

フードコート

施設名称

所在地

焼肉山ちゃん

石川県金沢市粟崎町1丁目88-2

焼肉なかなか粟崎店

石川県金沢市粟崎町1丁目91-1

一品料理 円(まどか)

石川県金沢市粟崎町3丁目84-4

お多福

石川県金沢市粟崎町ト135-14

粟崎店

レストラン シャイン

石川県金沢市粟崎浜町1番地2（ゴルフ倶楽部金沢リンクス2F）

一誠

石川県金沢市安江町12-28

五彩

町家和食

石川県金沢市安江町12-28

ステーキハウスNEKOYANAGI

石川県金沢市安江町１２－３２

double

石川県金沢市安江町12-4

能登まいもん堂

石川県金沢市安江町１２番１号アイビス武蔵１Ｆ

il pontiere

石川県金沢市安江町13-6

加登長

石川県金沢市安江町13番30号

横安江町店

寿し駒

石川県金沢市安江町１７－２４

いろは食堂

石川県金沢市安江町17番13号

ロスタル

石川県金沢市安江町17番28号

大衆割烹山長

石川県金沢市安江町18-33

炭魚酒菜

石川県金沢市安江町18-5-1

AI

わなか

PINI

石川県金沢市安江町18丁目35番地

金沢焼肉楽処万場

石川県金沢市安江町19－3

鳥珍や

石川県金沢市安江町19-3三田村ビル1階

金沢駅前別院通り店

酒粋醍醐

石川県金沢市安江町19-4

謎屋珈琲店

石川県金沢市安江町19-6

麺屋

石川県金沢市安江町19-6

白鷺

ちょい呑みダイニング
中華蕎麦

貴

石川県金沢市安江町255番地3

御輿

石川県金沢市安江町3-11金澤表参道B.L.D.1階

焼肉バンライ

石川県金沢市安江町3-29

菜喰安心院

石川県金沢市安江町4-9

喫茶展望

石川県金沢市鞍月1-1 石川県庁19F

石川県庁職員食堂

石川県金沢市鞍月１丁目１番地

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

キャナリィ・ロウ金沢鞍月店

石川県金沢市鞍月3-128

Kuroneco Jack

石川県金沢市鞍月3-27HRビル1C

金澤

石川県金沢市鞍月3-27HRビル1F

吉宗

本店

焼肉時しらず

石川県金沢市鞍月3-51-2

パルティーレ

石川県金沢市鞍月3丁目27番HRビル１D

星乃珈琲店石川県庁前店

石川県金沢市鞍月4-178

ミスタードーナツ石川県庁前ショップ

石川県金沢市鞍月４丁目１１５番地金沢ジーサイドビル１F

焼肉ダイニング

石川県金沢市鞍月4丁目188番

あんぎゅう

インフィニート

石川県金沢市鞍月5-110

トゥール・モンド・シュシュ
カフェ

鞍月本店

スミカグラス

石川県金沢市鞍月5-53
石川県金沢市鞍月5-74

タリーズコーヒー金沢ビーンズ店

石川県金沢市鞍月5丁目158

ドトールコーヒーショップ石川県立中央病院店

石川県金沢市鞍月東２－１

EDWARD JOHNSTON CAFE

石川県金沢市鞍月東2-33

とりあえず吾平

石川県金沢市磯部町25-1

高柳店

福々庵

石川県金沢市磯部町ニ-22

お好み本舗んまい屋金沢店

石川県金沢市磯部町ニ２７－１

施設名称

所在地

すしべん

高柳店

石川県金沢市磯部町ニ6-2

お食事処

飛鳥

石川県金沢市駅西新町1丁目13番5号

いなかや

善助

石川県金沢市駅西新町1丁目15-2

都寿し

石川県金沢市駅西新町1丁目31-28

浪花中華

風星

菜香樓

石川県金沢市駅西新町1丁目39-5インテリフィック101

新館

石川県金沢市駅西新町2-8-15

ビリヤードスパイク

石川県金沢市駅西新町3-11-22

ノトヒバカラベーカリー

石川県金沢市駅西新町3-11-9

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

焼肉

石川県金沢市駅西本町1-5-3

大昌苑

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

お好み焼

石川県金沢市駅西本町3-14-21

天晴屋

Restaurant & Bar INDIGO

石川県金沢市駅西本町3-15-47

キッチンCOCO

石川県金沢市駅西本町3-16-2

なか卯

石川県金沢市駅西本町5-1-3

金沢駅西本町店

家庭料理

福

石川県金沢市駅西本町5丁目6-18西都ビル1F

Rose
すき家

石川県金沢市駅西本町5丁目6-18西都ビル1F
金沢駅西店

石川県金沢市駅西本町6-3-7

福満楼

石川県金沢市駅西本町6丁目3番地14

味一番

サンピア店

石川県金沢市円光寺2-345

居酒屋

奈々

石川県金沢市円光寺3-3-3

トラットリア
豚炭一丁

アーシ

押野店

石川県金沢市円光寺3丁目3-1
石川県金沢市押野1-510

assist

石川県金沢市横川2丁目261-1

ホルモン倶楽部

石川県金沢市横川3-4-4 リバーサイドハイツ

彩美食

石川県金沢市横川3丁目153番地

絆

ラーメン屋
串酒場

豚蔵

横川店

はるけい屋

石川県金沢市横川3丁目159
石川県金沢市横川3丁目16リバース横川101

肉乃もりした 横川店

石川県金沢市横川3丁目19

らーめん

石川県金沢市横川4丁目180

味噌屋

味そ蔵

コンコント菓子店

石川県金沢市横川5-298-3

ジョイフル横川店

石川県金沢市横川6-1

らーめん

みそ膳

福々亭

石川県金沢市横川6丁目116-1

ラウンドワンスタジアム金沢店

石川県金沢市横川6丁目120-1

居酒や

石川県金沢市横川6丁目20番地夢ビル1F

海蔵

焼肉じゃんじゃん

石川県金沢市横川6丁目80番地べコリーヌ横川1階103号室

丸源ラーメン金沢横川店

石川県金沢市横川7-38-1

ゴーゴーカレー

石川県金沢市沖町イ81-1

ルネスかなざわ直売所

焼肉つばさ

石川県金沢市乙丸町甲141乙崎ビル1階

fArmentCafe

石川県金沢市乙丸町甲162

つな寿司

石川県金沢市乙丸町甲188番地

vanilla KANAZAWA gate Black cafe

石川県金沢市下柿木畠6番地B1F

施設名称

所在地

ひかりや＆yajimon

石川県金沢市下近江町26 フルーツむらはた近江町ビル2F

海鮮丼ひかりや

石川県金沢市下近江町26番地フルーツむらはた近江町ビル1F

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

加登長総本店

石川県金沢市下近江町42番地

山さん寿司

石川県金沢市下近江町68

近江町大漁神社

石川県金沢市下松原町49番１

石うす挽き手打ちそば処

くら

石川県金沢市下新町2-10

長平

石川県金沢市下新町2-11

金沢医療センター

レストランビアンモール

石川県金沢市下石引町１－１

カフェとある丘

石川県金沢市下谷町チ97番地

森八

石川県金沢市下堤町17-1（近江町市場十間町口前）

近江町店

能加万菜
魚旨

市場屋

近江町総本店

石川県金沢市下堤町19-1

里味

能加万菜

石川県金沢市下堤町19-3
と成屋

石川県金沢市下堤町19-7

チヤルダ

石川県金沢市下堤町20堤町ビル101

一番星

石川県金沢市下堤町20番地堤町ビル1F102号

メレンゲ

石川県金沢市下堤町34-2

うつわかきいろ

石川県金沢市下堤町36

海鮮丼専門店
市場めし

金沢近江町市場

こてつ

あまつぼ

石川県金沢市下堤町37番1
石川県金沢市下堤町３８－１

かいてん寿司大倉

石川県金沢市下堤町３８－６

ドトールコーヒーショップ金沢武蔵ヶ辻店

石川県金沢市下堤町７－２

旬菜焼はざま

石川県金沢市下本多町6-6-1-2フラットno1

ラポール

石川県金沢市下本多町六番丁11番地

FUSION

石川県金沢市柿木畠2-1

イタリア料理

ASCOLTO

石川県金沢市柿木畠2-12

炭火焼肉若竹

石川県金沢市柿木畠2-8

酒と食遊人みなと

石川県金沢市柿木畠2-8アートビル1F

和甘味

石川県金沢市柿木畠3-1

つぼみ

北京

石川県金沢市柿木畠3-10

ビストロ

アンサンブル

石川県金沢市柿木畠3-1ミロスビル1階

VIVI
金澤

石川県金沢市柿木畠3-1ミロスビル2F
鮨

洋次郎

石川県金沢市柿木畠3-3

更科藤井

石川県金沢市柿木畠3-3

もっきりや

石川県金沢市柿木畠3-6シマコービル1F

いたる

石川県金沢市柿木畠3-8

スリランカキッチン

石川県金沢市柿木畠3番6号シマコービル2F

ビストロパザパ

石川県金沢市柿木畠３番８号

NIMOAL（ニモアル）

石川県金沢市柿木畠４－１２広坂中央ビル１階

三角堂

石川県金沢市柿木畠4-14栗原ビル1F

Shirasagi/白鷺美術

石川県金沢市柿木畠4-16

グリル中村屋

石川県金沢市柿木畠4-20

ステーキ＆金沢びすとろ

ボーノボーノ

石川県金沢市柿木畠4-5森井ビル1F

PAPER MOON

石川県金沢市柿木畠4-6村中ビル1F

あまつぼ本店

石川県金沢市柿木畠4-7

広坂ハイボール

石川県金沢市柿木畠4-9村中ビル2階

全開口笑

石川県金沢市柿木畠5-7全開口笑

施設名称
マルティニ

所在地
石川県金沢市柿木畠5-8アベビル1F

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

金沢大学YABU＆CAFE丹

石川県金沢市角間町ヌ7番地自然科学図書館棟2階

里味

石川県金沢市額乙丸町イ36番地3

スナック
割烹

ノリ

石川県金沢市額新町2-33-2

みや川

蛇の目寿司

石川県金沢市額新保1-431
額店

石川県金沢市額新保1-445

らーめんみそ吉

石川県金沢市額新保1丁目183-6

焼肉たかちゃん

石川県金沢市額新保1丁目281番地3

中国旬菜坊

石川県金沢市額新保1丁目331番地

幸來

JOHNかりおすとろ

石川県金沢市額新保2-251

ちむちむ堂

石川県金沢市額新保2丁目251アバンザ1F

すし捨

石川県金沢市額谷1丁目30-3

光が丘店

ORIGO
すき焼

石川県金沢市笠市町10-1
長谷川亭

石川県金沢市笠市町2-1

焼肉すずや

石川県金沢市笠市町5-2

ICHIUME

石川県金沢市笠市町５－４

SHARIN Kanazawa Cafe & Bar

石川県金沢市笠市町5-6

こいで

石川県金沢市笠市町5-7

いなさ

石川県金沢市笠市町6-2中田ビル1F

バッカナーレ！

石川県金沢市笠市町6-4

日本ワインと日本酒

三寒四温

からん

石川県金沢市笠市町7番17号
石川県金沢市笠市町9-2

会員制和食

イ（にんべん）

石川県金沢市笠市町9-4

笠市寿し龍

石川県金沢市笠市町９－７

加賀料理

石川県金沢市笠舞2-1-39

八百辰

サボテン食堂
味ものがたり

石川県金沢市笠舞３丁目1-1
まつ蔵

割烹百萬

石川県金沢市笠舞3丁目17番16号
石川県金沢市笠舞3丁目1番1号

8番らーめん

笠舞店

石川県金沢市笠舞本町１－１－６

笠舞おでんつぼみ

石川県金沢市笠舞本町1-1-1

友や

石川県金沢市笠舞本町1-2-12清水ビル１階

喫茶道しるべ

石川県金沢市笠舞本町1-3-1武田ビル101

コリヤンハウス笠舞店

石川県金沢市笠舞本町1丁目1-1

旬彩食堂

杏

石川県金沢市割出町168-1

炭火焼鳥とと

石川県金沢市割出町168-1

味処

石川県金沢市観音町1-1-3

佐兵衛

ビベット

石川県金沢市観音町1-3-12

東山和今

石川県金沢市観音町1-5-8

多華味屋

石川県金沢市観音町1丁目1-2

ひがしやま

ちょう吉

三味

石川県金沢市観音町1丁目2-2

寿し

石川県金沢市観音町1丁目5番6号
一船

石川県金沢市観音町3-1-14

和栗白露

石川県金沢市観音町3-1-16

六角堂

石川県金沢市観音町3－4－42

六角堂
松魚亭

Grill＆Bar

石川県金沢市観音町3－4－46
石川県金沢市観音町3丁目4-45

施設名称

所在地

くりゑンテｋａｗａｂａｔａ

石川県金沢市観音町三丁目2-2

炭火焼肉蓮

石川県金沢市間明町1-65-4

カラオケ

石川県金沢市間明町1丁目134番地浜田ビル1F

岩本屋

ダンディ
金沢間明店

石川県金沢市間明町1丁目250

よりみち家ひといき

石川県金沢市間明町１丁目30番地

きまぐれ酒場よりみち

石川県金沢市間明町1丁目339番地

レストラン

石川県金沢市間明町2-213

ボンテ

ダイニングバー

かなざわのおと

石川県金沢市間明町2-47

鮮菜居酒屋とだ屋

石川県金沢市間明町2-90-1

酒処

石川県金沢市間明町２丁目４８石田ビル１０５

いっぷく

カラオケ喫茶スナック

ゆうみ

石川県金沢市間明町一丁目134番地濱田ビル1号

玉泉庵

石川県金沢市丸の内1

豆皿茶屋

石川県金沢市丸の内１－１金沢城公園鶴の丸休憩館

金澤屋珈琲店本店

石川県金沢市丸の内5-26

加賀料理

石川県金沢市丸の内6-3

まほろば

ティーラウンジパルティ

石川県金沢市丸の内6-3

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

石川県金沢市岩出町ハ50-1

ル・バンケ

イタリアンカフェぶどうの森
レストランぶどうの森
酒楽

本店

ラ・ヴィーニュ

司

石川県金沢市岩出町ハ50-1
石川県金沢市岩出町ハ50-1

彌助鮨

石川県金沢市菊川2丁目6-7
森本支店

石川県金沢市吉原町ハ28番地2

森本駅前バルkashi

石川県金沢市吉原町ホ47アローヒルズ1F

むさし屋食堂

石川県金沢市吉原町ヨ100

竹ごや

石川県金沢市吉原町ロー２

からやま金沢久安店

石川県金沢市久安1-496

風天

石川県金沢市久安1丁目414

岩本屋

金沢久安店

石川県金沢市久安1丁目466

かつや金沢久安店

石川県金沢市久安2-233

らぁ麺

石川県金沢市久安2-323

大和

名古屋手羽先きんしゃち久安店

石川県金沢市久安2-324

サーティワンアイスクリーム

石川県金沢市久安2丁目326

焼肉

KAZUMARU

久安店

金沢久安店

石川県金沢市久安2丁目451

是・空

金沢久安店

石川県金沢市久安3丁目355

AFTER

BAR

CRAFT

石川県金沢市久安3丁目405-1 トライアングル3-1F

金沢久安店

石川県金沢市久安4-404

ビリオン珈琲
博多中洲

ぢどり屋

久安店

石川県金沢市久安4丁目352-3

Ludique

石川県金沢市久安6丁目185-1-2

朝日屋

石川県金沢市宮野町ホ68

のどぐろ旬菜みのりや

石川県金沢市京町25-20ソフトオフィスビル101号

味処一心

石川県金沢市京町２８－１６

幸兵衛寿司

石川県金沢市橋場町1-6

金城樓

石川県金沢市橋場町2-23

天麩羅専門店天金

石川県金沢市橋場町2-23

HUM&GO＃橋場町スタンド

石川県金沢市橋場町3-18HATCHｉ内

やきとり笑吉

石川県金沢市玉川町12-15

金澤テロワール

石川県金沢市玉川町12‐17

施設名称

所在地

ビストロ・ド・ラ・コンティ

石川県金沢市玉川町5番4号

オーシャンセブン

石川県金沢市玉鉾1-84

やいとい亭

石川県金沢市玉鉾1丁目324

割烹大浦

石川県金沢市玉鉾1丁目75番地

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

チャンピオンカレー玉鉾店

石川県金沢市玉鉾２－５０５

様・様

石川県金沢市玉鉾3-7

玉鉾店

金澤焼肉せなら

石川県金沢市玉鉾町甲10

なかなか入江店

石川県金沢市玉鉾町甲1番地1

居酒屋呑べ

石川県金沢市玉鉾町甲-6

壱福屋

石川県金沢市錦町ニ20-1

十兵衛

石川県金沢市錦町ミ13-2

焼肉

石川県金沢市近岡町103-1

たむちゃん

やき鳥の名門

秋吉近岡店

石川県金沢市近岡町391-1

天ぷら割烹和田倉

石川県金沢市近岡町391-2

旨い魚ごはん処

石川県金沢市近岡町393-1

くろひげ

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

居酒屋ぎん

石川県金沢市近岡町923-38

すしべん

石川県金沢市近岡町961-1

近岡店

松喜寿し

石川県金沢市金市町ニ33-24

蕎麦

穂乃香

石川県金沢市金市町ニ-71

酒処

なっちゃん

石川県金沢市金石下本町4-1

ダイニング髪結

石川県金沢市金石西2-5-2

チュー

石川県金沢市金石西3-2-39

金石店

ラウンジ浜

石川県金沢市金石北1－1ー9

大清

石川県金沢市金石北1-13-5

めん房

なかもと

石川県金沢市金石北3丁目1-17

天下一品金石OMEGA店

石川県金沢市金石本町二8番地

窪台所

石川県金沢市窪1丁目225-1

衣や

蒼海

石川県金沢市窪２－５５１

中国家庭料理

京香

石川県金沢市窪3-325

コーヒーレストランプティポワ

石川県金沢市窪3丁目85

焼肉亭大島

窪店

石川県金沢市窪4-408

金沢窪店

石川県金沢市窪4-410

天じゅ
やきとり

膳

石川県金沢市窪4丁目403本陣ロイヤルハイム1F

ライフイズスイート

石川県金沢市窪5-571

かかし

石川県金沢市窪５丁目633伏見台ビル1F

料理

石川県金沢市窪5丁目639Ｄ‘hill101

椀

誉や

石川県金沢市窪6-235-1

CEPPO

石川県金沢市窪6丁目112

食楽空間
麺屋

朋

石川県金沢市窪6丁目123番地

ホトトギス

石川県金沢市窪6丁目15クレインビル3-002号室

カラオケ喫茶 どれみ

石川県金沢市窪6丁目15番地クレインビル3-101号

お好み亭

石川県金沢市窪6丁目227番地1

いけちゃん

金沢焼肉楽処万場

金沢南店

インド・ネパールレストラン

石川県金沢市窪7－255－2
DEVi

石川県金沢市窪7-279

施設名称

所在地

中華そば集

石川県金沢市窪7-281ヴィアーレ伏見台102

焼肉ホルモンだんだん

石川県金沢市窪7-364西尾ビル1階テナント2号

酒菜処

石川県金沢市窪7丁目202番地RJビル101

和来

ヤンバル

石川県金沢市窪7丁目202番地RJビル102

居酒屋

ぽんぽこりん

石川県金沢市窪7丁目263

焼肉処

習志野

石川県金沢市窪7丁目263番地東ビル1F

ビストロ
居酒屋

レガル

石川県金沢市窪7丁目279

梵（ちゃくら）

ダイニング

石川県金沢市窪７丁目281番地ヴィアーレ伏見台1F

たにやん

石川県金沢市窪7丁目281番ヴィアーレ伏見台103号

ハーモニィー

石川県金沢市窪7丁目364西尾ビル1階

お好みもんじゃ甚兵衛

石川県金沢市桂町イ25-1

港のままや

石川県金沢市桂町イ-31

とり野菜まつや桂店

石川県金沢市桂町イ32-4

インド料理

石川県金沢市桂町イ75-1

マハク

こぶし

石川県金沢市桂町ヘ43番地1

焼肉

石川県金沢市桂町リ-14

湊や

Kururu cafe

石川県金沢市兼六元町1-1北陸会館1F

福天

石川県金沢市兼六元町2-1

珈琲
兼六園

いしかわ門

石川県金沢市兼六元町3-76

三芳庵

石川県金沢市兼六町1-11

城山亭
清水亭

石川県金沢市兼六町1-13
出世茶屋

石川県金沢市兼六町1-14

堤亭

石川県金沢市兼六町1-15

万清亭

石川県金沢市兼六町1-17

桜パーラー

石川県金沢市兼六町1-18

蓬莱堂

石川県金沢市兼六町1-18

兼六園茶屋

見城亭

石川県金沢市兼六町1-19

兼六亭

石川県金沢市兼六町1-20

寄観亭

石川県金沢市兼六町１－２１

兼六園 ことぶき

石川県金沢市兼六町1-24

時雨亭

石川県金沢市兼六町1-5

はくいちカフェ兼六園店

石川県金沢市兼六町2-10

寿し駒

石川県金沢市兼六町２－２０

兼六園店

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

大松庵

兼六園店

石川県金沢市兼六町2-8

ご飯処

かどや

石川県金沢市堅田町乙137-4

五箇山

農園食堂

石川県金沢市堅田町甲74-1

スナック＆喫茶遊々

石川県金沢市元菊町１３－１１

麺や

神やぐら

石川県金沢市元菊町17-13

山下

寅次郎

石川県金沢市元町1丁目７－４

海天すし元町店

石川県金沢市元町2－157－1

びっくりドンキー金沢元町店

石川県金沢市元町2-18-25

サーティワンアイスクリーム

金沢元町店

石川県金沢市元町2-197

ココス元町店

石川県金沢市元町2-5-7

BACARO

石川県金沢市元町2丁目16-1

施設名称
膳・酒菜

所在地
石川県金沢市元町2丁目18番1号

金沢元町店

石川県金沢市元町2丁目20番19号

すき家

きふく

8番らーめん
西洋膳所

古府南店

石川県金沢市古府1-116

あおやま

石川県金沢市古府1-138-3

焼肉とスープのお店
ピッツェリア

よしだや

石川県金沢市古府2-271

トラットリア

ダ

チーロ

石川県金沢市古府2-41

スシロー金沢古府店

石川県金沢市古府2-77

俺の台所

石川県金沢市古府3-70澤田ビル1F

月の山

えんどうまめ

石川県金沢市古府町南1055-1

梅の花

石川県金沢市戸水1-101

金沢店

めん房本陣

鞍月店

石川県金沢市戸水1-413

スターバックス コーヒー 金沢鞍月店

石川県金沢市戸水1-429

8番らーめん

石川県金沢市戸水１－８０

鞍月店

とりあえず吾平石川金沢鞍月店

石川県金沢市戸水1-86

海天すし港店

石川県金沢市戸水1丁目84

ココス金沢鞍月店

石川県金沢市戸水2-81

乃木坂な妻たち

金沢店

石川県金沢市戸水2丁目70

焼肉

戸板店

石川県金沢市戸板5-5

戸板商店

テキサスハンズ戸板店

石川県金沢市戸板5丁目1

松屋

石川県金沢市戸板西1-55イオンタウン金沢レストラン棟

金沢示野店

焼肉ホルモン誠金沢店

石川県金沢市戸板西1丁目55

サーティワンアイスクリーム
インドレストランシャルマ

イオンタウン金沢示野店
示野本店

石川県金沢市戸板西1丁目55番地イオンタウン金沢示野内
石川県金沢市戸板西1丁目55イオンタウン金沢示野SC内

ココス金沢示野店

石川県金沢市戸板西2丁目1番地

餃子の王将

石川県金沢市戸板西2丁目7番地

旬彩菜魚

イオン金沢示野店
りゅう

とんちゃん居酒屋

石川県金沢市御影町12-14
焼-Bartic

石川県金沢市御影町1番28号西川ビル1F

からやま金沢御影店

石川県金沢市御影町3-16

８番らーめん御影店

石川県金沢市御影町３番１２号

スナック

石川県金沢市御供田町イ-1-3

御供殿

金沢星稜大学学生食堂
焼肉

”サ・エ・ラ”

飛天龍

石川県金沢市御所町丑10－1
石川県金沢市御所町寅29

なんでやねん
おばんざい処

石川県金沢市御所町寅２９－１
御所車

石川県金沢市御所町寅30-1

レストラン・喫茶「日和」

石川県金沢市御所町寅82-1

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

相撲茶屋

石川県金沢市光が丘1丁目124

玄海

つみれ

石川県金沢市光が丘2-89

料理小松

石川県金沢市幸町11-29

小料理

青木

石川県金沢市幸町1-15七沢ビル1階

居酒屋

くいしんぼ

石川県金沢市幸町14-3

わかばやし（別館）
オマンジュウカフェ

石川県金沢市幸町15番36号
Souan

石川県金沢市幸町2-2幸町スカイハイツ1F

寿司かっちゃん

石川県金沢市幸町23-1シナジービル1F

Frérot

石川県金沢市幸町25-16

太田屋

石川県金沢市幸町3-12

シーフード＆ステーキ

男爵

石川県金沢市幸町3-14

施設名称

所在地

居酒屋 カーサミア

石川県金沢市幸町7-5

シアンバー

石川県金沢市幸町7番7号

Pizzeria e Trattoria Da TAKE 金沢駅西口店

石川県金沢市広岡1-12-17ダイワロイネットホテル金沢駅西口1F

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

アイリッシュパブZOWIE

石川県金沢市広岡１-３-１

天麩羅秋光

石川県金沢市広岡1-3-29

金沢店

天ぷら専門イチバン

石川県金沢市広岡1-3-36ホテルトレンド１F

さかなや

石川県金沢市広岡1-3-37

珠洲

金沢おでん一品料理

勝一

石川県金沢市広岡1-4-11

金沢餃子酒場

石川県金沢市広岡1-5-15ゼオンビル1F,2F

竹蒸し酒場

石川県金沢市広岡1-5-15ゼオンビル3F

竹の里

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

Hレストラン

石川県金沢市広岡1-5-2

RoofTerrace Bar

石川県金沢市広岡1-5-2

FIVE - Grill ＆ Lounge

石川県金沢市広岡1-5-2

のどぐろ料理あ才

石川県金沢市広岡１－５－３クロスゲート金沢２０９

Dinette

石川県金沢市広岡1-5-3 クロスゲート金沢2F

喜久や

クロスゲート金沢店

石川県金沢市広岡1－5－32F

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

和牛ステーキ割烹

石川県金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢2階

だいすけ

Luxury India Rubina

石川県金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢２F

能加万菜

石川県金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢2階

市

クロスゲート金沢店

Bistro Oriental

石川県金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢2階

まっとう福喜寿司

金沢店

石川県金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢2F

vin amour

石川県金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢2F

菓ふぇMURAKAMI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105区画

DORUMIRU.kanazawa

石川県金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢1F

FOODCLUB

石川県金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢2F

鼎’ｓ by JINDINROU

石川県金沢市広岡1-5-3クロスゲート金沢2F

スターバックス コーヒー 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1階

金沢回転寿司輝らり

石川県金沢市広岡1-9-16マストスクエア1階

さかなや道場

石川県金沢市広岡1-9-25アクロスキューブ金沢駅西口2F

金沢駅店

サイゼリヤ金沢駅西口店

石川県金沢市広岡1-9-25アクロスキューブ金沢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

7days soup cafe

石川県金沢市広岡1-9-28アパホテル金沢駅前1階

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

PANMULTY

石川県金沢市広岡１丁目５－３クロスゲート金沢１Ｆ

ホルモンあかまる

石川県金沢市広岡1丁目5-23金沢第一ビル

魚八

石川県金沢市広岡1丁目5-23金沢第一ビル

松葉ともみじ

石川県金沢市広岡1丁目5-3クロスゲート金沢2階

金澤おでん

あまつぼ

クロスゲート店

石川県金沢市広岡１丁目５番３号クロスゲート金沢２Ｆ

焼肉きらく
リカーワールド華クロスゲート金沢店

石川県金沢市広岡１丁目５番１５号ゼオンビル５階
HANA

surprise

石川県金沢市広岡1丁目5番3号

施設名称

所在地

北陸金沢回転寿司のとめぐり

石川県金沢市広岡1丁目5番3号クロスゲート金沢２Ｆ

DAIJUTEI

石川県金沢市広岡1丁目5番3号クロスゲート金沢2階215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

旨い魚と野菜の金澤じわもん料理

石川県金沢市広岡2-13-5ホテルマイステイズプレミア金沢2F

波の花

ドクターズクリエーションカフェ８７

石川県金沢市広岡3丁目3-70

竹千代

石川県金沢市広坂1ー1ー28広坂パレス102号

百万石の台所
すし酒菜

山德

石川県金沢市広坂1ー2ー14

なかむら

石川県金沢市広坂1-1-28広坂パレス107

ターバンカレー総本店

石川県金沢市広坂1－1－48ウナシンビル１階

シュプレーモ

石川県金沢市広坂1－1－48ウナシンビル地下1階

中國料理翠香

石川県金沢市広坂1-1-48ウナ新ビル1階

漆の実

石川県金沢市広坂1-1-60-4階

金澤ななほしカレー

石川県金沢市広坂１－２－１８中村ビル２F

Fusion21

石川県金沢市広坂1-2-1金沢21世紀美術館内

かなざわ石亭

石川県金沢市広坂1-9-23

鉄板酒房haru

石川県金沢市広坂1丁目1-28広坂パレス1F haru

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

キッチンTOMO

石川県金沢市広坂1丁目2-20

古都美金澤

石川県金沢市広坂1丁目2番27号

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

石川県金沢市荒屋町イ1-1

南膳

香林坊大和店

キャピタルコーヒー

美味彩膳

石川県金沢市香林坊1-1-1
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
金澤玉寿司

香林坊

石川県金沢市香林坊1-1-1 香林坊大和8階

大和店

石川県金沢市香林坊1-1-1 香林坊大和B1

ジェラートピケカフェ香林坊アトリオ店

石川県金沢市香林坊1-1-1B1F

HUM&GO＃香林坊アトリオ店

石川県金沢市香林坊1-1-1アトリオB1F

金澤ちとせ珈琲

石川県金沢市香林坊1-1-1アトリオB1F

香林坊店

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

石川県金沢市香林坊１丁目1-1

モロゾフ

カフェモロゾフ
原宿南国酒家

パスタ＆デザート
香林坊店

石川県金沢市香林坊１丁目1-1大和香林坊店8階
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

とり野菜みそ1人鍋専門店

石川県金沢市香林坊２－１－１

MY THINGS by kiitos

石川県金沢市香林坊2-1-1

六角堂

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

せせらぎ通り店

サイゼリヤ金沢香林坊東急スクエア

石川県金沢市香林坊2-1-1香林坊東急スクエア４F

ラ・ベットラ・ダ・オチアイ

石川県金沢市香林坊2-1-1香林坊東急スクエアG階

カナザワ

スターバックス コーヒー 香林坊東急スクエア店

石川県金沢市香林坊2-1-1香林坊東急スクエア

瑪蜜黛

石川県金沢市香林坊2-1-1東急スクエアGF

香林坊東急スクエア店

昼どころ髙﨑

石川県金沢市香林坊2-1-1東急スクエアG階

欧風食堂ル・マルス

石川県金沢市香林坊２-１２-３４ニュー香林坊ビル２０６

サングラスとカフェMito

石川県金沢市香林坊2-12-10せせらぎパサージュ2-B

魚半

石川県金沢市香林坊2-12-15

施設名称

所在地

酒房猩猩

石川県金沢市香林坊2-12-15割烹むら井ビル1F

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

Golosetto

石川県金沢市香林坊2-12-20シャトル香林坊1F

金澤もんよう

石川県金沢市香林坊2-12-34

ビストロ

石川県金沢市香林坊2-12-34ニュー香林坊ビル101

オリーヴ

NOVE

石川県金沢市香林坊2-12-34ニュー香林坊ビル201

Ramen＆Bar
trattoria

ABRI

石川県金沢市香林坊2-12-39

スズメ食堂

石川県金沢市香林坊2-3-15

たかじ香林坊店

石川県金沢市香林坊2-3-17

らくや

石川県金沢市香林坊2-3-18

おでん

よし坊

おばんざい

石川県金沢市香林坊2-4-21

えん

石川県金沢市香林坊2-4-24

オリエンタルブルーイング香林坊店

石川県金沢市香林坊2-4-26香林坊ブランシュ1階

吾林

石川県金沢市香林坊２丁目１１番46号

御料理五十嵐

石川県金沢市香林坊2丁目11-17

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

雷風海南鶏飯

石川県金沢市香林坊2丁目11番21号

やきとりの名門秋吉

香林坊店

とり源

石川県金沢市香林坊2丁目11番4号

割烹

石川県金沢市香林坊2丁目12-35
むら井

アジェ

石川県金沢市香林坊2丁目12-15

金沢店

石川県金沢市香林坊2丁目12-24品川ビル2階

ヨーク

石川県金沢市香林坊2丁目12-33

ピッツェリア

サリーナ

石川県金沢市香林坊2丁目12-39

カフェ・ドゥ・フロール

石川県金沢市香林坊2丁目12番36号森ビル1F

味処

石川県金沢市香林坊2丁目3-20

みよし

カフェ

ラモーダ

日本海の味

石川県金沢市香林坊2丁目4番30号香林坊ラモーダ3階

くぼ田

石川県金沢市高岡町1-18

シフクノオト金澤寿司Dining

石川県金沢市高岡町12-45ロイヤルシャトー南町B1

iomare（イオマレ）

石川県金沢市高岡町18-2

水ひき亭

石川県金沢市高岡町21-5

金澤せつ理

石川県金沢市高岡町4-5

SHAQ BIGHOUSE

石川県金沢市高岡町7-30

喫茶＆スナック

石川県金沢市高畠1-322-1

ポンパドール

居酒屋 のがわ

石川県金沢市高畠1-370フジハウス1

焼肉びっくりや

石川県金沢市高畠１丁目１２３番地

よし長

石川県金沢市高畠２丁目３５－１

焼肉屋

和

石川県金沢市高畠3-13

石田屋gamadanダイニング

石川県金沢市高尾3-4-1

JO-HOUSE

石川県金沢市高尾台1-111

高尾台

すし融

石川県金沢市高尾台1丁目404番地

庵とん

石川県金沢市高尾台1丁目408番地

ミスタードーナツ金沢高尾台店

石川県金沢市高尾台2-135

太鼓寿司

石川県金沢市高尾台２丁目１４６番地

高尾支店

くら寿司高尾台店

石川県金沢市高尾台3-88

炭火焼

石川県金沢市高尾台4-173

とり萬

はなまるうどん金沢高尾台店

石川県金沢市高尾台4丁目126

すなっく京華

石川県金沢市高尾台4丁目16

施設名称
EVENTCAFE

A

day

所在地
石川県金沢市高尾南2丁目29-1

天きち

石川県金沢市高尾南3-32

中華そば

桜三四郎

石川県金沢市高尾南3丁目7番地TAKAOビル1階右

キッチン

のん

石川県金沢市高尾南３丁目82

焼肉モーちゃん

石川県金沢市高尾南3丁目82

神奈比

石川県金沢市高尾南３丁目82レジデンス藤屋1F

スナックみなと

石川県金沢市高尾南3丁目82番地レジデンス藤屋1F

焼肉

石川県金沢市高尾南3丁目83-3

とらじ

からやまムサシ金沢店
やきとりの名門
三代目

秋吉

石川県金沢市高柳町1-1-1スーパーセンタームサシ金沢敷地内
高柳店

石川県金沢市高柳町1-88-1

清右エ門

石川県金沢市高柳町2-13-1アベニューヒルズ1F

金澤牛かつ小林

石川県金沢市高柳町2-13-1アベニューヒルズK１B

カレーのチャンピオン高柳店

石川県金沢市高柳町2-15-1

8番らーめん

石川県金沢市高柳町３－１－１

高柳店

100時間カレー高柳店

石川県金沢市高柳町3-9-1

エミマグ

石川県金沢市高柳町3字6-1

めん房本陣 高柳店

石川県金沢市高柳町63-1

焼肉蔵

石川県金沢市高柳町ニ-19-1

高柳店

すし食いねぇ！金沢高柳店

石川県金沢市高柳町ニ32

コメダ珈琲店金沢高柳店

石川県金沢市高柳町ニ32

香むぎ

石川県金沢市高柳町ニ字15-1マンションＫ's1階

大阪王将金沢高柳店

石川県金沢市高柳町ニ字80-3

餃子の王将

石川県金沢市高柳町五12

金沢高柳店

すたみな太郎金沢店

石川県金沢市高柳町三字54

Bakery&Cafe MAPLE HOUSE

石川県金沢市高柳町二字５６－２

ミスタードーナツ

石川県金沢市高柳町二字６３－１

アルビス高柳ショップ

麺屋雄

石川県金沢市高柳町二字9-1

寿し

いけ多

石川県金沢市黒田1丁目79番地1

焼肉

飛鳥

石川県金沢市黒田2-111

ごっつおやふく美味

石川県金沢市黒田2丁目124

炭火焼肉

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

ハッピーホルモン金沢駅前店

故郷ダイニング

まれ

石川県金沢市此花町10-17マイステイズ金沢キャッスル１F

焼肉龍乃介

石川県金沢市此花町11-15

居酒屋がっぽ

石川県金沢市此花町11-19

金澤

石川県金沢市此花町11-22フォーナインビル2階

斉や

串カツつなぎ

石川県金沢市此花町11-22フォーナインビル1階

RYU kanazawa

石川県金沢市此花町1-4ニチワビル1F

日々魚数寄

石川県金沢市此花町1-6

東木

串天ぷらスタンド

ソル兵衛

[別院通り店]

石川県金沢市此花町1-7

中華食堂此の花亭

石川県金沢市此花町１番9-101号

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

おでん処 大酉茶屋

石川県金沢市此花町2-25

うみまち酒場

夜木

石川県金沢市此花町2-4

炭火焼鶏Ryo

金沢駅前店

石川県金沢市此花町2-6

バールノイボイ

石川県金沢市此花町2-7

らーめん風花

石川県金沢市此花町2番4号

十割そば

石川県金沢市此花町３-2ライブ１ビル１階

越前

施設名称
鮨

所在地

きのした

石川県金沢市此花町3-2ライブワンビル1階

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

魚楽食堂

石川県金沢市此花町3-3ライブ1ビルB棟地下1階

海ん中

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

金澤

石川県金沢市此花町4-10ファングスクエア1F

吉宗

駅前店

sweet smile【スイートスマイル】

石川県金沢市此花町4-13シェフズキッチン2階c（中田料理学園内）

焼肉うら

石川県金沢市此花町4-15

居酒屋

石川県金沢市此花町4-16

和台

おすしと和食 はた中

石川県金沢市此花町4-21

味よし

石川県金沢市此花町4-27

TILE

石川県金沢市此花町4番18号

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

石川県金沢市此花町5-5玉川駅前ビル2Ｆ

金沢駅前店

大名茶家

石川県金沢市此花町7-5

日本酒真琴

升ます

焼肉ホルモン

石川県金沢市此花町8-15

日本海庄や

芝生

石川県金沢市此花町8-3KONOHANA355-1F

金沢駅前店

コリヤンハウス駅前店

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
韓の家

石川県金沢市此花町9-13

えべっさん金沢駅前店

石川県金沢市此花町９－１４

GAME BAR - Hello, world!

