
▼かほく市 ▼七尾市 ▼加賀市

▼小松市 ▼河北郡内灘町 ▼河北郡津幡町

▼珠洲市 ▼白山市 ▼石川郡野々市

▼石川郡野々市町 ▼羽咋市 ▼羽咋郡宝達志水町

▼羽咋郡志賀町 ▼能美市 ▼能美郡川北町

▼輪島市 ▼野々市市 ▼金沢市

▼鳳珠郡穴水町 ▼鳳珠郡能登町 ▼鹿島郡中能登町
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

Aコープ かほく店 かほく市 内日角１－２４－１ ショッピング

海天すしかほく店 かほく市 内日角ヲ１０ 飲食店

どんたくかほく店 かほく市 木津ハ５－１ ショッピング

大阪屋ショップ かほく店 かほく市 白尾ニ９－１ ショッピング

川義 かほく市 白尾ハ３－５ 飲食店

カジマート高松インター店 かほく市 高松ア７－２ ショッピング

しら井 七尾店 七尾市 一本杉町１００ ショッピング

かき処 海 七尾市 中島町浜田ツ－２１ 飲食店

能登寿しの庄 信寿し 七尾市 和倉町ひばり３丁目１２０－１ 飲食店

能登海鮮丼みとね 七尾市 和倉町ワ部２３－３ 飲食店

ルミュゼドゥアッシュ 七尾市 和倉町ワ部６５－１ 飲食店

どんたく東部店 七尾市 大和町チ部１２－１ ショッピング

どんたくタント店 七尾市 奥原町上部１３３ ショッピング

焼肉蔵七尾店 七尾市 小丸山台２－１１３ 飲食店

ココス七尾店 七尾市 小島町大開地１－７８ 飲食店

明文堂書店 能登七尾店 七尾市 本府中町７部８ ショッピング

新鮮市場ダイヤス 七尾市 田鶴浜町ぬ部２２ ショッピング

幸寿し本店 七尾市 相生町３０－１ 飲食店

JAグリーン わかばの里 七尾市 矢田新町イ部６－７ ショッピング

中島ストアー 七尾市 矢田新町ホ－４９ ショッピング

どんたくアスティ店 七尾市 藤橋町申部４ ショッピング

ぴゅあロフティ 七尾市 高田町ほ部４３番地 ショッピング

燻 加賀市 １７－２２３ 飲食店

ホームセンタームサシ 加賀店 加賀市 上河崎町３９－１ ショッピング

万代書店 石川加賀店 加賀市 上河崎町子１３８－１ ショッピング

九谷焼窯元 陶匠大雅 加賀市 中代町ホ１－１ ショッピング

九谷満月 加賀市 中代町ル９５－２ ショッピング

Phaeton 加賀市 伊切町い－２３９ ショッピング

回転寿し処 太平 加賀市 作見町ヌ２４－１ 飲食店

ユトリ珈琲店 加賀温泉駅前店 加賀市 作見町ヌ９－１ 飲食店

JAグリーン加賀 農産物直売所 元気村 加賀市 作見町ホ１０－１ ショッピング

エスカーブ スタジオ 加賀市 作見町ヨ１７－１ ショッピング

ココス加賀店 加賀市 作見町リ１６－１ 飲食店

MC STORE 加賀市 作見町ル９０－２ ショッピング
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焼肉お食事 神樂 加賀市 冨塚町チ５８－８ 飲食店

マルエー 加茂店 加賀市 加茂町１１５－１ ショッピング

酒のカワサキ ショック店 加賀市 加茂町３３０－３ ショッピング

ギャラリー＆実生 加賀市 動橋町タ１－８ ショッピング

マルエー 大聖寺店 加賀市 大聖寺南町ニ６１ ショッピング

山ぎし 加賀市 大聖寺東町２－２４　 飲食店

S・T RUKIA 加賀市 小菅波町１－６８　荒木ビル１Ｆ サービス

kitchen　NAKAYA 加賀市 山中温泉加美谷台１丁目１１６　 飲食店

s・t・c 加賀市 山中温泉塚谷町イ２３６ ショッピング

マルエー 山中店 加賀市 山中温泉本町１－ト２９－１ ショッピング

松浦酒造 つくしや 加賀市 山中温泉本町２－ソ１５ ショッピング

九谷美陶園 加賀市 山代温泉１６－７１ ショッピング

Aコープ 桔梗山代店 加賀市 山代温泉１６－７８－１ ショッピング

須田菁華 加賀市 山代温泉東山町４ ショッピング

ミートボリュウムボックス加賀店 加賀市 桑原町ヘ１０７ ショッピング

マルエー 片山津店 加賀市 潮津町ロ－１８ ショッピング

Butcherscream 加賀市 潮津町ロ９－１ 飲食店

ビストロ ラ・ヴィーヴ 加賀市 片山津温泉丁１２－１　カボチャ村ビル　１Ｆ 飲食店

全日食チェーンひまわり片山 加賀市 片山津温泉井１９ ショッピング

8番らーめん 本店 加賀市 西島町チ３－２ 飲食店

アメリカンスクエアマツヤ 小松店 小松市 一針町ロ４２ ショッピング

びっくりドンキー小松店 小松市 上小松町丙３４－１ 飲食店

アルビス 小松城南店 小松市 下牧町己１街区１ ショッピング

UNITED BEAUTY 小松市 不動島町２２５番１ サービス

シューズ愛ランド小松店 小松市 不動島町４８ ショッピング

Aコープ 今江店 小松市 今江町１－３０５ ショッピング

株式会社ヒラシマパーツセンター 小松市 今江町５－４９８ ショッピング

ラーメン寶龍今江店 小松市 今江町５－６１０－２ 飲食店

ワインと地酒 もりたか 小松市 八幡町５１番地　 ショッピング

different komatsu 小松市 八日市町３ ショッピング

犬丸屋 北浅井店 小松市 北浅井町ち４５ ショッピング

海老精肉店直営焼肉辿 小松市 北浅井町甲２ 飲食店

SALON　DE　JOY 小松市 吉竹町１－６－１　 ショッピング

テキサスハンズ 小松店 小松市 園町ニ３６－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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antiqaembel 小松市 園町ニ４０－１ サービス

にしき堂 園町店 小松市 園町ニ５０－１ ショッピング

hairmakeBokka 小松市 園町ハ１６０－１ サービス

焼鳥市場 小松駅前店 小松市 土居原町２０１－７ 飲食店

小料理 げん 小松市 土居原町２８８－１ 飲食店

餃子菜館勝ちゃん 小松市 土居原町３９５－２ 飲食店

マルエー 土居原店 小松市 土居原町５１０－２ ショッピング

（有）犬丸屋本店 小松市 土居原町７５３ ショッピング

PATISSERIE RORIAN 小松市 城南町２ 飲食店

支那そば元祖 小松市 城南町２９ー１ 飲食店

うつのみや 小松城南店 小松市 城南町３９－１ ショッピング

中華食堂元 小松市 城南町８１－１ 飲食店

魚菜工房 壱 小松市 大和町１３２　打田ビル　１Ｆ 飲食店

ココス小松店 小松市 大領町ロ６０ 飲食店

からやま石川小松店 小松市 大領町ロ６８－１ 飲食店

YU SWEETS 小松市 安宅町子１－１ 飲食店

Aコープ 粟津店 小松市 島町ル１００－１ ショッピング

ホルモン光 小松二号店 小松市 平面町カ１８４－１ 飲食店

海天すし小松平面店 小松市 平面町カ７４－１ 飲食店

キャラバンサライ 小松店 小松市 幸町３－１２０－１ ショッピング

アルビス 小松幸町店 小松市 幸町３丁目１１９ ショッピング

かつや石川小松店 小松市 日の出町２－１３８－１ 飲食店

JAあぐり 小松市 日末町い５９－１ ショッピング

8番らーめん 小松店 小松市 有明町２３ 飲食店

焼肉レストラン 小松味道園本店 小松市 東町３ 飲食店

YUIMARL 小松市 松任町５６ サービス

ゆず庵 小松店 小松市 沖周辺土地区画整理地１９街区１ 飲食店

nambu－GARDEN 小松市 沖町４０８ サービス

明文堂書店 TSUTAYAKOMATSU 小松市 沖町４５１ ショッピング

ケーキハウス マルフジ 小松市 沖町ナ３０ 飲食店

WILD FLOWER 小松市 沖町ナ３３ ショッピング

ゴシップ 小松市 沖町ロ２８－１ ショッピング

空カフェ 小松市 浮柳町ヨ５０ 飲食店

Serendipity 小松市 浮柳町リ３４－１ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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秀寿司 小松市 清水町７ 飲食店