石川県金沢市此花町９－１７米沢ビル３F

encino Dining＆Bar

石川県金沢市此花町９－１７松本ビル１F

味処たか木

石川県金沢市此花町9-17米沢ビル1F

金澤ひつじ

石川県金沢市此花町9番18号

三由

石川県金沢市此花町9番3号

ダイニングバー

不二

石川県金沢市材木町29-13

欧風創菜ビストロヴァンベール

石川県金沢市桜町15-41

カフェテラス

石川県金沢市桜町22-28

ウエスコ

アッペティート

石川県金沢市桜町24-9

高倉町珈琲金沢桜田店

石川県金沢市桜田町1-201

らーめん世界桜田店

石川県金沢市桜田町1-213

LittleTeaPot

石川県金沢市桜田町1-276ラ・メーラ103号

牛角

石川県金沢市桜田町1-43

金沢桜田店

焼肉きんぐ 金沢桜田店

石川県金沢市桜田町2-14

ゆず庵 金沢桜田店

石川県金沢市桜田町2-19

歌志軒金沢桜田店

石川県金沢市桜田町2-24

イタリア料理

石川県金沢市桜田町2丁目91-1

イケミ

焼肉冷麺しちりん家
まぐろや
居酒屋

桜田店

金沢桜田店

石川県金沢市桜田町3-36
石川県金沢市桜田町3-60

櫟

石川県金沢市三ツ屋町ロ28の1

BAR＆KARAOKEふわふわ

石川県金沢市三ツ屋町口28-1

軽食

石川県金沢市三口新町1丁目17番20号

友里

Restaurant serenite

石川県金沢市三口新町1丁目22ー22

寿し栄涌波店

石川県金沢市三口新町1丁目5番14号

絶好鳥酒場

鳥びあ～の

三口新町店

石川県金沢市三口新町2丁目4-1

焼肉みやざき

石川県金沢市三口新町2丁目4-7

健康食工房たかの

石川県金沢市三口新町３－１１－２２

中華料理 梅園

石川県金沢市三口新町3-1-15上田ビル1階

施設名称
インデアン本店

所在地

石川県女性センター内

石川県金沢市三口町火３５３番地
喫茶・軽食 花かんむり

石川県金沢市三社町1番44号

COVO

石川県金沢市三社町3‐10金沢コーポ103

焼肉有牛

石川県金沢市三池栄町20

寿司処ごんべえ

石川県金沢市三馬1丁目46

ステーキかんだ

石川県金沢市三馬2-239

うどんそば

石川県金沢市三馬2-244

バール

天一屋

ジェルソ

お好み焼
旬菜

つくし

いちか

石川県金沢市三馬２丁目２３２番地グリーンハウス三馬１階
石川県金沢市三馬2丁目252番地神保ビル1F
石川県金沢市三馬2丁目292

みひろ

石川県金沢市三馬2丁目34坂下ビル1F

ボンバーズレボリューション

石川県金沢市三馬3-231アクタスビル102

吉野家金沢三馬店

石川県金沢市三馬３－３４５

伝言板

石川県金沢市三馬3丁目186番地

とみた酒店・土間場ar

石川県金沢市三馬３丁目１９９番地

支那そば屋三馬店

石川県金沢市三馬3丁目193サンドリーム１F

居酒屋ぱっぱ

石川県金沢市三馬3丁目200番

いるたけ

石川県金沢市三馬3丁目231アクタスビル1階

虎秀館

石川県金沢市三馬三丁目231アクタスビル107

お食事barつばめ

石川県金沢市山の上町11-1

MAKINONCÎ

石川県金沢市山の上町25-18

とらや

石川県金沢市山の上町31-2

ciel bleu kitchen

石川県金沢市山科1丁目26番12号山科ガーデン101

ふくふくパンチャンの家

石川県金沢市山科3丁目4番1号

喫茶モンキーサークル

石川県金沢市山科３丁目6番10号

カーサヴェルディ

石川県金沢市四十万3-110

La Peinture(ラ・パンテュール）

石川県金沢市四十万町リ356番地

洋食

石川県金沢市四十万町北イ50番地

レンガ館

シエスタ

石川県金沢市四十万町北ワ43番地3

卯蕎

石川県金沢市子来町55-14

ターバンカレー金沢糸田店

石川県金沢市糸田2-181ヴィレーラ1F

匠味。ふく楽

石川県金沢市糸田2丁目20-1

バー

石川県金沢市糸田2丁目202-1

しゃらら

ラベンダー

石川県金沢市糸田新町5-7

LeBRESSO金沢寺地店

石川県金沢市寺地1－21－20

すき家

石川県金沢市寺地1-32-28

金沢寺地店

てらおか風舎金沢店

石川県金沢市寺地2-2-2

すし食いねぇ！金沢寺地店

石川県金沢市寺地2-3-10

旬の味

石川県金沢市寺地2丁目21-10

いっしん

麺処つち田

石川県金沢市寺中町チ20-1

大衆酒場とりあえず寺中店

石川県金沢市寺中町チ26-1

らーめん

石川県金沢市寺中町ホ6

松田屋

かばやき屋

石川県金沢市寺中町ホ61-10

焼肉厨房ハレルヤ

石川県金沢市寺中町ホ6西田ビル1F-4

Lapan

石川県金沢市寺中町ロ77-8

焼肉だいにんぐ嵐

石川県金沢市寺町1-3-20

コート

石川県金沢市寺町1-4-13寺町サンハイム1F

施設名称
加登長

寺町店

所在地
石川県金沢市寺町1-6-36

辻家庭園

石川県金沢市寺町1-8-48

エピス

石川県金沢市寺町1丁目6-41井上ビル1F

旬菜キッチン

バル陽萌（おばんざいBARはるも）

石川県金沢市寺町1丁目6-53-102

ワザナカフェ

石川県金沢市寺町2-2-3

寿司割烹

石川県金沢市寺町2丁目3－2

小林

成

石川県金沢市寺町3-14-16

仁志川

石川県金沢市寺町3-5-18

すし捨寺町店

石川県金沢市寺町3丁目15-17

中国料理麟

石川県金沢市寺町3丁目2番地25

居酒屋

石川県金沢市寺町3丁目6番17号

伊代

カフェ桜畠

石川県金沢市寺町3丁目9番48号

マルシェロロ金沢

石川県金沢市寺町4-12-20

つば甚

石川県金沢市寺町5-1-8

いも屋カフェ楽

石川県金沢市寺町5-5-10リバティ1-A

串焼き

石川県金沢市寺町5-5-6フォレストイン金沢2F

鳥八

山錦楼

石川県金沢市寺町5丁目1番38号

宝勝寺カフェ

石川県金沢市寺町5丁目5-76

鮨 八や

石川県金沢市示野中町1-71-7

かつや金沢示野店

石川県金沢市示野中町１－８８

居酒屋

石川県金沢市示野中町１丁目３番地

和が家

サイゼリヤイオンタウン金沢示野店

石川県金沢市示野中町７９街区１イオンタウン金沢示野1F

カラオケ喫茶

たまり場

石川県金沢市示野町イ93-2

中国広東料理

金鼎樓

石川県金沢市示野町ト408番地3

イルクオーレ

石川県金沢市示野町ト66-7

炭火やきとりどっかん。

石川県金沢市示野町ロ310

NAN HOUSE

石川県金沢市示野町西3番地HKビル1F

焼肉ホルモン一丁若宮店

石川県金沢市若宮1-123

くるまやラーメン金沢若宮店

石川県金沢市若宮1-143

中華料理

石川県金沢市若宮2-37

珉来

若宮店

かなやキッチン

石川県金沢市若宮2丁目20番地

天網恢恢

石川県金沢市若宮町リ28-2

角ふじ食堂

石川県金沢市若松町16番地

YABU丹

石川県金沢市若松町セ104-1

藤よし

石川県金沢市若草町16番18号

八巻

石川県金沢市主計町１－１

あさ見

小町

石川県金沢市主計町1－3

鮨処あさの川

石川県金沢市主計町2-13

いち凛

石川県金沢市主計町2-6

彩賀

石川県金沢市主計町2番11号

なべ・割烹太郎

石川県金沢市主計町2番7号

主計町

石川県金沢市主計町3-6

季節料理

鮨

むかい川
嶋屋

石川県金沢市十一屋町13-1

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

海鮮丼

ゆたか水産

石川県金沢市十間町31番地

金沢プリン亭

石川県金沢市十間町32

施設名称
Biquette

Bonbons

レストラン

石川県金沢市十間町33

林檎とわかば

石川県金沢市十三間町120番地

Hitch Ark

石川県金沢市十三間町27番

ステーキハウス
食べ処

所在地

なかむら

石川県金沢市十三間町81 サイセイ81ビル1F

山ぼうし

石川県金沢市十三間町81サイセイ81-1F

出逢い茶屋ほのじ

石川県金沢市十三間町83-1藤田ビル1F

旬嘉ふじ

石川県金沢市十三間町83番地1藤田ビル1F

ル

ミュゼ

ドゥ

喫茶＆スナック

アッシュ

金沢店

ミラ

石川県金沢市出羽町2-1県立美術館内
石川県金沢市出雲町イ40-1

ラーク

石川県金沢市春日町11-2梅田ビル1F

ココス諸江店

石川県金沢市諸江町30-1

焼肉蔵

石川県金沢市諸江町30-1

アルプラザ金沢店

魚笑

石川県金沢市諸江町30-1アルプラザ金沢別棟１Ｆ

ステーキハウス大和

石川県金沢市諸江町30-1アルプラザ金沢敷地内

サーティワンアイスクリーム

アルプラザ金沢店

石川県金沢市諸江町30-1アルプラザ金沢内

ダートコーヒー岡田屋アルプラザ金沢店

石川県金沢市諸江町30-1アルプラザ金沢１階

シャルマダイニング

アルプラザ金沢店

石川県金沢市諸江町30-1アルプラザ金沢1Fフードコート内

ちゃーしゅうや武蔵

アルプラザ金沢店

石川県金沢市諸江町30番1号

ぢどり屋諸江店

石川県金沢市諸江町34番地1号

焼き鳥こしむら

石川県金沢市諸江町6-17

のと路

石川県金沢市諸江町6-27

焼肉ライク金沢諸江店

石川県金沢市諸江町6番23号

家庭料理

石川県金沢市諸江町下丁216-1

しおん

むつごろう

石川県金沢市諸江町下丁227-5

シエル・エ・メール

石川県金沢市諸江町下丁87-4

御料理

うおあき

石川県金沢市諸江町上丁188番地

六歌苑

諸江店

石川県金沢市諸江町上丁217-3

石臼挽き純手打そば 村田屋

石川県金沢市諸江町上丁307-15

いな葉村

石川県金沢市諸江町上丁321

大衆割烹

たがわ

石川県金沢市諸江町上丁321-1

舞歌
焼肉

石川県金沢市諸江町上丁436
あき虎

石川県金沢市諸江町上丁448-1

８番らーめん諸江店

石川県金沢市諸江町上丁４５２－１

ビリオン珈琲

石川県金沢市諸江町上丁453-1

金沢諸江店

くるまやラーメン
ホルモン光
支那そば

金沢諸江店

諸江店
元祖

諸江店

石川県金沢市諸江町中丁207-1
石川県金沢市諸江町中丁248-1
石川県金沢市諸江町中丁251-1

カラオケ喫茶スナックLEMON

石川県金沢市諸江町中丁342-1

のらり

石川県金沢市小橋町1-15

ラ・パレット

石川県金沢市小橋町16-1

日本料理 城下

石川県金沢市小金町4-11

8番らーめん

城北南店

石川県金沢市小金町４－２０

味楽家

石川県金沢市小金町4番20号

アルバ金沢鳴和店

石川県金沢市小金町7-20

フラワーシティ

石川県金沢市小金町8-17

はとや

石川県金沢市小坂町西83番地

不思議なかき氷

金沢

石川県金沢市小坂町西8-43

施設名称
土鍋ごはんとお肴

所在地

一味

カレーハウスCoCo壱番屋

石川県金沢市小坂町西8-45
金沢小坂店

石川県金沢市小坂町北179-2

来来亭金沢小坂店

石川県金沢市小坂町北211

レストラン＆イン

ATSUSHI

石川県金沢市小将町5-29

かなざわ玉泉邸

石川県金沢市小将町8-3

ココス小立野店

石川県金沢市小立野1-9-20

HUM&Go#

石川県金沢市小立野２丁目43-1石川県立図書館内

石川県立図書館カフェ

かん奈

石川県金沢市小立野3-11-10

グリルニュー狸

石川県金沢市小立野3丁目27番12号

大衆酒場

石川県金沢市小立野3丁目４－１４

酔い処

かね北

焼肉

さくら

石川県金沢市小立野4-10-36

歓

石川県金沢市小立野4-1-22

小立庵

石川県金沢市小立野4-2-3

酒楽

石川県金沢市小立野5丁目1－13

松屋

金沢昌永町店

石川県金沢市昌永町18-5

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

金沢味食亭よし久

石川県金沢市昭和町11-20

市場めし

石川県金沢市昭和町11-7

屯場

よいよい

石川県金沢市昭和町11番地5号

豚炭一丁

金沢駅前店

石川県金沢市昭和町12-7金駅ビル1F

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

ガスト金沢駅前

石川県金沢市昭和町13-20

らーめん絆

石川県金沢市昭和町14-11オンリーワンビル1F

串かつ一

石川県金沢市昭和町14-2堀田ビル2F

鮮魚畑

石川県金沢市昭和町14-2堀田ビル1階

つづみ

すなっく

友栄

金駅ビル1F

石川県金沢市昭和町14-3

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

すし屋 小桜

石川県金沢市昭和町15-21ステーションステイベル1F

焼肉

ホルモン

レモン商店

石川県金沢市昭和町15-4金駅ビルⅡ2階3階

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

ANAクラウンプラザホテル金沢

ビアテラス

昌徳園

加賀

石川県金沢市昭和町１６－３
石川県金沢市昭和町１６－３
石川県金沢市昭和町5-18

大衆割烹

喜乃屋

底曳き割烹

もんぜん

たまや

石川県金沢市昭和町5-7
石川県金沢市昭和町6-8金沢シテイホテル1階
石川県金沢市昭和町8-17

大漁居酒屋

まぐろがんち

石川県金沢市昭和町9-11

馬喰ろう金沢店

石川県金沢市昭和町9－8

NOEL fusion

石川県金沢市松寺町申104-1

上海小籠湯包

石川県金沢市松村1-28

SPADE

石川県金沢市松村1-288ゼノンビル3F

丈母

石川県金沢市松村1-369

乙羽家

石川県金沢市松村1-5マツエビル107

輪鮮処

ひろ

石川県金沢市松村1-66

施設名称

所在地

夢実

石川県金沢市松村1丁目134番地2

eleven point second

石川県金沢市松村1丁目284

AHAHA,kitchen

石川県金沢市松村１丁目30番地

麺屋達大徳店

石川県金沢市松村1丁目354

味処

たむら

石川県金沢市松村１丁目３８８

割烹

やま田

石川県金沢市松村１丁目68-1

ＳＨＩＰＰＯ

ＣＡＦＥ

ｗｉｔｈ

ＤＯＧ

石川県金沢市松村2-205

コメダ珈琲店金沢松村店

石川県金沢市松村3丁目358

和食麺処サガミ金沢松村店

石川県金沢市松村4丁目377

ジャークジャイタイフードセンター

石川県金沢市松村5-278-1ダイトクパレス001号

焼肉亭大島

石川県金沢市松村町1-24

はま寿司

松村店

串処

金沢松村店

石川県金沢市松村町ヌ12番

六文銭

石川県金沢市松村町ヌ２０８

たこ千両

石川県金沢市松村町ヌ210

やきとりKenちゃん

石川県金沢市松村町ヌ217

キャラバンサライ松村店

石川県金沢市松村町ヌ40-5

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

ガスト金沢松村

石川県金沢市松村町又79

バリテラスCoCo金沢

石川県金沢市松島1丁目30番地

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

らーめん左介

石川県金沢市上安原2-296サンパティ101

スーフランシュ

石川県金沢市上安原町938-2

大友家

石川県金沢市上近江町10

近江町旬彩焼

石川県金沢市上近江町21番地1

鮨処

石川県金沢市上近江町25-1

源平

じもの亭

石川県金沢市上近江町27-1

近江町海鮮丼家ひら井

本店

石川県金沢市上近江町29

井ノ弥

石川県金沢市上近江町33-1

鮨

石川県金沢市上近江町33-1

えのめ

大松水産株式会社

小売部

石川県金沢市上近江町33番地

島田水産

石川県金沢市上近江町35

近江町市場飲食街いっぷく横丁

石川県金沢市上近江町50番地

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

寿司龍

石川県金沢市上荒屋2丁目54-1

ラ・オペライオ

石川県金沢市上荒屋６丁目５０４番地

能加万菜

石川県金沢市上堤町1-22三井ガーデンホテル金沢1F

万庭

百万石うどん

南町店

石川県金沢市上堤町2-1青柳ビル

dining bar JOINING

石川県金沢市上堤町２－２藤原ビル１F

和酒Bar狗鷲

石川県金沢市上堤町2-33

焼肉ぶーちゃん

石川県金沢市城南2-37-11

かわばた

石川県金沢市常盤町157-1

remref

石川県金沢市常盤町21-2

小木曽製粉所

金沢新神田店

かつや金沢新神田店

石川県金沢市新神田1-10-85
石川県金沢市新神田２－１２－３

施設名称

所在地

焼肉気分 新神田

石川県金沢市新神田2-12-2

香り蕎麦

石川県金沢市新神田2-12-2

亀平

吉野家金沢新神田店

石川県金沢市新神田２－１３－１０

秋吉

石川県金沢市新神田2丁目13番地18

新神田店

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

喫茶＆スナック 水華

石川県金沢市新神田3丁目8-16一川ビル一階

寿し処

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

のり好
飛天龍

新神田店

石川県金沢市新神田4丁目14番15号

海鮮居酒屋けん坊

石川県金沢市新神田5丁目55-1

パーラー・コフク

石川県金沢市新竪町3-118

うつしき

石川県金沢市新竪町3-52-3

井筒家食堂

石川県金沢市新竪町3-65カーサセゾン1F

帆白

石川県金沢市新竪町3丁目45

ホーム・くっく
麺屋

わかばやし

夕介

石川県金沢市新竪町3丁目4番地1
石川県金沢市新保本1-313

割烹幸味

石川県金沢市新保本１丁目193-2

旬菜酒場いろり

石川県金沢市新保本1丁目392

Dining kitchen Lazo

石川県金沢市新保本３－７サンハイツ西納１０６

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

味処わっぱ

石川県金沢市新保本3丁目138番地

焼肉おか崎

石川県金沢市新保本3丁目17

snack

石川県金沢市新保本3丁目81きらくすとりぃとハート

kaori

和風スナックようこ

石川県金沢市新保本3丁目81番地きらくすとりぃとダイヤ1F

スナック

石川県金沢市新保本402-1モンドール1F

アン

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

池坊主

石川県金沢市新保本5丁目125

居酒屋けいこ

石川県金沢市新保本5丁目60-1

肉家

石川県金沢市新保本5丁目80ダイキビル1F

たしの木

８番らーめん金沢西インター店

石川県金沢市森戸１丁目１０１番

はくいちカフェ箔巧館

石川県金沢市森戸2-1-1

吉野家8号線金沢西インター店

石川県金沢市森戸２－１９６

カレーハウスcoco壱番屋

石川県金沢市森戸2-202

支那そば

炭鶏麺

金沢西インター店

森戸

石川県金沢市森戸２丁目15-3

100+

石川県金沢市森山1-24-9

加賀料理秋月

石川県金沢市森山1丁目2番18号

恵比須寿し

石川県金沢市森山２丁目２５－６

やきとり

石川県金沢市森山２丁目3-2

たかた森山

奴寿し

石川県金沢市神宮寺1-15-30

吟とん

石川県金沢市神宮寺1-16-20

まいどおおきに食堂

金沢神宮寺食堂

石川県金沢市神宮寺1丁目7-30

アジアごはんとおはぎ善

石川県金沢市神宮寺2-10-11

とりあえず神宮寺店

石川県金沢市神宮寺2-6-10 ラピスⅡ1階

居酒屋

石川県金沢市神宮寺２－７－２５第一伊藤ビル１Ｆ

らくちんや

しゃぶ葉金沢神宮寺

石川県金沢市神宮寺2丁目20-8

そば処

石川県金沢市神宮寺2丁目27番22号

魚菜

みや村
あつもり

湯けむり屋敷和おんの湯

石川県金沢市神宮寺2丁目30-14-1
石川県金沢市神宮寺2丁目30番1号

施設名称
スナック

へそまがり

所在地
石川県金沢市神宮寺3-7-10

焼肉

以波太

石川県金沢市神宮寺町1-13山下ビル1F

松屋

金沢神谷内店

石川県金沢市神谷内町ニ22-1

はま寿司

金沢神谷内店

石川県金沢市神谷内町ニ63-2

鳥珍や神谷内店

石川県金沢市神谷内町ニ７４番地

ラーメン太郎

石川県金沢市神谷内町ニ75の1

ゴチ惣

石川県金沢市神谷内町ハ79-1

三ツ星

かつや金沢神谷内店

石川県金沢市神谷内町二37-1

インドネパールレストラン

マナカマナ

石川県金沢市神谷内町二-75-1

第六ギョーザの店

石川県金沢市神田１－２－２１

居酒屋

石川県金沢市神田1丁目20番10号ぽちハウス1F

松屋

ぽちる
金沢増泉店

居酒屋

石川県金沢市神田2-2-25

あぶり亭

石川県金沢市神野1丁目32

ふく桜

石川県金沢市神野1丁目56番地1

炙り ZIN

石川県金沢市進和町49-2オーシャンビル1F

能登牛焼ごろ

匠八

石川県金沢市進和町49-3

金沢イタリアンBO・BO

石川県金沢市進和町78-2

ビストロ

石川県金沢市水溜町4-1

ユイガ

吉野家金沢畝田店

石川県金沢市畝田西1-103

焼肉蔵

石川県金沢市畝田西2-5-2

畝田店

Bar Lefty

石川県金沢市畝田西2-90

とんちんかん

石川県金沢市畝田西2丁目23-1

満香園

石川県金沢市畝田西３－５１３

麵屋こころ金澤店

石川県金沢市畝田西3-580

アリーカフェ

石川県金沢市畝田西3-583

居酒屋KOK

石川県金沢市畝田西3-593

お料理

山静楼

石川県金沢市畝田中1-13

居肴家

林森

石川県金沢市畝田中2-104

すき家

金沢畝田店

石川県金沢市畝田中3-561

焼肉

味克

居酒屋

石川県金沢市畝田中3-7

料亭

海かん

石川県金沢市畝田東3－547

穂濤

石川県金沢市清川町3-11

寿司小料理
焼肉蔵

旬

石川県金沢市西金沢4-579-1

西南部店

石川県金沢市西金沢4丁目538

焼肉ありちゃん

石川県金沢市西金沢5-305

カガノトザワタリアンラフォレスタ

石川県金沢市西泉1-66-12

らーめん世界西泉店

石川県金沢市西泉2-115

ゴーゴーカレーグループ
スナック

ホットハウス金沢総本店

ふふふ

石川県金沢市西泉2-27
石川県金沢市西泉3-9-1西泉ビル102

テキサスハンズ西泉店

石川県金沢市西泉3丁目42

歌志軒金沢ラパーク店

石川県金沢市西泉4-11ラパーク金沢内フードコート

サイゼリヤラパーク金沢店

石川県金沢市西泉4-11ラパーク金沢１Ｆ

定食屋お弁当

石川県金沢市西泉4丁目135-5

せんなり食堂

東山

石川県金沢市西泉4丁目3番地

パーソナルフィットネスクラブNEWMEAL

石川県金沢市西町三番丁１５番地

鮨治

石川県金沢市西町四番丁9番地

手打ちそば

やぶけん

石川県金沢市西町藪ノ内通２１－１

施設名称

所在地

食堂竹乃家

石川県金沢市西町藪ノ内通21-2

おでん

石川県金沢市西町藪ノ内通25-2

ゑびす

大國鮨

石川県金沢市西町藪ノ内通31

食楽

石川県金沢市西都1-229

栞

モスバーガー金沢中央バイパス店

石川県金沢市西都1-277

すし食いねぇ！県庁前店

石川県金沢市西都1-51

八兆屋・県庁前店

石川県金沢市西都1-96

金沢なごみ亭北都

石川県金沢市西都1丁目32番地

ぢどり屋県庁前店

石川県金沢市西都2丁目54

是・空

石川県金沢市西都2丁目63

金沢藤江店

旬菜酒楽

貴いち

蛇之目寿司

駅西支店

らーめん
笑都

石川県金沢市西念1-4-11三翠ビル１０１
石川県金沢市西念1丁目17-27

かんか

石川県金沢市西念2-2-1デスタン１２ビル1F

くろご

石川県金沢市西念2丁目28-15

金澤力八

石川県金沢市西念2丁目30-16

金龍寿司

西念店

石川県金沢市西念2丁目35番地23号

鮨処秀よし

石川県金沢市西念3-2-32

すし処

石川県金沢市西念３－５－２４

大敷

和風中華

招龍亭

石川県金沢市西念3-5-35

食ー道三

石川県金沢市西念3-8-3

金澤

石川県金沢市西念３丁目１９－１３

居酒屋八

炭火焼肉

西大門

石川県金沢市西念３丁目20-12

コーヒーハウストリゴ

石川県金沢市西念３丁目２９－３３

三四味屋

石川県金沢市西念4-14-8魚商業会館110号

廻るすしぽん太

石川県金沢市西念4-15-1

牡蠣小屋侍

石川県金沢市西念4-2-6由雄ビル1F2号

辻屋商店食堂

石川県金沢市西念4-7-1

日韓料理シジャン

石川県金沢市西念4-7-1

金澤濃厚中華そば

神仙

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
金沢肉食堂別館

どと～んと日本海
焼肉

肉まみれ

一兵衛

石川県金沢市西念4丁目14番8号
石川県金沢市西念4丁目14番8号
石川県金沢市西念4丁目4-25西村ビル1階

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

清商店

石川県金沢市青草町10番地

刺身屋

石川県金沢市青草町15-1

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

麺丼や

石川県金沢市青草町88いちば館2F

逸味潮屋

近江町いちば店

石川県金沢市青草町88近江町いちば館1階

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

近江町海鮮丼家ひら井

いちば館店

石川県金沢市青草町88近江町いちば館2階

近江町珈琲(キャラバンサライ武蔵店)

石川県金沢市青草町88近江町いちば館地下1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

施設名称

所在地

のざきの焼魚

石川県金沢市青草町88近江町いちば館1F

仙桃広東料理

石川県金沢市青草町88近江町いちば館2F

だし巻屋

石川県金沢市青草町88近江町いちば館B1

夢屋

石川県金沢市青草町88番近江町いちば館地下

川木商店

石川県金沢市青草町８８番地近江町いちば館1F

百萬商店

石川県金沢市青草町88番地

ミスタードーナツ金沢武蔵店

石川県金沢市青草町88番地

清商店

石川県金沢市青草町88番地

近江屋伝兵衛

石川県金沢市青草町88番地いちば館2階

能登牛

串焼き・炙り寿司

たくみ

石川県金沢市青草町88番地近江町いちば館

鮮彩えにし

石川県金沢市青草町88番地近江町いちば館２F

焼肉

石川県金沢市石引1-11-1

大吉

めし処のとや

おべんと箱やさん

石川県金沢市石引1-11-12

ござれ市

石川県金沢市石引1-15-28

天ぷら酒場兎一

石川県金沢市石引１－５－２６パークビューハイツ２０１号室

月の砂漠

石川県金沢市石引1-5-26パークビューハイツ104

千取寿司本店

石川県金沢市石引1丁目17番2号

やきとり大吉小立野店

石川県金沢市石引２－６－３

Meatぴあ賑

石川県金沢市石引2-6-4

若葉

石川県金沢市石引２－７－１１

JO-HOUSE

石川県金沢市石引2-7-10

石引Veeda

石川県金沢市石引2-7-2オガビル１F

33 sunny

石川県金沢市石引2-8-7西田ビル1F

AnnChai

石川県金沢市石引2-9-5山田ビル1階

旬彩

石川県金沢市石引2丁目9-2

春甚

うどん割烹どんすきー

石川県金沢市石引4丁目2-1

すしべん

石川県金沢市赤土町ニ104-1

赤土店

レストラン

ラ・ネネグース

石川県金沢市千日町1-16

あをき

石川県金沢市千日町5-2

焼肉道場（七輪炭火焼）

石川県金沢市千木町ル210

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

喫茶２５ni-co

石川県金沢市専光寺町タ８－１

パリミラ

石川県金沢市泉が丘1-3-28

そば

やまの葉

石川県金沢市泉が丘2-11-32

ステーキハウス七兵衛

石川県金沢市泉が丘2-6-31

リストランテラヴィータ

石川県金沢市泉が丘2-6-32

回転寿司

石川県金沢市泉が丘２丁目１２－３５

左衛門

キャラバンサライ泉が丘店

石川県金沢市泉が丘2丁目６－３３

和菓子村上

石川県金沢市泉本町1-4

本社店

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

八〇三のやきにく屋さん

石川県金沢市泉本町3-116

酒ＢＡＲーる

石川県金沢市泉本町3-116野村ビル1Ｆテナント

BAR

ＴＥＲＵ

TERU

石川県金沢市泉本町3-116野村ビル1Fテナント

炙りもん酒蔵 串だるま

石川県金沢市泉本町3ー116野村ビル1Fテナント

鉄板

石川県金沢市泉本町3丁目116番地野村ビル101号

悠

zuiun dining

石川県金沢市泉本町4-17

焼肉

石川県金沢市泉本町5丁目81-3

康

施設名称
焼肉戸板商店

西泉店

所在地
石川県金沢市泉本町7丁目7-1

めん房つるつる長坂店

石川県金沢市泉野出町1-22-21

パティスリー

石川県金沢市泉野出町1-22-26

ヴェルジェ

gemutlich

石川県金沢市泉野出町2-22-2クリーンハイム高田1F

ディスティーノブルックリンニューヨーク

石川県金沢市泉野出町2-3-6

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

Bon Appetit

石川県金沢市泉野出町3-13-2

町屋いたりあん

kaya kaya

石川県金沢市泉野出町3-9-3

万昌苑

石川県金沢市泉野出町3-9-3荒木ビル1F

割鮮のむら

石川県金沢市泉野出町3丁目3番32号

ココス泉ヶ丘店

石川県金沢市泉野出町4-2-16

８番らーめん泉ヶ丘店

石川県金沢市泉野出町４－３－３２

オモニの台所

石川県金沢市泉野出町4-3-27サンシャトー泉ヶ丘1F

明洞

チェルシー

石川県金沢市泉野出町4丁目1-16野村ビル１F

ピッツェリアクエルチャ

石川県金沢市泉野町1-4-6

焼肉

石川県金沢市泉野町1丁目18-16

咸陽郡

日本料理

しげ乃木

石川県金沢市泉野町1丁目3番23号

dining &bar HOMEY

石川県金沢市泉野町5-1-9コーポ泉野東1F

焼肉

石川県金沢市泉野町5-3-3

真心

酒菜TERA寛

石川県金沢市泉野町5丁目1-20泉野パールハイツ1F

リラクゼーション喫茶

たっち

石川県金沢市泉野町5丁目1-21泉野パールハイツ105号

ZIZAKEサロン惠

石川県金沢市泉野町5丁目1-9コーポ泉野東1Ｆ

MOGURA KITCHEN

石川県金沢市浅野本町1-15-21

牛に恋したブタ野郎

石川県金沢市浅野本町2丁目19-20金沢クインビル1階

ローズバー

石川県金沢市浅野本町ロ112

とのまち

石川県金沢市浅野本町ロ114

中華レストラン龍苑

石川県金沢市浅野本町ロ143-1

スナック

石川県金沢市増泉１丁目5-1

文珠

ステーキ割烹たけだ

石川県金沢市増泉2-22-5

トラットリア

石川県金沢市増泉2-7-11

串酒屋

クアクア

Katsu

石川県金沢市増泉2-7-11グラッツ金澤105

やきとり酒場BARD

石川県金沢市増泉2－7－45ヴェールハウス１B

ゲスト

石川県金沢市増泉3-13-8

メルティングポット

石川県金沢市増泉3-7-33

焼肉

石川県金沢市増泉3丁目13-8

味道苑

kanahana

石川県金沢市増泉3丁目2-22吉浦ハイツ1階

カラオケ・喫茶ラウンジ
カラオケ喫茶スナック

池
紫

石川県金沢市増泉3丁目7-33増泉ビル1F
石川県金沢市増泉3丁目7-33増泉ビル1F

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

すき家

石川県金沢市増泉4-3-2

金沢増泉店

チャイニーズキッチンミヤコ

石川県金沢市増泉二丁目7-45

COIL

石川県金沢市袋町1-1かなざわはこまち2F

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

施設名称

所在地

満まるまる

石川県金沢市袋町2の14

ラシック

石川県金沢市袋町4-23

袋町 Owls Hoot

石川県金沢市袋町4-25ムサシサンビル1F

天ぷら天神

石川県金沢市袋町4-28

焼き鳥屋PaPaROKU

石川県金沢市袋町4-30

伝説のすた丼屋金沢大河端店

石川県金沢市大河端西1丁目33-2

ラーメン我楽

石川県金沢市大河端西2丁目142番地

焼肉はせ川

石川県金沢市大額1丁目19

焼肉ひで華大額店

石川県金沢市大額1丁目291

タベルナピノリ金沢店

石川県金沢市大額2-38

ラーメン真打

石川県金沢市大額3-184

うどん藤七

石川県金沢市大額3丁目167番地

BRICK HOUSE

石川県金沢市大額3丁目253

鉄板焼高尾

石川県金沢市大額町ル８

ダイニングレストラン
加賀料理

クローバー

加能

石川県金沢市大額町ル８
石川県金沢市大額町ル8番地

プールサイドビアテラス

石川県金沢市大額町ル8番地

スターバックス コーヒー 金沢大桑店

石川県金沢市大桑2-394

大桑おんま温泉

石川県金沢市大桑2丁目115番地

楽ちんの湯

ココス金沢大桑店

石川県金沢市大桑2丁目30

金澤やまぎし養蜂場大桑店

石川県金沢市大桑2丁目380

セレクトキッチン

石川県金沢市大桑2丁目380金澤やまぎし養蜂場2F

めん房本陣

ニクータ

大桑店

石川県金沢市大桑3-14

テキサスハンズ大桑店

石川県金沢市大桑3-176

すき家

石川県金沢市大桑町3-41

金沢大桑店

サロン・ド・シェ・ヌゥ

石川県金沢市大桑町カ391番地

レストラン

石川県金沢市大桑町カ392番地

シェ・ヌゥ

海遊亭

石川県金沢市大工町20

味処大工町よし村

石川県金沢市大工町22

丸金ホルモン

石川県金沢市大工町24番地

割烹正明

石川県金沢市大工町25番地

かっぽうしょうめい

canteen 小六

石川県金沢市大工町26

赤まんま

石川県金沢市大工町27番地

MOGURA バル

石川県金沢市大工町29水谷ビル1F

割烹松由

石川県金沢市大工町２番地

鮨岡うま

石川県金沢市大工町33―2A.SPACEBldg.地下1階

金澤つきや

石川県金沢市大工町38番地

居酒屋わたる

石川県金沢市大工町44

森八本店

石川県金沢市大手町１０－１５

旬菜馬数

石川県金沢市大手町15-11大手町ハイム1階

コーヒールーム すとっく

石川県金沢市大手町15-14アーバンハイム1F

能登牛焼肉

石川県金沢市大手町15-24

味道苑

大手町店

一福

石川県金沢市大手町1-6

Los Angeles

石川県金沢市大手町２－２５レジデンス大手門１０１

日本料理

石川県金沢市大手町2-25レジデンス大手門1F103号

嬉ぐ

KKRホテル金沢
喫茶竹屋

レストランアイビス

石川県金沢市大手町２番３２号
石川県金沢市大手町6番1号

施設名称

所在地

金の獅子

石川県金沢市大手町9-19

UNFINI(アンフィニ)

石川県金沢市大手町9-20大手町ビル１階

コリヤンハウス大豆田店

石川県金沢市大豆田本町甲13-1

スナック

石川県金沢市大豆田本町甲270番地

マチコ

いいとこ鳥

大豆田本店

石川県金沢市大豆田本町甲289-1

寿し富

石川県金沢市大樋町1-9

コーヒー＆レストラン
炭火焼き鳥

いこい

石川県金沢市大樋町1番7号
石川県金沢市大樋町2－1

ヤマハゼ

石川県金沢市大樋町3-11

大樋呑場

桜屋

もろみ蔵

石川県金沢市大野町2丁目39番地

かにの居酒屋

弁吉

石川県金沢市大野町4-165

宝生寿し

石川県金沢市大野町4丁目72番地

ひしほ蔵

石川県金沢市大野町4丁目イ170番地

旅する料理

石川県金沢市大野町4丁目へ16

Stylish Chinese SHENGしぇん

石川県金沢市大友1-11Miビル

やきにく 山こし

石川県金沢市大友2-29

VICTORIA GROVE

石川県金沢市大友2-55

金沢焼き肉

石川県金沢市大友２丁目１００

獅子丸

れんが亭

石川県金沢市大和町1-1金沢市民芸術村内

チャノキカナザワ

石川県金沢市竪町101-1宮下ビル１階

和ダイニングしろべえ

石川県金沢市竪町１１１番地丹羽ビル１Ｆ

めいどりぃた

石川県金沢市竪町24

LOMA kitchen&bar

石川県金沢市竪町27番

野田屋茶店

石川県金沢市竪町3番地

本店

KANAZAWA MUSIC BAR

石川県金沢市竪町41

225BAR

石川県金沢市竪町8-1中元ビル2F

葡萄夜

石川県金沢市竪町８３－２

Steady.

石川県金沢市竪町99

one one otta

石川県金沢市池田町三番丁29-3

串カツ田中金沢片町店

石川県金沢市池田町三番丁43

Installation Table ENSO L'asymetrie du calme

石川県金沢市池田町四番丁３３番地

天ぷら小泉

石川県金沢市池田町四番丁34

レストランオオタ

石川県金沢市稚日野町北41

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

ジブンチ

石川県金沢市中央通町11-49

うどん・そば

松本

石川県金沢市中央通町18-23

煎りたて珈房ディーズ中央通店

石川県金沢市中央通町２０番１４号

Stray Sheep's Home

石川県金沢市中央通町3番25号ジョイフル中央101

魚園

石川県金沢市中央通町9-17

ステーキ

林

石川県金沢市中央通町9-20

ヴィラ・グランディスウエディング

ジェナ

石川県金沢市中屋２丁目140番地

ヴィラ・グランディスウエディングリゾート金沢

石川県金沢市中屋２丁目88-1

金澤串揚げ

石川県金沢市中橋町11-1

ざしき笑し

麺屋達本店

石川県金沢市中橋町11-13

お多福

中橋店

石川県金沢市中橋町1-13

ステーキハウス にしむら

石川県金沢市中川除町59

酒味処

石川県金沢市中川除町60番地サインポスト102

赤兎馬

施設名称
御料理

雅乃

所在地
石川県金沢市中川除町67-1

きく家

石川県金沢市中川除町75番地山川マンション1F

双喜亭金沢店

石川県金沢市中村町10-20

野田屋茶店

石川県金沢市中村町10-20

アピタ金沢店

ミスタードーナツアピタ金沢店

石川県金沢市中村町10-20アピタ金沢1F

イタリアントマトカフェJｒアピタ金沢店

石川県金沢市中村町10-20アピタ金沢１F

華林楼

石川県金沢市中村町10-20アピタ金沢1F

美味小屋

まんさく

石川県金沢市中村町10-32

居酒屋あばす

石川県金沢市中村町15-22

町家カフェ・李鶯(Rio)

石川県金沢市中村町26-49

はま寿司

石川県金沢市中村町29-11

金沢中村店

焼肉ホルモン
プチホテル

とばち
アイビー

石川県金沢市中村町30-22

満天の湯 金沢店

マリン亭

石川県金沢市中村町31番50号

お食事処満天星

石川県金沢市中村町5-52

焼肉GRILL＆Bar ビコロ/メルカート

石川県金沢市朝霧台1-76

MAISON IKE

石川県金沢市朝霧台1-82

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

むつぼしマーケット長坂店

石川県金沢市長坂2-24-3

熱烈厨房

石川県金沢市長坂3-2-1

よし政

焼肉すぎの

金沢店

金澤ちとせ珈琲

石川県金沢市長坂台１－３５

長坂台

石川県金沢市長坂台1-41

味処髙﨑

石川県金沢市長町１－２－２２

Pork Brasserie Oink Oink

石川県金沢市長町1-2-24

STREET VENDOR

石川県金沢市長町１－３－１０－３

cocochi最中

石川県金沢市長町1－3－５１

インド・ネパール料理レストラン
日本料理

アシルワード

せい月

石川県金沢市長町1-4-59
石川県金沢市長町1-5-14

町屋ダイニングあぐり

石川県金沢市長町1-6-11

NewYorkNewYork

石川県金沢市長町1丁目1-51三笠ビル

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

おと川

石川県金沢市長町1丁目1番4号

Bar KIRIKOU

石川県金沢市長町1丁目1番62号2階

割烹いしみ

石川県金沢市長町1丁目2-20

柳屋茶楽 金沢武家屋敷店

石川県金沢市長町１丁目３－４

御食事処

石川県金沢市長町１丁目３－５７

いずみ野

おいしいいっぷく鏑木

石川県金沢市長町１丁目３－１６

割烹孫助

石川県金沢市長町1丁目3-52

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

洋食屋RYO

石川県金沢市長町1丁目4番57号長町ビル1F

食亭

石川県金沢市長町1丁目4番57号

くらつき

ビストロ

ひらみぱん

石川県金沢市長町１丁目6番11号

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

金沢・長町

菓遊庵

MORON CAFE

石川県金沢市長町２－２－３８
石川県金沢市長町2-4-35-1F

施設名称
茶房

似故礼

所在地
石川県金沢市長町２丁目３番1号

焼肉おおはし

石川県金沢市長町2丁目3番18号

角の店

石川県金沢市長町3-11-6

ささ舟

石川県金沢市長町３丁目8-36

寿し若

石川県金沢市長田1丁目5-46

ステーキ宮金沢中央店

石川県金沢市長田2-28-25

手打蕎麦こより

石川県金沢市長田2丁目20-13

季節料理

石川県金沢市長田一丁目5-67

天吉

本格焼肉寅亭長田店

石川県金沢市長田本町ト75-1

る、ぽうら

石川県金沢市長土塀1丁目18－20ツインフィル

らーめん樹ITUKI

石川県金沢市長土塀2-17-32

うどん亭

石川県金沢市長土塀2-18-23

大黒屋

金水寿司

石川県金沢市長土塀2-2-2

喫茶はあと

石川県金沢市長土塀2丁目18番24号

一恵

石川県金沢市長土塀3丁目7番7号

オオギヤと宇奈とと

金沢直江店

石川県金沢市直江西1丁目20番地

ビストロ・レガーレ

石川県金沢市直江西1丁目73

鎌倉パスタ金沢直江店

石川県金沢市直江町37街区19番地

和食レストラン

石川県金沢市直江町イ22番地1

らーめん

せせらぎ

一心屋

武骨外伝（武骨屋商店）

石川県金沢市直江町ニ15-1

コメダ珈琲店金沢直江店

石川県金沢市直江東1丁目158

四季追HIKARI

石川県金沢市塚崎町ホ17-1

串焼かず家

石川県金沢市天神町1丁目13番地13号

YAKINIKU&STEAK 銀

石川県金沢市田上さくら1-140

是・空

石川県金沢市田上さくら1丁目155

金沢田上店

こがね製麺所
酒味処

田上店

石川県金沢市田上さくら1丁目６

酒と旬菜

馬づら

石川県金沢市田上さくら2-26

とちお

石川県金沢市田上さくら2-82

Reinheit ラインハイト

石川県金沢市田上さくら２丁目87

キャラバンサライ田上さくら店

石川県金沢市田上さくら2丁目２７

モスバーガー金沢杜の里店

石川県金沢市田上さくら2丁目117番地

ゴーゴーカレー金沢本店

石川県金沢市田上さくら2丁目108番地

横濱家系ラーメン友喜家

石川県金沢市田上さくら2丁目96

秋吉金沢もりの里店

石川県金沢市田上さくら３－８

ふらん・どーる田上ヴァレ店

石川県金沢市田上さくら3-1

オレンジガーデン

石川県金沢市田上さくら3-11ヴァンガードヒル1階

パスタキッチン

もりの里店
サルート

かつや金沢杜の里店

石川県金沢市田上さくら3-89

しゃぶしゃぶ温野菜
すき家

石川県金沢市田上さくら3-73HANAMARUビル2F

もりの里店

金沢田上店

石川県金沢市田上さくら3-94
石川県金沢市田上さくら三丁目122

カルビ大将田上店

石川県金沢市田上の里1-64

8番らーめん

石川県金沢市田上の里１－７１

もりの里店

ミスタードーナツ
讃岐饂飩

金沢杜の里ショップ

宏之輔

石川県金沢市田上の里１丁目８７
石川県金沢市田上の里1丁目116

麺屋達杜の里店

石川県金沢市田上の里2丁目12番地

海天すし田上店

石川県金沢市田上の里2丁目31

居酒屋いたちゃん。田上店

石川県金沢市田上町４－１８８

施設名称
bakery&cafe DIPSY

石川県金沢市田上町神35番地

インドダイニングシャルマ
リストランテ

所在地

もりの里店

アマレット

Luce

石川県金沢市田上本町4-196
石川県金沢市田上本町4-32
石川県金沢市田上本町4-97

四季料理

はる馬

石川県金沢市田上本町4丁目189-1

みんなＤＥステーキ
すしべん

金沢店

東インター店

石川県金沢市田上本町4丁目200番地TAGAMI3号館1F
石川県金沢市田中町ほ26-1

ジョイフル東蚊爪店

石川県金沢市東蚊爪町49

ビストロ

石川県金沢市東御影町58-2

リンク

玉とみ

石川県金沢市東山1-12-10

鉄板焼きAMIYA

石川県金沢市東山1-12-12

東山みずほ

石川県金沢市東山1ー26ー7

金澤ぷりん本舗

石川県金沢市東山1-13-10

志摩

石川県金沢市東山1-13-21

箔座 金の縁起屋

石川県金沢市東山1-13-23

茶房やなぎ庵

石川県金沢市東山1-13-24

餡屋musubu和菓子村上東山店

石川県金沢市東山1-13-5

東山ロベールデュマ

石川県金沢市東山1-13-9

文政の菓子司

森八

ひがし三番丁店

石川県金沢市東山1-13-9

東山一久

石川県金沢市東山1-14-1

粋蓮（スイレン）

石川県金沢市東山1-14-12

金沢ひがし茶屋街

懐華樓

石川県金沢市東山1-14-8

武右衛門

石川県金沢市東山１－１５－５

はくいちカフェ東山店

石川県金沢市東山1-15-4

音ゆ

石川県金沢市東山1-15-5

鮨みつ川

石川県金沢市東山1-16-2

茶房＆Bar

ゴーシュ

石川県金沢市東山1-16-5

ビストロ金沢とどろき亭

石川県金沢市東山1-2-1

蕎味

石川県金沢市東山1-23-10

櫂

ビストロ

リョーモン

石川県金沢市東山1-23-6

茶房素心

石川県金沢市東山1-24-1

久連波

石川県金沢市東山1-24-3

森八

石川県金沢市東山1-24-6

ひがし二番丁店

照葉

石川県金沢市東山1-24-7

生麩甘味処

不むろ茶屋

石川県金沢市東山1-25-4

一笑

石川県金沢市東山1-26-13

十月亭

石川県金沢市東山1-26-16

Cafeたもん

石川県金沢市東山１－２７－７

天野茶店

石川県金沢市東山1-3-35

天神橋

石川県金沢市東山1-36-20

大虎

Kazu Nakashima

石川県金沢市東山1-7-6

甘味カフェ茶ゆ

石川県金沢市東山1-7-8

うしおやひがし茶屋街店

石川県金沢市東山1-7-9

金澤LINK

石川県金沢市東山１丁目１２－７

ペルケ Pizzeria PERCHE

石川県金沢市東山1丁目12-3

金沢東山鮨処たかしま

石川県金沢市東山1丁目1-33

押寿し体験厨房金澤寿し

石川県金沢市東山1丁目15-6

施設名称

所在地

氷菓子りつか

石川県金沢市東山1丁目23-10

ひがし

石川県金沢市東山1丁目23-11

ほたる

白磁

石川県金沢市東山1丁目25-6

ほやさけ

石川県金沢市東山1丁目26-6

ヤマト醤油味噌

東山直売所

石川県金沢市東山1丁目27-11

愛宕

加登長

石川県金沢市東山1丁目28番14号

東山

志

石川県金沢市東山1丁目4番地42-12階

日本酒

真琴

石川県金沢市東山1丁目5-3

きんつば中田屋 東山茶屋街店

甘味処 和味

石川県金沢市東山1丁目5番9号

レストラン自由軒

石川県金沢市東山1丁目6-6

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

かずきち

石川県金沢市東山3-10-13

日月庵

石川県金沢市東山3-14-31

宮田鈴庵

石川県金沢市東山3-16-8

輝

石川県金沢市東山3-1-7

Cafe甘Stand

東山店

石川県金沢市東山3-2-18

オリエンタルブルーイング東山店

石川県金沢市東山3-2-22

東山やつはし

石川県金沢市東山3-2-22

東山

やきとり

たかた

石川県金沢市東山3-23-9

居ZAKKU芽具実

石川県金沢市東山3-5-24-2F

居酒屋

石川県金沢市東山3丁目14番14号

空海

新鮮酒場

キサラギ

石川県金沢市東山3丁目31-18

金沢セントラルカントリー倶楽部

石川県金沢市東長江町於1番地

アレジィ

石川県金沢市東力1丁目48番地

魚がし食堂

東力店

石川県金沢市東力2丁目158番地

焼肉有亭

石川県金沢市東力4－189

おばん菜 焼肉 みさご

石川県金沢市東力４-69-1

とんかつ堂

石川県金沢市東力町4-202

ステーキハウス大地

石川県金沢市東力町4-203

めん房本陣

石川県金沢市東力町ニ185

東力店

焼肉遊々亭

石川県金沢市東力町ニ195番地

多恋路

石川県金沢市東力町ニ278

メープルハウス本店

石川県金沢市東力町二１７３

花舞

石川県金沢市東力町二260番地2

カフェレンテ

石川県金沢市湯涌町イ17-3

喫茶 湯のかわ

石川県金沢市湯涌町イ１番地喜船ビル2階

ゆわく高尾

石川県金沢市湯涌町イ47

LA FERMATA

石川県金沢市湯涌田子島町ホ14番地2

ラウンジ喫茶
居酒屋

楓

こころ

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
石川県金沢市藤江南3-1

串処とりあえず藤江店

石川県金沢市藤江南3-170

もりもり寿しFC藤江店

石川県金沢市藤江南3丁目106番地

魚菜

石川県金沢市藤江南3丁目159

うお江

千星

石川県金沢市藤江南3丁目168番地15

ミノルキッチン

石川県金沢市藤江南3丁目168-16

馬酔木

石川県金沢市藤江南3丁目168番地201F

施設名称

所在地

金沢ゆめのゆ

石川県金沢市藤江南３丁目２６番地

スナック

石川県金沢市藤江南3丁目26番地金沢ゆめのゆ内1F

スターダスト

ゴールドカレー本店
絶好鳥酒場

石川県金沢市藤江北1-393

鳥びあ～の

藤江店

石川県金沢市藤江北1丁目400

炎牛MOJAR

石川県金沢市藤江北2-301

旬菜串焼き静流

石川県金沢市藤江北2丁目334

ChillOut&ソフトクリーム畑石川県庁前店

石川県金沢市藤江北3-301リージェントⅡ１階

翠園

石川県金沢市藤江北4-259

備長扇屋金沢県庁前店

石川県金沢市藤江北4-271

アルティジャーノ金沢店

石川県金沢市藤江北4-293

さぶろうべい藤江店

石川県金沢市藤江北4-472

カホントゥシード

石川県金沢市藤江北4-491

レストラン

石川県金沢市藤江北4丁目210

セントメリー

スターバックス コーヒー 金沢藤江店

石川県金沢市藤江北4丁目457番

インドめし

石川県金沢市藤江北4丁目490番地

ティルパティ

喫茶マスカット

石川県金沢市南御所町１０７番地

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

ちょっと．．．

石川県金沢市南新保町ハ４５－６

中国家庭料理

石川県金沢市南新保町ハ45-1

大衆酒場

香満居

信太郎

石川県金沢市南新保町ハ-9徳田ビル1F

来来亭南新保店

石川県金沢市南新保町ロ92-1

ときわ亭

石川県金沢市南森本町イ105番地1

ラーメンとんとん森本店

石川県金沢市南森本町へ103-1

ちかちゃん

石川県金沢市南森本町リ105-27

和風スナック
叙々苑

さくら

石川県金沢市南森本町リ105-26

金沢店

石川県金沢市南町2-1北國新聞会館21階

金沢ニューグランドホテル

スカイダイニング

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

金沢ニューグランドホテル

プレミア

ビストロ

シャレ

45CAFE

ロワ

石川県金沢市南町４番１号

蔵
レストラン

石川県金沢市南町４番１号
ポロ

石川県金沢市南町４番１号
石川県金沢市南町4番60号大同生命ビル1階B室

カフェ

石川県金沢市南町5-10
ドゥ

アッシュ

石川県金沢市南町6-12国際ビジネス学院ビル1F

華やしき

石川県金沢市南塚町262-5

岩本屋

石川県金沢市二ツ屋町10-10

金沢駅西店

特急焼肉 肉の日 8号線二宮店

石川県金沢市二宮町14-8

北欧カフェ

石川県金沢市二口町ニ80-1

そば処

ａｐｉｌａ

大藪

石川県金沢市二口町ハ21

キッチンバルmigitohidari

石川県金沢市二口町ハ31

ラーメン

石川県金沢市二口町二４４－５

しずく

花ぞの食堂

石川県金沢市二日市町ヘ208

はなまるうどん金沢入江店

石川県金沢市入江1丁目31

うまいもん処 よし本

石川県金沢市入江1丁目46番地

なか卯

石川県金沢市入江2-64

金沢入江店

焼肉こさり

石川県金沢市入江2-86

むさしの森珈琲金沢入江

石川県金沢市入江2-89

施設名称

所在地

ガスト金沢入江

石川県金沢市入江2丁目168

タリーズコーヒー金沢入江店

石川県金沢市入江2丁目188

ラクーンハウス

石川県金沢市入江2丁目251

すしべん

石川県金沢市入江2丁目32

入江店

8番らーめん

入江店

石川県金沢市入江3-143

くら寿司金沢入江店

石川県金沢市入江3-15

道とん堀金沢入江店

石川県金沢市入江3－46

手造り串焼き

石川県金沢市入江3丁目31-1

えんがわ

志の助

石川県金沢市入江3丁目73番地

玉かづら

石川県金沢市馬替3-8

小料理

石川県金沢市馬替３丁目57-1

Akiko

レスピラシオン

石川県金沢市博労町67

香りん寿司

石川県金沢市博労町79

まごころの味 大番

石川県金沢市白菊町1-14

Ｐａｏｌｏ

石川県金沢市白菊町19-7

小料理

石川県金沢市白菊町20-28南出ハイム1F

はる

不二家大食堂

石川県金沢市八田町西1

千鳥

石川県金沢市八田町西1（金沢競馬場内）

ふらいぱん

石川県金沢市八田町西1金沢競馬場軽食堂4号

うちの仔カフェ

石川県金沢市八田町西1金沢競馬場

金澤玉寿司 競馬場店

石川県金沢市八田町西1番地

味わい処

石川県金沢市八田町東887

せん田

彩食厨房TSUBOMI

石川県金沢市八日市1-681

大吟豚

石川県金沢市八日市1-781

珍香楼

石川県金沢市八日市1丁目146-14

焼肉ホルモンとらや

石川県金沢市八日市2丁目211-1

辰辰

石川県金沢市八日市２丁目651

居酒屋

あじと

石川県金沢市八日市３丁目３８９番地

鶏まろラーメン
焼肉

まろみ

徳三

石川県金沢市八日市3丁目563
石川県金沢市八日市4丁目334

ココス金沢八日市店

石川県金沢市八日市5-446

森八

石川県金沢市八日市5-594-3

金沢南店

Chinadining宮燕

石川県金沢市八日市5丁目423番地ユタカビル1F

備長扇屋金沢八日市店

石川県金沢市八日市出町155-1

居酒庵

石川県金沢市八日市出町255-2

つる翔

炭火串焼

まる

石川県金沢市八日市出町256ヨーク104

姫寿し

石川県金沢市八日市出町25番地

竹の家

石川県金沢市八日市出町27-2

しゃぶ葉 金沢八日市

石川県金沢市八日市出町331

めん工庵

石川県金沢市八日市出町514

焼肉

野路

六歌苑

西南部店

石川県金沢市八日市出町62番地

豚太郎

石川県金沢市八日市出町63-2

麺屋

石川県金沢市八日市出町860

金糸雀

からなしの上

石川県金沢市尾山町10-9渕上ビル1F

金澤じんや

石川県金沢市尾山町12-1

Meal

石川県金沢市尾山町12-16

飛

石川県金沢市尾山町12-5

施設名称

所在地

喫茶メルツバウ

石川県金沢市尾山町１－２５青山ビル１Ｆ

隠れ家

石川県金沢市尾山町12-8林ビル１F

尾山koti

石川県金沢市尾山町13-15

slow luck

石川県金沢市尾山町13-23

中華料理

平和軒

石川県金沢市尾山町13-7

Issekisanchou di bar

石川県金沢市尾山町13-7

料亭

石川県金沢市尾山町2-27

大友楼

そば料理

そばのはな

石川県金沢市尾山町2-32

焼肉酒場にっく

石川県金沢市尾山町２－４２グリーンサイドビル１階

尾山食堂

石川県金沢市尾山町2-46

ごはん屋

はな

トラットリア

石川県金沢市尾山町3-2
タマヤ

石川県金沢市尾山町3-2笹井ビル2F

焼肉きたじま

石川県金沢市尾山町4-11

龍苑

石川県金沢市尾山町４－１４

尾山酒楼店

SHIROM

石川県金沢市尾山町4-8

日本酒バル金澤酒趣

石川県金沢市尾山町5-10

さか根

石川県金沢市尾山町5-12

居酒や

風風

おでん割烹

石川県金沢市尾山町5-3セブンハイツ1F
島路

石川県金沢市尾山町５番５号

コルサロ

石川県金沢市尾山町6-22zigビル1F

Jazz Spot 穆然

石川県金沢市尾山町6-22尾山町zig1F

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

ケムリとカオリ

石川県金沢市尾張町1-2-8LINNASKANAZAWA1F

sonrisa

石川県金沢市尾張町1-8-7

ラ・メゾン・ドゥ・ミズキ

石川県金沢市尾張町1-9-11-101

梅梅

石川県金沢市尾張町1-9-16

金沢

むさし

石川県金沢市尾張町1-9-4

和風洋食

さか井

ワインと鉄板
カフェ

かいどう

フレール

石川県金沢市尾張町１丁目7-5
石川県金沢市尾張町1丁目7番20号
石川県金沢市尾張町1丁目8番5号三田ビル1F

ア・ラ・フェルム・ドゥ・シンジロウ a.La.ferme.de.Shinjiro

石川県金沢市尾張町1丁目9番9号

登るや

石川県金沢市尾張町2-13-9

みふく

石川県金沢市尾張町2-16-37

エバンス（EVANS）

石川県金沢市尾張町2-6-1

風和利

石川県金沢市尾張町2-6-57

四知堂kanazawa

石川県金沢市尾張町2丁目11-24

壺屋本店

石川県金沢市尾張町2丁目16番4号

壷亭

博多もつ鍋 龍 金澤尾張町

石川県金沢市尾張町2丁目9-10

めん膳茶屋どん笑

石川県金沢市疋田1-92

素宿之家

石川県金沢市疋田2丁目174番地

大衆居酒屋笑っしょい

石川県金沢市疋田３丁目55番地アーバン疋田102

福わ家

石川県金沢市彦三町1-11-10

小橋

石川県金沢市彦三町1-11-10

お多福

炉と海

石川県金沢市彦三町1-2-18

PLAT HOME

石川県金沢市彦三町1-3-4

Bar

石川県金沢市彦三町1-8-26-2Ｆ

長屋

小橋カフェ

OTABA

石川県金沢市彦三町1-9-32

施設名称

所在地

茶舎觀壽

石川県金沢市彦三町1-9-66

御料理

石川県金沢市彦三町1丁目9-69

貴船

BAR BOUTON

石川県金沢市彦三町2-1-10真和ビルB1F

ちゃこーる堂

石川県金沢市彦三町2-1-3

翁寿司

石川県金沢市彦三町2－1－5

エリタージュ

石川県金沢市彦三町2-2-18FIXビル1F

Tsudoh

石川県金沢市彦三町2-6-23

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

初ふね茶屋

石川県金沢市彦三町2丁目1-10真和ビル地下109

田舎料理かすみ

石川県金沢市彦三町2丁目1-10真和ビルB1

スナックHAL

石川県金沢市彦三町2丁目1-10真和ビルB1F

アンバランス

石川県金沢市彦三町2丁目1-4

焼肉

石川県金沢市百坂町イ40-1

はやし

8番らーめん森本店

石川県金沢市百坂町ニ25

末っ子

石川県金沢市百坂町ニ-46-2

炭火焼肉

香洛園

石川県金沢市百坂町ロ88

喬屋
茶寮

石川県金沢市俵町ヨ67
わかすぎ

石川県金沢市瓢箪町14-15

パティスリー・バー・セー

石川県金沢市瓢箪町25-27

レストラン

石川県金沢市不室町イ-72

アルベロ

不動寺パーキングエリア上り線

石川県金沢市不動寺町ト之部12-1

THE TEA SHOP CHANOMI

石川県金沢市富樫2-8-24

WENGE

石川県金沢市富樫3丁目1番35号

おとCafe

石川県金沢市普正寺町9の12-11

新・吉崎屋

石川県金沢市武蔵町10-3

江戸焼鰻浜松

石川県金沢市武蔵町11-3

神社Bar HOLY

石川県金沢市武蔵町11-5

イルキャンティ金沢

石川県金沢市武蔵町1-18ホテルリソルトリニティ1階

四季彩菜

石川県金沢市武蔵町12-1ADビル2F

くすの樹

美月(ミツキ)

石川県金沢市武蔵町12-7

Cafe甘本店

石川県金沢市武蔵町13-17

武蔵

石川県金沢市武蔵町13-27KKビル1F

はな乃

マルガリータ

石川県金沢市武蔵町13-29ヒオビル2F

祥鮨

石川県金沢市武蔵町13-31

NIKUダイニング
浜焼き酒場
カフェ

meat meet

海へい波へい

石川県金沢市武蔵町14-33五宝ビル2F

アロマ

洋食

石川県金沢市武蔵町13番1号アッシュビル2B1F

石川県金沢市武蔵町14-3池内ビルBF

勝乃屋

石川県金沢市武蔵町１５－１B1

ステーキハウス大膳

石川県金沢市武蔵町１５－１金沢エムザB1F

チュー

石川県金沢市武蔵町１５－１

エムザ店

スターバックス コーヒー 金沢エムザ店

石川県金沢市武蔵町１５－１金沢エムザ

上林金沢茶舗

石川県金沢市武蔵町１５－１

中田屋

金沢エムザ店１F黒門小路店

甘味処「和味」金沢エムザ店

スパゲティリア

ヨシムラ

自家製麺

金沢エムザ店

杵屋

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
石川県金沢市武蔵町１５－１金沢エムザB1F
石川県金沢市武蔵町15-1金沢エムザB1階