ホルモン光小松本店 小松市 白嶺町２丁目３５ 飲食店

小松お多福 小松市 矢崎町ナ１５１ 飲食店

風の街　小松 小松市 矢崎町ナ１８２　 飲食店

支那そば昭和食堂小松店 小松市 矢田野町ヌ１５ 飲食店

大西寿司 小松市 矢田野町ホ２１ 飲食店

福助寿司 小松市 福乃宮町１－１０６ 飲食店

海天すし小松南店 小松市 符津町タ１１０ 飲食店

マルエー 符津店 小松市 符津町タ３６－２ ショッピング

ミートギャラリーボリュウムボックス 小松市 若杉町１－３９－２ ショッピング

株式会社Bikke 小松市 若杉町２－８４ 飲食店

マルエー 若杉店 小松市 若杉町２－９７ ショッピング

道の駅 こまつ木場潟 小松市 蓮代寺町ケ２－２ ショッピング

ラーメンの賓龍小松インター店 小松市 長崎町２－９７ 飲食店

家具とホームファッションのイシイ 小松市 長田町２００ ショッピング

アップガレージ石川小松店 小松市 長田町ロ３５－１ ショッピング

マルエー 内灘店 河北郡内灘町 向陽台１－１４４ ショッピング

食彩倶楽部 河北郡内灘町 大学１－１　金沢医科大学内 ショッピング

アルビス内灘店 河北郡内灘町 大根布１－８－１ ショッピング

焼肉 五臓六腑 河北郡内灘町 大清台５１ 飲食店

Aコープ つばた店 河北郡津幡町 加賀爪ハ９９ ショッピング

カジマートみなみ店 河北郡津幡町 加賀爪ホ２１８ ショッピング

焼肉蔵津幡店 河北郡津幡町 北中条５－９２ 飲食店

PLANT－3 津幡店 河北郡津幡町 庄ヌ３ ショッピング

JAグリーンかほく 河北郡津幡町 舟橋２５３ ショッピング

宗玄酒造株式会社 珠洲市 宝立町宗玄２４－２２ ショッピング

ホームセンタームサシ FC珠洲店サンユー 珠洲市 野々江町メ部３３ ショッピング

珠洲食品館 珠洲市 飯田町１－１－２ ショッピング

フードはまおか 珠洲市 飯田町７－１６３ ショッピング

8番らーめん　珠洲店 珠洲市 飯田町８－９ 飲食店

旺徳福 白山市 中町１４　 飲食店

和み　くら野 白山市 中町３８ 飲食店

かつや石川松任店 白山市 乾町２１１－１ 飲食店

ラーメンの寳龍松任店 白山市 乾町７７－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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めん房本陣白山店 白山市 乾町９０－１ 飲食店

大阪屋ショップ松任店 白山市 五歩市町４３５－１ ショッピング

よらんかいねぇ広場 白山市 井口町に５８－１ ショッピング

マルエー 井口店 白山市 井口町ロ５３－１ ショッピング

めん房つるつる松任店 白山市 倉光１－２１０ 飲食店

ファニチャー エクスプレス 白山市 倉光１０－１６０ ショッピング

JAグリーン松任 白山市 倉光４－４０ ショッピング

軍鶏屋本店 白山市 倉光町１－２００ 飲食店

もく遊りん食工房 白山市 八幡町リ１－６ 飲食店

アルビス北安田店 白山市 北安田町２３街区６９番 ショッピング

Aコープ 北安田店 白山市 北安田西１－５０ ショッピング

ぱん焼人はたなかみきお 白山市 千代野東５－６－１ 飲食店

Aコープ 手取店 白山市 吉野夏１１６ ショッピング

串酒場 灯 白山市 安田町４８－１ 飲食店

北国書林 松任店 白山市 幸明町１８０－１ ショッピング

まいうーカルビ松任店 白山市 幸明町２５０－１ 飲食店

キッチンユキ 白山市 幸明町３３１－１ 飲食店

雅風堂 本店 白山市 徳丸町４２８ 飲食店

リーファ・ナカガワ 白山市 徳丸町５１２－１ ショッピング

圓八 白山市 成町１０７ 飲食店

マルエー 松任店 白山市 成町２３６－１ ショッピング

田中屋 白山市 東新町１ 飲食店

むっつぼし松任本店 白山市 橋爪町１０４ ショッピング

肉匠坂井 白山松任店 白山市 田中町２０７－２ 飲食店

アプレシオ 松任店 白山市 田中町２８４－１ 飲食店

ユトリ珈琲店 松任店 白山市 番匠町６９－１ 飲食店

テキサスハンズ 松任駅北口店 白山市 相木１－３－１９ ショッピング

ココス松任相木店 白山市 相木２－１５－１９ 飲食店

大阪屋ショップ 鶴来店 白山市 知気寺町ち６４ ショッピング

マルエー mini美川店 白山市 美川末広町ヨ１５ ショッピング

鮨 美浜 白山市 美川永代町甲１－４６ 飲食店

Aコープ 蝶屋店 白山市 西米光町チ１００ ショッピング

犀与亭 白山市 辰巳町６９ 飲食店

福喜寿司 白山市 道法寺町イ３５－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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マルエー 鶴来店 白山市 鶴来下東町カ２６ ショッピング

4cmNONOICHI 石川郡野々市 市粟田５－４０３ サービス

四十萬谷本舗 金沢南店 石川郡野々市町 上林５－５ ショッピング

あだちストア ジョイフル店 羽咋市 中央町フ１６８－１ ショッピング

まぐろや 羽咋店 羽咋市 兵庫町午４－２ 飲食店

8番らーめん 羽咋店 羽咋市 兵庫町巳１１ 飲食店

ヘア－ワ－ルドセンダ 羽咋市 島出町１５７－３　 サービス

神子の里 羽咋市 神子原町　は－１９０ ショッピング

生鮮館ちゃれんじ 羽咋郡宝達志水町 小川４－１０６ ショッピング

どんたく高浜店 羽咋郡志賀町 字高浜町ヤの２５１番地 ショッピング

Aコープ とぎ店 羽咋郡志賀町 富来領家町甲２６－１ ショッピング

廻転寿し・西海丸 羽咋郡志賀町 西海風戸ワ６　西海漁港の敷地内 飲食店

アルビス辰口店 能美市 三ツ屋町３－１ ショッピング

マルエー 根上店 能美市 大成町ト－１５ ショッピング

酒のジョニー寺井店 能美市 寺井町た－９５ ショッピング

マルエー 寺井店 能美市 寺井町タ７６ ショッピング

有限会社 とくひさ 能美市 寺井町ロ７６－１ ショッピング

アルビス寺井店 能美市 寺井町ロ９０－１ ショッピング

四季の遊 道草 能美市 岩内町ル３８－３ 飲食店

R＆Fヤマシタ 能美市 浜町ワ７３ ショッピング

comfor－table 二兎 能美市 湯屋町３ 飲食店

JAグリーン能美 能美の市 能美市 粟生町１ ショッピング

8番らーめん 手取店 能美市 粟生町ヤ１７ 飲食店

Cut House Toda 能美市 粟生町ロ１１１ サービス

8番らーめん 辰口店 能美市 辰口町４６０－１ 飲食店

Cafe＆BalGABULI 能美市 辰口町４７１－５ 飲食店

北国書林 辰口店 能美市 辰口町５２０－１ ショッピング

PLANT－3 川北店 能美郡川北町 朝日６３ ショッピング

ファッションプラザ 輪島店 輪島市 宅田町４１ ショッピング

ワイホーム輪島店 輪島市 宅田町４１ ショッピング

ワイプラザグルメ館輪島店 輪島市 宅田町４１ ショッピング

能登おおぞら村輪島 輪島市 河井町２３部１－４２ ショッピング

輪島漆器会館 輪島市 河井町２４－５５ ショッピング

株式会社森谷寝具店 輪島市 河井町３部１９９番地の１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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焼肉蔵野々市店 野々市市 三納１－１４－２ 飲食店