施設名称

所在地

ダートコーヒー岡田屋金沢エムザ店

石川県金沢市武蔵町15-1金沢エムザ地下１階

ゴールドカレーエムザ店

石川県金沢市武蔵町15-1金沢エムザ地階

菜香樓

石川県金沢市武蔵町15-1金沢エムザB1F

金沢エムザ店

カフェぶどうの森
和食レストラン

金沢エムザ店

石川県金沢市武蔵町15-1金沢エムザＢ１階

ゆげや萬久

石川県金沢市武蔵町15-1金沢エムザＢ１階

金沢ぼてぢゅう

石川県金沢市武蔵町１５番１号金沢エムザB1F

ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ

鳳凰

石川県金沢市武蔵町15番１号

ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ

バーラウンジ

石川県金沢市武蔵町15番１号

ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ

KENROKU

石川県金沢市武蔵町15番１号

金澤焼肉

牛や 榮太郎 武蔵店

石川県金沢市武蔵町16-1

シャトー

石川県金沢市武蔵町16-42

Bistro Teppan Jaifaim

石川県金沢市武蔵町16-49

座いっく

石川県金沢市武蔵町16番48号

LEON

石川県金沢市武蔵町17-5

そば処

杏庵

石川県金沢市武蔵町３－３レジデンス武蔵102

かた田

石川県金沢市武蔵町3-3レジデンス武蔵101号

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

NODUS

石川県金沢市武蔵町9-14

TeaHouse SAKURA

石川県金沢市武蔵町9-15

加賀丸いも麦とろ

陽菜

（カガマルイモムギトロ

ヒナ）

石川県金沢市伏見新町２５５番地サンピア泉ケ丘２階

とんかつ蔵

石川県金沢市伏見新町２７７-２

もりもり寿しFC泉ヶ丘店

石川県金沢市伏見新町286

豚炭一丁

石川県金沢市伏見台1-193

伏見台店

焼肉蔵

伏見台店

石川県金沢市伏見台１丁目13-5

酒味房

ひりゅう

石川県金沢市伏見台2-8-7

ガスト金沢伏見台

石川県金沢市伏見台3丁目1-11

カレーのチャンピオン福久店

石川県金沢市福久２－８９

ココス金沢福久店

石川県金沢市福久2丁目58番地

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

らーめん世界福久店

石川県金沢市福久町ト8-1

つけめん桜福久店

石川県金沢市福久町ト9-1

寿し亭

石川県金沢市福久町ハ18-8

麺絆

石川県金沢市福久町へ10-1

居酒屋

SUBARU
れんこん

石川県金沢市福久町ヘ-35-6

喫茶スナックどんぐり

石川県金沢市福久町ヘ68-4

すし居酒屋はち

石川県金沢市福久町へ69番地1

吉野家8号線福久町店

石川県金沢市福久町ホ１５－１

いきなり！ステーキ
餃子の王将

金沢福久店

金沢東店

石川県金沢市福久町ホ23-1
石川県金沢市福久町ホ27

欧州風食堂Ogawaya Kitchen（オガワヤキッチン）

石川県金沢市福久町ホ30-1パルティール211-Ｃ

焼肉屋こげたん

福久店

石川県金沢市福久町ホ30パルティール21

やきとりの名門

秋吉

石川県金沢市福久東１－１４－１

福久店

８番らーめん福久店

石川県金沢市福久東1-20-10

寿司居酒屋

石川県金沢市福久東１－３２

すき家

かちかち山

８号金沢福久店

旬の肴と旨い酒

わだつみ

焼肉きんぐ 金沢福久店

石川県金沢市福久東1-37
石川県金沢市福久東1-55-2
石川県金沢市福久東1-89

施設名称
岩本屋

金沢福久店

所在地
石川県金沢市福久東1丁目88

マクドナルド福増町店

石川県金沢市福増町南1305番外

ケーキハウスエンゼル

石川県金沢市福増町南79-1

昭和ホルモン館安原店

石川県金沢市福増町北1347

魚がし鮨

石川県金沢市福増町北1402-2

8番らーめん
焼肉

安原店

牛たか山

石川県金沢市福増町北3-456

本店

石川県金沢市福増町北517

恵kitchen

石川県金沢市平和町2-13-10パークサイド平和台1階

豆屋

石川県金沢市平和町2丁目13-18

ビッグドリームス珈琲

ランチボックス

石川県金沢市平和町2丁目21-23

食堂だるまや

石川県金沢市平和町3-17-3

焼きとり

石川県金沢市平和町3-22コーポHEIWA

夢や

焼肉へいちゃん

石川県金沢市平和町3－8－6

居酒屋・喫茶

石川県金沢市平和町3丁目1-1

らいふ

日本酒BAR月虹

石川県金沢市平和町3丁目2-22コーポHEIWA

ビストロ風

石川県金沢市平和町3丁目9-2

平和町酒場

石川県金沢市平和町3丁目9-3

割烹

石川県金沢市並木町1-10

魚常

どんぐり

石川県金沢市並木町1番8号

八郎すし

石川県金沢市並木町2-16

居酒屋割烹

田村

石川県金沢市並木町2-18

とらや米丸店

石川県金沢市米丸町107-3

８番らーめん
おでん茶屋

横川店

石川県金沢市米泉1-70-1

えみ

石川県金沢市米泉8-98

味のたしざん料理あかね

石川県金沢市米泉町1-30

中華そば

石川県金沢市米泉町1-64

秋生

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

李家楼

石川県金沢市米泉町1丁目77-1

焼肉

石川県金沢市米泉町4-46-3

かわだ

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

やきとり大吉西金沢店

石川県金沢市米泉町7-73-12

BAR seedling

石川県金沢市米泉町7丁目61-6

おでん

石川県金沢市米泉町9丁目1番地3

かわかみ

蕎麦宮川

石川県金沢市別所町ツ55

桃郷酒家

石川県金沢市片町1-10-12

BESPA

石川県金沢市片町1-10-12

炭火焼肉

次三郎

石川県金沢市片町1-10-14八田ビル1F

スナックマリーナ

石川県金沢市片町1-10-15

スナック

石川県金沢市片町1-10-15ナインビル4F

ピュア

すたんど織江

石川県金沢市片町1-10-15ナインビル4F

龍龍亭

石川県金沢市片町1-10-15青山ビル1階

Releaf

石川県金沢市片町1-10-15片町ナインビル3F

憩いの空間

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

Bar杉㐂

石川県金沢市片町1-10-17小鍛冶ビル1F

You'sbar

石川県金沢市片町1-10-17小鍛治ビル2F

施設名称
溶岩あぶり焼き
レストラン

肉BAR流やまと

彩

所在地
石川県金沢市片町1-10-18ホクリク犀川ビル２号館２階
石川県金沢市片町1-10-8

ラピス・フルーメン

石川県金沢市片町１－１－１８宇野ビル1階

Dining

石川県金沢市片町1-11-1

BAR-TENDER

BAR A

石川県金沢市片町1-11-12ツカモトビル2階

バーグリフィス

石川県金沢市片町1-11-12ポニービル2F

ワインバー

石川県金沢市片町1-11-14夢館Ⅱ102号

BAFT

BAR Sibel

石川県金沢市片町1-11-14夢館2-5F

Bar MOTHER'S

石川県金沢市片町1-11-18

葡萄酒街道

石川県金沢市片町1-11-19

いざかや勇人

石川県金沢市片町1-11-2

田万里

石川県金沢市片町1-11-21

BUCCANEER

石川県金沢市片町1-11-5 8億年ビル2F

ラファロ

石川県金沢市片町1-11-5 8億年ビル6F

Gigulo Bar Reset

石川県金沢市片町1-11-58億年ビル4階

Diningbar RE

石川県金沢市片町1-11-58億年ビル403

ワインバー

石川県金沢市片町1－1－18宇野ビル2階

マキハラ

シャトーシノン
キャーヴ

ア

マンジェ

石川県金沢市片町１－１－２１

金沢コハクバー

石川県金沢市片町１－１－２１石黒ビル２F

イタリアンバルくま３

石川県金沢市片町1-1-20スパイラルイン柿木畠1F

一辛百まで

石川県金沢市片町1-12-17アーバンビル3F

竪町びぁばぁる×まるしぇ
パブ

きにつちに

キタムラヤ

石川県金沢市片町1-12-24ビバビル2階
石川県金沢市片町1-12-4

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

一風堂 金沢香林坊店

石川県金沢市片町1-2-3

地中海バル

石川県金沢市片町1-3-21片町プレーゴ

WW

ジャーマンベーカリー

片町店

石川県金沢市片町1-3-24

金澤食彩れすとろｄ’or

石川県金沢市片町1-3-27

おでん高砂

石川県金沢市片町1-3-29

千の升

石川県金沢市片町1-3-33ドゥーア柿木畠1F

和食処

金澤うさぎ

石川県金沢市片町1-4-12

ジムホール

石川県金沢市片町1-5-15セキビル3階

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

らーめん

石川県金沢市片町1-5-25アパNo.1ビル1F

ほくしん

片町店

DREAM

石川県金沢市片町1-5-26APA片町NO.1ビル6F

DRUNK DRAGON

石川県金沢市片町1-5-26NO1ビル501

GROW

石川県金沢市片町1-5-26NO1ビル401

アッキーズバー

石川県金沢市片町1-5-26片町No.1ビル８F802号

カフェドプランチャ

石川県金沢市片町1-5-29

宇宙軒食堂

石川県金沢市片町1-5-29ニュー銀座会館1F

鮨一平

石川県金沢市片町1-5-29ニュー銀座会館1F

串揚げ

味

石川県金沢市片町1-5-31

Mr.beef

石川県金沢市片町1-5-31

ぼたん

石川県金沢市片町1-5-32

819

石川県金沢市片町1-5-32

施設名称
麺屋

鶯

所在地
石川県金沢市片町1-5-32

どしゃぶり

石川県金沢市片町1-5-7

Thousand Smiles

石川県金沢市片町1-5-8シャトウビル2F

クアトロ

石川県金沢市片町1-5-8シャトービル地下1階

河原町一

はじめ

石川県金沢市片町１－６－１５

寿司居酒屋くず葉

石川県金沢市片町1-6-10ブラザービル1F

金沢商店／Rossi

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

勝手にサワー白木屋

石川県金沢市片町1-6-13アパ片町第3ビル3階

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

いちや

石川県金沢市片町1-7-12

鰯組

石川県金沢市片町1-7-13

タッチとも子

石川県金沢市片町1-7-16エイトビル4F

美美’s

石川県金沢市片町1-7-16エイトビル6F

Existence~將貴~

石川県金沢市片町1-7-16片町エイトビル５階

金沢ギルド

石川県金沢市片町1-7-19一番館1階

stay bar fun

石川県金沢市片町1-7-19一番館ビル2F

なかや食堂

石川県金沢市片町1-7-19片町一番館1F

おふくろの味

萌

石川県金沢市片町1-7-19片町一番館

ANOTHER GROUND

石川県金沢市片町1-7-1プライムビル2F

Dulwich

石川県金沢市片町1-7-1プライムビル2F

オロナミン K CAFE

石川県金沢市片町1-7-1プライムビル1階

927

石川県金沢市片町1-7-1プライムビル3F

うた倶楽部ぷらいむワン

石川県金沢市片町1-7-1プライムビル4F

蓮

石川県金沢市片町1-7-23金劇パシオン２階

nymphea

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

石川県金沢市片町1-7-23金劇パシオン地下1階

金沢片町店

侍家ＢＡＲ

石川県金沢市片町1-7-23金劇パシオン1階

未完成

石川県金沢市片町1-7-23金劇パシオンビル5階

吟秋の響

石川県金沢市片町1-7-23金劇パシオンビル２階

metronome

石川県金沢市片町1-7-23金劇パシオン504

ステーキハウスあなだ

石川県金沢市片町1-7-5六本木ビル1F

VINCE

石川県金沢市片町1-8-16牛嶋屋ビル2F

北海ラーメン

片町店

石川県金沢市片町1-8-16牛嶋屋ビル1F

麻彩基

石川県金沢市片町1-8-16牛嶋屋ビル5F

割烹ゆづる

石川県金沢市片町1-8-1シャンテビル1F

フレンズ

石川県金沢市片町1-8-1シャンテビル2F

オーリーズ

石川県金沢市片町1-8-1片町シャンテビル3F

レストダイニング AJITO

石川県金沢市片町1-8-20GAZA片町ビル1階

THE FOOL

石川県金沢市片町1-8-20GAZA片町4階

Hawaiian

kitchen＆bar

aka'aka

石川県金沢市片町1-8-20GAZAビル２F

Bistro紙屋市べゑ

石川県金沢市片町1-8-21

割烹・寿司

石川県金沢市片町1-8-22

志げ野

あら竹
SNACK
御料理

石川県金沢市片町1-8-23のざきビル1F
ULTra
箸一

石川県金沢市片町1-8-23のざきビル4F
石川県金沢市片町1-8-24 1F

施設名称

所在地

焼肉いちぼ片町本店

石川県金沢市片町1-8-25

洋酒カクテル中村堂

石川県金沢市片町1-8-25

だいにんぐ

石川県金沢市片町１－９－１６

いし野

ムーニ (むうにぃ）

石川県金沢市片町１－９－１９トマトビル３階

金沢焼ふぐ夢鉄砲

石川県金沢市片町1－9－12

コリヤンハウス大同門

石川県金沢市片町1-9-13

和龍家

石川県金沢市片町1-9-13水野ビル

マッコリプリンス１号店／七輪焼肉

加羅

石川県金沢市片町1-9-15

焼肉かわら亭

石川県金沢市片町1-9-17いたや街1F

confidence

石川県金沢市片町1-9-19トマトビル402

ぴるぜん

石川県金沢市片町1-9-20

ラーメン居酒屋 吟座FouFou

石川県金沢市片町1-9-22

礼てん

石川県金沢市片町1-9-25

貴久美

石川県金沢市片町1-9-3

焼肉大工町

石川県金沢市片町1-9-6

金劇パシオン
BAR

赤玉

石川県金沢市片町1の7の23

俺の歌を聴いてくれ

石川県金沢市片町1丁目10-15ナインビル203号室

つゆ草

石川県金沢市片町1丁目10-15ナインビル5F

酔豚

石川県金沢市片町1丁目10-15ナインビル1F

ステーキ雄

石川県金沢市片町1丁目10-41階

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
パラダイス

三幸

本店

バー

石川県金沢市片町1丁目10番3号
石川県金沢市片町１丁目１１番５号八億年ビル１F

らぁめん傾奇者

石川県金沢市片町1丁目11-24

72GARDEN

石川県金沢市片町1丁目11-5 8億年ビル2F

Cozy

石川県金沢市片町1丁目11番5号八億年ビル３F

Pierrot

石川県金沢市片町1丁目12-17アーバンビル2F

西華房

石川県金沢市片町１丁目1-22大倉ビル1F

FruitHousekanazawa

石川県金沢市片町1丁目12-21菊川ビル

お好み焼

石川県金沢市片町1丁目12-24

しずる

蛇之目寿司本店

石川県金沢市片町1丁目1番12号

ミスタードーナツ香林坊店

石川県金沢市片町1丁目１番27号

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

鮨

石川県金沢市片町1丁目4-4

いくた

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

ミニテーマパークDAN

石川県金沢市片町１丁目5-26アパ片町No.1ビル５F503号室

げんき

石川県金沢市片町1丁目5-26アパカタマチNo.1スクエア6F605号

D.D.S

石川県金沢市片町1丁目5-33

NEXT STAGE

石川県金沢市片町１丁目５ー２６Ｎｏ．１ビル８階８０４号

天ぷらスタンド十八番

石川県金沢市片町１丁目５番２０号金沢福井ビル１F

Ayaka

石川県金沢市片町１丁目５番２６号アパ片町No.1ビル４F

安-Bartic

片町本店

石川県金沢市片町1丁目5番26号アパ片町No.1スクエア9階

BAR SPOON

石川県金沢市片町1丁目5番8号シャトウビル1F

A.S.K.CAFE

石川県金沢市片町1丁目5番地15号関ビル3階

牛あぐら

石川県金沢市片町１丁目６－６久善ビル2F

一喜

石川県金沢市片町1丁目6番2号

源八

片町店

石川県金沢市片町1丁目6番地10号豊和ビル1階

施設名称

所在地

3丁目Cafe

石川県金沢市片町１丁目７－１９片町一番館1F

六六鱗

石川県金沢市片町1丁目7-15片町キンリンビル1階

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

善允・KOTORA

石川県金沢市片町1丁目7-19片町一番館1F

一の㐂

石川県金沢市片町1丁目7-1プライムビル5F

かた屋

石川県金沢市片町1丁目7-23金劇パシオン5F

片町ちょう吉

石川県金沢市片町1丁目7-9

れいこの店

石川県金沢市片町１丁目７番１６号エイトビル７Ｆ

食彩

石川県金沢市片町1丁目7番13号

今庄

鉄板焼きあつあつ

石川県金沢市片町１丁目８－１片町シャンテビル1F

居酒屋 湊屋

石川県金沢市片町1丁目8-16牛嶋屋ビル１F

さやか

石川県金沢市片町1丁目8-1シャンテビル2F

ジゼル

石川県金沢市片町１丁目8-20GAZAビル６階

居酒屋

酔っさん

石川県金沢市片町1丁目8-24ホクリク犀川ビル1F

ネビュラ

石川県金沢市片町１丁目８番地２０号GAZA片町ビル3F

八重桜

石川県金沢市片町1丁目8番1号シャンテビル301

なないろ

石川県金沢市片町1丁目8番1号片町シャンテビル2F

おきらく

石川県金沢市片町1丁目8番16号牛嶋屋美留3階3号

えすかるご

石川県金沢市片町1丁目8番20号ＧＡＺＡビル1Ｆ

片町小料理
孫助

翔

石川県金沢市片町1丁目8番24号ホクリク犀川ビル1階

片町店

石川県金沢市片町1丁目9-14

あたらよ金沢

石川県金沢市片町1丁目9-2

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

炭火焼鶏Ryo

石川県金沢市片町1丁目9-9

スナック
魚串

片町店

カトレア

石川県金沢市片町1丁目9番19号トマトビル102

比那

石川県金沢市片町2-10-19ロイヤルプラザホテル片町１Ｆ

tawara

石川県金沢市片町2-10-19ロイヤルプラザ片町102

さわの

石川県金沢市片町2-10-30

ちくわ

石川県金沢市片町2－10－42RENNビル１F

キグラマチギョーザサカバ

パリキング

石川県金沢市片町2-1-13

鳥珍や

片町本店

石川県金沢市片町2-1-14

季の肴

雨㐂草

石川県金沢市片町2-12-14雅ビル1F

だんまや水産金沢片町店

石川県金沢市片町2-1-3（片町センタービル2F）

スナックreposer

石川県金沢市片町2-13-11ミリオンビル2階

Beat Cafe

石川県金沢市片町2-13-6

一休庵

石川県金沢市片町2-13-8

恵子

焼肉NOBU

石川県金沢市片町2-13-8金沢中央味食街

金澤おばんざいRIKA飯

石川県金沢市片町2-13-8金沢中央味食街

びあだるBJ

石川県金沢市片町2-13-8金沢中央味食街

うまいぞいや哲

石川県金沢市片町2-13-8中央味食街

ぶたのしっぽ

石川県金沢市片町2-13-8中央味食街

petit2

石川県金沢市片町2-13-8中央味食街

ファンファーレ

石川県金沢市片町2-13-9

浜焼酒場

石川県金沢市片町2-13-9

侍

ラウンジ紅子

石川県金沢市片町２－２１－２２エクシービル４Ｆ

Bar Can do

石川県金沢市片町2-21-10片町コアビル6階西1

施設名称

所在地

BAR I’s Hall

石川県金沢市片町2-21-10片町コアビル6F

MYDbar

石川県金沢市片町2‐21‐12片町KDビル6階601号

8番らーめん犀川大橋店

石川県金沢市片町2-21-12KDビル1F

ZOO ズー

石川県金沢市片町2-21-12KDビル2F

さいがわ

石川県金沢市片町2-21-12KDビル8F

ここね

石川県金沢市片町2-21-12KDビル7F

すなっく瑞祥

石川県金沢市片町2-21-12KDビル8F

ALIVE

石川県金沢市片町2-21-12片町KDビル6階

おんがくどころBass-clef

石川県金沢市片町2-21-12片町KDビル7F

米澤

石川県金沢市片町2-21-17ニューTOPビル1F

おなみ

石川県金沢市片町2-21-17ニューTOPビル４F403号

春よこい

石川県金沢市片町2-21-17ニューtopビル3階

スナック

美雪

石川県金沢市片町2-21-17ニューTOPビル3階

はちゅうるいばーLIRIO

石川県金沢市片町2－21－18 ４階

Sheesha cafe ALMASTI

石川県金沢市片町2-21-18 The ARCHIPELAGO Katamachi 5F

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

菜香厨房

石川県金沢市片町2-21-27オーロラビル1F

金沢店

akibar

石川県金沢市片町2-21-27オーロラビル6階

LEGAL

石川県金沢市片町2-21-27オーロラビル６階

よね崎

石川県金沢市片町2-21-27美智ビル2Ｆ

ザ・カールトンクラブ

石川県金沢市片町2-21-2クィーンズビル2F

ジガーバー セントルイス

石川県金沢市片町2-21-2クイーンズビル１Ｆ

RYO´S BAR 橘屋

石川県金沢市片町2-21-2クイーンズビル4F

BOND

石川県金沢市片町2-21-2クイーンズビル５F

赤玉本店

石川県金沢市片町2-21-2前川ビル

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

金澤うどん
能加万菜

だいぬき屋
くし家金澤

石川県金沢市片町2-2-14シルクビル1階
石川県金沢市片町2-2-15北国ビルディング1F

金沢炉端 あっぱれ

石川県金沢市片町2-2-15北国ビルB1F

鉄板厨房みんなの福ちゃん

石川県金沢市片町2-2-20木谷ビルB1-3

川端鮮魚店

石川県金沢市片町2-2-20木谷ビル2階

片町店

One

石川県金沢市片町2ー21ー30エルビルウエスト6F

ナイトインバーデッセジェニーリバース

石川県金沢市片町2ー21-17ニューTOPビル4F

こわん

石川県金沢市片町2-22-13サイガワスカール2階

Bar

石川県金沢市片町2-22-17幸楽ビル1F

コントワール

ＢＡＲ玄留

石川県金沢市片町2-22-17幸楽ビル2階B号室

片町幸楽寿司

石川県金沢市片町2-22-17幸楽ビル2F

零

石川県金沢市片町2-22-18幸楽ビル1F

ふくなが

メランコリー

石川県金沢市片町2-2-21コウシンビル5F

You・Angel

石川県金沢市片町2-2-21コーシンビル3F

サニープレイス

石川県金沢市片町2-22-1犀虹ビル5階504号

酒房

石川県金沢市片町2-2-22コーシンビルB1F

龍子

源左ェ門

片町店

石川県金沢市片町2-2-25銀河会館1F

中国料理

酔八仙

石川県金沢市片町2-2-25銀河会館1Ｆ

金澤MIDGET

石川県金沢市片町２－２３－６とおりゃんせ２－６

和酒

石川県金沢市片町2-23-12-1F

金澤鼓

季えん

石川県金沢市片町2-23-12中央コアビル１F

施設名称
A_RESTAURANT

所在地

もつ鍋もつ焼き

石川県金沢市片町2-23-12中央コアビル2階
さいさい

石川県金沢市片町2-23-12中央コアビルB1F

SNACKパンチ

石川県金沢市片町2-23-12中央コアビル2階奥

POWERBOMB

石川県金沢市片町2-23-12中央コアビル２F

楽食居酒屋

石川県金沢市片町2-23-12中央コアビル1階

天ぷら

ほん和家

文圓

石川県金沢市片町2-23-1オンリーワンビル4階

BAR LOST

石川県金沢市片町2-23-3プリンスビル403

能登ダイニングごっつぉ

石川県金沢市片町2-23-5パルシェ片町2階

ビストロ

石川県金沢市片町2-23-6とおりゃんせKANAZAWA1-1

Escaliers～エスカリエ～

アルカンシエル金沢

石川県金沢市片町2－2－3片町きらら4階5階

焼肉

石川県金沢市片町2-24-13

赤べこ

片町店

スパッツ

石川県金沢市片町2-25-19片町ロゼビル4F

キングスクロス

石川県金沢市片町2-25-19片町ロゼビル602

Ｈｉｃｋ

石川県金沢市片町2-25-3清和第一ビルB1F

BAR

石川県金沢市片町2-25-3清和第一ビル3F

TERA

金沢旬菜

なごみや

FILFIL

石川県金沢市片町2-25-5プラザビル1F

割烹

石川県金沢市片町2-26-14
一十百（かずとも）

浜長

石川県金沢市片町2-26-16
石川県金沢市片町2-27-23

スーパーミートブラザーズ

石川県金沢市片町2-29-2

ふぐ料理

石川県金沢市片町2-29-21

金八

欧風料理酒場Kamii

石川県金沢市片町2-29-2-2F

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

日本料理 銭屋

石川県金沢市片町2-29-7

小太郎

石川県金沢市片町2-30-12

RMX（リミックス）

石川県金沢市片町2-30-2ペントハウスビル2階

焼肉

石川県金沢市片町2-30-5

八十四番地

五式

石川県金沢市片町2-30-6

割烹たな華

石川県金沢市片町2-30-7

鮨処

石川県金沢市片町2-30-9

こいづみ

炭火焼

姫二

石川県金沢市片町2-30-9大井ビル1F

グリエジョー

石川県金沢市片町2-31-11

金澤おくや

石川県金沢市片町2-31-27

フランス料理パリゴ

石川県金沢市片町2-31-27駒井ビル1F

うちな

石川県金沢市片町2-31-30ソシアルレジャックビル5階

にょろ助

金沢片町

石川県金沢市片町2-31-32

Bar&COFFEE No Name

石川県金沢市片町2-31-39MKビル2階

Seafood&OysterBar Salt

石川県金沢市片町2-31-40

・Le temps・るたん

石川県金沢市片町2-31-40タカオビル4F

酒・彩・和処

石川県金沢市片町2-31-40高雄ビル1F

ながせ

ヒネモス

石川県金沢市片町2-3-22

葡萄酒甘路

石川県金沢市片町2-3-22

LOTUS

石川県金沢市片町2-3-23

割烹たけし

石川県金沢市片町2-32-4

元祖

石川県金沢市片町2-32-6

遊楽寺

こうやのおつちゃん

石川県金沢市片町2-3-26

施設名称

所在地

ひめり

石川県金沢市片町2-3-26

えん家

石川県金沢市片町2-3-2味ビル2階

笑酎道楽

石川県金沢市片町2-3-2味ビル1階

焼肉あらた

石川県金沢市片町2-3-6エイケンレジャックビル1F

チャローズKitchenBar

石川県金沢市片町2-3-6エイケンレジャックビル2階

レストラン APRE BANGKOK

石川県金沢市片町２－３－７スペースビル９階

赤鶏備長炭

石川県金沢市片町2-3-7スペース237ビル1F

塒

DINING BAR HIDEOUT

石川県金沢市片町2-3-7スペース237ビルB1F

REPUBLIQ（リパブリック）

石川県金沢市片町2-3-7スペース237ビル7F

食堂

石川県金沢市片町2-4-1

かわせみ

kappa堂

石川県金沢市片町2-4-12

〆や

石川県金沢市片町2-4-4

肉乃もりした片町店

石川県金沢市片町2-4-5

チェコ料理DUB

石川県金沢市片町2-4-6

イル・マーレ

石川県金沢市片町2-5-11

天ぷら

石川県金沢市片町2-5-13

なかじま

居酒屋金沢

石川県金沢市片町2-5-8勝田ビル1F

diningbar SILAUTY

石川県金沢市片町2-7-1

前田慶次朗

石川県金沢市片町2-7-1

イタリアン大衆酒場HARUTA片町店

石川県金沢市片町2-7-2

bar quinase

石川県金沢市片町2-7-4ステイタスビル1階

金沢うどん

おごり

石川県金沢市片町2-7-4ステイタスビル2F

UCCカフェプラザピノ

石川県金沢市片町2-7-6うつのみやクアルトプラザ1F

進もうスタンド

石川県金沢市片町2-8-10

福島屋

石川県金沢市片町2-8-16

コテージ

石川県金沢市片町2-8-16せせらぎ通り

DINING BAR GREEN

石川県金沢市片町2-8-18ファミリアビル1F

クラフトビア麦畑

石川県金沢市片町2-8-3香ビル4F

THIS TIME

石川県金沢市片町2の25の19片町ロゼビル3F

おでん

石川県金沢市片町２丁目１－２３

菊一

金沢おでんと地酒・地魚あなば

石川県金沢市片町２丁目１－３片町センタービル地下1階

excAve

石川県金沢市片町2丁目10-42RENNビルB1-02

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

焼肉しんちゃん

石川県金沢市片町２丁目１３－８

鮨一

石川県金沢市片町２丁目１３番８号中央味食街

満月

石川県金沢市片町２丁目１３-8中央味食街

まるなす

石川県金沢市片町２丁目１３－８金沢中央味食街

FIL D'OR

石川県金沢市片町2丁目13-24

鬼のパンツ

石川県金沢市片町2丁目13-8中央味食街

丹波路

石川県金沢市片町2丁目13-8中央味食街

串焼きすみれ

石川県金沢市片町2丁目13-8中央味食街

きまぐれ

石川県金沢市片町2丁目13番8号中央味食街

楽食酒家みきやん

石川県金沢市片町2丁目13番9号新天地

山や草

石川県金沢市片町2丁目13番9号

しほがま

石川県金沢市片町2丁目13番9号2F

ハイカラスナック舞亜

石川県金沢市片町2丁目1番15号

施設名称

所在地

MAXIMUS

石川県金沢市片町２丁目２１番１０号片町コアビル４F東２

花いろ

石川県金沢市片町２丁目２１番10号片町コアビル８F

酒菜

石川県金沢市片町２丁目21－30エルビルウエスト3Ｆ

源治

Darling

石川県金沢市片町2丁目２１番１７号ニューTOPビル６F

Y‘ｓ

石川県金沢市片町２丁目21-10片町コアビル4F

ＢＡＲ

KEI

石川県金沢市片町２丁目21-17ニュートップビル3F

紬

石川県金沢市片町２丁目21-17ニューTOPビル4階

Seven

石川県金沢市片町２丁目21-12KDビル701

Popping Bar Gakky

石川県金沢市片町2丁目21-10片町コアビル５F東２

KARMA

石川県金沢市片町2丁目21-10片町コアビル4階東3

舞音

石川県金沢市片町2丁目21-126F605号室

Caf'é de Recle （カフェ ド リクル）

石川県金沢市片町2丁目21-12KDビル5F

Caf’e一十三

石川県金沢市片町2丁目21-122F

鮨

石川県金沢市片町2丁目21-17ニューTOPビル1階

森しげ

BAR 前田家

石川県金沢市片町2丁目21-17ニューTOPビル1階103号室

enter

石川県金沢市片町2丁目21-17ニューTOPビル601

Barやわらぎ

石川県金沢市片町2丁目21-17ニューTOPビル4F404号室

Flair&DiningBar Flora

石川県金沢市片町2丁目21-18-3Ｆ

スターリット

石川県金沢市片町2丁目21-18アーキペラゴ片町１F

キッチン＆バー

パンテーラ

石川県金沢市片町2丁目21-18アーキペラゴ片町２F

金澤玉寿司総本店

石川県金沢市片町2丁目21-19

赤とうがらし青とうがらし

石川県金沢市片町2丁目21-24ビルズビル1F

star light cafe

石川県金沢市片町2丁目21-27オーロラビル2F

金沢濃厚煮干豚骨

伊乃心

石川県金沢市片町2丁目2-13 APAエクセレントホテル1Ｆ

スプリング

石川県金沢市片町2丁目21-30 エルビルウエスト8F

ラ・セゾン

石川県金沢市片町2丁目21-30エルビルウエスト8階

ＳＷＥＥＴ

ＢＡＲ

ＪＡＭＳ

石川県金沢市片町2丁目2-14シルクビル2F

Bar J

石川県金沢市片町2丁目21-6シンニチビル1F

シエロボラーチョ

石川県金沢市片町2丁目21番17ニューTOPビル506号

輝人kijin

石川県金沢市片町2丁目21番17号ニューTOPビル３F

心-SHIN

石川県金沢市片町2丁目21番17号ニューTOPビル6F

CHATORA

石川県金沢市片町2丁目21番17号ニューTOPビル5F

三毛猫

石川県金沢市片町2丁目21番17号ニューTOPビル5F

Dining & 麺bar JIGEN

石川県金沢市片町2丁目21番17号ニューTOPビル1F103

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

LuxJ

石川県金沢市片町2丁目21番17号ニューTOPビル6F604

居酒屋

六度

石川県金沢市片町2丁目21番2号クイーンズビル1階

とんかつの屯活

石川県金沢市片町2丁目21番21号

ブーシェ

石川県金沢市片町2丁目21番27号オーロラビル4F

ダーツバー

ブル

石川県金沢市片町2丁目21番3号社交会館3F

シークレフ

石川県金沢市片町２丁目２２－１７幸楽ビル６階

Bar Daisy

石川県金沢市片町2丁目22‐17幸楽ビル1階A号

ハート・カクテル

石川県金沢市片町2丁目22-1犀虹ビル1F

ニューアゲイン

石川県金沢市片町2丁目22-1犀虹ビル4F

花

石川県金沢市片町2丁目22-1犀虹ビル3F

花

とんぱちwith美豚

石川県金沢市片町2丁目2-21コウシンビル2階

area RAINBOW

石川県金沢市片町2丁目22-13号サイガワスカールビル２Ｆ

施設名称

所在地

ロックンロールトゥモローランド

石川県金沢市片町2丁目22-15犀成ビル2-A

Re:Mit

石川県金沢市片町2丁目22-15 501号室

金沢和食みんなのまなぶ

石川県金沢市片町2丁目22-16ケントレジャックビル1F

BAB TIN

石川県金沢市片町2丁目22-17幸楽ビル2F

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

日本ワイン

海と土

石川県金沢市片町2丁目22番1号犀虹ビル1階

One coin casual bar Pika Pika

石川県金沢市片町2丁目22番17号幸楽ビル4F

旬彩

石川県金沢市片町2丁目22番15号片町犀成ビル1F

ぶらりといっ歩

それいゆ

石川県金沢市片町2丁目22番13号犀川スカール1F

焼肉GRILL＆Bar ビコロ

片町店

石川県金沢市片町２丁目２３－１オンリーワンビル１Ｆ

Hide-Away

石川県金沢市片町２丁目２３－１２中央コアビル１F

Natural wood

石川県金沢市片町２丁目２３－１２中央コアビル１F

BISTRO&BAR ANCHOR

石川県金沢市片町２丁目23-1オンリーワンビル2F

Liis

石川県金沢市片町２丁目23-12中央コアビル2階

秋吉金沢片町店

石川県金沢市片町2丁目23-12中央コア1F

季節料理と和み酒

十二の月

武の助

石川県金沢市片町2丁目23-12中央コアビル１Ｆ
石川県金沢市片町2丁目23-17

ダイニングキッチン
食楽

平和

かぶ菜

石川県金沢市片町2丁目23-3プリンスビル104
石川県金沢市片町2丁目23-5パルシェ片町1F

季節のおばんざい

中にし

石川県金沢市片町２丁目23-61-4号店

SHEEPS HEAD

石川県金沢市片町2丁目23-6とおりゃんせ2F

邦扇

石川県金沢市片町2丁目23番12号中央コアビル1階

スタンド朱実

石川県金沢市片町2丁目23番12号中央コアビル2階

たまり場うさ

石川県金沢市片町2丁目23番3号プリンスビル102

マーズ

石川県金沢市片町2丁目23番5号パルシェ片町3階

barance-バランス-

石川県金沢市片町2丁目23番6号2-3

大衆割烹 魚吟

石川県金沢市片町２丁目２４－２

BAR pivot

石川県金沢市片町２丁目24-11サンローゼ片町ビル３階

新鮮食材とお酒処
銘酒・焼肉

ゆうじ

京澤

石川県金沢市片町2丁目24-11サンローゼビル2Ｆ
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

STAND CHAPTER

石川県金沢市片町2丁目25-3清和第1ビル1Ｆ

Tiara

石川県金沢市片町2丁目25-3SEIWA第一ビル3F301

ラウンジ
すし処

ペニーレイン
伸

石川県金沢市片町2丁目29-2

昔ながらの中華そば
居酒屋

たくちゃん

わらべ

割烹

石川県金沢市片町2丁目27-23

石川県金沢市片町２丁目29-2
石川県金沢市片町２丁目29-2

桶田

居酒屋寿司

石川県金沢市片町2丁目29-22
奥能登

川勢

石川県金沢市片町２丁目２番２５号銀河会館１F

Ann'z Bar

石川県金沢市片町2丁目2番21号コーシンビル5F

yellow

石川県金沢市片町2丁目2番21号コーシンビル4階

鮨処

あいじ

石川県金沢市片町2丁目３０－２ペントハウスビル1階

一乃屋

石川県金沢市片町2丁目30-5

鮨楽こもり

石川県金沢市片町2丁目30-6

スパイスボックス

石川県金沢市片町2丁目30-8山下ビル1F

金澤よこやま

石川県金沢市片町２丁目30-9大井ビル1階

施設名称
スナック

あばす

所在地
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

ハート

石川県金沢市片町２丁目３１番４０号タカオビル３０１

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

Bar Legato

石川県金沢市片町2丁目31-39MKビル

スナック

石川県金沢市片町2丁目31-40タカオビル2階

峠

Dolce notte

石川県金沢市片町2丁目31-40タカオビル401

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

ボッテガ

ディ

タカマッツォ

石川県金沢市片町2丁目32-10

KitchenBar なかじ屋

石川県金沢市片町２丁目3-22新天地

ディラン

石川県金沢市片町2丁目3-23新天地

さく井

石川県金沢市片町2丁目3-26

おにぎり

すずらん

石川県金沢市片町2丁目3-27

えん家VR

石川県金沢市片町2丁目3-2味ビル2階2号

紬

石川県金沢市片町２丁目3-5パルシェ片町5F

Poker

lounge

white

石川県金沢市片町2丁目3-7-3F

スペースビル237

三晃

石川県金沢市片町2丁目３番１号

kinituchini

石川県金沢市片町2丁目3番22号

赤城

石川県金沢市片町2丁目3番27号新天地

炭火焼鳥 火ート

石川県金沢市片町2丁目3番28号

和風レストラン

きたま

石川県金沢市片町2丁目3番3号北間楼1階

Bar QQ

石川県金沢市片町２丁目４－５

満月喫茶

石川県金沢市片町2丁目4-2

玉姫

石川県金沢市片町２丁目4-2

スナック

あじさい

石川県金沢市片町２丁目4-3

秀
BAR

石川県金沢市片町２丁目4-3
TRIBECA

ラスト・ベル（来巣人

石川県金沢市片町2丁目4-4
鈴）

石川県金沢市片町2丁目4-5

BAR REBEL YELL

石川県金沢市片町2丁目4-5

弘幸

石川県金沢市片町2丁目4番3号新天地

旬魚季菜 とと桜

石川県金沢市片町２丁目５－５

閻屋

石川県金沢市片町2丁目5-12

BAL NWO

石川県金沢市片町2丁目5-13

Bar Susun

石川県金沢市片町2丁目5-16

スプモーニ

石川県金沢市片町2丁目5番10号

OLIBAR

石川県金沢市片町2丁目5番12号

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

金沢の食べ処呑み処

石川県金沢市片町2丁目7-2

大黒屋

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

石川県金沢市片町2丁目7-5

いたる

福利
京祇園ねぎ焼

石川県金沢市片町2丁目7-5
粉

石川県金沢市片町２丁目７番２１号

香林坊ジビルバ

石川県金沢市片町２丁目７番３号M1片町ビル１F

ちょい吉

石川県金沢市片町2丁目8-18

グリルオーツカ

石川県金沢市片町２丁目９番１５号

かかし

石川県金沢市片町一丁目10-18石崎ビル一階

施設名称

所在地

BAR LeAP

石川県金沢市片町一丁目11-14夢舘II1F

flora

石川県金沢市片町一丁目８ー１片町シャンテビル4階

ニューNECTAL

石川県金沢市片町二丁目1番23号羽岡ビル地下1階

焼肉 和久

石川県金沢市保古1-90

いいとこ鳥

保古店

石川県金沢市保古１丁目43

カラオケ喫茶スナック

ゆうゆう

石川県金沢市保古1丁目90番地フロール104

美ら島の葉菜

石川県金沢市保古2-6

韓国料理SOAr金沢店

石川県金沢市保古2丁目61番地米光ビル1階

焼肉

石川県金沢市保古2丁目70番地

牛若

Necojaraci

石川県金沢市保古3-170

キャラバンサライ保古店

石川県金沢市保古3-43

キャラバンサライ本店

石川県金沢市保古３－５１

厨彩Ｙｕｍｅｊｉ

石川県金沢市保古町ニ142

In Kanazawa House

石川県金沢市芳斉1-4-28

長土塀

石川県金沢市芳斉1-4-32

豚串

加登長
三代目

岡じま商店

石川県金沢市芳斉1-4-35

居酒屋にしき

石川県金沢市芳斉1-5-17

芳斉ギョーザの店

石川県金沢市芳斉1丁目13-24

割烹

石川県金沢市芳斉1丁目6-11-6

いけ森

家庭料理

志ん

石川県金沢市芳斉2-5-46

喫茶・なおえ

石川県金沢市芳斉2-6-13

居酒屋

石川県金沢市芳斉2丁目15-15奥野第一ビル1階

小路

串カツ田中金沢店

石川県金沢市芳斉2丁目５－３５

はれはれ

石川県金沢市芳斉2丁目6番地10号

ステーキ片瀬

石川県金沢市北安江1-5-35

味菜

石川県金沢市北安江1-5-35 K2ウエストビル1F

胡京 KOMACHI

石川県金沢市北安江1丁目5-35K2ウエストビル202

Blue Corner

石川県金沢市北安江2-22-7

くろべさ

石川県金沢市北安江2-23-21

ビッグボーイ金沢北安江店

石川県金沢市北安江2-24-10

とんとん亭

石川県金沢市北安江3丁目16-17

駅西店

旬魚亭

石川県金沢市北安江3丁目1番38号石川県水産会館1階

モスバーガー金沢諸江店

石川県金沢市北安江4-12-20

焼肉

石川県金沢市北安江町3-13-5

雲門

十六文亭

石川県金沢市北間町ハ186-1

8番らーめん

みなと大橋店

上海麺餃王

石川県金沢市北間町ホ180-3

にぎり屋

石川県金沢市北間町ホ181-3
酒房

うめ

石川県金沢市北町乙16番地5

海鮮居酒屋あなぐら

石川県金沢市北町乙６４－１

焼肉居酒屋みのり

石川県金沢市北町乙64-1

寿司ダイニングおく野

石川県金沢市北町乙64-1

セラヴィ

石川県金沢市北町乙64-1

らーめん一心屋

石川県金沢市北町丁22

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

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

施設名称

所在地

一滴

石川県金沢市堀川新町２－４８サンファーストビル1F

座吟

石川県金沢市堀川新町２－４８サンファーストビル２F

くルり 金沢店

石川県金沢市堀川新町2-48サンファーストビル3F

地もの旬菜和酒三昧
名古屋手羽先
笑笑

ざくろ

石川県金沢市堀川新町2-53

きんしゃち 酒場

金沢駅前店

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６F
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

バケット金沢フォーラス店

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

幸せのパンケーキ

石川県金沢市堀川新町3-1フォーラス6F

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

鎌倉パスタ金沢フォーラス店

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

サブリナ

石川県金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス7F

カフェ＆テラス

海老天丼こし

石川県金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス６F

オー! マイ ステーキ

石川県金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス６F

インドダイニングシャルマ

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

ジェラートピケカフェ金沢フォーラス店

石川県金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス1F

一期一会

石川県金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス６F

札幌みその

金沢フォーラス店

スターバックス コーヒー 金沢フォーラス6Fクーゴ店

石川県金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス6F

イタリアンカフェぶどうの森

石川県金沢市堀川新町3番１号金沢フォーラス6F

しゃぶ菜

金沢フォーラス

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6階

金澤ミート

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

定食

りきはち

石川県金沢市堀川新町5-1アリマビル1F

petit cafe Lian
和ごころ料理

石川県金沢市堀川新町6-1
梅みづき

うさぎ

石川県金沢市堀川町11-12
石川県金沢市堀川町11-2

地酒とおばんざい

ひまり

石川県金沢市堀川町21-15

七福

石川県金沢市堀川町23番14号サンクアムール1F

ご当地ラーメン 巡

石川県金沢市堀川町２７－２

醍庵

石川県金沢市堀川町4-1

まこと家

石川県金沢市堀川町4-14

つぼ八金沢駅前店

石川県金沢市堀川町4-1セントラルビル３F

福福屋

石川県金沢市堀川町4-1セントラルビル2階

金沢東口駅前店

赤から

石川県金沢市堀川町4-4

タベルナラッテ

石川県金沢市堀川町4-4セントラルホテル1F

焼肉いちぼ金沢駅前店

石川県金沢市堀川町5-10

串酒場

大笑

石川県金沢市堀川町5-10

居酒屋

ちょん兵衛

石川県金沢市堀川町5-28

Table7nana

(テーブルナナ)

ときわ
DeAU

石川県金沢市堀川町5-4
石川県金沢市堀川町5-5

(デアウ)

ホルモン

くろまる

石川県金沢市堀川町5-6
石川県金沢市堀川町5-7

施設名称
呑み処

はるちゃん

スペインバル

石川県金沢市堀川町５－７

ブランコ

アンニョン
原始焼

所在地

石川県金沢市堀川町5-9

金澤

石川県金沢市堀川町5-9
ととと

石川県金沢市堀川町6-5

喜はな

石川県金沢市堀川町6-9

この花寿し

石川県金沢市堀川町6番4号

ほっこり

石川県金沢市堀川町8-20第一直江ビル１F

焼鳥

てんてん

石川県金沢市堀川町9-21

ワンクッション

石川県金沢市堀川町9-21

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

太鼓鮨

石川県金沢市堀川町9-22

金沢駅前店

地鶏と本格焼酎

かし和

韓国料理・韓式焼肉

宮GUNG

石川県金沢市堀川町9-23
石川県金沢市本江町1番21号イワモト第二ビル1階

シンデレラ

石川県金沢市本江町8-13

よふ葉

石川県金沢市本多町1-6-12

加賀さんまるしぇ
酒屋

本多の杜

石川県金沢市本多町1丁目5-5本多町コーポ101号室

彌三郎

石川県金沢市本多町3-10-27

喫茶エム・おあしす

石川県金沢市本多町3-1-28

釜炊きおにぎり

石川県金沢市本多町3丁目10-15押野谷ビル1F

みつや

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

piccola

石川県金沢市本多町3丁目1-22-2

や台ずし金沢本町

石川県金沢市本町1-3-26

桜はなび

石川県金沢市本町1-3-32

味楽ゆめり

石川県金沢市本町1-3-33

はす家

石川県金沢市本町1-7-2みやび・る金沢1F

金澤駅前店

加賀百万石の味げんかん

石川県金沢市本町1－9－10

あかめ寿し

石川県金沢市本町1－9－15

かじ亭

石川県金沢市本町1-9-5

十万喜

石川県金沢市本町1-9-6

福祉喫茶つづみ門

石川県金沢市本町1丁目10-1ルキーナ金沢1F

薪火三庵／HARRY’S KANAZAWA

石川県金沢市本町1丁目3-27

Cafe & Bar 和んで

石川県金沢市本町１丁目８－１０

お龍

石川県金沢市本町1丁目8-12-2F

酒処

さよ

石川県金沢市本町１丁目８番１２号

レストランエンヌ

石川県金沢市本町2-1-2

ホテル日航金沢

ファウンテン

石川県金沢市本町2-15-1

ホテル日航金沢

ザ・ガーデンハウス

石川県金沢市本町2-15-1

ホテル日航金沢

弁慶

石川県金沢市本町2-15-1

ホテル日航金沢

桃李

石川県金沢市本町2-15-1

ホテル日航金沢

銀杏

石川県金沢市本町2-15-1

ホテル日航金沢

ラ・プラージュ

石川県金沢市本町2-15-1

ホテル日航金沢

ル・グランシャリオ

石川県金沢市本町2-15-1

ホテル日航金沢

夜間飛行

石川県金沢市本町2-15-1

金沢風土研究所

石川県金沢市本町2－15－1（ポルテ金沢B1F）

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

吟の小判

石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢B1F

施設名称

所在地

ぢどり屋金沢駅前本店

石川県金沢市本町2-17-10

丸奄

石川県金沢市本町2-17-5

金沢町屋はっち

石川県金沢市本町2-18-26

nyumba

石川県金沢市本町２－１９－４

たかじ金沢駅前店

石川県金沢市本町2-19-10

のんきや

石川県金沢市本町2-19-14

本店加賀彌助

石川県金沢市本町2-19-15

髙﨑屋

石川県金沢市本町2-19-20

駅前囲酒屋

狼煙

炭火焼

悠

居酒屋

はち丸

石川県金沢市本町2-19-33
石川県金沢市本町2-20-25
金沢駅前店

石川県金沢市本町2-2-1

ハイディ金澤

石川県金沢市本町2-2-11 宮坂ビル1階

焼鳥

石川県金沢市本町2-2-14

BIRD

Pork Yakiniku House BESTON

石川県金沢市本町2-2-8

町家焼肉 かなめ

石川県金沢市本町2-3-23

餃子

石川県金沢市本町2-3-4

大笑

能加万菜
鉄板屋

郷

石川県金沢市本町2-4-30金沢ビルラン1F

燈

石川県金沢市本町2-4-30金沢ビルラン301

The ARATAKE

石川県金沢市本町2-5-12

加能漁菜SHION

石川県金沢市本町2-5-9

地魚・地酒

石川県金沢市本町2-6-24

くろ屋

コーヒー&スナック番飛

石川県金沢市本町2-6-25

十三

石川県金沢市本町2-6-26

すし膳

大喜

石川県金沢市本町2-6-27

がブリチキン。金沢東口店

石川県金沢市本町2-7-6サイジョーエステートビル１階

九州自慢

石川県金沢市本町2-8-11ほんまちビル

金沢駅前店

金澤和食バル

そろばん

石川県金沢市本町2-8-14

ホルモン大阪

石川県金沢市本町2-8-4

イカボン堂

石川県金沢市本町2-9-11F

ステーキハウス山下屋

石川県金沢市本町2-9-21

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

風和利

あじち

石川県金沢市本町2-9-29

居酒屋

はち丸

別館

石川県金沢市本町2-9-3

居酒屋

はち丸

魚酒場

石川県金沢市本町2-9-3-1

貫平鮨

石川県金沢市本町2丁目11番15号

唐揚・韓国料理 どらごんくん

石川県金沢市本町2丁目12番4号クルエボヌール金沢駅前1F

鮨と麺

うまい門

石川県金沢市本町2丁目15-11ポルテ金沢B1F

すき焼

伽藍

石川県金沢市本町２丁目17－13高田ビル２F

安-Bartic

駅前店

石川県金沢市本町2丁目17番13号高田ビル3階

ダイニングＮＯＳｉＤＥ

石川県金沢市本町2丁目19-11

おでん懐石

石川県金沢市本町２丁目２－３

金澤かが美

わいわい

石川県金沢市本町2丁目2番地6号

HORUMON BUCKS

石川県金沢市本町2丁目374疋田ビル1階

ランタン

石川県金沢市本町2丁目3-8

とっくりや

石川県金沢市本町2丁目3番地6号

大衆バル

石川県金沢市本町2丁目4-30金沢ビルラン5階

サルーテ本町

酒と魚菜わたり

石川県金沢市本町2丁目5-29

施設名称
焼肉

所在地

千鳥

石川県金沢市本町2丁目5-4

神鮮和さび

石川県金沢市本町2丁目5-9

金沢地もの屋なごみ

石川県金沢市本町2丁目5番14号音頭ビル101

かに吉

石川県金沢市本町２丁目６－４

あぶり肉がらん

石川県金沢市本町２丁目6－2

焼肉たむら金沢店

石川県金沢市本町2丁目6-25

富久寿司

石川県金沢市本町2丁目6-7

焼肉肉割烹

万福

石川県金沢市本町2丁目6番地15号金沢駅前ビル1階

大衆酒場ヤングマン

石川県金沢市本町２丁目７-１

金澤

石川県金沢市本町2丁目７－６サイジョウビル3階

牛屋

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

新時代

石川県金沢市本町2丁目7-6 サイジョウビル2階

別館

金沢駅前店
万福

石川県金沢市本町2丁目7-6サイジョービル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

福多朗

石川県金沢市本町2丁目8番12号疋田ビル2階

駅前酒場ばんばん

石川県金沢市本町2丁目8番地4号

中華そば処

石川県金沢市本町2丁目9番29号

万味

手羽先てばや

石川県金沢市本町2丁目9番地29号

焼肉家じんべい

石川県金沢市末町１６－３

滝乃荘

石川県金沢市末町ヲ44-4

とんかつ

ぶんぷく

金沢ベイ店

石川県金沢市無量寺4-117-1アピタタウン金沢ベイエリア

石焼ステーキ贅金沢店

石川県金沢市無量寺4－85－1

焼肉まいうーカルビ

石川県金沢市無量寺4丁目109番地1

すしべん

桂店

海の食堂

BAY

アピタベイ店

石川県金沢市無量寺町ト14-1
ARCE

石川県金沢市無量寺町リ65金沢港クルーズターミナル内2F

厚生食堂

石川県金沢市無量寺町ヲ51

海道屋

石川県金沢市無量寺町ヲ52番地金沢港いきいき魚市内

いきいき魚市店

Live＆CafeBar

BUZZ

石川県金沢市鳴和1-14-24

王将寿司

石川県金沢市鳴和1丁目14-21

ニコニコ屋

石川県金沢市鳴和1丁目16-1グレイスM１F

カラオケカフェ

のみ処

藤乃家

千草

石川県金沢市鳴和2丁目2番20号

喫茶Garden鳴和台

石川県金沢市鳴和台264ランドキューブV105,106

RRR GRILL KITCHEN

石川県金沢市鳴和町イ10-3

８番らーめん金沢駅店

石川県金沢市木ノ新保町１－１金沢百番街あんと内

白山そば

石川県金沢市木ノ新保町１－１金沢百番街リント内

待合店

らうめん侍

石川県金沢市木ノ新保町１ー１あんと西３階

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

石川県金沢市木ノ新保町1-1

金沢駅店

お味噌汁食堂そらみそ

金沢百番街Rinto店

石川県金沢市木ノ新保町1-1

オリエンタルブルーイング金沢駅店

石川県金沢市木ノ新保町1-1あんと西2階

加賀屋金沢店

石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街あんと

カンパーニュ

クチーナ＆バール

ジャーマンベーカリー

百番街店

石川県金沢市木ノ新保町1-1あんと西
石川県金沢市木ノ新保町1-1（Rinto内）

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

すし 金澤いなり 福るみ

石川県金沢市木ノ新保町1-1百番街あんと西百番キッチン内

施設名称
廻る富山湾

すし玉金沢駅

所在地
石川県金沢市木ノ新保町1-1あんと2階

酉笑。金沢店
信州そば処

石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢駅西口ビルあんと西３階
そじ坊

金沢百番街あんと西店

石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街あんと西3階

ゴンチャ金沢百番街Rinto店

石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街Rinto内

吉野家金沢百番街店

石川県金沢市木ノ新保町1-1百番街百番キッチン内

八百屋のParlor Horita 205

石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街Rinto

ツナグカフェ

石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街Rinto内

MAPLE

HOUSE

ゴーゴーカレー金沢駅総本山

石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街あんと内

かなえきのちくわ

石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街あんと西百番キッチン１F

しゃぶしゃぶ温野菜
カフェぶどうの森

金沢駅ビル店
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3F
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

スターバックス コーヒー 金沢百番街Rinto店

石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街Rinto1階

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

石川県金沢市木ノ新保町1-1金沢百番街あんと内

すゞめ

金沢駅あんと店

金沢百番街店

石川県金沢市木ノ新保町1-1JR金沢駅「あんと」内

カフェ 加賀麩不室屋

石川県金沢市木ノ新保町1-1JR金沢駅構内金沢百番街・あんと西百番キッチン1F

百番街

石川県金沢市木ノ新保町1番１号金沢百番街・あんと内

金沢肉食堂

季節料理・おでん

黒百合

石川県金沢市木ノ新保町1番1号金沢百番街あんと

菜香樓

金沢百番街あんと店

石川県金沢市木ノ新保町ロ1-1

味一番

木曳野店

石川県金沢市木曳野3-267

寿し肴

菊屋

石川県金沢市木曳野3丁目171番地

Cafe＆Bar

GUFO

石川県金沢市木曳野4-273

居酒屋たぬき

石川県金沢市木曳野４丁目２７６番地

焼肉ひで華

石川県金沢市木曳野4丁目279番地

桂店

CoffeeHouseさんさんごご

石川県金沢市木越町ソ１－１

カクテルバー

石川県金沢市木倉町１－１０北ビル２F

FURANSU

酒菜家
中華

石川県金沢市木倉町1-13
一楽

(イチラク)

石川県金沢市木倉町1-13寺崎ビル１F

ガルボ

石川県金沢市木倉町１－１５

焼肉ひろ亭

金沢片町店

串天ぷらスタンド

石川県金沢市木倉町1-1エコービル1F

ソル兵衛

石川県金沢市木倉町1-1エコービル1F

居酒屋 花組

石川県金沢市木倉町１－５

てんぷら家
大衆割烹

天むら

石川県金沢市木倉町1-5

大関

石川県金沢市木倉町１－５中泉ビル１階

ガルシア63（スポーツカフェ
スペイン料理

アロス

スタジアム）

石川県金沢市木倉町1-663KOCビル1F
石川県金沢市木倉町1-7

一合半ぶん家

石川県金沢市木倉町1－7

西洋膳所

石川県金沢市木倉町1-8

鏑木

木倉町バル

ランプ

石川県金沢市木倉町1-8奥多ビル1F

ラルノア(Rive Gauche)

石川県金沢市木倉町1-8奧多ビルB1F

はす家

石川県金沢市木倉町1番10号ビルC1F

木倉町店

びって

石川県金沢市木倉町2-10

ホルモン

まる

石川県金沢市木倉町2-2-1

ごいし奴

ツー

石川県金沢市木倉町2-2浅香ビル1F

らぁめん酒場カドの樽蔵

石川県金沢市木倉町2-2浅香ビル2階

施設名称
馳どり屋

片町店

所在地
石川県金沢市木倉町2-3幅口ビル1階

談楽

石川県金沢市木倉町2-4

川端鮮魚店本店

石川県金沢市木倉町2-4西野ビル1階

マクリハニッシュ

石川県金沢市木倉町2-4西野ビル2階

すみのこ

石川県金沢市木倉町2-5

厨 しんさく

石川県金沢市木倉町2-7

Kitchen＆Bar VOO DOO

石川県金沢市木倉町２－７上海会館1F

BAR扉

石川県金沢市木倉町2-7上海会館2階

木倉町クサムラ

石川県金沢市木倉町2-8

韓国食堂プルプル

石川県金沢市木倉町2－8

Hubb

石川県金沢市木倉町2-8諸江木倉町ビル2F

VECCHIO ALBERO

石川県金沢市木倉町2丁目６番地

ゲデレー木倉町

石川県金沢市木倉町3番2号ウォールビル1F

居酒屋

石川県金沢市木倉町3番3号

五郎八

乙女寿司

石川県金沢市木倉町4-10

味処

石川県金沢市木倉町4-5

浜の

大阪焼肉・ホルモンふたご金沢片町店

石川県金沢市木倉町４－５－２

炭焼き小料理かなざわ吟

石川県金沢市木倉町４番４号

タブリエ

石川県金沢市木倉町５－１

割烹

まつ野

石川県金沢市木倉町5-12

お座敷BAR籠

石川県金沢市木倉町5-13

CRAFEAT

石川県金沢市木倉町５－２

源左ェ門

木倉町店

スペインバル

石川県金沢市木倉町5-3

コメール

石川県金沢市木倉町5-3

いな穂

石川県金沢市木倉町5-4

ウーヴァウーヴァ

石川県金沢市木倉町5-4

本格炭火焼き鳥
和彩酒菴

水炊き鍋

しずく

金沢とり丸

石川県金沢市木倉町5-5
石川県金沢市木倉町5-6

中華料理 珉来

石川県金沢市木倉町6-10

BAR

石川県金沢市木倉町6-5-1

アマネコ

ハイカラトンボ

石川県金沢市木倉町6-6

ぱぱろく木倉町

石川県金沢市木倉町6-7

旬房

石川県金沢市木倉町6-8

さかい

月華美人

石川県金沢市木倉町6-8-1Ｆ

ともちゃん

石川県金沢市木倉町6番4号やきとり横丁内

お多福

石川県金沢市問屋町1-70

問屋町店

ZenrinCafe

石川県金沢市野町１－３－２２

蛤坂まえかわ

石川県金沢市野町１丁目１－９

薬屋カフェ

石川県金沢市野町1丁目2番地43号安藤芳園堂ビル1階

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

サロン・ド・テ・カワムラ

石川県金沢市野町2-24-7-2階

落雁諸江屋

石川県金沢市野町2-26-1

わいんばーる

にし茶屋菓寮
数登美

石川県金沢市野町2-26-2

たに屋

石川県金沢市野町2-32-8

Ｓａｌｏｎ．

石川県金沢市野町2-32-9

和亭寿し良

石川県金沢市野町2丁目1番3号

施設名称

所在地

桜桃

石川県金沢市野町２丁目２４番４号

人形ミュージアムカフェ

石川県金沢市野町２丁目２４－１

すが野

石川県金沢市野町2丁目25-21

御料理
鮨

まる山

石川県金沢市野町2丁目25-24コジマ西ビル2F

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
金沢野町

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

太一坊

石川県金沢市野町3-19-6

梅の屋

石川県金沢市野町3-24-42

ノマチカフェ

石川県金沢市野町３丁目11-1

金澤平山

石川県金沢市野町4丁目1-8

炭火焼居酒屋ＮＯＭＡＣＨＩ

石川県金沢市野町４丁目３－９

居酒屋

石川県金沢市野町4丁目3-6

わり勘

Zelko bar

石川県金沢市野町5-6-18ステラハイツ1階

はなこ

石川県金沢市野町一丁目1-1

パティスリー＆パーラー

Ｈｏｒｉｔａ２０５

石川県金沢市野田２ー２０２

キッチン

ラベンダー

石川県金沢市野田2-25

はなの舞

金沢駐屯地店

石川県金沢市野田町1-8

焼肉ひろすけ

石川県金沢市弥生2-9-14グリーンパレス弥生1F

さかな処

石川県金沢市矢木1丁目46-2

北川

入船寿し

石川県金沢市矢木2-165-5

洋風居酒屋

SANO

石川県金沢市矢木3-113

なか卯

359号金沢柳橋店

石川県金沢市柳橋町ハ15番

のみ屋

いけもり

石川県金沢市有松2-15-1

NOEL 有松店

石川県金沢市有松2-3-30YMビル1F

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
地酒蔵

お万菜

金沢有松店

ふくろう

石川県金沢市有松2-5-32
石川県金沢市有松2丁目1-5

今伴フード＆ドリンク

石川県金沢市有松2丁目15-3

そうるめいと

石川県金沢市有松2丁目3-30YMビル1階

お好み焼

古川

有松店

石川県金沢市有松3-3-23

スターバックス コーヒー 金沢有松店

石川県金沢市有松3丁目3番36号

ステーキ宮

石川県金沢市有松3丁目6-28

金沢有松店

を山茶寮

石川県金沢市有松4-13-8

三代目

利久

石川県金沢市有松4丁目13-37

ゆず庵

金沢有松店

石川県金沢市有松4丁目3番8号

焼肉冷麺しちりん家

有松店

きんつば中田屋 有松店

甘味処 和味

石川県金沢市有松5-10-53
石川県金沢市有松5丁目8番22号

涌波すし捨

石川県金沢市涌波4丁目7番1号

不動寺パーキングエリア下り線

石川県金沢市梨木町ハ之部197

金澤

石川県金沢市里見町35中川ビル1F

秖萌

タテマチ チェ

石川県金沢市里見町35中川ビル1-2

ビストロ高柳

石川県金沢市里見町３９番地

鳥の坊

石川県金沢市里見町42-2

Craft Beer Dive Futa's

石川県金沢市里見町44-1 タウンハイツ1F

お好み焼

石川県金沢市緑が丘21-12

わかくさ

petale
ソシ

石川県金沢市鱗町109-1サンハイツ１F
SOSI:

石川県金沢市鱗町115-1

施設名称
肉料理

やまなか

所在地
石川県金沢市鱗町１１６－１

タベルナ・ガッパ

石川県金沢市鱗町81-1ライラックガーデン1F

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

町家懐石

石川県金沢市六枚町2番7号

六花

Bar tanpopo

石川県金沢市六枚町３番１８号

焼肉まるにし

石川県鹿島郡中能登町井田あ部11-1

お食事処

石川県鹿島郡中能登町井田て123-1

匠

ココス鹿島バイパス店

石川県鹿島郡中能登町井田と1-1

パーティーランド／アル・プラザ鹿島

石川県鹿島郡中能登町井田と1-1

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

サーティワンアイスクリーム

アルプラザ鹿島店

石川県鹿島郡中能登町井田と1-1

イタリアントマト

アルプラザ鹿島店

石川県鹿島郡中能登町井田と部1-1

8番らーめん

カフェJr

鹿島店

織姫ダイニング
すしべん

おり姫

羽坂店

石川県鹿島郡中能登町井田と1-1アルプラザ鹿島別棟
石川県鹿島郡中能登町井田ぬ部10番地1

お食事処・民宿

石川県鹿島郡中能登町羽坂い43-1
美来里

すみよし

石川県鹿島郡中能登町久乃木ち部24番地
石川県鹿島郡中能登町金丸1070

焼肉居酒屋

信

石川県鹿島郡中能登町金丸188

千代すし本店

石川県鹿島郡中能登町高畠ち部１－１

かめや

石川県鹿島郡中能登町高畠ツ部181

御料理

吾いち

回転寿司

さと海

石川県鹿島郡中能登町小竹の51
石川県鹿島郡中能登町徳前109-1

cafe hanare

石川県鹿島郡中能登町徳前12部41番地

台湾家庭料理福興

石川県鹿島郡中能登町徳前ゐ2-1

蕎麦工房

石川県鹿島郡中能登町二宮あおば台74-7

一休

定塚

石川県鹿島郡中能登町二宮レ-199

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

石川県鹿島郡中能登町福田フ部27番地1

お好み焼き店

旬彩割烹

あづま家

石川県鹿島郡中能登町良川リ7-1

カフェ食堂れんげや

石川県鹿島郡中能登町良川庚61-2

スナックルポ

石川県七尾市阿良町106-20

スナックみっこ

石川県七尾市阿良町106-26

あじかぐら

石川県七尾市阿良町7-9

ほっとらんどNANAO

石川県七尾市旭町イ部24-1

魚菜家

石川県七尾市庵町ノ部２番地

野竹

茜屋珈琲茶房

石川県七尾市一本杉町31-12

一本杉

石川県七尾市一本杉町32の1

川嶋

オイスターガレージ３８９

石川県七尾市奥原町下部３８９番地

中華居酒屋

石川県七尾市奥原町子部10-1

蘇州

ろくでなしB&B45

石川県七尾市温井町リ部10番地1

粋な屋

石川県七尾市花園町ワ部1

坂本

ケ・セラ

石川県七尾市郡町2-81

割烹浜夕

石川県七尾市郡町2部18－21

串滿斎やきとり家竹松（本店）

石川県七尾市郡町2部62番地４

すしべん

石川県七尾市古府町た9-1

七尾東店

8番らーめん七尾店

石川県七尾市古府町チ79

施設名称

所在地

ミスタードーナツ七尾店

石川県七尾市御祓町１番地

居酒屋

石川県七尾市御祓町1番地パトリア1F

金太郎

木の実

石川県七尾市御祓町イ1-4

ＢＡＲ

蜂の巣

石川県七尾市御祓町イ部6番地11

かぶき寿し

石川県七尾市御祓町ホ部6-18

スナックしゃんす

石川県七尾市御祓町子1-2

貴寿司

石川県七尾市光陽台31

焼肉

石川県七尾市光陽台41

寿美好

らぁ麺

大和

和倉店

石川県七尾市光陽台41

ステーキ赤蔵

石川県七尾市高田町ヘ部77

和食レストラン凡

石川県七尾市高田町ホ部43番地

あおカフェ

石川県七尾市国分町イ部１番地のと里山里海ミュージアム内

まぐろや

石川県七尾市国分町ラ3-1

七尾店

中華レストラン昇龍

石川県七尾市細口町ろ部80-1

平島食堂

石川県七尾市三島町47番地

大政寿司

石川県七尾市三島町66-11

漁師屋秀

石川県七尾市若林町い127-1

和よし

石川県七尾市寿町5番地

焼肉蔵

七尾店

石川県七尾市小丸山台2-113

ゆめはな

石川県七尾市小丸山台3-21-1

スタミナ軒

石川県七尾市小島町レ-108-1

割烹

石川県七尾市小島町レ部11

北山

ココス七尾店

石川県七尾市小島町大開地1-78

ひのともり

石川県七尾市小島町大開地1－５

ごはん処

石川県七尾市小島町大開地3-8

一歩

千代ずし

石川県七尾市松本町二部２５ー１

AMRITA

石川県七尾市常盤町10ニュー十番街ビル1F

ちゃこ

石川県七尾市常盤町22-1

庄や

石川県七尾市神明町1番地ミナ・クル1階

七尾駅前店

彩食酒家

中華乃家

菜々屋

石川県七尾市神明町1番地ミナクル1F
石川県七尾市神明町1番地ミナ・クル1階

居酒屋

鷹

石川県七尾市神明町イ-12

喜多方ラーメン

がんばり屋

石川県七尾市神明町イ19-5

食楽 アドバンス

石川県七尾市神明町イ部10-2

居酒屋

石川県七尾市神明町ト34ステーションビル1F

葵

うれしのきんちゃん

石川県七尾市神明町ト部34の1番地七尾ステーションビル1F

定食居酒屋

石川県七尾市神明町ロ-2

膳座

朝漁れ一番哲

石川県七尾市神明町ロ22-4

鳥よし

石川県七尾市神明町ロ部19-15

魚民

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

七尾駅前店

いしり亭

石川県七尾市生駒町16番地4

喫茶ビボーン

石川県七尾市石崎町タ２８－３０

レストラン

石川県七尾市石崎町タ部2-13

はいだるい

よしの寿司
炭火やきとり

石川県七尾市石崎町タ部7の12
鶏うま

石川県七尾市石崎町ヨ部63-3

のどぐろ総本店 和倉

石川県七尾市石崎町香島1-30

八剣伝

石川県七尾市石崎町香島1-5

和倉店

施設名称

所在地

海ごちそう

石川県七尾市石崎町香島1丁目22

辰巳鮨

石川県七尾市石崎町香島2-3

焼肉ひでくら

石川県七尾市石崎町香島2-5-4

スナック

石川県七尾市川原町67

みそぎ庵

ちゃか寿し

石川県七尾市川原町67番地

幸寿し

石川県七尾市相生町30-1

本店

桜寿し

石川県七尾市相生町35番地2

串かつ草間

石川県七尾市相生町57

居酒屋ダイニングきたの

石川県七尾市相生町64

焼鳥 銀座 長八

石川県七尾市大手町101

HIRO

石川県七尾市大手町109

大将寿司

石川県七尾市大手町112番地

新公楽

石川県七尾市大手町117

justice

石川県七尾市大手町133-9

能登路

石川県七尾市大手町135

とり野菜あやの

石川県七尾市大手町135-1

中華料理

石川県七尾市大手町135-1

ふあんてん

なにわ

石川県七尾市大手町135-1

パティオ

石川県七尾市大手町135-1

おでん串あげ

灘

石川県七尾市大手町１３５ー１

スナック212

石川県七尾市大手町25-1-1

串揚げ喜楽

石川県七尾市大手町70番地

美松

石川県七尾市大手町80.81

カラオケ喫茶おしん

石川県七尾市大津町ヤ部26-8

繁寿し

石川県七尾市大田新町8-8-1

焼肉

石川県七尾市大田新町ハ-9

武蔵

浜焼き能登風土

石川県七尾市中島町塩津ム部106-3

盛ちゃん（湯田水産）

石川県七尾市中島町河崎参９５，９６

泊＋カフェ遊帆

石川県七尾市中島町外イ21番地2

(株)宮本水産

石川県七尾市中島町外イ29

料理

石川県七尾市中島町古江イの3の1番地

中白

３番ラーメン

石川県七尾市中島町崎山２－２５

和風レストラン どもん

石川県七尾市中島町崎山2-26-1

なかじま猿田彦温泉

石川県七尾市中島町小牧ヨ部１１６

いやしの湯

蕎麦処くき

石川県七尾市中島町小牧ラ部69番甲地

ちゃんこ時葵

石川県七尾市中島町小牧ワ96-3

ろばた焼

石川県七尾市中島町上町乙部94－４

みつこま

木村功商店

石川県七尾市中島町瀬嵐ク部70の1番地

御料理

石川県七尾市中島町中島３部６７番地

五十番

すしべん

中島店

石川県七尾市中島町中島ニ部1-19

与三朗

石川県七尾市中島町中島乙180-1

なかじま亭

石川県七尾市中島町中島甲９２－１

ひかりや

石川県七尾市中島町長浦ナ111

長浦うるおい公園店

奥能登山海市場

石川県七尾市中島町田岸ソ1番地8

釶打

石川県七尾市中島町藤瀬5-113-1

納屋

割烹おとみ

石川県七尾市中島町浜田1－69－1

フレッシュパニエのと

石川県七尾市中島町浜田1-83-1

施設名称
CAFE AROMA美

石川県七尾市中島町浜田3の37の3

中島アグリサービス
かき処

所在地

可

石川県七尾市中島町浜田5-33

海

石川県七尾市中島町浜田ツ部21番地

駅マルシェ

わんだらぁず

石川県七尾市中島町浜田ノ-1-12

わいわい処八味

石川県七尾市中島町浜田耕部128-9

居酒屋榮治

石川県七尾市中島町浜田耕部108-1

炭火ダイニングike

石川県七尾市中島町浜田弐10

和倉ゴルフ倶楽部 レストラン

石川県七尾市直津町子部1-2

８番らーめん田鶴浜店

石川県七尾市田鶴浜町と２１

中華料理 琥珀

石川県七尾市田鶴浜町ハ部13

池亀

石川県七尾市田鶴浜町ハ部23番地

大黒寿し

石川県七尾市田鶴浜町ワ-10-1

よろい寿司

石川県七尾市田鶴浜町ワ部4番地1

レストラン

エレファント

石川県七尾市田鶴浜町を部２番地

タリーズコーヒー七尾店

石川県七尾市藤橋町ア部6番地19

らーめん誠や

石川県七尾市藤橋町亥7-1

カレーハウスCoCo壱番屋
8番ラーメン

七尾藤橋店

七尾西店

石川県七尾市藤橋町申46-1
石川県七尾市藤橋町申50-1

玲瓏餃子

石川県七尾市藤橋町申５３

すき家

石川県七尾市藤橋町戌12-1

七尾藤橋店

テキサスハンズ七尾店

石川県七尾市藤橋町戌23-1

はま寿司

石川県七尾市藤野町イ33-1

七尾店

珈琲所コメダ珈琲店七尾店

石川県七尾市藤野町ロ13番地1

お好み焼笑楽

石川県七尾市藤野町ロ4

カレーのチャンピオンナッピィ店

石川県七尾市藤野町ロ部3ー2

フードコートうらら

石川県七尾市藤野町ロ部38ナッピィモール内

与三兵衛（ヨソベエ）

石川県七尾市能登島曲町15-40

海とオルゴール

石川県七尾市能登島曲町2部乙2番地7

能登島マリンリゾート

石川県七尾市能登島曲町2部乙8-1

洋食レストランはいから食堂

石川県七尾市能登島向田町128-81-1

道の駅のとじま

石川県七尾市能登島向田町122-14

Dolphin Smile

石川県七尾市能登島向田町そわじ浦地内

さわだ旅館

石川県七尾市能登島向田町に部１２番地１

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

石川県七尾市能登島佐波町ヨ-25-1

中村家

ひょっこり温泉 島の湯

石川県七尾市能登島佐波町ラ部29番地1

お食事処みず

石川県七尾市能登島半浦町20-1

能登島ゴルフアンドカントリークラブ

石川県七尾市能登島半浦町７号１番地

手打うどんそばどんどんたつるや

石川県七尾市白浜町17部10-1

カフェ

石川県七尾市盤若野町トの16

カントリーロード

あめや

石川県七尾市桧物町27-9

焼肉七牛

石川県七尾市桧物町57-5

自家焙煎喫茶中央茶廊

石川県七尾市府中町12

松乃鮨

石川県七尾市府中町220番地6

青海楼

石川県七尾市府中町239番地

料亭

石川県七尾市府中町239番地

番伊

山藤家食堂

石川県七尾市府中町25-5

施設名称

所在地

和ダイニングやおき

石川県七尾市府中町ヲ部6-1

山田屋

能登食祭市場店

石川県七尾市府中町員外

加賀屋

七尾店

石川県七尾市府中町員外１３－１能登食祭市場2階

まいもん処

多ぶ屋

石川県七尾市府中町員外１３－１

安治

石川県七尾市府中町員外13－1

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

インフォメーション

石川県七尾市府中町員外13-1能登食祭市場１階

（能登食祭市場内）鹿渡島定置

石川県七尾市府中町員外13-1

らーめん亭

石川県七尾市府中町員外13-1能登食祭市場2階

オレンジガーデン

七尾店

石川県七尾市府中町員外13-1能登食祭市場2階

串滿斎やきとり家竹松（食祭市場店）

石川県七尾市府中町員外13-1

漁師屋

石川県七尾市府中町員外13-1

竹一焼魚店（能登食祭市場内）

石川県七尾市府中町員外13-1

ダシの三幸

石川県七尾市府中町員外13-1食祭市場内

ステーキの田中屋

石川県七尾市府中町員外13-1能登食祭市場内

アバローニ

石川県七尾市府中町員外13-1食祭市場内2F

Mie

石川県七尾市府中町員外26番地7

寿し一

石川県七尾市本府中モ-28-1

創作料理くるみ

石川県七尾市本府中わ部2-1

かつ庵

七尾店

石川県七尾市本府中町モ75-1

しゃぶしゃぶ蔵

七尾店

石川県七尾市本府中町ル35-3

創作居酒屋のれん

石川県七尾市本府中町ル-45-5

お好み焼

石川県七尾市本府中町ル部２０番地

居酒屋

平野屋
海ぼうず

石川県七尾市本府中町二部42-1

百万石うどん角屋

石川県七尾市万行町３－１５－２

田舎のカフェ いろり庵

石川県七尾市満仁町ワ部５３番地

リストランテ

石川県七尾市湊町1-145-8

やきとり

リオ

長八

石川県七尾市湊町2-91

ICOU

石川県七尾市木町1-1

のとじま食堂

石川県七尾市矢田新町ト-4

ゴーゴーカレー七尾矢田新町スタジアム

石川県七尾市矢田新町ト部30-2

酒肴房

石川県七尾市矢田新町ハ部１０番地

軽食喫茶
B級麺

富士

石川県七尾市矢田新町卜部16-4

つる食堂

中華料理

北京

石川県七尾市和倉町ひばり２丁目５番地
石川県七尾市和倉町ひばり2丁目98-1

樂

石川県七尾市和倉町ひばり2丁目11番地

能登すしの庄
呑み処

信寿し

令和

あうん

石川県七尾市和倉町ひばり３－１２０－１
石川県七尾市和倉町ヨ部17-3
石川県七尾市和倉町ヨ部17-3

加賀屋

四季亭

石川県七尾市和倉町ヨ部８０

居酒屋

福ちゃん

石川県七尾市和倉町ラ部10-2

お宿すず花

石川県七尾市和倉町ル部4-7

旬彩旬魚

石川県七尾市和倉町ワ部１１－７

あぐら

épice（エピス)

石川県七尾市和倉町ワ部13-1

能登ミルクファクトリー

石川県七尾市和倉町ワ部13-6

酒場Bear

石川県七尾市和倉町ワ部15-11

Lady's BAR Queen

石川県七尾市和倉町ワ部15-19

施設名称

所在地

I LOVE DOLPHIN

石川県七尾市和倉町ワ部15-1

まっちゃん

石川県七尾市和倉町ワ部15の12

蛇之目寿司

石川県七尾市和倉町ワ部20番地7

きょう屋

石川県七尾市和倉町ワ部20番地8

能登海鮮丼

みとね

Ｎ白木屋

石川県七尾市和倉町ワ部２３番地３

和倉温泉店

石川県七尾市和倉町ワ部23-2

ル ミュゼ ドゥ アッシュ 和倉店

石川県七尾市和倉町ワ部65-1

ブロッサム

石川県七尾市和倉町ヲ部２２－２

揚げ浜

石川県珠洲市笹波町19-11

本店

カラオケ＆喫茶

花ぐるま

石川県珠洲市三崎町雲津ラ61

典座

石川県珠洲市三崎町伏見ワ部23番地

寄り道パーキング

若山の庄

石川県珠洲市若山町延武い部40-1

和風グリル瀬戸

石川県珠洲市上戸町寺社2-81

レストラン浜中

石川県珠洲市上戸町南方い字２１番地

庄屋の館

石川県珠洲市真浦町カ10-1

お食事処

滝見亭

石川県珠洲市真浦町カ字-14

かつら寿司

石川県珠洲市正院町正院1-49

あげもち処

りん

石川県珠洲市正院町川尻15-93-1

どりーむ
民宿

石川県珠洲市蛸島町1-2-587

お食事

むろや

石川県珠洲市蛸島町ナ部123番地

小さい港のゲストハウス（長橋食堂）

石川県珠洲市長橋町11-9-2

多間栄開堂

石川県珠洲市飯田町10-11

シーサイド内

ごはん屋

石川県珠洲市飯田町1-1

E'Cafe

石川県珠洲市飯田町１－１－８ラポルトすず内

パブ純子

石川県珠洲市飯田町14-14-1

浜寿司

石川県珠洲市飯田町14部19番地

ラウンジ

シャルマン

石川県珠洲市飯田町15-32

寿し𠮷

石川県珠洲市飯田町15部25番地

SHO-TATSU

石川県珠洲市飯田町15部38番地

喫茶いづみや

石川県珠洲市飯田町15部５番地

酒肴 まつうら

石川県珠洲市飯田町15部71番地

ろばた焼あさ井

石川県珠洲市飯田町16部10番地２

シーサイド

石川県珠洲市飯田町1丁目1番地

焼肉

道づれ

三平

石川県珠洲市飯田町29-52

8番らーめん珠洲店

石川県珠洲市飯田町8-9

日本料理

石川県珠洲市飯田町9部152-1

龍泉

しお・CAFE

石川県珠洲市片岩町ノ部12

札幌ラーメン

どさん子

珠洲店

幸ずし

石川県珠洲市宝立町鵜島ニ-42-2
石川県珠洲市宝立町鵜島ニ字79の3

イタリアン・カフェ

こだま

石川県珠洲市野々江町サ部104-1

麺屋讃岐のんち

石川県珠洲市野々江町シ20-1

Cafe

石川県珠洲市狼煙町ヘ70-1

いかなてて

ラウンジ

nao

奈つ乃

石川県小松市飴屋町2-1

居酒屋

石川県小松市飴屋町22番地
いもたこなんきん

お食事処
レストラン

ふじ
バーデン・バーデン

石川県小松市飴屋町22夢館ビル104
石川県小松市飴屋町30-1
石川県小松市飴屋町53アパホテル小松1Ｆ

施設名称

所在地

たこ焼バルももんが

石川県小松市飴屋町68-1

茶の湯の館「方丈庵」

石川県小松市粟津温泉ナ－３－３

居酒屋いろり

石川県小松市粟津温泉ワ46

ナイトバー

石川県小松市粟津温泉ワ46

ガリョーズ

銀なべ

石川県小松市粟津町イ46

太鼓寿し

石川県小松市粟津町カ12番地7

九谷焼体験工房ギャラリー＆カフェ良山

石川県小松市粟津町カ13

粟津温泉かっぱ寿司

石川県小松市粟津町カ9番地1

ゆのくにの森

漁師の館

石川県小松市粟津町ナ－３－３

ゆのくにの森

和紙の館

石川県小松市粟津町ナ－３－３

ゆのくにの森

陣太鼓

石川県小松市粟津町ナ－３－３

いっぷく処

石川県小松市粟津町ナ－３－３ゆのくにの森内

宮ぞの食堂

石川県小松市粟津町ワ-18

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

スナック かつら

石川県小松市粟津町ワの28

安宅カフェ

石川県小松市安宅町140-4

安宅の関長沖

石川県小松市安宅町タ140

まつ家

石川県小松市安宅町ワ30-1

吉祥庵

石川県小松市安宅町ワ32

エポック

喫茶室

石川県小松市井口町ホ55(おびし荘内)

ガスト小松

石川県小松市一針町12-13

居酒屋

石川県小松市一針町レ67

花びし

料亭一浪

石川県小松市栄町1

酒場JINZA

石川県小松市栄町４番地

ロッテリア

アルプラザ小松店

石川県小松市園町23-1

テキサスハンズ小松店

石川県小松市園町ニ36-1

男廚

石川県小松市園町ニ５４－１

珍香楼シェアン

石川県小松市園町ニ57-1

ステーキ西洋料理shigeru

石川県小松市園町ニ78-1

インド・ネパール

レストラン

カマナ

ミスタードーナツ

小松ルート８ショップ

園町店

石川県小松市園町ヌ62-1
石川県小松市園町ハ２３－１

和食三宝

石川県小松市園町ハ23番地1アルプラザ小松2階

丁髷珈琲／CHONMAGE COFFEE

石川県小松市園町ハ96-1T-Place1F

中華レストラン

石川県小松市園町ホ117-1

珍龍

茶和庵

石川県小松市園町ロ46-1

toR cafe(トアルカフェ)

石川県小松市園町二75－1

ゆず庵 小松店

石川県小松市沖周辺土地区画整理地19街区1

kitchen BAR oluolu

石川県小松市沖町437

タリーズコーヒーKOMATSU店

石川県小松市沖町451番地

コメダ珈琲店小松沖店

石川県小松市沖町526

すし食いねぇ！小松沖店

石川県小松市沖町528

焼肉きんぐ小松店

石川県小松市沖町595

Meat＆Treat EPIC

石川県小松市沖町イ187番地1

酒と肴

石川県小松市沖町ソ111-1

むら田

若どりやまき

石川県小松市沖町ツ38

施設名称

所在地

SALUD-VEGE DELICATESSEN

石川県小松市沖町ツ93

居酒屋らくすけ

石川県小松市沖町ト1-1

肴屋３８ つまみやさんぱち

石川県小松市沖町ト170-28

中国海鮮料理

石川県小松市沖町ト170-5

麗華

阿伽陀

石川県小松市沖町ト54-4

四季彩 粋庵

石川県小松市沖町ナ23

ケーキハウス
ビストロ

マルフジ

ドゥ

エ

石川県小松市沖町ナ30

ドゥ

石川県小松市沖町ヘ6-1

よっしー製作所

石川県小松市沖町ロ２５-１

あたかや

石川県小松市下粟津町ツ26-1

カラオケ喫茶

アゲイン

石川県小松市下粟津町ラ5-1

カラオケスナック摩天楼
チーたこの店

石川県小松市下牧町1-85

お好み焼き

パティスリーロリアン

ぴえろ

コティ

石川県小松市下牧町207-1
石川県小松市下牧町ツ47番地1

オーベルジュ オーフ レストラン

石川県小松市観音下町ロ４８番地

オーベルジュ オーフ カフェ

石川県小松市観音下町ロ４８番地

杜庵

石川県小松市観音下町ワ1番地1

コーヒーのお店 YOMI

石川県小松市丸の内町1丁目41番地

mieux le mieux

石川県小松市丸の内町2-225-2

居酒屋

石川県小松市希望丘1-24

和ちゃん

SHÓKUDŌ
食彩家

YArn

石川県小松市吉竹町1-37-1

どん吉

石川県小松市吉竹町1丁目7番地

鉄板焼と焼肉の店

のり

石川県小松市吉竹町3-305

居酒屋いこい

石川県小松市吉竹町ル131-1

季節料理

石川県小松市錦町42-1

那由多庵

やきとり旬菜
海都

田六

串店

石川県小松市錦町42-2
石川県小松市串町セ125-1

韓心ハンマウム

石川県小松市串町セ125-1

旬の箸なか村

石川県小松市軽海町322Ｎビル1階

らーめん亭竹の子

石川県小松市軽海町ツ72-1

レストラン

石川県小松市軽海町ネ109－1

中華料理

二番館
宝龍

石川県小松市軽海町ネ84-1

montego cafe(モンティゴ・カフェ)

石川県小松市古河町127-1

ボブハウス

石川県小松市戸津町オ13-1

鉄板焼遊Kitchen

石川県小松市戸津町井66-3

レストラン

石川県小松市向本折町ホ６０小松市民病院１Fソアラ

ソアラ

ベーカーズロリアン

石川県小松市向本折町ホ75-1

酒場HOLE19

石川県小松市向本折町午207

はなの舞

石川県小松市向本折町戊２６７

小松基地店

〇十

石川県小松市向本折町巳193

らーめん世界小松店

石川県小松市幸町1-10-1

ChineseRestaurant桂花

石川県小松市幸町3-117

キャラバンサライ小松店

石川県小松市幸町３－１２０－１

焼肉ざんまい

石川県小松市幸町3-81

いこま

石川県小松市幸町3-88-2

紅茶専門店イーストリバー

石川県小松市国府台2-45

中華料理

石川県小松市今江町1-374

赤門

施設名称

所在地

お食事処

清月

石川県小松市今江町2丁目260

中華料理

燕軍

石川県小松市今江町3-164

すき家

305号小松今江店

石川県小松市今江町3-700

吉野家小松店

石川県小松市今江町４－１５７

台湾料理

石川県小松市今江町4-222

竹香居

spice cafe S一

石川県小松市今江町5-358

ラーメン若

石川県小松市今江町5-373-1

メイローズ

石川県小松市今江町5-416

そば処藪司奈

石川県小松市今江町5-581

札幌ラーメンFOR-RYU
寿し割烹

今江店

藤吉

石川県小松市今江町５丁目610-2
石川県小松市今江町7-429

居酒屋

笈

石川県小松市今江町7丁目768番地2

居酒屋

むらはつ

石川県小松市今江町8丁目1

ブラッセリー
和食処

ペイザンヌ

せん味

石川県小松市今江町8丁目91番地
石川県小松市今江町9丁目37-1

8番らーめん今江店

石川県小松市今江町ち88-1

ラーゴ・ビアンコ

石川県小松市今江町ち木場潟公園西園地内

港屋珈琲

石川県小松市今江町ツ121-1

小松店

珈琲屋ジャマイカ

石川県小松市桜木町103番地1

楽笑家

石川県小松市三日市町53-3

SHOT BAR Toast

石川県小松市三日市町53番8

食房

石川県小松市三日市町54-1

まりもり

夢屯（ムートン）ビストロ・バール

石川県小松市三日市町54-2

Ryu’s

石川県小松市三日市町54番地

Bar

Avanti

手打ちそばと乾物の店すみげん

石川県小松市三日市町9番地

一保゜

石川県小松市四丁町は40番地1

尚軒

石川県小松市糸町2-2

松竹

石川県小松市寺町85‐1

お食事処

喜助

石川県小松市若杉町3-15

うどん工房穂の香

石川県小松市若杉町3丁目21番地

日本料理

ふじ田

石川県小松市小寺町乙53-1

SALOON GUMBO

石川県小松市小寺町乙76-1

喫茶フローラ

石川県小松市小馬出町123

カフェ

石川県小松市松任町54番地5

ロータス

割烹

鮨

米八

石川県小松市松任町58

居酒屋

新

石川県小松市上寺町30番地2

すき家

305号上小松店

石川県小松市上小松町137-1

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

かつ庵

石川県小松市上小松町丙17番1

小松店

CUCINA

石川県小松市城南町106-2

中佐中店 城南店

石川県小松市城南町119番地

８番らーめん城南末広店

石川県小松市城南町146-1

支那そば

石川県小松市城南町２９番地１

元祖

肉料理レストラン

小松総本店

中華食堂
城北南月

元

北一亭

石川県小松市城南町75-3
石川県小松市城南町81-1
石川県小松市城北町70

施設名称
御食事処

ひょっとこ

瀬々らぎの森

ラ

所在地
石川県小松市埴田町ニ224-2

プティトゥ

ポルト

石川県小松市瀬領町カ122

ビュッフェ・こまつせせらぎ（里山健康学校せせらぎの郷内）

石川県小松市瀬領町丁1-1

まゆ美

石川県小松市清水町11

蒼空

石川県小松市清水町12

スナック

ドール

石川県小松市清水町18

居酒屋八角

石川県小松市清水町2-1

鉄板酒房

まいどおおきに

石川県小松市清水町35

食彩工房

青空

石川県小松市清水町50番地

スナック

雅

石川県小松市清水町53

ナイトラウンジ順子

石川県小松市清水町54-1

すなっく

石川県小松市清水町58

おでん

いちご
ほろ酔

寿司割烹

石川県小松市清水町64

秀寿司

石川県小松市清水町7

モン・クール愛

石川県小松市清水町72

南栄

石川県小松市清水町80

いも栗カボチャ

石川県小松市清六町205

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

とろり天使のわらびもち

石川県小松市清六町315

ディッパーダン

石川県小松市清六町315 イオンモール1F

スターバックスコーヒー

イオンモール新小松店

石川県小松市清六町315-1F

ペッパーランチ

イオンモール新小松店

石川県小松市清六町315イオンモール新小松2F

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

ロッテリア

イオンモール新小松店

石川県小松市清六町315イオンモール新小松店2階

ヴィ・ド・フランス

石川県小松市清六町315番地

ミスタードーナツ

石川県小松市清六町315番地

イオンモール新小松店

ちゃーしゅうや武蔵

イオンモール新小松店

焼肉でん

石川県小松市清六町315番地
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

長崎ちゃんぽん

リンガーハット

石川県小松市清六町315番地

果汁工房

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

果琳

東京餃子軒

石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松2Fフードコート内

とんかつ和幸

石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松店内1F

鎌倉パスタ

石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松内1階

イオンモール新小松店

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

さぶろうべい

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

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

築地銀だこ

イオンモール新小松店

石川県小松市清六町315番地

2F

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

ファーマーズエッグキッチン

石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松1階

サイゼリヤ

石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松1F

イオンモール新小松店

洋菓子工房ぶどうの森
デザート王国
しゃぶ菜

イオンモール新小松店

イオンモール新小松店

イオンモール新小松店

ローストビーフ星

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
石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松2F
石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松1階
石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松2F

施設名称
揚げ天まる

所在地
石川県小松市清六町315番地イオンモール新小松

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

みや里

石川県小松市西軽海町1-105

小松西町食堂aniki no curry

石川県小松市西町69-1

小松個室居酒屋上座

石川県小松市西町95-2

日本料理

石川県小松市千木野町三丁目81番地

つづら

千尋

石川県小松市村松町98-1

美幸寿司

石川県小松市村松町丙60番地

豆リッチ

石川県小松市村松町丙9

くれよん

石川県小松市打越町甲74-1

ROCK PLACE molto

石川県小松市打越町丙147番地1

もとや

石川県小松市大杉町エ33

南月

石川県小松市大川町1-38

キッチン＆カフェ

ほんだ

石川県小松市大川町2-65

モンプチ

石川県小松市大文字町108番地6

いるぽちゃ

石川県小松市大文字町142－1EXV１F

リストランテピノ

石川県小松市大文字町142-1XIV1F

Apis

石川県小松市大文字町142-1XIV2F

料亭

小六庵

石川県小松市大文字町26番地

料亭

丸屋楼

石川県小松市大文字町62番地

キッチン咲来楽

石川県小松市大文字町71

ARU

石川県小松市大領中町1-227

大領軒

石川県小松市大領中町1-69

FLAT×BRIDGE

石川県小松市大領中町1-8

焼肉

石川県小松市大領中町2-432

きたむら

中国懐石ももたろう

石川県小松市大領中町3-167

双美うどん店

石川県小松市大領中町二丁目62番地

朋来軒

石川県小松市大領町7-208番地

食工房

花卯

カプチーノ

石川県小松市大領町そ126-2
グリル

石川県小松市大領町そ135-1

くら寿司小松店

石川県小松市大領町そ172

ナニワ

石川県小松市大領町ロ152

モスバーガー小松大領店

石川県小松市大領町ロ199

しあわせ食彩

石川県小松市大領町ロ212

来来亭

ゴッツォーネ

小松店

石川県小松市大領町ロ59-1

ココス小松店

石川県小松市大領町ロ60

からやま石川小松店

石川県小松市大領町ロ68-1

ふらり

石川県小松市大和町10番地ニューポートビル2F

焼肉

石川県小松市大和町1-1

ホルモン誠

いまどき
日本料理

石川県小松市大和町1-1
なか乃

石川県小松市大和町112

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

長八寿司

石川県小松市大和町125

魚菜工房壱

石川県小松市大和町132打田ビル１階

Bar 橘

石川県小松市大和町133番地

スナック

みゆき

石川県小松市大和町136番地

施設名称
日本料理
居酒屋

梶助

石川県小松市大和町141

ビストロ天力

魚萬

所在地

石川県小松市大和町143番地

北陸海鮮炉端

石川県小松市大和町8

TAKIGAHARA CAFE

石川県小松市滝ケ原町タ-2

39

石川県小松市中町4-2

札幌ラーメンFOR-RYU
旬菜・食事処

小松インター店

樹

石川県小松市長崎町２丁目97
石川県小松市長崎町3丁目107番地

大吟豚小松

石川県小松市長田町ロ23-1

ジョイフル小松店

石川県小松市長田町ロ24-1

サーティワンアイスクリーム
御料理

マンボウ小松店

なかで

石川県小松市長田町ロ4-1
石川県小松市梯町ロ40-1

かが元泉

石川県小松市天神町49-3

割烹

石川県小松市殿町1-103

任田家

一山楼

石川県小松市殿町二丁目17番地

ひよりキッチン

石川県小松市土居原町１０－１０

パンあづま屋

石川県小松市土居原町112

駅前本店

小松うどん道場つるっと

石川県小松市土居原町13-18

小松駅前海鮮酒場

石川県小松市土居原町177番地

おとと屋

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

小松の欧風食堂ルーチェ

石川県小松市土居原町187-4

小松駅前焼鳥

石川県小松市土居原町191番地ミッカイチヤビル1F

浪漫亭

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

石川県小松市土居原町199ヴィラビル1階

小松西口駅前店

イーブン

石川県小松市土居原町199ビラビル6Ｆ

炭火備長焼鳥市場

石川県小松市土居原町201-7

ベルフォレ（BELLE FORET)

石川県小松市土居原町202-1プレジデント202ビル5F

chou chou

石川県小松市土居原町202-1プレジデントビル4F

美2 BIBI

石川県小松市土居原町202-1プレジデントビル1F

スナックkei

石川県小松市土居原町202-1プレジデントビル2F

鮨つばき

石川県小松市土居原町206

串揚げいやさか 小松総本店

石川県小松市土居原町212-1

町家食堂

石川県小松市土居原町219-2

はるお

Day-Z

石川県小松市土居原町221-3S・Bプラザビル1F

ブニヤ・デ・モカ

石川県小松市土居原町239-1

酒房うさぎ

石川県小松市土居原町252番地

焼肉

石川県小松市土居原町255番地2

永楽

つぼみ
小料理

石川県小松市土居原町278
げん

ワインの酒場

石川県小松市土居原町288-1
mono

石川県小松市土居原町302-1

Bar Esmeralda

石川県小松市土居原町339-1

ナポリピッツアと窯焼き料理1945

石川県小松市土居原町386-3

旬菜まつ村

石川県小松市土居原町395番地1

餃子菜館 勝ちゃん

石川県小松市土居原町395番地

割烹

石川県小松市土居原町３９９番地１

有川

欧風ビストロ

GRIVE

石川県小松市土居原町401-2

施設名称

所在地

すし捨

石川県小松市土居原町410-2

カレーの市民アルバ小松駅店

石川県小松市土居原町466番地2

料理

石川県小松市土居原町507番地1

わじま

たこタロウ土居原店

石川県小松市土居原町511-1

kitchen bal ORIGAMI

石川県小松市土居原町511-2

小松個室居酒屋

石川県小松市土居原町516-1

宴

秋吉

小松店

石川県小松市土居原町549-1

元祖

小田のたこ焼

石川県小松市土居原町722

和風スナック

銀

石川県小松市土居原町722

ウインスター

石川県小松市島町ワ-7番地20

パンあづま屋
鉄板焼肉

島田店

石川県小松市島田町ホ58

しんらえん

石川県小松市東町17-1

割烹つかさ

石川県小松市東町３４－１

焼肉レストラン

小松味道園

石川県小松市東町3番地

M'line MARKET (エムラインマーケット）

石川県小松市東町53

すし処まる。

石川県小松市東町56

縁

石川県小松市東町58-3

enishi

焼肉酒場
焼肉

餤（だん）

石川県小松市東町70番地

赤新

石川県小松市東町82

竹屋

石川県小松市東町94-11

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

花山亭

石川県小松市那谷町ユ122-8

味処もみぢ

石川県小松市那谷町ユ４

日本海庄や

小松駅前店

石川県小松市日の出町1-177

芳生堂

石川県小松市日の出町1丁目151番地

辻屋商店食堂 小松店

石川県小松市日の出町1丁目104番地

かつや小松店

石川県小松市日の出町2丁目１３８－１

えびすや

石川県小松市日の出町3の30の9

奈加奈加

石川県小松市日の出町3丁目316

幸や

石川県小松市日の出町4-219

岩本屋

小松店

石川県小松市日の出町4丁目37-2

馳走

石川県小松市日の出町4丁目93ホテルビナリオKOMATSUセントレ内

リコルド・ピアッツァ

石川県小松市日の出町4丁目93ホテルビナリオKOMATSUセントレ内

味の中石

石川県小松市日末町い78

名代めん塾

レストランパブTARO

石川県小松市白江町ハ67-1

和餐

石川県小松市白江町ハ69番地1

伸

カラオケ喫茶
鮨

わ歌

石川県小松市白江町ワ209

田がみ

中華料理

石川県小松市白江町ワ27-2

喰う呑

龍華

石川県小松市白江町ヲ15の3

海士屋

石川県小松市白嶺町1-23-3

和食屋南

石川県小松市白嶺町1-41

やきとりの扇屋

小松店

カレーのチャンピオン
ホルモン光
PRO

石川県小松市白嶺町1－5－1
小松店

小松本店

KITCHEN

カフェレストラン

EIGTH DAYS MARKET
キャンティ

石川県小松市白嶺町1-7-1
石川県小松市白嶺町2-35
石川県小松市八日市５４－２
石川県小松市八日市町15

施設名称

所在地

こまつ町家文庫

石川県小松市八日市町46

cafe+bar IKKA

石川県小松市八日市町62-2

たこやき福じ

石川県小松市八日市町70-１

やわたメディカルセンター２Fレストラン

石川県小松市八幡イ１２－７

加賀旬菜

石川県小松市八幡ロ5-41

梅八

cafe off time

石川県小松市八幡壬270

割烹

石川県小松市八幡町101

ひら川

そば処

松晶

からおけや

石川県小松市八幡町１１１番地
歌の交茶店

石川県小松市八幡町145番地

食酒房ボルディハイダ

石川県小松市八幡町48

味処あさぶ／間借りランチの朝顔

石川県小松市八幡癸125

大倉岳食堂

石川県小松市尾小屋町41

寿司割烹岡田

石川県小松市浜田町イ２２８－１

諏訪会館

石川県小松市浜田町イ２３３

呑味処

石川県小松市不動島町甲25番地

酒月

寿司・四季の肴

杏の実

石川県小松市浮城町146番地

ビストロ＆ワインバーBARIN

石川県小松市浮城町76-2ソシアルビル1Ｆ

空カフェ

石川県小松市浮柳町ヨ50小松空港エアターミナルビル内2階

中佐中店

空港店

石川県小松市浮柳町ヨ50番先小松空港内2F

中華料理

ハオ家

石川県小松市符津町イ103

おでん

きみよ

石川県小松市符津町イ120-3

直又

石川県小松市符津町ウ23-1

焼肉ぎゅうばか小松本店

石川県小松市符津町う５番地

レストラン

石川県小松市符津町ウ86

ペティルゥ

カラオケ喫茶＆スナック

ぼたん

石川県小松市符津町ソ53-2

海天すし小松南店

石川県小松市符津町タ110

歌謡教室歌喫茶

石川県小松市符津町ヨ170-1

真澄

たこ歌

石川県小松市符津町ヨ170-1

モンブラン

石川県小松市符津町井2-12

寿司

石川県小松市福乃宮町1丁目106番地

福助

ステーキハウス小がわ

石川県小松市福乃宮町2-111-1

餃子の王将

石川県小松市福乃宮町2-59-1

小松店

イタリアカフェ食堂cocoon
カレーハウスCoCo壱番屋

石川県小松市福乃宮町2-86
小松福乃宮店

中佐本店

石川県小松市福乃宮町2丁目5番地
石川県小松市福乃宮町一丁目１００番地

ラーメン山岡家

小松店

石川県小松市平面町239-1

海天すし小松平面店

石川県小松市平面町74－1

8番らーめん平面店

石川県小松市平面町カ158-1

串カツ

ナニワ屋

ホルモン光

小松店

小松2号店

石川県小松市平面町カ159-1
石川県小松市平面町カ184-1

炭火焼肉あかみうし

石川県小松市平面町カ91-1-1

はま寿司

石川県小松市平面町力178番1

小松店

小松パブリック

石川県小松市菩提町井－1番地

焼肉 ZASSO

石川県小松市宝町16-1

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

白山峠茶屋小松北浅井店

石川県小松市北浅井町甲2

パティスリー

石川県小松市北浅井町舟津33-2

ベルネサンス

施設名称

所在地

いち川

石川県小松市本折町110

しののめ（東雲）

石川県小松市本折町152

あきよの店

石川県小松市本折町2124ビル2F

アニバーサリー

石川県小松市本折町21番地24ビル1F

安曇野

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

ラウンジ夕子

石川県小松市本折町21番地24ビル1F

スナック永遠

石川県小松市本折町23

愛心

石川県小松市本折町33

レストラン

グランド・ホスト

百夜月

石川県小松市本折町33アパホテル小松グランド2Ｆ
石川県小松市本折町33小松グランドホテルB1F

居酒屋

串茶屋

石川県小松市本折町91-5

うな与

石川県小松市本鍛冶町13-1

焼肉酒場MaDa

小松店

Confort

石川県小松市末広町122-1
石川県小松市末広町122-2

日本料理・鮨割烹
居酒屋

つるまる

嵯峨野

石川県小松市末広町71番地
石川県小松市蓑輪町ロ67の1番地

志いぼ

石川県小松市蓑輪町ロ82

小松カントリークラブ

石川県小松市木場町セ1番地

やきとり哲代

石川県小松市木場町み5

木場温泉湖山荘

伊い佐

石川県小松市木場町む20

三草二木 西圓寺

石川県小松市野田町丁68

小松お多福

石川県小松市矢崎町ナ１５１番地

中華料理

石川県小松市矢崎町ナ172

黒龍軒

風の街

小松店

石川県小松市矢崎町ナ182番地

カフェ

コッコロ

石川県小松市矢崎町ナ198

KAMANA

石川県小松市矢崎町ナ21

京都ペペロッソ

石川県小松市矢崎町ネ20-1

居酒屋ななお

石川県小松市矢崎町ハ1-6

アミーゴ

石川県小松市矢崎町丁1-1

喫茶

アミ

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

ひょうたん寿し

石川県小松市矢田野町チ80番地

焼鳥酒場

石川県小松市矢田野町チ82

一九蔵

ジョイフル粟津店

石川県小松市矢田野町ト11-1

昭和食堂

小松本店

石川県小松市矢田野町ヌ１５

中華料理

錦

石川県小松市矢田野町ヌ18-1

粟津店

石川県小松市矢田野町ヘ24-1

秋吉
アルバ

粟津店

味彩食房
居酒や

寿司大西
晴いち

いいとこ鳥

小松店

石川県小松市矢田野町ホ135-1
石川県小松市矢田野町ホ２１
石川県小松市矢田野町二１４７－２
石川県小松市有明町105-5

スシロー小松有明店

石川県小松市有明町106

ほたやShokudo

石川県小松市有明町21

8番らーめん小松店

石川県小松市有明町23番地

GCツインフィールズ内（レストラン）

石川県小松市里川町1番地

中出精肉店

石川県小松市龍助町１

施設名称
ラウンジ

華の舞

所在地
石川県小松市龍助町145-2

かさ家

石川県小松市龍助町146番地

閣龍（コロンブス）

石川県小松市龍助町149番地2

あんじゅ

石川県小松市龍助町150‐2

カクテルバー

エバーグリーン

石川県小松市龍助町153

町家ダイニングがじゅまる

石川県小松市龍助町63-1

オアシス

石川県能美郡川北町壱ツ屋100番地ふれあい健康センター内

大口食堂

石川県能美郡川北町壱ツ屋チ62-2

喜水苑

石川県能美郡川北町橘ハ42-1

レストラン・ラ・プルーズ

石川県能美郡川北町橘新イ94-1

たこタロウ川北店

石川県能美郡川北町三反田中216-1

愛菜果☆aisaica

石川県能美郡川北町田子島辰22-1

イルグラーノたかぎ

石川県能美市粟生町ツ56

くつろぎダイニング笑

石川県能美市粟生町ネ92-1

粟生

石川県能美市粟生町ハ40-1

お多福

8番らーめん

手取店

八松苑

石川県能美市粟生町ヤ17
石川県能美市下ノ江町申8番地

四季の遊

道草

石川県能美市岩内町ル38番地3

すしべん

能美根上インター店

石川県能美市吉原釜屋町ハ74-11

蕎麦処

滝

石川県能美市宮竹町二30-1

香林

石川県能美市五間堂町戊46-2

CHITTA

チッタ

台湾料理

石川県能美市五間堂町戊46-6

四季の味

味幸

石川県能美市三道山町チ1-1番地
石川県能美市三道山町へ10番地

株式会社

味路庵

石川県能美市山口町12街区17番地

藤井肉店

石川県能美市寺井町た110-1

食彩なづな

石川県能美市寺井町タ38

大衆酒場

石川県能美市寺井町た73-1

奴さん

カジュアル割烹

いしざき

石川県能美市寺井町チ46-1

旬彩ふるた

石川県能美市寺井町ち79

ビストロ

石川県能美市寺井町ま7

アミューズ

シャンブルドゥ

CoCo

石川県能美市寺井町ム5番地

焼肉ホルモンもりと

石川県能美市寺井町や131

寿し兼

石川県能美市寺井町ラ135

炉ばた焼
遊食

味地

ＫＩＮＴＡＲＯ（金太郎）

いいとこ鳥

寺井店

石川県能美市寺井町レ-10-2
石川県能美市寺井町れ130-1
石川県能美市寺井町ロ38-1

和風中華・手作り餃子の店ひろちゃん

石川県能美市寺井町ロ44-1

焼肉あらはた

石川県能美市寺井町ロ87-1

まいもん処

石川県能美市小長野町ホ12ー1

旨味

小長野酒場

石川県能美市小長野町ホ18-1

café Vent

石川県能美市松が岡4-55

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

和笑家ひこ

石川県能美市泉台町中281番地

食楽

石川県能美市泉台町南87番地2

あぐらや

焼肉たかちゃん

石川県能美市倉重町甲３５

TEPPAN-眉山

石川県能美市倉重町戊8番地3

施設名称
台湾料理

小雪

所在地
石川県能美市倉重町戌6番地

やすらぎ館YuuYuu

石川県能美市大口町ト仮換地18街区1番

居酒屋かぶら

石川県能美市大成町2-72サンメルシー21

焼肉ハウスＲＥＥＤ

石川県能美市大成町２－８２

おやつ処

石川県能美市大成町チ284マルトビル1Ｆ

鬼灯

浜焼き

浜ちゃん

石川県能美市大成町ト98番地

居酒屋どんぐり

石川県能美市大成町へ71-3

暖家

石川県能美市大成町リ57

福喜寿司

石川県能美市大成町リ-96-1

本格焼肉寅亭寺井本店

石川県能美市大長野町ト39-1

お好み焼

石川県能美市大長野町リ17-1

ポポ

梯川お多福

石川県能美市大長野町リ20-1

麺屋

石川県能美市大長野町リ20-4

天[ten]

あじの牧場丸太小舎

石川県能美市大長野町ル24番地

くいしん坊

石川県能美市大浜町7-57-13

旬彩ごえん

石川県能美市大浜町ク58番地15

むらもと

石川県能美市大浜町ノ16

料理・寿司

やわたや

石川県能美市大浜町ム52番地17

さのさのさ

石川県能美市辰口町１７６－２

8番らーめん辰口店

石川県能美市辰口町460-１

Cafe＆Bal GABULI

石川県能美市辰口町471-5

ピザキャリー辰口店

石川県能美市辰口町505サンパーク辰口内

美味処

石川県能美市辰口町573-1

幡生の荘

インド・ネパールレストラン
カレーのチャンピオン

ガネサ

辰口店

石川県能美市辰口町606
石川県能美市辰口町948

福祉会館レストランひがし

石川県能美市辰口町ヌ10番地

ビストロ

石川県能美市中町申38-1

ア・ターブル

二兎

石川県能美市湯屋町３

さとやまカフェ

石川県能美市湯屋町へ116番地

ズーレストランサニー

石川県能美市徳山町600

農家レストラン＆チーズケーキ専門店Sorriso

石川県能美市徳山町井12-2

焼肉

味道苑

石川県能美市浜開発町丁-7-5

焼肉

福ちゃん

石川県能美市福岡町ハ75

香奈んち

石川県能美市福島町ヲ２－３

イタリア料理

iL Bozzlo（イルボッツォロ）

石川県能美市仏大寺町2番地

居酒屋

山崎

石川県能美市緑が丘3-143

料理処

一八

石川県能美市緑が丘6丁目39番

創作居酒屋

よもぎ

石川県能美市緑が丘８丁目91番地

あげあげ屋

石川県能美市和佐谷町194

居酒屋みずほ

石川県白山市みずほ2丁目3-2

高砂茶寮

石川県白山市安田町3-2

串酒場

石川県白山市安田町48-1

灯-tomoshibi-

グリル蔵敷
お好み焼

イオンモール白山店
鉄板焼

まめ

石川県白山市横江町1681イオンモール白山店2階
石川県白山市横江町19街区5番

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

８番らーめん横江店

石川県白山市横江町土地区画整理事業施工地区内5街区12番地

施設名称

所在地

カフェ ドゥ アッシュ 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

果汁工房果琳 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

もりもり寿し

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

すき家

イオンモール白山店

白山横江店

石川県白山市横江町土地区画整理事業施工地区内5街区11番

みつばちかふぇ＆キッチン
らはさか

イオンモール白山店

グランシェフズキッチン

イル・ド・レ

イオンモール白山店

グランシェフズキッチン

ドトールコーヒーショップ

イオンモール白山店

イオンモール白山店

サーティワンアイスクリーム
千房

イオンモール白山店

イオンモール白山店

ディッパーダン

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
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1階
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1階
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3階
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3階
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