トゥール・モンド・シュシュ野々市店 野々市市 三納１－１４４ 飲食店

大阪屋ショップ 野々市三納店 野々市市 三納１－１９３ ショッピング

焼肉伊蔵 野々市市 三納１－６４ 飲食店

Sympa 野々市店／cafe38 野々市市 三納１丁目１２ ショッピング

アルビス 野々市三納店 野々市市 三納１丁目７７ ショッピング

カエデ珈琲 野々市市 三納３－６３ 飲食店

バーンズ ガーデンセンター 野々市市 上林４－３５７ ショッピング

うつのみや野々市上林店 野々市市 上林４－５２０ ショッピング

B＆BHouse 野々市南店 87 野々市市 上林４－６６６ ショッピング

すし処めくみ 野々市市 下林４－４８ 飲食店

焼肉冷麺しちりん家 野々市店 野々市市 二日市町５１０－２ 飲食店

焼肉びーとん 野々市市 住吉町１４－６０ 飲食店

アルビス 明倫通り店 野々市市 堀内４－９５ ショッピング

アップガレージ 金沢店 野々市市 堀内５－２４０ ショッピング

鮨処 三竹 野々市市 堀内５－６１ 飲食店

太平寿し 野々市市 太平寺１－１６４ 飲食店

Kitchen CARLO 野々市市 御経塚１丁目４７４ 飲食店

イン東京 御経塚店 野々市市 御経塚２－１０３ サービス

ナンブ－ウエスト 野々市市 御経塚２－１１１ サービス

hair ／ make yohc 野々市市 御経塚２－１８６　リンデンバウム６　２Ｆ サービス

肉乃もりした 野々市市 御経塚２－１９７ 飲食店

めん房つるつる御経塚店 野々市市 御経塚２－３１０ 飲食店

炭火焼肉屋さかい御経塚店 野々市市 御経塚２丁目３０８ 飲食店

hair salon en． 野々市市 御経塚３－２２５ サービス

みんなDEステーキ　御経塚店 野々市市 御経塚３－５０９ 飲食店

浪漫遊 金沢本店 野々市市 御経塚４－１ ショッピング

100時間カレー御経塚店 野々市市 御経塚４－８７ 飲食店

びっくりドンキー御経塚店 野々市市 御経塚４丁目１０６ 飲食店

うつのみや 金沢工大前店 野々市市 扇が丘１６２ ショッピング

居酒屋 こよみ 野々市市 押越１－４７ 飲食店

海天すし野々市店 野々市市 押越１－５０１ 飲食店

WELLSPRING野々市店 野々市市 押野１－３７１ ショッピング

ブランジュリシエンブラン 野々市市 押野１－３９３　ピーノパラッツオ　１０３ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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元祖からあげ本舗マルフク押野店 野々市市 押野６－１ 飲食店

とりあえず吾平 押野店 野々市市 押野６－１１０ 飲食店

マルエー 押野店 野々市市 押野６－１４０ ショッピング

AXC 金沢 野々市市 押野６－１８０ サービス

かつや金沢南店 野々市市 新庄６－７０５ 飲食店

天下一品野々市新庄店 野々市市 新庄６－７１７ 飲食店

串カツ酒場 ナニワ屋野々市店 野々市市 本町１－４０－２６ 飲食店

1の1 NONOICHI 野々市市 本町２－１－２１ 飲食店

ライコランド金沢店 野々市市 本町５－１－５５ ショッピング

NEXT for hair 野々市市 本町５－１１ サービス

田舎小屋 野々市市 本町６－１４－４３ 飲食店

KAMiO－CiON 野々市市 本町６－３９７ サービス

フィットハウス 金沢西店 野々市市 横宮町１０３ ショッピング

シャルマ野々市店 野々市市 横宮町１３－２２ 飲食店

焼肉大黒 野々市市 横宮町３－５ 飲食店

焼肉かえで 野々市市 横宮町９－１８ 飲食店

タケマツ家具 野々市市 白山町１－１４ その他

めん房つるつる矢作店 野々市市 矢作１－１３８ 飲食店

焼肉ホルモン 金閣 野々市市 矢作１－１４２ 飲食店

スタイリストゴトウ 野々市店 野々市市 矢作２－１００ ショッピング

RAY＋beauty 野々市店 野々市市 稲荷２－４７－１ サービス

魚菜と北陸の地酒 ほっぺ 野々市市 粟田４－２８－１ 飲食店

かりんとうりんや野々市店 野々市市 粟田５－３７３ 飲食店

8番ラーメン 野々市粟田店 野々市市 粟田５－３７４－３ 飲食店

めん房本陣野々市店 野々市市 粟田５－４２６ 飲食店

氷見きときと寿し 野々市市 粟田５－４４１ 飲食店

明文堂書店 金沢野々市店 野々市市 粟田５－４６１ ショッピング

D．E．　FOR　LOUNGE 野々市市 粟田６－３７７ 飲食店

酒のカワサキ ギャラリア 野々市市 粟田６－３８３ ショッピング

菓子工房 エクラタン 野々市市 粟田６－４９４ 飲食店

九州地鶏七輪焼 才谷屋 野々市市 若松町１０－２２ 飲食店

焼肉 和まる 若松本店 野々市市 若松町１３－１８　１Ｆ 飲食店

スリフターズファム野々市若松店 野々市市 若松町２１－１ ショッピング

コンプオフ野々市若松 野々市市 若松町２１－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ブックオフ 野々市若松店 野々市市 若松町２１－１ ショッピング

サブウェイ 野々市若松店 野々市市 若松町２１－２　ブックオフ野々市若松店内 飲食店

つばきの郷　日々 野々市市 郷２丁目１１　 飲食店

焼肉koba 野々市店 野々市市 郷町２８０－１ 飲食店

ホルモン光松任店 野々市市 郷町２９０丁目１ 飲食店

8番らーめん 専福寺店 野々市市 郷町２９３－１ 飲食店

カルバン 野々市市 郷町２９７－３ ショッピング

芝寿しのさと 金沢市 いなほ２－５ ショッピング

柴舟小出 いなほ店 金沢市 いなほ２－８ 飲食店

AXC もりの里 金沢市 もりの里１－１４９ サービス

越山甘清堂 杜の里店 金沢市 もりの里１－１５６　杜の里ビル　１Ｆ 飲食店

お好み焼 古川 もりの里店 金沢市 もりの里１－２０５ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたごもりの里店 金沢市 もりの里２－２２２ 飲食店

アルビス杜の里店 金沢市 もりの里３－１７０ ショッピング

1stEND．三ツ屋店 金沢市 三ツ屋町ロ４８－４ サービス

焼肉みやざき 金沢市 三口新町２－４－７ 飲食店

焼肉 有牛 金沢市 三池栄町２０ 飲食店

BALANCE 金沢市 三馬１－３９１ サービス

お好み焼きつくし 金沢市 三馬２丁目２５２　神保ビル１Ｆ 飲食店

KISSA＆Co 金沢市 上堤町２－４０ 飲食店

Aコープ 安原店 金沢市 上安原１－２０８ ショッピング

ヤスブン 御経 店 金沢市 上荒屋１－２２６ ショッピング

舟楽 金沢市 上近江町２４－１ ショッピング

近江町　じもの亭 金沢市 上近江町２７－１ 飲食店

近江町海鮮丼家ひら井 本店 金沢市 上近江町２９ 飲食店

酒の大沢 金沢市 上近江町３０－１ ショッピング

ヤマカ水産近江町2号店 金沢市 上近江町３２－５ ショッピング

大松水産 小売部 金沢市 上近江町３３ ショッピング

大口水産 鮮魚 金沢市 上近江町３８ ショッピング

一念大助 金沢市 上近江町４６－３ ショッピング

大口水産 ギフト 金沢市 上近江町５０ ショッピング

逸味潮屋近江町ふれあい店 金沢市 上近江町５０－１　近江町ふれあい館内 ショッピング

市場めしあまつぼ 金沢市 下堤町３８－１ 飲食店

近江町大漁神社 金沢市 下松原町４９－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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カナカン・ジョイ 金沢市 下近江町１８ ショッピング