イオンモール白山店

100時間カレー

3F

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3階

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3F

ラニーチーズHUT

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3階

らうめん侍

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3階

イオンモール白山店

牛と米

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

伊吹や製麺

イオンモール白山店

ペッパーランチ
東京餃子軒

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3階

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3階

特急焼肉

イオンモール白山店
蔵

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3階

イオンモール白山店

nana's green tea

イオンモール白山店

小籠包と担々麺

鼎’s

うなぎの中庄

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
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

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

イオンモール白山店

Italian Kitchen VANSAN

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

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

そば処花凛

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

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

カプリチョーザ

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

とんかつ八鼓

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

グランシェフズキッチン

招龍亭

イル・ケェッチャーノ

グランシェフズキッチン

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1階

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1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

ミスタードーナツ

イオンモール白山ショップ

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

niko and ... COFFEE
築地銀だこ

イオンモール白山

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工地区内1街区イオンモール白山1F

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

喜久や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３階フードコート内

麺屋人とひと

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

イオンモール白山店

FOOD HALL LOKU 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１階

スターバックスコーヒーTSUTAYA BOOKSTORE 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1F

マクドナルド

イオンモール白山店

スターバックスコーヒー

イオンモール白山店

石川県白山市横江町土地区画整理１街区イオンモール3階
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

マクドナルド白山パワーコメリ店

石川県白山市横江町土地区画整理事業施工地区内5街区5番

こめ倉珈琲

石川県白山市横町90-1

手打蕎麦

石川県白山市下柏野町20

じょんがら

North Hakusan

石川県白山市河内町きりの里４０

ガレリア画廊

石川県白山市河内町江津い6-1

民宿

石川県白山市河内町内尾ロ13

まつい荘

河内じばさん

石川県白山市河内町福岡１２４番地

きたぐち

石川県白山市河内町福岡160

施設名称
キッチン＆スペース

ふぅの家

所在地
石川県白山市河内町福岡辰19-1

船本屋

石川県白山市笠間町539-4

一揆そば
すき家

長助

石川県白山市釜清水町ち2番地１

8号白山乾店

石川県白山市乾町166

かつや石川松任店

石川県白山市乾町211-1

中華そば響

石川県白山市乾町41番地3

ラーメンの寳龍

松任店

石川県白山市乾町77-1

めん房本陣 白山店

石川県白山市乾町90-1

喫茶・食事

石川県白山市宮永市町446-1

未成年

エイワン千代

石川県白山市宮永市町464-1

まっとう

石川県白山市宮永市町471-1

福喜寿司

しおん

石川県白山市宮永市町475番地2

チュー松任宮永店

石川県白山市宮永市町480-1

麺屋達松任店

石川県白山市宮永町429-1

道の駅めぐみ白山風土ぴあ

石川県白山市宮丸町2183番地

天ぷらさいとう

白山店

石川県白山市宮丸町31-1

Ｃａｆｅ（ボンカフェ）

石川県白山市宮保新町55

ＢＯＮ

むつぼしマーケット松任本店

石川県白山市橋爪町104

御料理

石川県白山市橋爪町23番地

鈴おき

薪焼肉有タン

石川県白山市橋爪町365-7

我楽

石川県白山市橋爪町478-6

おばんざい

だん

石川県白山市古城町３７番

カレーハウスcoco壱番屋フェアモール松任店

石川県白山市幸明町189-2

サイゼリヤフェアモール松任店

石川県白山市幸明町190フェアモール松任別棟

スターバックス コーヒー フェアモール松任店

石川県白山市幸明町232-1フェアモール松任

焼肉まいうーカルビ

石川県白山市幸明町250-1

松任店

もりもり寿しFC松任店

石川県白山市幸明町256

焼肉蔵

石川県白山市幸明町258-1

アピタ松任店

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

ミスタードーナツ

石川県白山市幸明町２７０番地

アピタ松任ショップ

双喜亭松任店

石川県白山市幸明町280

ドトールコーヒーショップアピタ松任店

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

サーティワンアイスクリーム

アピタ松任店

スウィートスタジオメープルハウス
四六時中

アピタ松任店

松任アピタ店

石川県白山市幸明町280アピタ松任店内
石川県白山市幸明町280アピタ松任１F
石川県白山市幸明町280アピタ松任店１階

ガスト松任

石川県白山市幸明町290-1

キッチンユキ

石川県白山市幸明町331-1

食べどころ民家
お休み所

はせがわ

シキサイ

石川県白山市広瀬町ニ-226
石川県白山市左礫町ニ１９番地

にわか工房

石川県白山市三ツ屋野町ト3-7

風の街

松任店

石川県白山市三浦町468-3

くら寿司松任店

石川県白山市三浦町479-1

ニュー志良山荘

石川県白山市三宮町イ132-1

善与門

石川県白山市三宮町イ55-2

洋食ビストロ
スナック ACB

福壱軒

石川県白山市鹿島町イ17-1
石川県白山市鹿島町イ41-1

施設名称

所在地

たべ処弁慶

石川県白山市鹿島町い52

あんず乃森

石川県白山市鹿島町ち16-1

まんぷく亭

石川県白山市鹿島町ヘ10-1

茶房

石川県白山市七原町77番地白山市総合文化会館クレイン内

祇園

食彩館せせらぎ

石川県白山市出合町甲36番地

ハーブの里ミントレイノ

石川県白山市女原甲58

山水苑

石川県白山市小柳町ろ218番地

すしべん

松本店

石川県白山市松本町770-1

バードハミング鳥越レストラン

ささゆり

石川県白山市上野町ヤ74番地

おそば屋 小幸

石川県白山市新成一丁目311番地

焼肉なかなか松任店

石川県白山市新田町84

みか月

石川県白山市新田町90-1

蕎麦 山猫とキジトラコーヒー焙煎所

石川県白山市瀬戸寅132-4

白山峠茶屋瀬女道の駅店

石川県白山市瀬戸寅132-6

とうふ伝好

石川県白山市瀬戸寅138-3

珈琲ＫＯＵＢＯＵ

石川県白山市瀬戸酉9-1

味工房扇屋

石川県白山市成町79-6

割烹にしき

石川県白山市西新町1103番地

蒼そう

石川県白山市西新町1134ニュー成ビル１Ｆ

鮨肴

心

石川県白山市西新町1139番地

グランドホテル白山
中華料理

チュー

日本料理千代
西新町店

石川県白山市西新町152-7グランドホテル白山
石川県白山市西新町176-8

居酒屋じゅうべえ

石川県白山市西新町209-1ポポロ松任1階

中華の丸八

石川県白山市西新町227-2

ここち

石川県白山市西美沢野町2-3

日本料理

幸庵

石川県白山市西米光町ト99-1

福正寺屋
食創工房

石川県白山市石同新町58番地

焼肉ひで華

千代の

石川県白山市千代野西5丁目3-5

倉光店

石川県白山市倉光10-25

モスバーガー松任店

石川県白山市倉光10丁目166

餃子の王将

石川県白山市倉光1-183

松任店

焼肉ジャンジャン

石川県白山市倉光1丁目178

軍鶏屋本店

石川県白山市倉光１丁目２００

めん房つるつる松任店

石川県白山市倉光1丁目210

フレンチごはん

石川県白山市倉光6-46-1

ヴォワ・ラクテ

欧風食堂カンティーヌ

石川県白山市倉光6丁目25番地サクセス144

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

大衆酒場もっちゃん

石川県白山市倉部町938-1

ホテルシーサイド松任

石川県白山市相川町２４６２

テキサスハンズ松任駅北口店

石川県白山市相木1丁目3-19

ココス松任相木店

石川県白山市相木2丁目15-19

料亭かつ新

石川県白山市相木町151番地1

cocomi

石川県白山市相木町2000

メンツル食堂（メンツル製麺所）

石川県白山市相木町238

魚民

石川県白山市相木町54街区37

松任北口駅前店

食彩ひで喜

石川県白山市相木町714-5

炭火焼鳥凱

石川県白山市村井町1775番地

施設名称

所在地

お多福松任バイパス

石川県白山市村井町685

焼肉りきはち

石川県白山市村井町701

白山店

三郎平

石川県白山市村井町７０１

スタミナ軒

石川県白山市村井東2-24

みよしの

石川県白山市辰巳町16

金龍寿司

石川県白山市辰巳町16-1

ダイニング桐

石川県白山市辰巳町17-2クレーンビル1F

HEAD ROCK

CAFE

石川県白山市辰巳町31

ト一食堂

石川県白山市辰巳町４番地

手創り旬菜とお酒
牡蠣酒場

福ろう

石川県白山市辰巳町60-1

帳

石川県白山市辰巳町60-2

鳥珍や

松任駅前店

石川県白山市辰巳町63

犀与亭

料理部

石川県白山市辰巳町６９番地

お食事処

大名

レストラン

石川県白山市知気寺町76-1

吉本製麺

むささび亭

石川県白山市中奥町205番地2

嵐

石川県白山市中新保町75

料理 蓮

石川県白山市中成1－70

四季彩 Ricca

石川県白山市中成1丁目85番地

おいしい中国茶の旺徳福

石川県白山市中町14

みつき庵

石川県白山市中町18-1

燈八

石川県白山市中町３５

厳選焼肉＆銘酒ダイニング
和み

くら野

あかり

石川県白山市中町35-3
石川県白山市中町38

串揚げいやさか 松任中町店

石川県白山市中町44

居酒屋

石川県白山市中町8

サン

さか喜

石川県白山市中柏野町２－１

すし処かわぎし

石川県白山市長屋町イ-24-1

MARYU’s

石川県白山市長屋町ホ50-2

にわか工房
うどん

レッツ店

石川県白山市鶴来下東町カ-26

みよしの

石川県白山市鶴来下東町カ69

焼肉ロクデナシ

石川県白山市鶴来下東町ル186

鶴の家

石川県白山市鶴来古町ワ23

かき屋

石川県白山市鶴来新町カ44

八尾家

石川県白山市鶴来水戸町ネ79-1

すしべん

鶴来店

石川県白山市鶴来水戸町ノ28-2

こいしや

石川県白山市鶴来大国町ホ116-4

草庵

石川県白山市鶴来日吉町ロ32

寿し

西川屋

石川県白山市鶴来日詰町カ161番地1

焼肉深山

石川県白山市鶴来日詰町カ167

カフェときどきバー

たけだ

石川県白山市鶴来日詰町カ176

崖の上サーカス

石川県白山市鶴来日詰町午72-1

酒肴

石川県白山市鶴来本町2丁目ワ120

づいき

若竹

石川県白山市鶴来本町4丁目ニ97

おさと

石川県白山市鶴来本町4丁目4-4

永楽寿司

石川県白山市殿町6

吉野家8号線松任店

石川県白山市田中町２０４－１

肉匠坂井

石川県白山市田中町207-2

松任店

施設名称

所在地

らーめん世界松任店

石川県白山市田中町287-1

旬彩酒場玉

石川県白山市田中町313-3

すし食いねぇ！松任本店

石川県白山市田中町617

ぼたん

石川県白山市東新町50-1

スナック

真珠（パール）

白山人情酒場

石川県白山市東新町50-2

真康翔

石川県白山市東新町59番地

つるぎ福喜寿司

石川県白山市道法寺町イ35-1

インド＆パキスタン料理AZAAN（アザーン）

石川県白山市道法寺町イ61-1

うまいもの処

石川県白山市道法寺町ソ17-2

居酒屋

しま崎

秋吉

はち丸

本店

石川県白山市徳丸町168-1

松任店

大衆肉食堂

石川県白山市徳丸町384

かつ時

(卸)花島精肉店

白山店

松任店

石川県白山市徳丸町393-1
石川県白山市徳丸町562-1

８番らーめん松任店

石川県白山市徳丸町682番地

焼肉

石川県白山市徳丸町81-1

チキチキ

味な蔵

ほんだ

石川県白山市徳光町190

ゴーゴーカレー松任徳光スタジアム

石川県白山市徳光町2391-1

是・空

徳光店

石川県白山市徳光町2398-1

すき家

徳光ハイウェイオアシス店

石川県白山市徳光町2398番1

寿し処

高尾

石川県白山市徳光町2400-6

徳光PA里山店

石川県白山市徳光町2492－2

徳光PA里海店

石川県白山市徳光町2495－1

ラーメンとんとん松任CCZ店

石川県白山市徳光町2665-1

味吉亭

石川県白山市熱野町イ52-8

パティスリー・プティレーヴ

石川県白山市馬場2-20

トラットリア

石川県白山市博労3丁目29-1

オルソ

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

永清食堂

石川県白山市白峰ヌ６０－１

お食事ゆーた

石川県白山市白峰ロ2

白峰特産品販売施設菜さい

石川県白山市白峰ロ64-3

鳥びあ～の

石川県白山市八ツ矢町654

旬味酒処

松任店
山海里

カラオケ喫茶

石川県白山市八ツ矢町９３－２

にゃんこ

石川県白山市八田中町89番地1

THE GG

石川県白山市八日市町5-1

リリカル洋子

石川県白山市八日市町5-1ラプラスビル1階

泰夢

石川県白山市八幡町26-12

焼肉ながた

石川県白山市八幡町85

7☆cafe

石川県白山市八幡町リ110

もく遊りん食工房

石川県白山市八幡町リ1‐6

そば処

石川県白山市八幡町ル110

焼肉茶屋

さかい
恵比須

ユトリ珈琲店

松任店

石川県白山市番匠町216-1-2

松任店

白山一里野温泉スキー場

石川県白山市番匠町69-1
レストランあいあ～る

石川県白山市尾添リ63

雪国荘

石川県白山市尾添レ34-4

鮨

石川県白山市美川永代町甲1-46

美浜

BAR FISH DANCE

石川県白山市美川今町ソ283番地

施設名称
居酒屋

とっと

中華料理

所在地
石川県白山市美川中町イ１５－１

美美

石川県白山市美川中町イ16-43

美川37Café

石川県白山市美川中町ロ221-1

なべ長

石川県白山市美川南町ソ13-1

料理旅館

沢のや

御料理

石川県白山市美川南町ヌ154

こめや

石川県白山市美川浜町ソ426

カラオケ令歌

石川県白山市美川北町ソ165

みかわ鉄板焼酒場 あんやと

石川県白山市美川北町ソ171

五展

石川県白山市美川末広町ソ525

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

コミュニティカフェ
すしべん

チエノワ

福留店

石川県白山市福留町128
石川県白山市福留町570-2

焼肉よし川

石川県白山市福留町612

呑み食べ処

和味

石川県白山市福留町658-1

YASUMARUごはんcafe

石川県白山市平加町イ26-1

焼肉

石川県白山市平加町チ-1-5

じゃんぼ

喫茶ピース

石川県白山市平加町ハ8-1

いっぷく処

はりんこ

石川県白山市平加町ワ6-2

たこ丸兄さん

石川県白山市平松町102-1イオン松任店内

健太郎珈琲

石川県白山市平松町102-1イオン松任店内

菓子処

石川県白山市平松町208-7

大松庵

イタリア食堂

ジッリオ・ディ・フィレンツェ

石川県白山市平松町89-13

葉肉さぶろく

石川県白山市北安田西1-210

焼鳥ぶんちゃん

石川県白山市北安田西1-210-B

港屋珈琲

石川県白山市北安田町1880番地

行善寺

白山店

旬味

やぶそば

石川県白山市北安田町548-2

にしで

石川県白山市末広1-154-1

福龍

石川県白山市末広１丁目９７

古鶴堂

石川県白山市湊町ヨ36

割烹

石川県白山市湊町レ37-222

十兵衛

居酒屋

おびし

スナック

石川県白山市明光3丁目82

エル

石川県白山市明光三丁目88

焼肉茶屋恵比須鶴来店

石川県白山市明島町山82-4

8番らーめん

石川県白山市明島町山96-1

鶴来店

レストラン手取川

石川県白山市木滑出75-1

山立会食堂

石川県白山市木滑西1番地

御料理

石川県白山市木津町5

喜太

ターバンカレー美川インター店

石川県白山市蓮池町ア36番地1

めん処

石川県白山市蓮池町ア9-4番地

一休どん

そば処大仏庵

石川県鳳珠郡穴水町乙ケ崎申79

お食事処

石川県鳳珠郡穴水町此木１３－４－１

焼肉

越前

飛天龍

松島

石川県鳳珠郡穴水町此木16-46

ココス穴水店

石川県鳳珠郡穴水町此木1字45-1

お食事寿司

石川県鳳珠郡穴水町此木25-29-3

髙尾

すしべん

此木店

中華料理

酔八仙

石川県鳳珠郡穴水町此木4-14
穴水

石川県鳳珠郡穴水町字川島ソ-1-5

施設名称

所在地

雁月

石川県鳳珠郡穴水町字川島レ-109

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

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

きん太郎

石川県鳳珠郡穴水町川島ツ39-1

どんどん穴水店

石川県鳳珠郡穴水町大町3の5

焼肉ハウス華店

石川県鳳珠郡穴水町大町い8-2

喫茶フレンズ

石川県鳳珠郡穴水町大町ニ-78-5

御食事処

石川県鳳珠郡穴水町大町にの7

安兵衛

滝川食堂

石川県鳳珠郡穴水町大町ニの24

能登バルAZ

石川県鳳珠郡穴水町大町は-27

レストランおかざき

石川県鳳珠郡穴水町大町ほの21

Coast table （コーストテーブル）

石川県鳳珠郡穴水町中居南2-107

ザ・カントリークラブ・能登

石川県鳳珠郡穴水町麦ケ浦11-1

かき料理

石川県鳳珠郡穴水町麦ケ浦ハ-8

かき浜

居酒屋ゆきちゃん

石川県鳳珠郡能登町宇出津ク字１７８－２

茂平食堂

石川県鳳珠郡能登町宇出津タ字61番地

ガーベラ

石川県鳳珠郡能登町宇出津タ字９７番地

スナック

いちりん

石川県鳳珠郡能登町宇出津ト字6-2

スナック

ぶらんか

石川県鳳珠郡能登町宇出津口字17番地5

ナイトスポット

レーシング

石川県鳳珠郡能登町宇出津山分2-1-21

紅寿し(ベニズシ)

石川県鳳珠郡能登町宇出津新1字194-2

焼肉・居酒屋あさひ

石川県鳳珠郡能登町宇出津新27－乙

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

初玉

石川県鳳珠郡能登町宇出津新1字198-1

焼肉精香園

石川県鳳珠郡能登町宇出津新1-203

焼肉ポンちゃん

石川県鳳珠郡能登町宇出津新1字170番地7

鉄板・カラオケ

さくら

石川県鳳珠郡能登町宇出津新1字204-2

カラオケShima

石川県鳳珠郡能登町宇出津新1-56-1

PEACE RIDERS MARINE BASE

石川県鳳珠郡能登町越坂1-1-5

イカの駅つくモール

カフェ

石川県鳳珠郡能登町越坂18字18番地1

イカの駅つくモール

レストランつくも

石川県鳳珠郡能登町越坂18字18番地1

九十九湾ブルーウェーブ

石川県鳳珠郡能登町越坂3-38

割烹あたか

石川県鳳珠郡能登町字宇出津ウ43丙2

ポートサイド

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新194

レストラン＆パブ

りんどう

石川県鳳珠郡能登町字久田14-58

福寿司

石川県鳳珠郡能登町小木13-36己

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
愛情らーめん

大家族

ほらや

石川県鳳珠郡能登町松波ロ字7-1

のとのファクトリー
能登町柳田植物公園

石川県鳳珠郡能登町松波30-109番地

石川県鳳珠郡能登町上町イ部46-6
レストラン花菖蒲

石川県鳳珠郡能登町上町ロ部１－１

とんとん家

石川県鳳珠郡能登町神和住ア部40

焼肉

石川県鳳珠郡能登町天坂へ２４

若旦那

七味ラーメン

石川県鳳珠郡能登町天坂ロ-54-3

施設名称

所在地

8番らーめん能登柳田店

石川県鳳珠郡能登町天坂ろ-91

道の駅

石川県鳳珠郡能登町当目2-24-24

桜峠

夢一輪館

石川県鳳珠郡能登町当目28-1

デザートハウス
居酒屋

パルフェ

石川県鳳珠郡能登町藤波15の27

樽

石川県鳳珠郡能登町藤波16-135

能登パン

石川県鳳珠郡能登町藤波27-123-4
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石川県鳳珠郡能登町波並20-95-2

レストラン大樹

石川県鳳珠郡能登町布浦タ71-1

美好食堂

石川県鳳珠郡能登町柳田梅部134番5地

和味家

石川県鳳珠郡能登町柳田礼部37-1

竹次郎

Heart&Beer日本海倶楽部

石川県鳳珠郡能登町立壁92番地

氷見ラーメン野々市店

石川県野々市市粟田1-177

ル・シャトレ

石川県野々市市粟田1-182-2

ダーツショップBULLET

石川県野々市市粟田1丁目175

焼肉ふうら

石川県野々市市粟田1丁目184番地

すなっく

石川県野々市市粟田2-3-2

ののはな

カラオケ喫茶＆スナック
いいとこ鳥

美音

野々市店

スペイン料理

石川県野々市市粟田２丁目２３番地3
石川県野々市市粟田２丁目20

ラ・モーラ

石川県野々市市粟田２丁目242番地2

喫茶もっこす

石川県野々市市粟田3-268

まいどおおきに野々市食堂

石川県野々市市粟田3丁目57

焼肉但馬や

石川県野々市市粟田4-150-2

魚菜と北陸の地酒
大地のぶた

ほっぺ

野々市店

８番らーめん

石川県野々市市粟田4-28-1
石川県野々市市粟田5-367

野々市粟田店

石川県野々市市粟田5-374-3

めん房本陣 野々市店

石川県野々市市粟田5-426

らぁめん秀 金澤

石川県野々市市粟田5-430

スシロー野々市店

石川県野々市市粟田5-439

sweetscafeののん

石川県野々市市粟田5丁目394アルエット1101

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

石川県野々市市粟田5丁目437-3

野々市店

寿司和食処

きときと

石川県野々市市粟田5丁目441番地

タリーズコーヒー金沢野々市店

石川県野々市市粟田5丁目461

D.E.

石川県野々市市粟田6-377

吉野家野々市店

石川県野々市市粟田６－３８６

菓子工房エクラタン

石川県野々市市粟田6-494

とんこつみそラーメン

野々市魂心や

石川県野々市市粟田6丁目208

焼肉岳

石川県野々市市粟田6丁目413

イルガッビアーノ

石川県野々市市位川273ksビル1F

シェクープル

石川県野々市市位川273KSビル1F

食楽酒場しんご。

石川県野々市市稲荷2-138

御園店お多福

石川県野々市市稲荷4-147

中華そば

石川県野々市市稲荷4-85

ブラボー

居酒屋こよみ

石川県野々市市押越1-47

モスバーガー野々市押越店

石川県野々市市押越1丁目203

海天すし野々市店

石川県野々市市押越１丁目501

ル・ベルジェ

石川県野々市市押越2-18ホワイトハウス101

施設名称
中國菜家
旬彩

桃花片

所在地
石川県野々市市押越2-18ホワイトハウス105

和樂

石川県野々市市押越2-3

レストラン

モンローズ

石川県野々市市押越2-410

串こよみ押越店

石川県野々市市押越2-57

とらくま

石川県野々市市押越2-62

すし処

石川県野々市市押越2丁目41-2

行栄

和傘

石川県野々市市押越2丁目60

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

九州うまかもん酒場おおた商店

石川県野々市市押野1丁目363番地

ビストロ

石川県野々市市押野2-178

ウールー

地魚とお酒

きむら屋

石川県野々市市押野2丁目204

焼肉なかなか

石川県野々市市押野3-53

らーめん・つけ麺
とりあえず吾平

楓

石川県野々市市押野4-234-1

石川野々市押野店

石川県野々市市押野6-110

星乃珈琲店金沢押野店

石川県野々市市押野6-6

高級芋菓子しみず

石川県野々市市押野6丁目105番地

金沢店

すず乃や

石川県野々市市押野6丁目172

魚菜

石川県野々市市押野６丁目５９ドリームT21F

さかい

暫

石川県野々市市押野７－６９

ビッグボーイ野々市横宮店
インドダイニングシャルマ

石川県野々市市横宮町103番
野々市店

山ごぼう

石川県野々市市横宮町13-22
石川県野々市市横宮町14-46

和牛焼肉

大黒

餃子の王将
野々市

石川県野々市市横宮町3-5

野々市店

石川県野々市市横宮町58-2

ひなた

石川県野々市市横宮町８－５つばき通り百番ビル１階

おでん 菊姫

石川県野々市市横宮町8-5つばき百番ビル1F菊姫

玉ちゃん

石川県野々市市横宮町8-5つばき通り百番ビル103

焼肉かえで

石川県野々市市横宮町9-18

もりもり寿し野々市本店

石川県野々市市横宮町96-1

スナック麦畑

石川県野々市市下林3-283-1

ななや

石川県野々市市下林3丁目287番地1

solfla

石川県野々市市下林4-264

焼肉koba野々市店

石川県野々市市郷町280-1

はま寿司

石川県野々市市郷町285番1

8号野々市店

ホルモン光

松任店

８番らーめん

石川県野々市市郷町290-1

専福寺店

フリーポート
喫茶カラオケ

石川県野々市市郷町293-1
石川県野々市市郷町308

澪

石川県野々市市御経塚1-260

インド料理カジャーナ

石川県野々市市御経塚１-４７８

Kitchen

石川県野々市市御経塚1-474

CARLO

プリン専門店

D'or

石川県野々市市御経塚1-525

キャラバンサライ御経塚店

石川県野々市市御経塚2-14

しゃぶしゃぶ温野菜

石川県野々市市御経塚2-18

御経塚店

肉乃もりした

石川県野々市市御経塚2-197

下町の時計台

石川県野々市市御経塚2-3

炭火焼肉屋さかい御経塚店

石川県野々市市御経塚2-308

支那そば

石川県野々市市御経塚２丁目16

炭鶏麺

御経塚

施設名称
風の街

御経塚店

所在地
石川県野々市市御経塚2丁目276番地

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

炉ばた焼菅野

石川県野々市市御経塚3-227

焼肉きんぐ 御経塚店

石川県野々市市御経塚3-505

とりとん御経塚店

石川県野々市市御経塚3丁目223番地

いちいち

石川県野々市市御経塚3丁目231

みんなＤＥステーキ御経塚店・みんなＤＥ焼肉御経塚店

石川県野々市市御経塚3丁目509

台湾料理

石川県野々市市御経塚3丁目512

昇龍

ブーケコート

石川県野々市市御経塚4-10 エイム21内

びっくりドンキー御経塚店

石川県野々市市御経塚4-106

中華そば

石川県野々市市御経塚4-66

國禄商店

100時間カレー御経塚店

石川県野々市市御経塚4-87

ラーメン一鶴

石川県野々市市高橋町14-43

とんかつ専門店

かつ坊

石川県野々市市高橋町14-43グリーンハイツⅡ

カルメギ本店

石川県野々市市高橋町14-43グリーンハイツ2103

カレーのチャンピオン

野々市本店

石川県野々市市高橋町２０－１７

ひげ張魯肉飯金沢工大前店

石川県野々市市高橋町20-5田村レジデンス

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

韓国居酒屋Pocha

石川県野々市市高橋町5-28アジュール高橋町

炭焼市場たい笑

石川県野々市市高橋町5-28アジュール高橋町

Blue

石川県野々市市高橋町6-30

Diamond

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

cafe Y‘s home

石川県野々市市高橋町8ー1

道とん堀

石川県野々市市三納1-100アクロスプラザ野々市

野々市店

トゥール・モンド・シュシュ

野々市店

石川県野々市市三納1-144

スターバックス コーヒー 金沢野々市店

石川県野々市市三納1-46

鎌倉パスタ野々市店

石川県野々市市三納1-47

ゴーゴーカレー野々市市役所前スタジアム

石川県野々市市三納1-77アクロスプラザ内

焼肉蔵

石川県野々市市三納1丁目14番地2

野々市店

すしべん

野々市市役所店

石川県野々市市三納1丁目1カメリア館1F

焼肉伊蔵

石川県野々市市三納１丁目６４番地

大阪王将野々市店

石川県野々市市三納2-104

炭火焼き鳥とりいち

石川県野々市市三納2-177

カエデ珈琲

石川県野々市市三納３－６３

来来亭

石川県野々市市三納3-7

野々市店

能登おでん居酒屋ちょんがり

石川県野々市市三納二丁目178

才谷屋

石川県野々市市若松町10-22

焼肉

和まる

若松本店

石川県野々市市若松町13-18

eleven point

石川県野々市市若松町14-15

串酒場

石川県野々市市若松町１－５

おきはる屋

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

石川県野々市市若松町19-19

楼外楼

SUBWAY野々市若松店

石川県野々市市若松町21-2

ゑまひ寿し

石川県野々市市若松町23-32

HUM&GO＃野々市店

石川県野々市市住吉町14-56

焼肉

石川県野々市市住吉町14-60

びーとん

施設名称

所在地

ガスト野々市

石川県野々市市上林4丁目704

餃子の王将

石川県野々市市新庄1-279

野々市新庄店

Respect

石川県野々市市新庄1-281

焼肉

南大門

石川県野々市市新庄１丁目２８０番地

新庄

お多福

石川県野々市市新庄1丁目272-2

モスバーガー野々市新庄店

石川県野々市市新庄2丁目801番地

居酒屋

冬のれん

石川県野々市市新庄5-212

居酒屋

ちゃっぷりん

石川県野々市市新庄5-25

コリヤンハウス新庄店

石川県野々市市新庄5丁目235-1

スナックyu

石川県野々市市新庄5丁目46－103

コーヒー＆スナック
居酒屋

絆

榮太郎

石川県野々市市新庄5丁目46番地ピエ・タ・テール野々市101号
石川県野々市市新庄6-586

かつや金沢南店

石川県野々市市新庄６－７０５

天下一品野々市新庄店

石川県野々市市新庄6丁目717番

焼き鳥ぽん太

石川県野々市市菅原町8-36

肉匠 赤牛

石川県野々市市扇が丘161-2

ほろよいこうちゃん

石川県野々市市扇が丘3-3

らーめん虎

石川県野々市市扇が丘3-50

秋吉金沢工大前店

石川県野々市市扇が丘８－１５

BEMBE

石川県野々市市扇が丘8-15竹内ビル101

焼とりdiningたんと

石川県野々市市扇が丘9-20扇が丘ビル1F

いちゃりば

石川県野々市市扇が丘9-20扇が丘ビル102

松屋

石川県野々市市扇ヶ丘8-8

金沢工大前店

Catatsumuri

石川県野々市市太平寺1-6-1

中華料理

石川県野々市市太平寺１丁目１６９番地

八宝

太平寿し

石川県野々市市太平寺1丁目164

大衆割烹まる金

石川県野々市市太平寺2丁目65

TMKキッチンサロン

石川県野々市市太平寺3-149-4

あ・うん

石川県野々市市太平寺3-179

居酒屋HAjiME(はじめ)

石川県野々市市太平寺3-42ヴィラージュ1F

OHASHI-おはし-

石川県野々市市太平寺3-42ヴィラージュ1階C号

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

A idoru

石川県野々市市太平寺3-42ヴィラージュ1F

クレープ＆デザート

BOOBOOBOO

石川県野々市市太平寺一丁目261番地

cafe RUSH

石川県野々市市中林5-7

焼肉 牛鉄 ふく家

石川県野々市市中林一丁目３９８番地２

居酒屋おかん

石川県野々市市藤平144-5

旬菜

石川県野々市市徳用3-1

あっ葉

焼肉冷麺しちりん家

野々市店

石川県野々市市二日市3-47

ラヴィール金沢

石川県野々市市二日市四丁目258番地

すしべん

石川県野々市市二日市町2丁目128

麺屋達

野々市二日市店
二日市店

石川県野々市市二日市町509

うら庭

石川県野々市市二日市町5丁目140

旬彩

石川県野々市市白山町10－23木野ビル１階

もみじ屋

居酒屋こいこい

石川県野々市市白山町10-23

俺の店

石川県野々市市白山町4-1イオンタウン野々市1階

イオンタウン野々市店

最強ハラミ焼肉いちぼ野々市店

石川県野々市市堀内2-202

施設名称

所在地

BOTAN

石川県野々市市堀内2丁目225番地1F

カレーのチャンピオン

堀内店

石川県野々市市堀内3-21

昭和大衆酒場ハイカラ横丁

石川県野々市市堀内3-9

YELLCAFE

石川県野々市市堀内3丁目14

味亜全域厨房

一五茶屋

石川県野々市市堀内5-139

寿し龍

石川県野々市市堀内5-245

鮨処三竹

石川県野々市市堀内5-61

焼肉一笑

石川県野々市市堀内5丁目261-1

げん乃

石川県野々市市本町1-23-9

串カツ酒場

ナニワ屋

野々市店

石川県野々市市本町1-40-26

カレーうどん獅子家

石川県野々市市本町1丁目3番1号

１の１NONOICHI

石川県野々市市本町2-1-21にぎわいの里ののいちカミーノ内

居酒屋あゆみ

石川県野々市市本町3-12-15

スナック花恋

石川県野々市市本町3-12-15藤ビル

おかえり岬

石川県野々市市本町3-12-15藤ビル1階

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

寿し

石川県野々市市本町3丁目12-15 藤ビル1F

かののか

ミスタードーナツ

野々市ショップ

石川県野々市市本町４丁目６－２０

デリカキッチン

石川県野々市市本町5-124-1

焼肉すぎの

石川県野々市市本町5-1-43

野々市店

味どころ

常

石川県野々市市本町5-18-40

田舎小屋

石川県野々市市本町6-14-43

スナック

美奈

石川県野々市市本町6-17-2

居酒屋のんべ

石川県野々市市本町6-377-2

さぶろうべい野々市店

石川県野々市市本町6丁目13-29

すし

石川県野々市市本町６丁目14-51

刺身

陣笠

ポエム

石川県野々市市本町6丁目14-43

すし追

石川県野々市市本町6丁目17ー4

ムサク☆

石川県野々市市本町六丁目14-43野々市パリエ1-ｄ

マルガージェラート

野々市店

石川県野々市市野代1-20-101

牛鉄

石川県野々市市野代1-65

焼肉ホルモン金閣

石川県野々市市矢作1-142

めん房つるつる矢作店

石川県野々市市矢作1丁目138

コメダ珈琲店野々市矢作店

石川県野々市市矢作2-47-1

餃子のあひる

石川県野々市市矢作3-128-3

串カツ田中

石川県野々市市矢作3丁目１５番地

野々市店

鮮菜わかな
満天の湯

石川県野々市市矢作3丁目127-6

岩本屋

白山インタ－店
松任店

お食事処

満天星

石川県野々市市柳町460番地
石川県野々市市蓮花寺町10-1

つけめん桜蓮花寺店

石川県野々市市蓮花寺町14番1

Rapport du pain

石川県輪島市マリンタウン4-54

焼肉屋

石川県輪島市マリンタウン4-3

花じゅん

Agradito
炭火焼鳥

石川県輪島市マリンタウン4-9

海山

とり彩

えがく

Cafe

石川県輪島市マリンタウン4-22
石川県輪島市マリンタウン4-1

食事処わじもん

石川県輪島市マリンタウン4－2

割烹

石川県輪島市マリンタウン6-1

喜芳

施設名称

所在地

8番らーめん輪島店

石川県輪島市横地町2-2-1

cafe’SKY

石川県輪島市河井町1-100

柚餅子総本家中浦屋

朝市店

石川県輪島市河井町1-103-3

のと×能登

石川県輪島市河井町１－１５３

輪島朝市横丁

石川県輪島市河井町1-159

輪島ドラマ記念館

石川県輪島市河井町1-38

彩花亭

石川県輪島市河井町1-5

いち富

石川県輪島市河井町1-58

カフェレストランマリナーズ

石川県輪島市河井町15部13番地51

あじ源

石川県輪島市河井町15部13番地の28

エトランゼ

石川県輪島市河井町17-64

喫茶

石川県輪島市河井町17部2番地16

翁

串揚げ

いっか

石川県輪島市河井町18部42番地-26

藤田家朝市店

石川県輪島市河井町1-91

駅前 阿づま寿し

石川県輪島市河井町19-1-16

香華園

石川県輪島市河井町1部107番地

コーヒー・軽食

器の実カフェ

静海庄

石川県輪島市河井町20-1-131ふらっと訪夢内(道の駅)
石川県輪島市河井町20-1-23

坂本漆器店

朝市店

石川県輪島市河井町2-11

蕎麦処 輪島やぶかぶれ

石川県輪島市河井町2-208

新駒

石川県輪島市河井町22-71-17

祇園やぶ支店

石川県輪島市河井町22部1番地の5

FRIENDS

石川県輪島市河井町23部22-3

やぶ新橋店

石川県輪島市河井町24-11-48

居酒屋連

石川県輪島市河井町24-17-21

KALPA

石川県輪島市河井町2-72-1

季節料理

鷹

石川県輪島市河井町2の90番地

わじまんま

石川県輪島市河井町2部158番地-1

わら庄

石川県輪島市河井町2部70番地5

柚餅子総本家中浦屋
イタリア料理
小料理

本町店

アユート

石川県輪島市河井町2部70番地
石川県輪島市河井町3-158-1

狸

石川県輪島市河井町3-17

助ずし
焼き鳥

石川県輪島市河井町3-26-2
モツ鍋

JIN

石川県輪島市河井町3部118番地1

カフェS

石川県輪島市河井町3部151

栄幸園

石川県輪島市河井町3部７９番地1

民芸御食事処

まだら館

石川県輪島市河井町4-103-6

大ちょうちん
お好み焼き

石川県輪島市河井町4-104
焼きそば

登久

石川県輪島市河井町4-11-1

ラトリエ・ドゥ・ノト

石川県輪島市河井町4-142

のと吉

石川県輪島市河井町4-153-1

オリゾンテ

石川県輪島市河井町4-67

居酒屋

石川県輪島市河井町4-71

すずめ

輪風庵

石川県輪島市河井町4部98番地

美喜寿司

石川県輪島市河井町5-228

のどぐろ総本店

石川県輪島市河井町5-240-4

焼肉居酒屋

石川県輪島市河井町5‐267

登久新

施設名称
洋風居酒屋

かん平

所在地
石川県輪島市河井町5-279夢セゾンビル1階

焼肉ちはら

石川県輪島市河井町5-284

スナック舞

石川県輪島市河井町5-41-7

居酒屋ダイニング
居酒屋

花火

石川県輪島市河井町5部145-2

華うさぎ

石川県輪島市河井町5部145-2

中華そばいぶき

石川県輪島市河井町5部254番

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

寿司処

伸福

石川県輪島市河井町5部41-23

お好み焼き

ナイスイン

ｃｏｃｏ

石川県輪島市河井町6-13

スナック

夢夢

石川県輪島市河井町6-21-12

大衆割烹

山海

石川県輪島市河井町6-21-12

季節料理・お食事処

おなじみや

石川県輪島市河井町６部８７番地１５

ずるずる

石川県輪島市河井町弍部286番地5輪島Kビル1F

地域生活支援ウミュードゥソラ

石川県輪島市釜屋谷町六字30番地4

能登空港レストランあんのん

石川県輪島市三井町洲衛10-11-1

里山まるごとホテル

石川県輪島市三井町小泉漆原14-2

お食事処茅葺庵

輪島塗しおやす漆器工房

石川県輪島市小伊勢町日隅20

Ｉｒｏｎ（アイロン）

石川県輪島市小田屋町1-35-2

夥汲

石川県輪島市水守町堂端31-1

スナックちゃこ

石川県輪島市水守町樋ノ爪１番地7

ホテルメルカート輪島 （喫茶）

石川県輪島市杉平町矢田２

cafe＆bal華の間

石川県輪島市石休場町上野３３－１

カフェ一互一笑

石川県輪島市宅田町25字４番10

炭火焼肉

呇清

石川県輪島市宅田町7-1

いろり庵

藤六

石川県輪島市町野町広江１部33番地

食堂

絵夢

日本料理

石川県輪島市町野町広江1部33番1地
富成

御料理・仕出し

石川県輪島市町野町広江26-18

天然活魚

信春

食事処

今新

石川県輪島市町野町広江７部１７番地1
石川県輪島市町野町曽々木ア38-4

輪島網元 とね

石川県輪島市町野町大川ル42－4

ラーメンハウス元気屋

石川県輪島市塚田町2-43-4

料亭

石川県輪島市二ツ屋町4-11-3

みや新

株式会社

千枚田

石川県輪島市白米町ハ部99番地5

ジュジュ

石川県輪島市鳳至町稲荷町58番地

喫茶

石川県輪島市鳳至町袖ヶ浜１番地

水芭蕉

カラオケスナック
輪島温泉

リンドス

八汐

石川県輪島市鳳至町袖ヶ浜１番地
石川県輪島市鳳至町袖ヶ浜１番地

丸山料理店

石川県輪島市門前町広瀬ロ1

茶房

石川県輪島市門前町清水2-3

福助

持寺珈琲
お食事処

石川県輪島市門前町清水2-4総持寺祖院内
安

石川県輪島市門前町清水3の11番地の1

道の駅赤神

石川県輪島市門前町赤神1-110

ハイディワイナリーカフェアンドレストラン

石川県輪島市門前町千代31-21

御食事処はしもとや

石川県輪島市門前町走出2－112－3

仕出し料理

石川県輪島市門前町走出2－106-1

焼肉

しげる

橋本

石川県輪島市門前町走出6の26番地

施設名称

所在地

喫茶のと

石川県輪島市門前町走出7-43

おやじ食堂

石川県輪島市門前町道下1の148番地の3

そば禅

石川県輪島市門前町道下わ１

カラオケハウスほたる

石川県輪島市門前町門前1944

食事処

石川県輪島市門前町門前1997

縁

焼肉ダイニングりょうちゃん

石川県かほく市宇野気チ20番地26

串なごみや

石川県かほく市宇野気チ４８番地

寿司処

宇野気店

松の

石川県かほく市宇野気チ91-10

森食堂

石川県かほく市宇野気ト42番地1

欧風料理ポムポムポム

石川県かほく市宇野気ト62-1

Cafe＆Snack舞

石川県かほく市宇野気ト73-1

心なごみ料理

かたばみ

石川県かほく市宇野気ヌ175-4

らくつぼ

石川県かほく市宇野気ヌ245-2

味処

石川県かほく市宇野気ヌ300番地3

あきら

中華料理

梅花

石川県かほく市宇野気リ２０７番地６

イベント広場カラオケ
やきとり

とんがらし

けいこ

石川県かほく市遠塚イ18-4
石川県かほく市遠塚イ7-13

衝羽根（つくばね）

石川県かほく市遠塚イ96-1

民宿きくのや

石川県かほく市外日角1-4-36

割烹

石川県かほく市外日角イ１ー７

こいさ

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

Burning Cafe

石川県かほく市学園台4-31

金沢カントリー倶楽部

石川県かほく市気屋亥4番地

和菜酒いちい

石川県かほく市高松ウ1-8

長さん寿し

石川県かほく市高松ウ3番地

鮨・会席

石川県かほく市高松カ21-1

りょう門

ごっつお庵
中華料理

土田屋
百味軒

石川県かほく市高松キ23-5
石川県かほく市高松ク11-8

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

8番らーめん高松店

石川県かほく市高松ム64

正菊

石川県かほく市高松ム76番地

こぐまちゃんカフェ

石川県かほく市高松ヤ51-1

焼肉処

石川県かほく市高松ユ５７－１４

長兵衛

やきとり居酒屋

一歩

石川県かほく市高松ル2-17

ピザキャリー高松店

石川県かほく市高松ヲ11-2-2

赤ちょうちん・桂

石川県かほく市高松子123-20

ジョイフル高松店

石川県かほく市高松丁32-1

さぶろうべい高松店

石川県かほく市高松丁42

串なごみや高松店

石川県かほく市高松丁43-5

中華料理

石川県かほく市高松丁90番地８

和酒

酔神

kijitora

石川県かほく市秋浜イ6－15

焼肉雅樹丸

石川県かほく市松浜イ21-6

レストランCacena

石川県かほく市松浜イ２３

宇野気玉寿司

石川県かほく市森ソ41

こえさ

石川県かほく市長柄町ソ1-2

北本

石川県かほく市長柄町ソ８８番地１１

８番らーめん宇ノ気店

石川県かほく市内日角2-1

施設名称

所在地

喫茶hibini

石川県かほく市内日角３－２４－６

すき家

石川県かほく市内日角6-1-1

159号かほく店

８番らーめん麺座

イオンモールかほく店

石川県かほく市内日角タ２５番イオンモールかほく２Fフードコート内

スターバックス コーヒー イオンモールかほく店

石川県かほく市内日角タ２５番イオンモールかほく

ミスタードーナツイオンモールかほく店

石川県かほく市内日角タ２５番地イオンモールかほく1F

四六時中

石川県かほく市内日角タ２５番

イオンかほく店

みんなＤＥステーキ

イオンモールかほく店

石川県かほく市内日角タ25

コメダ珈琲店イオンモールかほく店

石川県かほく市内日角タ２５番

ディッパーダン

石川県かほく市内日角タ２５番イオンモールかほく２F

築地銀だこ

イオンモールかほく店

イオンモールかほく店

サーティワンアイスクリーム
ペッパーランチ

イオンモールかほく店

もりもり寿し

イオンモールかほく店
イオンモールかほく店

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2階
石川県かほく市内日角タ25イオンかほくショッピングセンター内
石川県かほく市内日角タ25イオンモールかほく内2Ｆ
石川県かほく市内日角タ25イオンモールかほく内
石川県かほく市内日角タ25イオンモールかほく１階