山さん寿司本店 金沢市 下近江町６８ 飲食店

八郎すし店 金沢市 並木町２－１６ 飲食店

片折 金沢市 並木町３－３６ 飲食店

煎りたて珈房 ディーズ 金沢市 中央通町２０－１４ ショッピング

ステーキ林 金沢市 中央通町９－２０　 飲食店

御料理 雅乃 金沢市 中川除町６７－１ 飲食店

焼肉ホルモンとばち 金沢市 中村町３０－２２　 飲食店

嗜季 金沢市 主計町２－１０ 飲食店

金澤主計 鮨処あいじ 金沢市 主計町３－６ 飲食店

からやま金沢久安店 金沢市 久安１－４９６ 飲食店

かつや金沢久安店 金沢市 久安２－２３３ 飲食店

マルエー 久安店 金沢市 久安２－２８２ ショッピング

焼肉 和まる 久安店 金沢市 久安２－４５１ 飲食店

HAIR DESIGN kirin 金沢市 久安２丁目４３４ サービス

焼肉蔵伏見台店 金沢市 伏見台１－１３－５ 飲食店

ニュー三久伏見台店 金沢市 伏見台２－１－１０ ショッピング

もりもり寿し泉ヶ丘店 金沢市 伏見新町２８６ 飲食店

美ら島の葉菜 金沢市 保古２－６ 飲食店

芝寿し 保古店 金沢市 保古３－１８３－２ ショッピング

キャラバンサライ 本店 金沢市 保古３－４７ ショッピング

海天すし金沢元町店 金沢市 元町２－１５７－１ 飲食店

びっくりドンキー金沢元町店 金沢市 元町２－１８－２５ 飲食店

NEO ATRIUM 金沢市 元町２－１９－２１ サービス

きんつば中田屋 元町店 金沢市 元町２－４－８ ショッピング

ココス元町店 金沢市 元町２－５－７ 飲食店

マルエー 元菊店 金沢市 元菊町１７－３３ ショッピング

カーヴ・ド・ヴェレゾン 金沢市 入江１－２９ ショッピング

焼肉こさり 金沢市 入江２－８６ 飲食店

8番らーめん 入江店 金沢市 入江３－１４３ 飲食店

8番ら－めん入江店 金沢市 入江３丁目１４３　 飲食店

ココス金沢八日市店 金沢市 八日市５－４４６ 飲食店

雅風堂 八日市店 金沢市 八日市５－４５０ 飲食店

UNITED BEAUTY 金沢市 八日市５－５５６ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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（株）森八 金沢南店 金沢市 八日市５－５９４－３ 飲食店

炭火串焼　まる 金沢市 八日市出町２５６　ヨ－ク１０４ 飲食店

焼肉 六歌苑 金沢市 八日市出町６２ 飲食店

アルビス 西南部店 金沢市 八日市出町８４０ ショッピング

金沢 うら田 八日市出町店 金沢市 八日市出町８６２ 飲食店

酒のカワサキグループ チャンス店 金沢市 八日市出町９３３ ショッピング

町家懐石　六花 金沢市 六枚町２－７ 飲食店

片岡光山堂 金沢市 兼六町２－１ ショッピング

アルビス泉が丘サンピア店 金沢市 円光寺２－３４５ ショッピング

ルミュゼドウアッシュ金沢 金沢市 出羽町２－１　石川県立美術館内 飲食店

カジマート北安江店 金沢市 北安江４－７－３ ショッピング

フランス料理 プレミナンス 金沢市 北安江４－８－３１ 飲食店

グレイス·カミサカ 金沢市 北安江４丁目１３－１３ ショッピング

8番らーめん みなと大橋店 金沢市 北間ホ１８０－３ 飲食店

旬嘉ふじ 金沢市 十三間町８３番１　藤田ビル１Ｆ 飲食店

ラ・ネネグース 金沢市 千日町１－１６ 飲食店

焼肉道場 金沢市 千木町ル２１０ 飲食店

カフェドゥアッシュ 金沢市 南町６－１２ 飲食店

respiracion 金沢市 博労町６７ 飲食店

香りん寿司 金沢市 博労町７９ 飲食店

ニュー三久 城南店 金沢市 城南２－３６－１ ショッピング

水魚 金沢市 堀川新町２－１３　カーニプレイス金沢駅前　
１Ｆ 飲食店

居酒屋 ちょん兵衛 金沢市 堀川町５－２８ 飲食店

ときわ 金沢市 堀川町５－５ ショッピング

スペイン料理 ブランコ 金沢市 堀川町５－９ 飲食店

麺屋大河本店 金沢市 堀川町６－３ 飲食店

COCORA 金沢市 増泉３－１５－２２　ルミエール増泉南　１Ｆ サービス

アルビス 大友店 金沢市 大友２丁目２３４ ショッピング

よし村 金沢市 大工町２２ 飲食店

割烹　松由 金沢市 大工町２番地　 飲食店

森八 金沢市 大手町１０－１５ 飲食店

能登牛焼肉　味道苑　大手町 金沢市 大手町１５－２４ 飲食店

ココス金沢大桑店 金沢市 大桑２－３０ 飲食店

金澤やまぎし養蜂場大桑店 金沢市 大桑２－３８０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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めん房本陣大桑店 金沢市 大桑３－１８ 飲食店

サロンドシェ・ヌウ 金沢市 大桑町カ３９１ 飲食店

ヤマト醤油味噌 発酵食美人食堂 金沢市 大野町４－イ１７０ 飲食店

ヤマト醤油味噌 ひしほ蔵 金沢市 大野町４－イ１７０ ショッピング

コープおおぬか 金沢市 大額２－５０ ショッピング

patisserieMACIMA 金沢市 大額３－２６７　１Ｆ 飲食店

鮨一誠 金沢市 安江町１２－２８ 飲食店

ステーキハウス NEKOYANAGI 金沢市 安江町１２－３２ 飲食店

ニュー三久 泉が丘店 金沢市 富樫１－３－２７ ショッピング

ナンブ－ヒルズ 金沢市 富樫１－８－４ サービス

鳥鶏庵 泉ヶ丘店 金沢市 富樫１－９－３ ショッピング

ACTUS 金沢店 金沢市 寺地１－３２－３４ ショッピング

タイヤセレクト金沢南 金沢市 寺地１－３３－１６ ショッピング

GRAnt’z Arvo金沢店 金沢市 寺地２－１－１０ サービス

株式会社オートモ有松店 金沢市 寺地２－１４－１ ショッピング

てらおか風舎 金沢店 金沢市 寺地２－２－２ 飲食店

JAグリーン 金沢 金沢市 専光寺町ロ１１４－３ ショッピング

かなざわ玉泉邸 金沢市 小将町８－３ 飲食店

ココス小立野店 金沢市 小立野１－９－２０ 飲食店

うつのみや 小立野店 金沢市 小立野２－４２－３２　Ｂ＆Ｓ小立野店ビル　
１Ｆ ショッピング

マルエー 小立野店 金沢市 小立野２－４２－３８ ショッピング

ほがらか村 崎浦店 金沢市 小立野３－２８－１２ ショッピング

小立庵 金沢市 小立野４丁目２－３　 飲食店

8番らーめん 城北南店 金沢市 小金町４－２０ 飲食店

飛 金沢市 尾山町１２－５ 飲食店

焼肉酒場　にっく 金沢市 尾山町２－４２　グリ－ンサイドビル１階 飲食店

お箸バルブル－チェ 金沢市 尾山町３－３０　ユニゾイン金沢百万石通り１
Ｆ 飲食店

JAZZ居酒屋穆然 金沢市 尾山町６－２２　尾山町Zig１Ｆ 飲食店

デジャヴュ美容室 金沢市 尾張町２－１６－６ サービス

不室屋 尾張町店 金沢市 尾張町２－３－１ ショッピング

風和利 金沢市 尾張町２－６－５７ 飲食店

ふらんどーる山科本店 金沢市 山科１－３－１７ ショッピング

ciel　bleu　kitchen 金沢市 山科１丁目２６番１２号　山科ガーデン１０１ 飲食店

ふくふくパンチャンの家 金沢市 山科３－４－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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洋菓子工房ぶどうの木森本本店 金沢市 岩出町ハ５０－１ ショッピング

マルエー mini平和町店 金沢市 平和町３－８－１ ショッピング

マルエー mini幸町店 金沢市 幸町２－８ ショッピング

能作 漆器店 金沢市 広坂１－１－６０ ショッピング

金沢21世紀美術館ミュージアムショップ1 金沢市 広坂１－２－１ ショッピング

fusion21 金沢市 広坂１－２－１　２１世紀美術館内 飲食店

かなざわ石亭 金沢市 広坂１－９－２３ 飲食店

ジャルダンポールボキューズ 金沢市 広坂２－１－１　２Ｆ　しいのき迎賓館内 飲食店

保存食専門店 stoock 金沢市 広岡１－５　クロスゲート金沢 ショッピング

Rubina 金沢市 広岡１－５－３ 飲食店

まっとう福喜寿司 金沢店 金沢市 広岡１－５－３ 飲食店

THE GIFT 金沢市 広岡１－５－３　クロスゲ－ト金沢　１Ｆ ショッピング

KuronecoJack 金沢市 広岡１－５－３　クロスゲ－ト金沢　１Ｆ ショッピング

松葉ともみじ 金沢市 広岡１－５－３　クロスゲ－ト金沢　２Ｆ 飲食店

蕎麦と炉端 ととと 金沢市 広岡１－５－３　クロスゲ－ト金沢２Ｆ　２１
０区画 飲食店

パンマルティ 金沢市 広岡１－５－３　クロスゲート金沢 飲食店

リカーワールド華 クロスゲート金沢店 金沢市 広岡１－５－３　クロスゲート金沢　１Ｆ ショッピング

Din’sbyjindinrou 金沢市 広岡１－５－３　クロスゲート金沢　１Ｆ 飲食店

DAIJUTEI 金沢市 広岡１－５－３　クロスゲート金沢　２Ｆ－２
１５ 飲食店

能加万菜 市 クロスゲート金沢店 金沢市 広岡１－５－３　クロスゲート金沢２Ｆ 飲食店

和牛ステ－キ割烹だいすけ 金沢市 広岡１－５－３　ハイアット金沢２１１区画 飲食店

コムクレープクロスゲート金沢店 金沢市 広岡１－５－３　広岡クロスゲート金沢　１Ｆ 飲食店

金沢回転寿司 輝らり 金沢市 広岡１丁目９－１６　マストスクエア金沢　１
階 飲食店

S－QOL＋ 金沢市 広岡３－３－７０ ショッピング

四十萬谷本舗 金沢市 弥生１－１７－２８ ショッピング

焼肉 ひろすけ 金