ゴーゴーカレー丼丼 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2F

株式会社

石川県かほく市内日角タ25イオンモールかほく1F

サイゼリヤ

果汁工房果琳
金むす

イオンモールかほく店

イオンモールかほく店

イオンモールかほく店

石川県かほく市内日角タ25番イオンモールかほく店2Ｆ
石川県かほく市内日角タ25番イオンモールかほく

ジラッファ イオンモールかほく店

石川県かほく市内日角タ25番

リンガーハット

石川県かほく市内日角タ部25

イオンモールかほく店

焼肉のと一

石川県かほく市内日角ル4-1

お好み焼き

まりちゃん

石川県かほく市内日角ル5-12

海天すしかほく店

石川県かほく市内日角ヲ－１０

バケット

石川県かほく市内日角夕25番

イオンモールかほく店

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

居酒屋８７

石川県かほく市白尾カ８３－２

焼肉レストラン丸信

石川県かほく市白尾タ16番地40

シェ・ミノール

石川県かほく市白尾タ１９-６

すしべん

石川県かほく市白尾ツ20-1

白尾インター店

食楽庵かほく

さんまる

刺身と創作料理の店
魚や料理

わかな

ほそ川

石川県かほく市白尾ニ10-18
石川県かほく市白尾ヌ67-11
石川県かほく市白尾ネ11-1

うなぎ川義

石川県かほく市白尾ハ3-5

亀屋

石川県かほく市白尾ハ6-1

すしべん

かほく店

石川県かほく市鉢伏ト51-1

アマンダンヴィラ

石川県かほく市鉢伏寅25

kitchen Cafe Pappy

石川県かほく市浜北ホ10-1

焼肉

石川県かほく市浜北ロ91-18

やまちゃん

おでん・串揚げ平蔵

石川県かほく市木津ニ140-1

居酒屋

石川県かほく市木津ハ22-1

鶴香

㈱上野興産(北陸グリーンヒルゴルフクラブ)

石川県かほく市余地ア30

花や本店

石川県羽咋郡志賀町高浜町イ22-3

想い出

石川県羽咋郡志賀町高浜町オの116

御食事処長寿庵

石川県羽咋郡志賀町高浜町ク13-2

うな舛

石川県羽咋郡志賀町高浜町クー40ー3

喫茶

石川県羽咋郡志賀町高浜町ケ29番地

猫家

施設名称

所在地

坪の屋

石川県羽咋郡志賀町高浜町ニの13-6

8番らーめん高浜店

石川県羽咋郡志賀町高浜町ノ-36-6

トラットリア シゲゾー

石川県羽咋郡志賀町高浜町ヰの34の1

食事・酒処

石川県羽咋郡志賀町三明リの67

とよ島

ドライブインのうみ

石川県羽咋郡志賀町釈迦堂チの17

波涛園

石川県羽咋郡志賀町酒見河原151-1

ますほ茶屋

石川県羽咋郡志賀町酒見河原151-1

仕出し中谷

石川県羽咋郡志賀町酒見新堂53

いこいの村能登半島

レストラン

花

石川県羽咋郡志賀町上野18の1番地

廻転寿し西海丸

石川県羽咋郡志賀町西海風戸ワ-6番地

レストランまつ本

石川県羽咋郡志賀町相神ナ６４-１

小料理三盛

石川県羽咋郡志賀町代田への7番1地

能登ゴルフ倶楽部

石川県羽咋郡志賀町大津峰山5番

レストランいま本

石川県羽咋郡志賀町大島2-34-42番地

海の宝石

蜂屋

石川県羽咋郡志賀町富来牛下ル6-1

海の宝石

蜂屋

鷹の巣店

石川県羽咋郡志賀町富来牛下ル1-2

とっかいっつぁ

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町６の１７３

京屋

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町７－１８

あか膳

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町６－１５７

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

焼肉 花よし

石川県羽咋郡志賀町富来領家町イの１０番地

ジョイハウス

石川県羽咋郡志賀町富来領家町タ２－１１

シーサイド

石川県羽咋郡志賀町富来領家町タ2-11

お好み＆ランチポルポ

石川県羽咋郡志賀町富来領家町甲26ショッピングモールアスク内

割烹 満升

石川県羽咋郡志賀町富来領家町タの２の７

八幡屋

石川県羽咋郡志賀町富来領家町ハー１７

ばらずし富来店

石川県羽咋郡志賀町富来領家町甲26-1

ブラッスリー

石川県羽咋郡志賀町富来領家町イ-1

タカヤマ

8番らーめん富来店

石川県羽咋郡志賀町富来領家町タ2-11

お好み焼き太郎

石川県羽咋郡志賀町福浦港14-13-10

ロードパーク女の浦

石川県羽咋郡志賀町福浦港19-55-1

農家レストランむろたに

石川県羽咋郡志賀町福浦港和光台ろの１２番地

喫茶TOP

石川県羽咋郡志賀町福野5-5

のと風

石川県羽咋郡志賀町米町タの26

花や249

石川県羽咋郡志賀町末吉阿波26-1

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

能登旬菜ダイニング
中華レストラン

市左衛門

唐人

石川県羽咋郡志賀町末吉新保向２２番地１
石川県羽咋郡志賀町末吉千古1-6
石川県羽咋郡志賀町末吉相瀬2-1

焼肉闘牛茶屋

石川県羽咋郡志賀町末吉畷の27

ペンション

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ部1-103

タイムリー

居酒屋味好

石川県羽咋郡宝達志水町荻市い1

喫茶アップル

石川県羽咋郡宝達志水町荻島い２－２

すしべん

宝達店

石川県羽咋郡宝達志水町河原ミ62

焼肉旬彩

牛太郎

石川県羽咋郡宝達志水町今浜へ135‐4

寿し割烹

かわばた

石川県羽咋郡宝達志水町今浜ト270-1

施設名称
酒菜食

栄太

所在地
石川県羽咋郡宝達志水町今浜ト27

里湯ちりはま

こでまり

石川県羽咋郡宝達志水町今浜北93番地

らーめんAJ

石川県羽咋郡宝達志水町今浜ソ1-10

谷嵐

石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ14-1

駒弥

石川県羽咋郡宝達志水町小川ホの7

宝達山本舗松月堂

石川県羽咋郡宝達志水町小川２部１２７番地

かっぱ鮨

石川県羽咋郡宝達志水町上田エ70番地

オムライスカフェ和華

石川県羽咋郡宝達志水町杉野屋井129番地

うどん・そば処

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪ホ86

なぎさ亭

からあげ専門店おっSAMA

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪ハ120-4

ニューボボ

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪ハ207-1

志お食堂

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪ハ56-1

能登カントリークラブ

石川県羽咋郡宝達志水町米出ワ１

里山カフェ

石川県羽咋郡宝達志水町宝達ロ１１３

そらいろのたね

志雄パーキング

上り

石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬ネ14

志雄パーキング

下り

石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬子1-1

美食倶楽部

きたもと

石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬ヌ91-1

いこいの広場

石川県羽咋市旭町ア120-1

food & drink shinebay

石川県羽咋市旭町ア233-7盛進ビルB1

イーアンドエム

石川県羽咋市粟生町ユ102-1

すしべん

一の宮店

石川県羽咋市寺家町レ53-1

料理旅館

大社庵

石川県羽咋市柴垣町8-35

そば切り多門

石川県羽咋市若草町78

包丁処

石川県羽咋市酒井町よ35-5

いな邑

とよ天

石川県羽咋市酒井町わ101

そば処

茗荷庵

石川県羽咋市神子原町25

そば処

里山

石川県羽咋市神子原町は190

Ｃａｆｅ

Ａｎｇｅ

お好み焼き
すき家

石川県羽咋市西釜屋町ノ５６番地５

Ruru

石川県羽咋市西釜屋町ノ58-1

羽咋石野町店

カレーハウスCoCo壱番屋

石川県羽咋市石野町イ54-1
羽咋石野町店

石川県羽咋市石野町イ62-1

ココス羽咋店

石川県羽咋市石野町ト20-1

料亭 なか新

石川県羽咋市石野町へ12-3

すしべん

石川県羽咋市石野町ホ85

石野店

焼肉蔵羽咋店

石川県羽咋市石野町ホ88－1

ラ

石川県羽咋市石野町ロ41－1

サンテ

焼肉

クレール

天龍

中国料理

石川県羽咋市千代町い62番地

道の駅

開口笑

石川県羽咋市千代町い96-1

のと千里浜

石川県羽咋市千里浜町タ1-62

能登千里浜レストハウス

石川県羽咋市千里浜町タ4番地1

トラットリア

石川県羽咋市千里浜町ホ30番地

アリエッタ

焼肉やまちゃん

千里浜店

魚（ぼうぼう）

石川県羽咋市川原町エ-161-6

やきとりの名門
お好み焼き

石川県羽咋市千里浜町ワ61-4

秋吉羽咋店

おばちゃん

石川県羽咋市川原町チ169
石川県羽咋市川原町チ186－17

炭火焼鳥

暖らん

石川県羽咋市川原町チ187-1DYビル1F

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

欧風料理ビストロサカイ

石川県羽咋市川原町テ27-19

河辰

石川県羽咋市川原町テ-31

有限会社

いく代寿司

四季の御料理
おこのみ

石川県羽咋市川原町テ35-2

まつお

石川県羽咋市川原町テ71-4

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

ライフサポート村友

石川県羽咋市大町な29番地

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

オレンジガーデン

石川県羽咋市中央町キ54番地3

羽咋本店

大山鮨

石川県羽咋市東川原町へ39-1

食房楽

多根さ

羽咋店

石川県羽咋市東川原町五俵刈28-1

シャルドン

石川県羽咋市兵庫町タ11番地3

すしべん

千里浜インター店

石川県羽咋市兵庫町午10番地

まぐろや

羽咋店

石川県羽咋市兵庫町午4番地2

香華園

羽咋

石川県羽咋市兵庫町申19-3

8番らーめん羽咋店

石川県羽咋市兵庫町巳11

あら鵜

石川県羽咋市柳田町７４字４３－１

ラ・クロシェット

石川県羽咋市柳田町ほ79-1

TEATON

石川県加賀市伊切町い239番地

割烹きのした

石川県加賀市宇谷町戊89

月うさぎの里

加賀兎郷

石川県加賀市永井町４３－４１

グリル片山津

西コース

石川県加賀市永井町79-1

山小屋レストラン
はま寿司

アルピニスト

加賀店

石川県加賀市横北町ワ43
石川県加賀市加茂町117-2

レストバー兆花

石川県加賀市加茂町141番地

すき家

石川県加賀市加茂町チ65-1

８号加賀加茂店

加賀さんまるしぇ

石川県加賀市加茂町ハ421

姑娘Ⅱ

石川県加賀市加茂町ワ83

和菓子
鮓

加賀陣屋

石川県加賀市河南町ヌー５７

一貫

石川県加賀市梶井町43-5

ティーハウス

Ｐｏｒｔｉｃｏ

彩華食堂

石川県加賀市梶井町44-10
石川県加賀市梶井町44-7

炭火焼肉

三晃

石川県加賀市吉崎町ハ-189-1

中華料理

アサヒ軒

石川県加賀市弓波町ヨ66番地

カフェ・レストラン
横浜家系ラーメン

加佐ノ岬倶楽部
加賀魂心家

石川県加賀市橋立町ふ23
石川県加賀市熊坂町オ229-1

加賀セントラルゴルフ俱楽部

石川県加賀市熊坂町辰19-5

加賀セントラルゴルフ俱楽部（ラウンジ）

石川県加賀市熊坂町辰19-5

金澤食パン専門店わざtoわざ

石川県加賀市桑原町ホ48-1

いざか家
うどんの匠

留ま留
嘉乃屋

加賀店

石川県加賀市源平町85
石川県加賀市湖城町3丁目288

お好み焼きハウス大黒屋

石川県加賀市高尾町ミ２番地１６

おさむ食堂

石川県加賀市黒瀬町ホ165-1

ホルモン光
道とん堀
串蔵

加賀店
フレスポ加賀店

フレスポ店

石川県加賀市作見町ニ49-1
石川県加賀市作見町ニ60-1
石川県加賀市作見町ニ60-1

施設名称
インドネパール料理の店

スパイスタウン加賀店

所在地
石川県加賀市作見町ニ60-1

回転寿し処太平

石川県加賀市作見町ヌ24-1

魚民

石川県加賀市作見町ヌ8-1アビオシティ加賀別棟

加賀温泉駅前店

ユトリ珈琲店加賀温泉駅前店

石川県加賀市作見町ヌ9-1

カーサ

石川県加賀市作見町ラ18-7

フォルトゥーナ～幸せになる店～

ココス加賀店

石川県加賀市作見町リ16-1

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

そば処澤屋

石川県加賀市作見町ル25番1アビオシティ加賀内

T.Beans

石川県加賀市作見町ル25番1号アビオシティ加賀１階

ピノキオ

石川県加賀市作見町ル25番地1アビオシティ1F

焼肉

石川県加賀市作見町ワ18-1

手塚屋

カラオケ喫茶ゆき

石川県加賀市三木町ハ５３

居酒屋

石川県加賀市三木町ヲ98-1

三木柚月

コリヤンハウス山代店

石川県加賀市山代温泉10区16-62

酒楽菜魚

石川県加賀市山代温泉14区17-17

割烹

芯

河口

創味酒欒

石川県加賀市山代温泉17-101-1
かこみ

亀寿司

石川県加賀市山代温泉17-47-3二羽ビル101

寿司処

石川県加賀市山代温泉17-8-2
平八

石川県加賀市山代温泉18-55-1

そば山背

石川県加賀市山代温泉18の50番地

はづちを茶店

石川県加賀市山代温泉18の59番地1

うまかっちゃん

石川県加賀市山代温泉19区128番地

洋菓子ケルン

石川県加賀市山代温泉20-34

Cafe Rubato

カフェルバート

石川県加賀市山代温泉２２-５２番地１

ステーキダイニングつまがり

石川県加賀市山代温泉23-62

テキサスハンズ加賀店

石川県加賀市山代温泉29戊64-1

長岡

石川県加賀市山代温泉29戌の1

酒楽房

ふると

石川県加賀市山代温泉7区17-129-1

燻

石川県加賀市山代温泉7区17－224－2

ブルースの聴けるおでん屋 kaze

石川県加賀市山代温泉カ９６－２

居酒屋我楽多

石川県加賀市山代温泉ヨ6の4

一力

石川県加賀市山代温泉ヨ91

呑みほぐし

あっちゃん

石川県加賀市山代温泉壱七17-1三喜ビル

壱銭文字屋

石川県加賀市山代温泉温泉通14区69

めん房

石川県加賀市山代温泉温泉通7

まるみ座

COCKTAIL Bar SWING

石川県加賀市山代温泉温泉通31-4楽歩館1F

手打ちそば 加賀上杉

石川県加賀市山代温泉温泉通り42

ラーメン亭

石川県加賀市山代温泉温泉通55

べんがらや

石川県加賀市山代温泉温泉通59

酒房琉美

石川県加賀市山代温泉温泉通り81アイリス81101号

中華南国

石川県加賀市山代温泉桔梗が丘1丁目71

懐石なか尾

石川県加賀市山代温泉桔梗丘4-29

一平寿司

石川県加賀市山代温泉桔梗丘3-1-24

炉端

石川県加賀市山代温泉桔梗丘3丁目33の2

割烹加賀

石川県加賀市山代温泉桔梗丘２－７３

加賀の宿
トランザム

宝生亭

石川県加賀市山代温泉桔梗丘1-80-1
石川県加賀市山代温泉桔梗丘３丁目77-1

施設名称
鉄板ダイニング
台湾料理

こおな

所在地
石川県加賀市山代温泉桔梗丘1-69

天福

石川県加賀市山代温泉桔梗丘4-1-2MEビル1F

味通

石川県加賀市山代温泉桔梗丘3-14

ハレトケ

石川県加賀市山代温泉桔梗丘1丁目69番地T7

焼肉酒場MaDa

石川県加賀市山代温泉幸町14

割烹もりもと

石川県加賀市山代温泉幸町29番地

アクアミン

石川県加賀市山代温泉幸町38-2

アジェンダ

石川県加賀市山代温泉山背台１丁目15番地

焼肉ダイニングあきちゃん

石川県加賀市山代温泉山背台1丁目14

秋吉

石川県加賀市山代温泉山背台2丁目37-5

山代店

ラーメンつなぐ

石川県加賀市山代温泉山背台2-38

ASIANDINING&BAR DaFu

石川県加賀市山代温泉神明町17番地クイーンビル1F4

めん匠

石川県加賀市山代温泉神明町48-3番地

しょうぼん

Greed
串蔵

石川県加賀市山代温泉神明町70-2ユージーハイツ1F
本店

石川県加賀市山代温泉南町28番地4

ROCK DINER かどや喰堂

石川県加賀市山代温泉南町７－２

よっさん家

石川県加賀市山代温泉万松園通46

南京

石川県加賀市山中温泉栄町ニの73

本格焼酎ばぁ＆かふぇ
料亭

おやっとさあ

明月楼

石川県加賀市山中温泉栄町ホ50-7-1F
石川県加賀市山中温泉下谷町ロ1-1

明月楼離れ

石川県加賀市山中温泉下谷町ロ103

Kitchen NAKAYA

石川県加賀市山中温泉加美谷台1-116

味処すずめ

石川県加賀市山中温泉河鹿町ホ32番地4

magu-magu

石川県加賀市山中温泉河鹿町ホー2－4

古民家まれびと・イナホ舎

石川県加賀市山中温泉今立町イ180

輝美上原店

石川県加賀市山中温泉上原町ワ488ー1

喜楽めでた屋

石川県加賀市山中温泉上原町ワ414

めん房

石川県加賀市山中温泉上原町ワ409番地

いがわ

MAGNOLI

石川県加賀市山中温泉杉水町ハ１０３－１

そば処

石川県加賀市山中温泉菅谷町ヘ225番地1

山ぼうし

かつら食堂

石川県加賀市山中温泉泉町泉町141

カフェ＆レストラン

舞楽夢

石川県加賀市山中温泉塚谷町イ268-2山中うるし座内

おくに

石川県加賀市山中温泉塚谷町3-71

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

蕎麦まちや

石川県加賀市山中温泉東町2丁目ツ24番地

東山ボヌール

石川県加賀市山中温泉東町一丁目ホ19-1

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

甘味処

石川県加賀市山中温泉湯の出町レ-7-3

湯ごころ

喫茶とお食事

やましたや

石川県加賀市山中温泉湯の出町レ6

山中片岡鶴太郎工藝館

石川県加賀市山中温泉湯の出町レ２６ー３

おしゃべりカフェ茶々

石川県加賀市山中温泉湯の本町ラ１－２

中華

石川県加賀市山中温泉湯の本町ラ21

長樂

湯の街ビストロ

江沼スタシオン

石川県加賀市山中温泉湯の本町ク-38

山中ルイドール

石川県加賀市山中温泉湯の本町ク11-1

YAMANAKA PORTAL

石川県加賀市山中温泉湯の本町ク27

肉のいづみや

石川県加賀市山中温泉南町ニ16番地2

施設名称

所在地

こんぱ亭・橋爪庵

石川県加賀市山中温泉南町ニ-15-1

和酒BAR縁がわ

石川県加賀市山中温泉南町ロ-82

ここや

石川県加賀市山中温泉南町ロ15-1

そば処

彩桂庵

石川県加賀市山中温泉南町ロ15-1

山中温泉KAWAII

石川県加賀市山中温泉南町ロ11

湯のまち

石川県加賀市山中温泉富士見町ム22-2

カフェ

ささやカフェ
らら

石川県加賀市山中温泉富士見町ムー８

ラ・モンベッタ

石川県加賀市山中温泉冨士見町ム-22

芭蕉珈琲

石川県加賀市山中温泉本町1丁目ヤ６

山田食堂

石川県加賀市山中温泉本町1丁目ヤ34

左らく

石川県加賀市山中温泉本町2丁目ソ40-3

Jazz Bar

燐

石川県加賀市山中温泉本町2丁目ソ13-4

LOBBY

石川県加賀市山中温泉本町二丁目ソ13番地３

ごはん処

魚心

石川県加賀市山中温泉薬師町ウ21-1

レストランアイリス

石川県加賀市山田町リ243セミナーハウスあいりす

鯉料理いけばた

石川県加賀市柴山町3-245番地

山本屋

石川県加賀市小塩町コ37

料理・仕出し
めん酒房

やまぐち

にしき家

石川県加賀市小塩辻町ケ108番地
石川県加賀市小菅波町1-53

くいもん家ふるさと加賀店

石川県加賀市小菅波町1-55

さえ季

石川県加賀市小菅波町1丁目147-1

喫茶みちくさ

石川県加賀市小菅波町1丁目55

なか卯

石川県加賀市小菅波町2-7-1

加賀小菅波店

大連飯店

石川県加賀市上河崎町41-4

8番らーめんイオン加賀の里店

石川県加賀市上河崎町47-1

サイゼリヤイオン加賀の里店

石川県加賀市上河崎町47イオン加賀の里1F

花カフェ

石川県加賀市上河崎町カ-137-1

ひるよる食堂オオハタ。

石川県加賀市上野町カ121-1

だるまや片山津

石川県加賀市新保町ケ8-18

片山津ゴルフ倶楽部

グリル片山津

石川県加賀市新保町ト１番地の１

片山津ゴルフ倶楽部

日本海食堂

石川県加賀市新保町ト１番地の１

料亭

新保

石川県加賀市新保町拓15-1

８番らーめん本店

石川県加賀市西島町チ３－２

モスバーガー加賀店

石川県加賀市西島町チ57-1

村食堂おとと村

石川県加賀市曾宇町エ64-1

味の水の家

石川県加賀市曾宇町ワ14

居酒屋

石川県加賀市大聖寺一本橋町38

スナック

もも太郎
サモアール

石川県加賀市大聖寺一本橋町38

8番らーめん大聖寺店

石川県加賀市大聖寺岡町ハ4

食事処おおがみ

石川県加賀市大聖寺弓町71番地

ラウンジ

石川県加賀市大聖寺山田町2-1

クレア

肴蕎麦呑しま

石川県加賀市大聖寺山田町27

レストランスパイス

石川県加賀市大聖寺耳聞山町119

スナックGo（ゴー）

石川県加賀市大聖寺耳聞山町101

芝楽寿司

石川県加賀市大聖寺十一町11

焼肉朝日

石川県加賀市大聖寺十一町12番地

スナック喫茶

グリーン騎士

石川県加賀市大聖寺十一町13

施設名称

所在地

サーブルカフェ

石川県加賀市大聖寺上木町ソ-2-2

寿司割烹

石川県加賀市大聖寺新町29-1

味家路

おむすび銀のめし

石川県加賀市大聖寺瀬越町イ21-1

栄楽ずし

石川県加賀市大聖寺鍛冶町23

寿司一品料理伸

石川県加賀市大聖寺鍛冶町5

茶房古九谷

石川県加賀市大聖寺地方町1-10-13石川県九谷焼美術館2階

小山芳月堂

石川県加賀市大聖寺中町35

酒のフジタ／茶論UFO

石川県加賀市大聖寺中町62番地

レストラン

石川県加賀市大聖寺東町1-16-1

フェアレディー

うどん・そば処
ラウンジ

三津野

石川県加賀市大聖寺東町1-16-1

ヴェロクオーレ

石川県加賀市大聖寺東町1-24

ピザダス

石川県加賀市大聖寺東町1-65第2ブラザービル1F

炭火焼鳥

友とり

石川県加賀市大聖寺東町1丁目65第2ブラザービル1F

料亭山ぎし

石川県加賀市大聖寺東町２－２４

koffe

石川県加賀市大聖寺東町３－４－２

加賀料理

ばん亭

石川県加賀市大聖寺東町4-11

居酒屋どんくう

石川県加賀市大聖寺東町4-6

和の食

石川県加賀市大聖寺東町4丁目20-2

いつき

喫茶スナック

ひまわり

石川県加賀市大聖寺南町481-12

重佐

石川県加賀市大聖寺南町ホ１８－３

焼肉

あったまろ

石川県加賀市大聖寺南町ホの３２番地

三島屋鮮魚店

石川県加賀市大聖寺法華坊町48-10

きんちゃん

石川県加賀市大聖寺本町37

和食割烹 油太

石川県加賀市大聖寺本町49

吉野家8号線加賀店

石川県加賀市中代町ニ６０－４

めん屋龍吉

石川県加賀市中代町ホ9-5

らーめん世界加賀店

石川県加賀市中代町ル136-1

九谷満月

石川県加賀市中代町ル95-2

中谷宇吉郎
味処

雪の科学館

冬の華

王将

石川県加賀市潮津町イ106
石川県加賀市潮津町チ30番地

ニューヨーク

石川県加賀市潮津町ロ12-1

安平

石川県加賀市潮津町ロ13の1

居酒屋

まるいけ

石川県加賀市潮津町ロ8の1

ブッチャーズクリーム

石川県加賀市潮津町ロ9-1

ひがし亭

石川県加賀市勅使町り85

割鮮しんとく

石川県加賀市田尻町浜山2-11

割烹司

石川県加賀市田尻町北7

笹屋

石川県加賀市動橋町イ-229

白川食堂

石川県加賀市動橋町イ230

実生

石川県加賀市動橋町タ1番８

おかず屋

じゅてーむ

石川県加賀市動橋町タ26

居酒屋けん

石川県加賀市動橋町ヨ97-2

割烹まつい

石川県加賀市南郷町1-34-2

加賀カントリークラブ

石川県加賀市日谷町日ノ谷１番地１

加賀ゆめのゆ

石川県加賀市箱宮町ル１番

尼御前サービスエリア上り

レストラン

石川県加賀市美岬町ナ48番地外

尼御前サービスエリア上り

エルパンカフェ

石川県加賀市美岬町ナ48番地外

施設名称
尼御前サービスエリア（下り線）フードコート

所在地
アマゴテラス

石川県加賀市美岬町尼ゴジ3-2番地外

焼肉お食事神樂

石川県加賀市冨塚町チ58－8

ぱぶはうすナポリ

石川県加賀市冨塚町チ87-10

MooMooまきば

石川県加賀市分校町270-3

北陸食堂

石川県加賀市分校町チー12

焼肉

石川県加賀市分校町ノ98

輝美

そば善

石川県加賀市分校町ろ-21-1

Alla Contadina
味の店

アッラコンタディーナ

伊勢

石川県加賀市別所町3-29
石川県加賀市片山津温泉1区ウ6-1

まごころ

石川県加賀市片山津温泉69-9

焼肉大喜

石川県加賀市片山津温泉ア58－2

味屋だんご

石川県加賀市片山津温泉ウ-16-1中谷マンション1F

koime

石川県加賀市片山津温泉ウ16-1中谷マンション1F

中華料理

慢遊菜館

石川県加賀市片山津温泉ウ19-7

喫茶ばかぼん

石川県加賀市片山津温泉ウ37-2

いざかや

石川県加賀市片山津温泉ウ4-1

わがや

ラーメン華

石川県加賀市片山津温泉ヒ１７-１

居酒屋

石川県加賀市片山津温泉井－３３－１

一

片山津バル 牡丹

石川県加賀市片山津温泉乙６９－６９

まちカフェ

石川県加賀市片山津温泉乙65－2加賀片山津温泉総湯2Ｆまちカフェ

手打ちそば楠庵

石川県加賀市片山津温泉乙68の3

なか伸

石川県加賀市片山津温泉乙69-6-2湯之元ビル1F

mie coffee

石川県加賀市片山津温泉乙69－39

パインダイナー

石川県加賀市片山津温泉桜ヶ丘62-1

お食事処 桝屋

石川県加賀市片山津温泉桜ヶ丘44-5

居酒屋いちごいちえ

石川県加賀市片山津温泉丁12番地1

村カフェ

石川県加賀市片山津温泉丁12番地1

アレコレ

ビストロ・ラ・ヴィーヴ

石川県加賀市片山津温泉丁12番地1

玄命庵

石川県加賀市片山津町ス丙6-5

加賀フルーツランド

石川県加賀市豊町イ59-1

８番らーめん津幡店

石川県河北郡津幡町横浜に72-1

ちゃんぽん亭総本家

津幡店

石川県河北郡津幡町横浜ヘ41-1

あきない屋

石川県河北郡津幡町横浜ほ21-1

マロニエ

石川県河北郡津幡町加賀爪ヌ3-5

寿司本舗たまや

石川県河北郡津幡町加賀爪ヌー5

美満寿

石川県河北郡津幡町加賀爪ハ６９－１

割烹大竹

石川県河北郡津幡町加賀爪ホ-435

季節料理

和（やわらぎ）

藤よし

石川県河北郡津幡町加賀爪ル201
石川県河北郡津幡町潟端393-2

お好み本舗んまい屋

津幡店

石川県河北郡津幡町字庄ホ45-1

MOMO

石川県河北郡津幡町庄ウ1-8

鮨正

石川県河北郡津幡町庄ト116

焼肉ステーキ

ほがらか

石川県河北郡津幡町庄ヘ71-4

いちいちかわいいＣＡＦＥ

石川県河北郡津幡町庄ヘ72-3

カレーのチャンピオン津幡店

石川県河北郡津幡町庄ホ３７－１

焼肉タルラン

石川県河北郡津幡町庄ホ44－1

GONJIRO

石川県河北郡津幡町庄ホ79-1

施設名称
やたの湯

所在地
石川県河北郡津幡町上矢田ハ22

すしべん

津幡店

石川県河北郡津幡町杉瀬イ150

焼肉亭ポパイ

石川県河北郡津幡町清水イ140-1

漁茶屋

石川県河北郡津幡町清水チ３４７－４

磯め

もみの木カフェ

石川県河北郡津幡町清水チ332-2

寿し長さん

石川県河北郡津幡町清水チ372-1

居酒屋半兵衛

石川県河北郡津幡町浅田丙４１－３

ｍａｄｏかふぇ

石川県河北郡津幡町浅田丙45-3

焼肉食堂

石川県河北郡津幡町太田ラ60番地

百万石

石川ゴルフ倶楽部

石川県河北郡津幡町大坪井1番地

ドライブイン風車

石川県河北郡津幡町竹橋ヨ105

源平茶屋

石川県河北郡津幡町竹橋西270

またいキッチン

石川県河北郡津幡町中橋イ67-1

石川県森林公園

森のレストラン

石川県河北郡津幡町津幡エ14

軽食・お茶処 たいほう

石川県河北郡津幡町津幡ニ558-3

とんぼ

石川県河北郡津幡町津幡ハ37

猫屋

石川県河北郡津幡町津幡ハ46

炭火焼鳥

竹蔵

石川県河北郡津幡町津幡ハ-82

ダートコーヒー岡田屋アルプラザ津幡店

石川県河北郡津幡町北中条１丁目１アルプラザ津幡１階

うまか亭

石川県河北郡津幡町北中条１丁目１番地アル・プラザ津幡１階

アル・プラザ津幡店

祥楽の湯津幡店

石川県河北郡津幡町北中条1-81

カルビ大将津幡店

石川県河北郡津幡町北中条1-6

ミスタードーナツアルプラザ津幡店

石川県河北郡津幡町北中条1-1アルプラザ津幡1F

炭焼工房

たんたん屋

石川県河北郡津幡町北中条11-100-4

ビストロ

カズ

石川県河北郡津幡町北中条2-8

道とん堀

津幡店

石川県河北郡津幡町北中条4-82

中華萬菜赤兎

石川県河北郡津幡町北中条4-44

居酒屋

与市

石川県河北郡津幡町北中条4-11

焼肉蔵

津幡店

石川県河北郡津幡町北中条5丁目92

カレーハウスCoCo壱番屋
お好み焼

石川津幡店

さっちゃん

石川県河北郡津幡町北中条6-81
石川県河北郡内灘町アカシア1の11

うちなだ加登長

石川県河北郡内灘町アカシア1-126

らーめん藤

石川県河北郡内灘町アカシア1-3-2

焼肉アカシア

石川県河北郡内灘町アカシア1-8

FOR ACカフェ

石川県河北郡内灘町ハマナス2丁目47

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

夢ミルク館

石川県河北郡内灘町湖西243

居酒屋

石川県河北郡内灘町向粟崎2丁目75

ひばり

居酒屋れすとらんひさし

石川県河北郡内灘町向粟崎5-92

らーめんla.la.la.

石川県河北郡内灘町向粟崎5丁目245

焼肉酒場

石川県河北郡内灘町向粟崎5丁目32番

力

和乃食はねや

石川県河北郡内灘町向陽台１丁目１２

炭火焼鳥居酒屋しんちゃん

石川県河北郡内灘町向陽台１－１８６シティハウスジョイ１Ｆ

あぐり

石川県河北郡内灘町向陽台1-182ウメシンビル1階

スナック

エバー

石川県河北郡内灘町向陽台1-1-2

ナスカライン

石川県河北郡内灘町向陽台1丁目185番地リバーサイド1F

ドトールコーヒーショップ金沢医科大学病院店

石川県河北郡内灘町字大学１丁目１

施設名称

所在地

一品料理

さつき

石川県河北郡内灘町字鶴ケ丘１丁目389

天然温泉

湯来楽

石川県河北郡内灘町千鳥台4-2-1

ひまわりポンポン

石川県河北郡内灘町千鳥台4-1コンフォモール内灘

レストランロンシャン

石川県河北郡内灘町大学1-1金沢医科大学病院12F

Ｈｏｒｉｔａ

石川県河北郡内灘町大学1-4-1内灘サンセットパーク

ＰＩＣＮＩＣ

箱庭

石川県河北郡内灘町大学1丁目1金沢医科大学内1号棟Ｂ1Ｆ

お好み焼き&鉄板焼き笑わ

石川県河北郡内灘町大学2-199

ティルームキャビン

石川県河北郡内灘町大学2丁目207-1

みのりの食卓

石川県河北郡内灘町大根布6-69-3

客楽多（きゃらくた）

焼肉屋ｓｕｎひまわり

石川県河北郡内灘町大根布7-132

自家焙煎工房ひだまり

石川県河北郡内灘町大根布と202番地5

焼肉

石川県河北郡内灘町大清台101-1

華華華

とり重

石川県河北郡内灘町大清台267

茂六

石川県河北郡内灘町大清台３２１

焼肉

五臓六腑

九州台所

石川県河北郡内灘町大清台51

八兵衛

石川県河北郡内灘町鶴ケ丘1-389

オムライス洋食SAMASAMA

石川県河北郡内灘町鶴ヶ丘2丁目70SN1101

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

アンバランス

石川県河北郡内灘町鶴ケ丘4丁目1-128

ゆうき

石川県河北郡内灘町鶴ケ丘4丁目1-7

喫茶ひまつぶし

石川県河北郡内灘町鶴ケ丘5-1-346

味処

石川県河北郡内灘町鶴ケ丘5丁目1番298

勝ちゃん

鎌路
iWAFFLEcafe

石川県河北郡内灘町鶴ケ丘5丁目1-186
内灘店

cafe de MARU(カフェドマル)

石川県河北郡内灘町白帆台1-428
石川県河北郡内灘町白帆台２丁目94

認証施設一覧（令和4年9月19日時点）
〈宿泊施設〉739施設
施設名称

所在地

和んの宿 wan-no-yado

石川県金沢市粟崎町4-7-21

旅情の宿

石川県金沢市安江町12-37

武蔵

ホテル金澤草紙

藍の辻

石川県金沢市安江町13-22

凜庵ＬＩＡＮ＿ＫＡＮＡＺＡＷＡ

石川県金沢市安江町１５番５８号

Casaya旅音

石川県金沢市安江町17-18

GUESTHOUSE KADOYASU

石川県金沢市安江町18-22

ホテルフォルツァ金沢

石川県金沢市安江町2-10

Ryu旅音

石川県金沢市茨木町59-5

ザ・スクエアホテル金沢

石川県金沢市下堤町10

天然温泉

石川県金沢市下堤町1番1

加賀の宝泉

御宿野乃金沢

HOTEL APT PERSIMMON

石川県金沢市柿木畠5-19

Wacasa旅音

石川県金沢市笠市町10-23

眠音ホテルISHITAYA

石川県金沢市笠市町10-6

金澤八旅

笠市

石川県金沢市笠市町２番１２号

金澤八旅

比翼

石川県金沢市笠市町２番１２号

水鞠ーみまり

石川県金沢市笠市町5-11

SHARIN Kanazawa Traveler's Inn

石川県金沢市笠市町5-6

もものや

石川県金沢市笠市町6-13

東山のオーベルジュ
金沢白鳥路

薪の音金澤

ホテル山楽

石川県金沢市観音町１丁目５－８
石川県金沢市丸の内６番３号

SARARASO

石川県金沢市菊川1-1-8

ArtHotelてまり庵

石川県金沢市橋場町11-7

橋端家旅音

石川県金沢市橋場町1-18

金澤八旅

石川県金沢市橋場町１２番１６号

橋場

金城樓

石川県金沢市橋場町2-23

HATCHi金沢 by THE SHARE HOTELS

石川県金沢市橋場町3-18

はしば庵

石川県金沢市橋場町9-5

金沢町家ゲストハウス あかつき屋

石川県金沢市暁町21－18

INTRO玉川

石川県金沢市玉川町12-17

Asobi旅音

石川県金沢市玉川町8-10-3

セレモニーホテル斎苑

石川県金沢市玉川町９－１５

旅籠屋ゆいまーる

石川県金沢市玉鉾1-12-41

金沢みなとホテル

石川県金沢市近岡町808番地

金沢温泉金石荘

石川県金沢市金石本町ニ９１

m a r u t t o 石川

石川県金沢市兼六元町２－１５－２

INOVA金沢駅前ホテルsuite

石川県金沢市元菊町25-3

アパホテル〈金沢西〉

石川県金沢市古府3丁目127番地

町家ゲストハウスかるた

石川県金沢市幸町10-22

Weskii Hotel

石川県金沢市広岡1-14-6

R&Bホテル金沢駅西口

石川県金沢市広岡1-3-31

ホテルトレンド金沢駅前

石川県金沢市広岡1-3-36

ダイワロイネットホテル金沢MIYABI

石川県金沢市広岡1-3-37

ハイアット セントリック 金沢

石川県金沢市広岡1-5-2

施設名称

所在地

ハイアット ハウス 金沢

石川県金沢市広岡1-5-2

アパホテル〈金沢駅前〉

石川県金沢市広岡1-9-28

ダイワロイネットホテル金沢駅西口

石川県金沢市広岡1丁目12番17号

ＡＢホテル金沢

石川県金沢市広岡1丁目9番地25号

ホテルビスタ金沢

石川県金沢市広岡２－１３－２７

ホテルマイステイズプレミア金沢

石川県金沢市広岡2-13-5

スマイルホテル金沢西口駅前

石川県金沢市広岡3-2-37

きくのや

石川県金沢市広坂1-1-27

ファーストホテル金沢

石川県金沢市広坂1-2-24

変なホテル金沢

石川県金沢市香林坊1-2-32

香林坊

KOKO HOTEL premier 金沢香林坊

石川県金沢市香林坊1丁目2-16

金沢東急ホテル

石川県金沢市香林坊2－1－1

HOTEL APT SESELA

石川県金沢市香林坊2-12-18

東横イン金沢兼六園香林坊

石川県金沢市香林坊2-4-28

ＫＩＫＩ

石川県金沢市香林坊２丁目１１番１８号

ＨＯＴＥＬ

ホテルインターゲート金沢

石川県金沢市高岡町2番5号

金沢家

石川県金沢市高尾南2-68

ホテルマイステイズ金沢キャッスル

石川県金沢市此花町10-17

ゲストルーム金沢心音

石川県金沢市此花町1番43号ライオンズマンション此花町第2-105号室

金沢駅前ホテル

石川県金沢市此花町2-24

Blue Hour Kanazawa

石川県金沢市此花町3-3ライブ1ビルB棟3F

鼓

石川県金沢市此花町4-13

Good Neighbors

石川県金沢市此花町4-19

ホテルエコノ金沢駅前

石川県金沢市此花町8-8

アネックス金沢

石川県金沢市此花町8番15号

HOTEL TRIM

石川県金沢市此花町9-18

Zaimoku旅音

石川県金沢市材木町1-2

ざいもく庵

石川県金沢市材木町3-9

町家レジデンスイン 山水居

石川県金沢市材木町9-3

紬

石川県金沢市三社町８－３

庵

いぬい庵

石川県金沢市三社町９―２

金茶寮本店

石川県金沢市寺町1丁目8‐50

花鳥風月

石川県金沢市寺町３-2-28

てらまちや

風心庵

石川県金沢市寺町３－２－３２

Riverside旅音

石川県金沢市寺町5-1-36

金澤の宿 桜橋

石川県金沢市寺町5丁目3番42号

浅の川

石川県金沢市主計町2-1

かずえや

石川県金沢市主計町3-14

菊乃や

石川県金沢市主計町３－２２

木津屋旅館

石川県金沢市主計町３－８

旅館

石川県金沢市十一屋町3番30号

橋本屋

浅田屋

石川県金沢市十間町２３番地

ホテルパシフィック金沢

石川県金沢市十間町46

すみよしや旅館

石川県金沢市十間町54番地

鶫

石川県金沢市十三間町６－１

庵

WABI

石川県金沢市十三間町中丁23

Asanogawa旅音

石川県金沢市小橋町18番地8

施設名称

所在地

ホテルエコノ東金沢

石川県金沢市小金町3-28

小将町ハウス

石川県金沢市小将町3-16

サニーハイツ

石川県金沢市小将町3-21

カメリアイン雪椿

石川県金沢市小将町4-17

オヤド小将町

石川県金沢市小将町４－７

ピースフルベース兼六園

石川県金沢市小将町４－７

Kenroku旅音

石川県金沢市小将町5-26

小将町ステイ

石川県金沢市小将町６－３１

宿坊心泉

石川県金沢市小将町7-10

ビジネスホテルＲサイド

石川県金沢市昭和町12-3

Ekichika旅音

石川県金沢市昭和町13-28

ANAクラウンプラザホテル金沢

石川県金沢市昭和町１６－３

金沢シティホテル

石川県金沢市昭和町6-8

金沢町家兼六

石川県金沢市昭和町9-10

ホテルアソビエ

石川県金沢市松村1丁目83番地1

テルメ金沢

石川県金沢市松島町17番地

三井ガーデンホテル金沢

石川県金沢市上堤町1-22

eph KANAZAWA

石川県金沢市上堤町2-28

トリフィートホテル＆ポッド金沢百万石通

石川県金沢市上堤町2-33

KUMU 金沢 by THE SHARE HOTELS

石川県金沢市上堤町2-40

石川県青少年総合研修センター

石川県金沢市常盤町212-1

ビジネスホテル東楽

石川県金沢市新神田2丁目12-16

ケイズハウス金沢

石川県金沢市新竪町3-132

旅籠屋ゆいまーる

EAST

石川県金沢市森山1-24-9

かがび

友禅

石川県金沢市森山1丁目29-5

かがび

水引

石川県金沢市森山1丁目29-5

かがび

手毬

石川県金沢市森山1丁目29-5

かがび

竹

石川県金沢市森山1丁目29-6-2

Azuki旅音

石川県金沢市森山1丁目5-23

元湯石屋

石川県金沢市深谷町チ95甲

金沢の宿

由屋るる犀々

石川県金沢市清川町７－１

大丸庵

石川県金沢市西町三番丁14-4

蒼風庵

石川県金沢市西町四番丁17-10

むつわ柒

石川県金沢市西町四番丁17-18

Oyama旅音

石川県金沢市西町四番丁17-13

ＢＥＡＮＳ
金澤八旅

ＳＴＡＹ
千日

石引

石川県金沢市石引１丁目１６番２７号
石川県金沢市千日町２番６号

百合庵

石川県金沢市千日町５番４号

Wow！金沢ステイ

石川県金沢市増泉１－４－１９

金沢一棟宿

石川県金沢市増泉1-7-13

海泉

W&M House

石川県金沢市増泉1丁目2番18-1号

Wow！金沢ステイ花鳥

石川県金沢市増泉１丁目６-５

Wow！金沢ステイ風月

石川県金沢市増泉１丁目６-6

Wow！金沢ステイ祝祭

石川県金沢市増泉1丁目6-7

Wow！金沢ステイ響頂

石川県金沢市増泉１丁目７-14

金沢国際ホテル

石川県金沢市大額町ル８番地

ゲストハウス白

石川県金沢市大手町1-2

施設名称

所在地

ダイアパレス大手門202

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門304

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門402

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門205

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門403

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門404

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門405

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門503

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門504

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門602

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門603

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門604

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門605

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門702

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門703

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門704

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門705

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門1001

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門203

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門204

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門305

石川県金沢市大手町2-23

ダイアパレス大手門501

石川県金沢市大手町2-23

ＫＫＲホテル金沢

石川県金沢市大手町2番32号

Close to you

石川県金沢市大手町5-18

金澤わおん

石川県金沢市大野町4丁目リ172-14

KANAME INN TATEMACHI

石川県金沢市竪町41

エイトポイントイン金沢

石川県金沢市竪町45-2CoCoTToKANAZAWA5F

アパホテル〈金沢片町〉

石川県金沢市池田町二番丁21-1

Nagomi旅音

石川県金沢市中央通町11-20

Tengu旅音

石川県金沢市中央通町11-34

加賀ハウス

石川県金沢市中央通町１３－１６

月読

石川県金沢市中央通町１５－１３

中央通り

白尾屋

石川県金沢市中央通町7-7

ホテルリブマックス
プチホテル

金沢駅前

アイビー

石川県金沢市中橋町7-12
石川県金沢市中村町31番50号

武家屋敷

はなつめ

石川県金沢市長町2-4-20

武家屋敷

しをり

石川県金沢市長町2-4-20

金沢 彩の庭ホテル
柚子屋旅館

金沢

石川県金沢市長田2丁目4番8号
緑草音

石川県金沢市天神町2丁目1-10-1

Tenjin旅音

石川県金沢市天神町2丁目2-36

金沢東兼六の離邸うふ

石川県金沢市東兼六町2番28号

つなぎ庵旅音

石川県金沢市東兼六町6-3

謡町ーUTAIMACHI

石川県金沢市東山1-16-6-1

民宿銀松

石川県金沢市東山1-17-18

山乃尾

石川県金沢市東山1-31-25

ホテルらしく金沢

石川県金沢市東山1丁目-4-7-1

東山ちたる

石川県金沢市東山2丁目1-4

施設名称

所在地

ひがしやま祥、

石川県金沢市東山3-1-26

日月庵

石川県金沢市東山3-14-31

月読東山

石川県金沢市東山３－２０－８

金澤町家シェアハウスGAOoo

石川県金沢市東山3-23-14

東山かげろひ

石川県金沢市東山3-26-51

金沢くつろぎ宿

泊まり木

石川県金沢市東山3ー6ー6

金澤別邸結庵

石川県金沢市東山3－6－15

お宿

石川県金沢市東山3丁目13番17号

朱

東山あり月

石川県金沢市東山3丁目14-2

ひなや東山

石川県金沢市東山3丁目31番10号

ゲストハウス泊家

石川県金沢市東山3丁目3番18号

金沢ゲストハウス ステラ

石川県金沢市東山一丁目3番23号

ビジネスホテル

石川県金沢市東力３丁目１６７番地

レマン

金沢湯涌温泉百楽荘

石川県金沢市湯涌荒屋町67-1

湯の出

石川県金沢市湯涌荒屋町77-2

あたらしや

石川県金沢市湯涌荒屋町89-2

金沢湯涌山音

石川県金沢市湯涌町イ105番地

さかえや旅館

石川県金沢市湯涌町イ１６１番地

お宿やました

石川県金沢市湯涌町イ165-1

かなや

石川県金沢市湯涌町イ56

湯涌温泉

古香里庵

石川県金沢市湯涌町イ-68

数寄屋風旅館からさわ

石川県金沢市藤江南1丁目94番地

HOTELゆめのゆ

石川県金沢市藤江南３丁目２６番地

ホテル

石川県金沢市藤江北4丁目210

フラワースイート

東急ステイ金沢

石川県金沢市南町4-50

金沢ニューグランドホテル

プレステージ

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

石川県金沢市南町４番１号

ラクーンハウス

石川県金沢市入江2丁目251

銭がめ

石川県金沢市板ケ谷町イ50

ユニゾイン金沢百万石通り

石川県金沢市尾山町3-30

雨庵 金沢

石川県金沢市尾山町6-30

ホテル金沢

兼六荘

石川県金沢市尾山町6-40

セントラルベース金沢

石川県金沢市尾張町１ー１０－１２宗重ビル５０２

LINNAS Kanazawa

石川県金沢市尾張町１－２－８

旅館やまむろ

石川県金沢市尾張町1-2-19

中安旅館

石川県金沢市尾張町1丁目10番31号

母衣町

石川県金沢市尾張町２－１６－３１

庵

おもてなしの宿 中の橋

石川県金沢市尾張町２丁目１６－３３

Kotto旅音

石川県金沢市尾張町一丁目2-31

素宿之家

石川県金沢市疋田2丁目174番地

彦三町

金の間

石川県金沢市彦三町1-11-17

彦三町

銀の間

石川県金沢市彦三町1-11-18

くろほろ

石川県金沢市彦三町1-6-49

ひこそのまちやど

石川県金沢市彦三町1丁目4-11

瓢

午の間

石川県金沢市瓢箪町20-5

瓢

卯の間

石川県金沢市瓢箪町20-5

Hyotan旅音

石川県金沢市瓢箪町23-5

施設名称
町家ホテル

町の踊場

所在地
石川県金沢市瓢箪町7-6

花明かり

石川県金沢市瓢箪町8-13

ホテルリソルトリニティ金沢

石川県金沢市武蔵町1-18

ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ

石川県金沢市武蔵町15番１号

Ishizue旅音

石川県金沢市武蔵町16-30

金沢カプセルホテル武蔵町

石川県金沢市武蔵町1番17号

むさし栄庵

石川県金沢市武蔵町5-27

ゲストハウス西金沢Smile&smile

石川県金沢市米泉町7丁目72番地19

ホテルマイステイズ金沢片町

石川県金沢市片町1-10-18

OMO5金沢片町 by 星野リゾート

石川県金沢市片町1-23-4

ホテルクラウンヒルズ金沢

石川県金沢市片町1-2-44

村田屋旅館

石川県金沢市片町1-5-2

ホテルトレンド金沢片町

石川県金沢市片町1丁目11-15-1

香林居

石川県金沢市片町1丁目1-31

タウンホテル

フォーティワン

石川県金沢市片町1丁目3-33

アパホテル〈金沢片町〉EXCELLENT

石川県金沢市片町2-2-13

金沢フレックスホテル片町

石川県金沢市片町2-23-7

ホテルアマネク金沢

石川県金沢市片町2－25－17

BENJAMIN

石川県金沢市片町2-29-6

HOTEL

Tマークシティホテル金沢

石川県金沢市片町２丁目２１－７

STAY&WASH

石川県金沢市片町2丁目26番17号

リバーサイドステイ金沢

石川県金沢市片町一丁目10-18ホクリク犀川ビル2号館3階

金沢の宿

石川県金沢市芳斉2-3-7

池田屋

金沢まちなかの宿

キリコ

石川県金沢市芳斉２丁目14ー24

金沢イン

石川県金沢市芳斉２丁目5-11-4

金沢町家あぶらや

石川県金沢市芳斉2丁目5-12

リブレ芳斉

101号室

石川県金沢市芳斉2丁目9-18

リブレ芳斉

102号室

石川県金沢市芳斉2丁目9-18

リブレ芳斉

103号室

石川県金沢市芳斉2丁目9-18

リブレ芳斉

104号室

石川県金沢市芳斉2丁目9-18

リブレ芳斉

105号室

石川県金沢市芳斉2丁目9-18

リブレ芳斉

201号室

石川県金沢市芳斉2丁目9-18

リブレ芳斉

203号室

石川県金沢市芳斉2丁目9-18

リブレ芳斉

205号室

石川県金沢市芳斉2丁目9-18

リブレ芳斉

301号室

石川県金沢市芳斉2丁目9-18

リブレ芳斉

302号室

石川県金沢市芳斉2丁目9-18

リブレ芳斉

303号室

石川県金沢市芳斉2丁目9-18

金沢マンテンホテル駅前

石川県金沢市北安江1-6-1

ゲストハウスおちゃかれ

石川県金沢市北安江1-8-12

四季の彩アパートメントホテル金沢

石川県金沢市北安江1丁目7番21号

ホテル金沢

石川県金沢市堀川新町1-1

ダイワロイネットホテル金沢

石川県金沢市堀川新町2-20

天然温泉 加賀の湧泉

石川県金沢市堀川新町2-25

ドーミーイン金沢

ホテルウィングインターナショナルプレミアム金沢駅前

石川県金沢市堀川新町8-13

チサンバジェット金沢駅前

石川県金沢市堀川新町8-16

金澤八旅

茜

石川県金沢市堀川町２３番３６号ファブール堀川１０３

金澤八旅

金色

石川県金沢市堀川町２３番３６号ファブール堀川１０５

施設名称
金澤八旅

空色

所在地
石川県金沢市堀川町２３番３６号ファブール堀川１０２

Humming Bird金沢

石川県金沢市堀川町24-8

NAOUMI HOUSE

石川県金沢市堀川町27-20

金沢セントラルホテル本館

石川県金沢市堀川町4-4

岡ホテル

石川県金沢市堀川町5-2

金沢セントラルホテル

石川県金沢市堀川町5-3

ホリカワホステル

石川県金沢市堀川町6-20

ゲストハウス和んで

石川県金沢市本町１丁目８－１０

so, KANAZAWA

石川県金沢市本町2-1-14

ホテル日航金沢

石川県金沢市本町2-15-1

ホテルひので屋

石川県金沢市本町2-17-25

旅館しばや

石川県金沢市本町2-19-7

鹿島屋旅館

石川県金沢市本町２ー１９ー１３

スーパーホテルPremier金沢駅東口

石川県金沢市本町2-5-15

Crasco旅音

石川県金沢市本町2-6-23

SAKON UKON

石川県金沢市本町2-8-10

ホテル・トリフィート金沢

石川県金沢市本町2丁目12番1号

ガーデンホテル金沢

石川県金沢市本町２丁目１６－１６

金沢茶屋／つづみ／小松弥助

石川県金沢市本町2丁目17番21号

ビジネスホテル

石川県金沢市本町2丁目18番26号

ナカダ

金澤田丸屋

石川県金沢市本町二丁目２番１１号

金沢犀川温泉川端の湯宿「滝亭」

石川県金沢市末町23-10

滝乃荘

石川県金沢市末町ヲ４４－４

hygge

石川県金沢市無量寺町ナ３６－１

ヴィアイン金沢

石川県金沢市木ノ新保町1-1（金沢百番街3階）

片町ツアーホテル

石川県金沢市木倉町2-11

Ninja旅音

石川県金沢市野町1丁目2-1

Nishichaya旅音

石川県金沢市野町2-12-7

群青の月

石川県金沢市野町2-33-19-1

アパホテル〈金沢野町〉

石川県金沢市野町2-4-22

にし茶屋街の宿むう

石川県金沢市野町2丁目25番29号

西玖ーSAIK

石川県金沢市野町2丁目3-10

町家ステイ

初華

ui-ca

石川県金沢市野町3-17-1

心遊亭

石川県金沢市野町３丁目19-38

Hotel花IchiRin

石川県金沢市野町5丁目4-11

ゲストハウス

ポンギー

石川県金沢市六枚町２－２２

Local Food and Stay Blue x Lilac

石川県鹿島郡中能登町

古民家ゲストハウス結舎-YUINOYA-

石川県鹿島郡中能登町良川ヲ71

御宿

石川県七尾市庵町ノ部２番地

つむぎ庵

ハートランドヒルズin能登＠いおり

石川県七尾市庵町笹ヶ谷内3-1

和倉温泉

石川県七尾市奥原町3-29-2

多田屋

ろくでなしB&B45

石川県七尾市温井町リ部10番地1

遊心庵

石川県七尾市花園町甲４４番地－１

ブッブーイン

石川県七尾市古府町南谷13番地

料理旅館

石川県七尾市光陽台74番地3

聚楽

ホテルアリヴィオ

石川県七尾市神明町１番地ミナクルビル1F

ビジネスホテル

石川県七尾市石崎町タ２８－３０

和倉サンライズ

施設名称

所在地

Ｏｎｅ・Ｄａｙ・Ｆａｍ

石川県七尾市石崎町乙部１９番地９

ホテルアルファ－ワン能登和倉

石川県七尾市石崎町香島１ー２０

日本の宿のと楽

石川県七尾市石崎町香島1丁目14番地

石政旅館

石川県七尾市相生町54

さたみや旅館

石川県七尾市大手町10

OH!TOMARI

石川県七尾市大泊町29-67-1

サンヒルズのと

石川県七尾市大泊町藤巻38番地

百年町家

石川県七尾市鍛冶町28番地

佐野邸

Villa della pace
わんこと泊まれる宿

石川県七尾市中島町塩津乙は部26-1
旅宿やす田

泊＋カフェ遊帆

石川県七尾市中島町河崎ヌ1149-1
石川県七尾市中島町外イ21番地2

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ22

石川県七尾市中島町小牧ヨ19番地25

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ21

石川県七尾市中島町小牧ヨ33番地2

国民宿舎 能登小牧台

石川県七尾市中島町小牧井部５５

おうた民宿

石川県七尾市中島町長浦子部25番地

民宿・旅館つるや

石川県七尾市田鶴浜町タ７３－６

民宿

石川県七尾市能登島えの目町ろ-31

海ほたる

梅屋

石川県七尾市能登島えの目町55-30

勝雄館

石川県七尾市能登島えの目町ロ-132

能登島荘

石川県七尾市能登島えの目町32-66

ペンション

イル・ピーノ

石川県七尾市能登島曲町１３－１５

コテージのとじま春菜

石川県七尾市能登島曲町2部乙8番1

島の小さなホテルウインズ

石川県七尾市能登島曲町8-25-6ウインズ

能登島ゲストハウス葉波

石川県七尾市能登島向田町１２８－８１－２

能登

石川県七尾市能登島向田町118-1-1

島宿せがわ

柳旅館

石川県七尾市能登島向田町120-34

Dolphin Smile

石川県七尾市能登島向田町そわじ浦地内

さわだ旅館

石川県七尾市能登島向田町に部１２番地１

山長

石川県七尾市能登島佐波町ナ-11-1

民宿

花藤

石川県七尾市能登島佐波町ハ部34番地2

民宿

中村家

石川県七尾市能登島佐波町ヨ-25-1

民宿

石坂荘

石川県七尾市能登島祖母ケ浦町2部2番地

民宿

堀井

石川県七尾市能登島祖母ケ浦町5-14

山水荘

石川県七尾市能登島祖母ケ浦町1-37

民宿

成田屋

石川県七尾市能登島祖母ケ浦町5部23番地

民宿

松下

石川県七尾市能登島祖母ケ浦町１部４０番地１

民宿

浜弥

石川県七尾市能登島長崎町28の6

田尻荘

石川県七尾市能登島田尻町イ-6-26番地

民宿

すがの

石川県七尾市能登島閨町ハ-5

民荘

太左ェ門

石川県七尾市能登島鰀目町33-74-2

島の宿

えのめ荘

石川県七尾市能登島鰀目町ろ部45番地

Social Guest House neltoko

石川県七尾市馬出町イ2-5

民宿

石川県七尾市馬出町ハ部51-6

関取

ホテルルートイン七尾駅東

石川県七尾市本府中町ハ31-1

iyooo

石川県七尾市木町1-1-2

料理旅館
能州いろは

七尾城

石川県七尾市矢田町19号鉄砲山11番地
石川県七尾市和倉町1-10-1

施設名称

所在地

十番館

石川県七尾市和倉町6-6-5

花ごよみ

石川県七尾市和倉町カ部13番地

湯の華

石川県七尾市和倉町カ部22-3

大正浪漫の宿
海の和風館

渡月庵
宿守屋寿苑

石川県七尾市和倉町タ部1
石川県七尾市和倉町ひばり2丁目52番地

過雁荘

石川県七尾市和倉町ひばり2丁目20番地

のと海

石川県七尾市和倉町ヨ３５－１

旅亭

石川県七尾市和倉町ヨ部４５番地

はまなす

おくだや

石川県七尾市和倉町ヨ部5番地1

加賀屋

石川県七尾市和倉町ヨ部80番地

湯快リゾート

金波荘

虹と海

石川県七尾市和倉町ヨ部91-1
石川県七尾市和倉町ヨ部96番地

味な宿

宝仙閣

石川県七尾市和倉町ヨ部ヨ部19番地の2

和倉温泉はまづる

石川県七尾市和倉町ル2-2

お宿すず花

石川県七尾市和倉町ル部4-7

岡田屋

石川県七尾市和倉町ワ部22番地1

白鷺の湯

能登 海舟

石川県七尾市和倉町ワ部31番地

松乃碧

石川県七尾市和倉町ワ部34番地

天空の宿大観荘

石川県七尾市和倉町六号5-1

ゆけむりの宿

石川県七尾市和倉町和歌崎3-1

美湾荘

ホテル海望

石川県七尾市和倉町和歌崎部12-3

あえの風

石川県七尾市和倉町和歌埼8-1

民宿

石川県珠洲市熊谷町ヘ部12番地

くまんたん

よしが浦温泉
農家民宿

ランプの宿

磯の宿

古民家奈良木
せと

石川県珠洲市三崎町寺家10-11-2
石川県珠洲市若山町鈴内31-1
石川県珠洲市上戸町寺社2-81

上戸ゲストハウス

石川県珠洲市上戸町北方1-68

ホテル海楽荘

石川県珠洲市真浦町カ-16

能登観光ホテル

石川県珠洲市真浦町カ6-1

民宿さわむら屋

石川県珠洲市正院町川尻12-84

農家民宿たなか

石川県珠洲市正院町川尻13-51-5

遊望亭

石川県珠洲市清水町3-132

木ノ浦ビレッジ

石川県珠洲市折戸町ホ25-1

鉢ヶ崎ケビン

石川県珠洲市蛸島町１－１

民宿さいもん

石川県珠洲市蛸島町1-2-28

珠洲ビーチホテル

石川県珠洲市蛸島町1部2番地480

民宿お食事むろや

石川県珠洲市蛸島町ナ部123番地

鉢ヶ崎オートキャンプ場（トレーラー）

石川県珠洲市蛸島町鉢ヶ崎３６－２

小さい港のゲストハウス（長橋食堂）

石川県珠洲市長橋町11-9-2

泊まれるお寺乗光寺

石川県珠洲市飯田町12-24

谷野旅館

石川県珠洲市飯田町12-52

民宿

山中荘

石川県珠洲市飯田町16-25

民宿くにまつ

石川県珠洲市飯田町26-23

灯りの宿

まつだ荘

石川県珠洲市飯田町26-42-1

珠洲温泉

のとじ荘

石川県珠洲市宝立町鵜飼1-30-1

民宿

田﨑荘

禄光旅館

石川県珠洲市宝立町鵜島ハ-76-3
石川県珠洲市狼煙町ヘの部78番地

施設名称

所在地

狼煙館

石川県珠洲市狼煙町ヲ部９番地

老松

石川県小松市旭町11－2

アパホテル〈小松〉

石川県小松市飴屋町53

湯快わんわんリゾート粟津 Powered byわんわんパラダイス

石川県小松市粟津温泉イ-35

湯快リゾート

石川県小松市粟津温泉ワ-36

あわづグランドホテル

法師旅館

石川県小松市粟津町ワ46甲地

昭和湯治の宿

緑華苑

石川県小松市粟津町ワ47

旅亭懐石のとや

石川県小松市粟津町ワ85

喜多八

石川県小松市井口町へ１３

石川県市町村職員共済組合

保養所

おびし荘

石川県小松市井口町ホ55

オーベルジュ オーフ

石川県小松市観音下町ロ48番地

ゲストハウス三日市

石川県小松市三日市町38-1

小松グリーンホテル

石川県小松市小島町ル41

瀬々らぎの森

シャンブル．ドット

エトワールエフェ

石川県小松市瀬領町カ125-1

木風舎

石川県小松市大杉町コ69-1

伝泊 小松

石川県小松市大杉町寅110

滝ヶ原クラフトアンドステイ

石川県小松市滝ケ原町タ４番地

一軒宿の赤穂谷温泉

石川県小松市中海町ロ19

小松フレックスホテル

石川県小松市長崎町2-60

ルートイングランティア小松エアポート

石川県小松市長崎町4-116-1

ホテルグランビナリオKOMATSU

石川県小松市土居原町10-10

ホテルエアポート小松

石川県小松市土居原町282

ビジネスホテル大地

石川県小松市土居原町３４８

ハイパーホテル小松

石川県小松市土居原町716番地

満天ノ

石川県小松市湯上町い18

辻のや

生雲

石川県小松市那谷町２０字１３，１４

ホテルビナリオＫＯＭＡＴＳＵセントレ

石川県小松市日の出町4丁目93

変なホテル

石川県小松市日の出町一丁目180番地

小松駅前

大くぼ旅館

石川県小松市符津町ラ３１番地

アパホテル〈小松グランド〉

石川県小松市本折町33

龍助２５

石川県小松市龍助町２５番地

スーパーホテル石川・能美根上スマートインター

石川県能美市吉原釜屋町ハ61-1

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番地１

B&B NEAGARI

石川県能美市大成町チ296番地

B&B NEAGARI FACING

石川県能美市大成町ト99番地

B&B NEAGARI ANNEX

石川県能美市大成町ホ３番地

たがわ龍泉閣

石川県能美市辰口町20番地

やさしさの宿

まつさき

石川県能美市辰口町3-1

囲炉裏のある古民家ゲストハウスゆの

石川県能美市湯屋町ト43

旅亭

石川県能美市緑が丘5丁目31番40

萬葉

１日１組限定のライフスタイルホテル
ナチュラルスパ・リトリート
千丈温泉

ルヴァン

清流

マウンテンブルー

石川県白山市河内町きりの里４０
石川県白山市河内町江津は1番地19
石川県白山市河内町内尾ロ65-1

和田屋

石川県白山市三宮町イ55ー2

ホテルルートイン美川インター

石川県白山市鹿島町2-1

研修交流館

石川県白山市瀬波子51-5

白山里

株式会社グランドホテル白山

石川県白山市西新町152-7グランドホテル白山

施設名称

所在地

ホテルシーサイド松任

石川県白山市相川町２４６２

ニュー松任ターミナルホテル

石川県白山市相木2-9-1

胃腸温泉

石川県白山市中宮ク5-1-10

木戸旅館

にしやま旅館
中宮温泉

石川県白山市中宮ク5-1-12

湯宿

くろゆり

石川県白山市中宮ク5-32

Guest House cototto

石川県白山市鶴来今町レー6

萬寿荘

石川県白山市鶴来日詰町カ１３５

お宿

さわだ旅館
たけだ

石川県白山市鶴来日詰町カ176

花月荘

石川県白山市鶴来日詰町カ193

有限会社つるや（お宿つるや）

石川県白山市殿町51番地

松任ターミナルホテル

石川県白山市東三番町28

ホテル白山ヒルズ

石川県白山市徳丸町３３５番地２

白山セミナーハウス望岳苑

石川県白山市白峰6-101

永井旅館

石川県白山市白峰ノ38番地

白山苑

石川県白山市白峰ロ158-4

SENNO

石川県白山市白峰ロ36番地1

春風旅館

石川県白山市白峰ロ-7

白山室堂

簡易宿泊棟・白山雷鳥荘

石川県白山市白峰地内白山室堂

白山南竜山荘

石川県白山市白峰南竜ヶ馬場地内

白山南竜山荘ケビン

石川県白山市白峰南竜ヶ馬場地内

民宿 獅子吼荘

石川県白山市八幡町リ149

白山お宿

石川県白山市八幡町ル110

さかい

旅館かのや

石川県白山市八幡町ヲ７２

一里野高原ホテルろあん

石川県白山市尾添チ70-4

ホテル

石川県白山市尾添チ70-6

丸尾ビレージ

HAKUSAN

Retreat ケリエ山荘

石川県白山市尾添チ71-3

岩間山荘

石川県白山市尾添チ81-3

GUESTHOUSE CAFE&BAR UNILA

石川県白山市尾添ヌ176番地1

民宿

石川県白山市尾添ヌ193－1

山びこ荘

ホテル

牛王印

石川県白山市尾添リ60番地12

山緑荘

石川県白山市尾添リ65-10

花くるみ

石川県白山市尾添リ78-11

雪国荘

石川県白山市尾添レ34-4

ホテルつるのや

石川県白山市尾添レ34-5

ペンション丘の杜

石川県白山市尾添レ３５番地１

B&B TAISHO

石川県白山市美川今町ソ283番地

B&B MIKAWA

Ⅴ

石川県白山市美川新町ソ163番地

B&B MIKAWA

Ⅲ

石川県白山市美川中町ソ16番地１

B&B MIKAWA

石川県白山市美川中町ル16番地

料理旅館

石川県白山市美川南町ヌ154

沢のや

B&B MIKAWA

Ⅳ

石川県白山市美川北町ソ172番地

山里の香りただよう宿ふらり

石川県白山市仏師ケ野町乙55番地

WOODDY

石川県白山市湊町2-78-3

ロンドンバスホテル

石川県白山市湊町2-81

農家民宿

ふるきみ

石川県鳳珠郡穴水町古君ハの１番地

農家民宿

江戸

石川県鳳珠郡穴水町古君ハの４６

農家民宿

甲山彦

石川県鳳珠郡穴水町甲に67-1

施設名称
民宿

甲海彦

所在地
石川県鳳珠郡穴水町甲に67-1

能登

石川県鳳珠郡穴水町甲ネ133

料理旅館

竹亭

石川県鳳珠郡穴水町字川島イの90番地

農家民宿

春欄の宿

海の家

石川県鳳珠郡穴水町字竹太壱14番2

能登牡蠣の宿キャッスル真名井

石川県鳳珠郡穴水町川島井の61-1

農家民宿

石川県鳳珠郡穴水町前波ヘの１６７番１

虹波

龍屋

石川県鳳珠郡穴水町曽福ハ49

兜ガーデンファーム

石川県鳳珠郡穴水町曽良４－４１－２

農家民宿菜々

石川県鳳珠郡穴水町大町ロの32-3

のとふれあい文化センター

石川県鳳珠郡穴水町内浦５字２８番地３

民宿

田の浦荘

石川県鳳珠郡能登町宇出津ウ字10番地3

民宿

ふわ

石川県鳳珠郡能登町宇出津ウ字124

GUEST HOUSE りゅうべぇ

石川県鳳珠郡能登町宇出津ロ字19-14

民宿

石川県鳳珠郡能登町宇出津井字14番地

かね八

国民宿舎

能登うしつ荘

民宿うかわ

石川県鳳珠郡能登町鵜川２０－１－１

能登九十九湾
農家民宿

石川県鳳珠郡能登町羽根5字4番地

百楽荘

吉池

石川県鳳珠郡能登町越坂１１-34
石川県鳳珠郡能登町宮地1002-2

春蘭の宿

石川県鳳珠郡能登町宮地16-9

セミナーハウス山びこ

石川県鳳珠郡能登町黒川33号61番地

春蘭の里

石川県鳳珠郡能登町鮭尾タ字9番地

民宿

菊次郎

かじ旅館

石川県鳳珠郡能登町笹川ロ部20-1

農家民宿

武渕

石川県鳳珠郡能登町山田10-3

農家民宿

八坂

石川県鳳珠郡能登町山田14-67-1

農家民宿

坂上

石川県鳳珠郡能登町山田6-89

ホテルのときんぷら

石川県鳳珠郡能登町字越坂11－51

農家民宿

石川県鳳珠郡能登町字久田20-71

諸井

宮地交流宿泊所

こぶし

石川県鳳珠郡能登町字宮地1-2-1

農家民宿

きば

石川県鳳珠郡能登町字宮地16字201番地

農家民宿

与助

石川県鳳珠郡能登町字宮地16-10

農家民宿

坂の口

石川県鳳珠郡能登町字宮地16-206

農家民宿

みずかみ

石川県鳳珠郡能登町字宮地5-21

農家民宿

かや

石川県鳳珠郡能登町字鮭尾6-33

農家民宿

清蔵

石川県鳳珠郡能登町字鮭尾6-17

農家民宿

じろしろ

石川県鳳珠郡能登町字鮭尾7-5

農家民宿

くりたに

石川県鳳珠郡能登町字鮭尾壱字（坂尻）178番1

春蘭の里

民宿

石川県鳳珠郡能登町字山田13-2-2

農家民宿

清龍坊

石川県鳳珠郡能登町字山田壱壱田字16

農家民宿

うえだ

石川県鳳珠郡能登町字山田六田字107番

農家民宿

上野

石川県鳳珠郡能登町字寺分2-17

農家民宿

新谷

石川県鳳珠郡能登町字小間生子部48

農家民宿

坂尻

石川県鳳珠郡能登町字小間生梅部73-2

農家民宿

やろく

石川県鳳珠郡能登町字上町本13-225甲

和助

真脇ポーレポーレ

石川県鳳珠郡能登町字真脇19字110番地

農家民宿

大峰

石川県鳳珠郡能登町字瑞穂9-9-1

農家民宿

ぜんべ

石川県鳳珠郡能登町字瑞穂9-151

農家民宿

のとむすび駒寄

石川県鳳珠郡能登町字当目60-33-3

施設名称

所在地

農家民宿

國盛

石川県鳳珠郡能登町字柳田ス部17番地

農家民宿

窪田

石川県鳳珠郡能登町字柳田井部36-1

国民宿舎能登やなぎだ荘

石川県鳳珠郡能登町字柳田知部１番地

能登町柳田植物公園

石川県鳳珠郡能登町上町口部1-1

民宿

アストロコテージ

もり

石川県鳳珠郡能登町瑞穂12字-8

みずかみ曽又

石川県鳳珠郡能登町曽又１８字１００番甲地

バイザシー 能登

石川県鳳珠郡能登町波並20字95番地の2

春蘭の里

農家民宿

三平

石川県鳳珠郡能登町本木18-84

民宿ふらっと
春蘭の里

石川県鳳珠郡能登町矢波27字26番地3

農家民宿

竹内

石川県鳳珠郡能登町柳田ラ部105番地

体験交流施設ラブロ恋路

石川県鳳珠郡能登町恋路3-18

ゲストハウスNONO

石川県野々市市稲荷2-142リライフビル402号

北山旅館

石川県野々市市本町一丁目１７番９号

満天の湯

道の宿

白山インター店

石川県野々市市柳町460番地

ホテルルートイン輪島

石川県輪島市マリンタウン1-2

民宿

白塔園

石川県輪島市河井町18部42

民宿

さかした

石川県輪島市河井町19-1-72

輪風の宿

満月

石川県輪島市河井町20部1番地-44

お宿たなか

石川県輪島市河井町22-38

川端旅館

石川県輪島市河井町3-156-1

民宿海岸通り

石川県輪島市河井町4-110

深三

石川県輪島市河井町4-4

ゲストハウス うめのや

石川県輪島市河井町5-254

温泉民宿

石川県輪島市河井町6-136-7

海辺

ペンシヨン

ハトヤ

里山まるごとホテル

石川県輪島市河井町6-53
中右衛門

石川県輪島市三井町新保ハ28

石川県健康の森

石川県輪島市三井町中長谷12

温泉民宿

石川県輪島市小池町元鵜入ター4番地

漁火

新橋旅館

石川県輪島市新橋通8-4-5

深見荘

石川県輪島市深見町60-61

ホテルメルカート輪島

石川県輪島市杉平町矢田２

漁師の宿

石川県輪島市大野町城兼5番地

城兼

ねぶた温泉 海游 能登の庄

石川県輪島市大野町鶴ヶ池72番地

いろり庵

石川県輪島市町野町広江１部33番地

ホテル

藤六
こうしゅうえん

石川県輪島市塚田町2-31-6

民宿わじま

石川県輪島市二ツ屋町2-5-1

民宿

石川県輪島市鳳至町下町23

寅さん

輪島温泉八汐

石川県輪島市鳳至町袖ヶ浜１番地

ハナカイジチ

石川県輪島市門前町黒島町ハ２９

能登・門前ファミリーイン

ビュー・サンセット

石川県輪島市門前町千代29-58

民宿はまなす

石川県輪島市門前町藤浜11-55-1

農家民宿フォレスト

石川県輪島市門前町和田6-31-1

かほくホテルなごみ亭

石川県かほく市宇野気リ２０７番地６

民宿きくのや

石川県かほく市外日角1-4-36

河北亭

石川県かほく市高松ナ-13

魚料理・民宿
民宿むら田荘

やまじゅう

石川県かほく市浜北ハ２０－１
石川県羽咋郡志賀町甘田ロ57番地1

施設名称

所在地

ハートランドヒルズin能登

石川県羽咋郡志賀町高浜町ク32番地3

ビジネスホテルはしみ荘

石川県羽咋郡志賀町高浜町クの13番地8

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ15

石川県羽咋郡志賀町高浜町ク32番地3

アクア志賀

石川県羽咋郡志賀町高浜町ノ36-54

ビジネスホテルやまぐち

石川県羽咋郡志賀町高浜町マ-26-1

いこいの村能登半島

石川県羽咋郡志賀町上野18-1

能登リゾートエリア増穂浦

石川県羽咋郡志賀町相神イの3番地1

民宿

月見草苑

石川県羽咋郡志賀町大島11-1-185

民宿

大島荘

石川県羽咋郡志賀町大島ホ8-2

家族コテージノトイエ

石川県羽咋郡志賀町町へ１－３５７

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ5

石川県羽咋郡志賀町町へ1-312

家族コテージノトイエ5号

石川県羽咋郡志賀町町へ1-321,322,323

家族コテージノトイエ6号

石川県羽咋郡志賀町町へ1-333

家族コテージノトイエ3

石川県羽咋郡志賀町町へ1-356

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ13

石川県羽咋郡志賀町町へ１番地62

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ3

石川県羽咋郡志賀町町へ1番地86

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ6

石川県羽咋郡志賀町町ヘ1番地28

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ8

石川県羽咋郡志賀町町ヘ1番地164

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ11

石川県羽咋郡志賀町町ヘ1番63

農家民宿

古民家こずえ

石川県羽咋郡志賀町町居りの22

湖月館

石川県羽咋郡志賀町富来地頭町8-176-3

ハートランドヒルズin能登

ファミリーホテル

グッデイ

シーサイドヴィラ渤海

石川県羽咋郡志賀町富来領家町タ2番6
石川県羽咋郡志賀町富来領家町甲の59番地1

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ19

石川県羽咋郡志賀町富来領家町ハ53

地蔵前

石川県羽咋郡志賀町福浦港ミナト１９９

ビジネスホテルはしみ荘別館

石川県羽咋郡志賀町福野4-11-7

民宿

石川県羽咋郡志賀町堀松丑49-1

志賀

コテージデジャヴ

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ナ-1-223

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ10

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ナ1番地191

ペンション夕凪

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ム１－４７

家族コテージノトイエ2号

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ム1-105

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ9

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ム1番地177

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ12

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ム1番138

和風ペンション

ふるさと

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ム１－９６

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ1

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ1番地23

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ2

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ1番地24

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ7

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ1番地176

Royal Hotel 能登

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ラー１

ペンション

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ部1-103

民宿

タイムリー

松風

ペンション＆カフェ

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ2-61
クルーズ

ハートランドヒルズin能登

ハートランドヒルズ14

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷子4-32
石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷子4-20

コテージハーベスト

石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷子－４－３３

民宿能登半島

石川県羽咋郡宝達志水町今浜ソ214

旅館やまもと

石川県羽咋郡宝達志水町上田エ30番地

めぐまこの家

石川県羽咋郡宝達志水町杉野屋ム３５

Nalu

石川県羽咋郡宝達志水町麦生ツ101番地5

施設名称

所在地

ホテルウェルネス能登路

石川県羽咋郡宝達志水町敷浪5号48-2

アクアはくい

石川県羽咋市粟生町キ93-11

休暇村能登千里浜

石川県羽咋市羽咋町オ70

民宿いわき

石川県羽咋市柴垣町19-78-2

PLAGE

石川県羽咋市柴垣町92-2-1

オーシャンズテラス柴垣

石川県羽咋市柴垣町92-3-1

ちりはまホテルゆ華

石川県羽咋市千里浜町タ1-26

民宿

石川県羽咋市千里浜町タ154-2

海遊舎

民宿清水

石川県羽咋市千里浜町リ326番地

グリーンホテル

西館

石川県羽咋市川原町テ88番地8

石黒旅館

石川県羽咋市中央町サ44番地1

ビジネスホテル山海荘

石川県羽咋市中央町フ162番地

民宿はまなす

石川県羽咋市島出町上1-21

ホテル羽音碧々

石川県羽咋市兵庫町タ37-1

かに・荒磯料理

志麻

片山津ゴルフ倶楽部

石川県加賀市伊切町にー１６１

民宿

ロッジ

北稜

北前船

石川県加賀市伊切町フ２５－１
石川県加賀市橋立町ム162

アパホテル〈加賀大聖寺駅前〉

石川県加賀市熊坂町イ226-4

みやびの宿

石川県加賀市山代温泉11-2-1

加賀百万石

吉田屋山王閣

石川県加賀市山代温泉13の1

森の栖

石川県加賀市山代温泉14-27

リゾート＆スパ

ホテルききょう

石川県加賀市山代温泉16の162番地の5

葉渡莉

石川県加賀市山代温泉１７

紅柿荘

石川県加賀市山代温泉１７－１２８番地

あらや滔々庵

石川県加賀市山代温泉18-119

山下家

石川県加賀市山代温泉18-124

星野リゾート

界 加賀

石川県加賀市山代温泉18-47

瑠璃光

石川県加賀市山代温泉１９－５８－１

ゆのくに天祥

石川県加賀市山代温泉19の49番地1

別邸 山代温泉

石川県加賀市山代温泉40-1

べにや無何有

石川県加賀市山代温泉55-1-3

リブマックスリゾート加賀山代

石川県加賀市山代温泉温泉通32-1

彩華の宿

石川県加賀市山代温泉桔梗ヶ丘3-41

多々見

湯快リゾート

彩朝楽

温泉めい想倶楽部

富士屋旅館

石川県加賀市山代温泉桔梗ケ丘2-10-3
石川県加賀市山代温泉桔梗丘2-121-3

ゆ湯の宿

白山菖蒲亭

石川県加賀市山代温泉桔梗丘4-34-1

加賀の宿

宝生亭

石川県加賀市山代温泉桔梗丘1-80-1

サンシティーホテル山代

石川県加賀市山代温泉桔梗丘4丁目33番地

みどりの宿萬松閣

石川県加賀市山代温泉東山町3番地

山代温泉

石川県加賀市山代温泉東山町16-1

雄山閣

たちばな四季亭

石川県加賀市山代温泉万松園通16番地

湯快リゾート

石川県加賀市山中温泉こおろぎ町イ-93

花・彩朝楽＜女性専用旅館＞

みやこわすれの宿

こおろぎ楼

石川県加賀市山中温泉こおろぎ町ロ140

かがり吉祥亭

石川県加賀市山中温泉こおろぎ町ニ1-1

ポイントバケーション加賀山中

石川県加賀市山中温泉こおろぎ町ロ165

お花見久兵衛

石川県加賀市山中温泉下谷町ニ１３８－１

すゞや今日楼

石川県加賀市山中温泉下谷町二340

施設名称
胡蝶

所在地
石川県加賀市山中温泉河鹿町ホー1番地

山中温泉

湯畑の宿

花つばき

石川県加賀市山中温泉栢野町ハの36番地

Guest House IROHA 山中02

石川県加賀市山中温泉荒谷町ヌ114-1

Guest House IROHA 山中01

石川県加賀市山中温泉上原町ヲ32

湯快リゾート

石川県加賀市山中温泉上野町ル-15-4

蔵やど

山中グランドホテル

与平

古民家の宿

石川県加賀市山中温泉杉水町ハ30
忠平

石川県加賀市山中温泉杉水町ハ32

県民の森

石川県加賀市山中温泉杉水町ル8

北陸加賀山中温泉

お祝いの宿

石川県加賀市山中温泉菅谷町イ10番地

厨八十八

石川県加賀市山中温泉菅谷町ロ６２

Guest House IROHA Lotusland

石川県加賀市山中温泉菅谷町へ２番地

翠明

石川県加賀市山中温泉東町1丁目ホ10

花紫

石川県加賀市山中温泉東町1丁目ホ17-1

吉祥やまなか

石川県加賀市山中温泉東町1丁目ホ14番地3

かよう亭

石川県加賀市山中温泉東町1丁目ホ-20

白鷺湯たわらや

石川県加賀市山中温泉東町2丁目へー１

湯快リゾート

石川県加賀市山中温泉南町ニの5

よしのや依緑園

セミナーハウスあいりす

石川県加賀市山田町リ243

ホテル翠湖

石川県加賀市柴山町し50

ホテルアローレ

石川県加賀市柴山町と5番地1

Log Kaga

石川県加賀市小塩町人１番２８

ダイヤモンド片山津温泉ソサエティ

石川県加賀市中島町よ4-5

アパホテル＆リゾート 加賀片山津温泉 佳水郷

石川県加賀市潮津町イ72-1

湯快リゾート

石川県加賀市片山津温泉ア2-1
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MARUYAホテル

湯快わんわんリゾート矢田屋松濤園
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季がさね

石川県加賀市片山津温泉乙30番地1

かのや光楽苑

石川県加賀市片山津温泉乙６４番地１

湖畔の宿 森本

石川県加賀市片山津温泉乙63-1

besso片山津温泉

石川県加賀市片山津温泉乙69-68

湯快わんわんリゾート片山津
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石川県加賀市片山津温泉堂後1-2

大江戸温泉物語

ながやま

石川県加賀市片山津町ム16

河愛の里

片山津温泉

Kinschule

石川県河北郡津幡町下河合チ55

石川県森林公園 三国山キャンプ場

石川県河北郡津幡町下河合ム123

勝﨑館

石川県河北郡津幡町字庄イ2番地1

倶利伽羅塾

石川県河北郡津幡町竹橋西270番地

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

ファミリーロッジ旅籠屋

石川県河北郡内灘町千鳥台4-2-2

金沢内灘店
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石川県河北郡内灘町大学2丁目216

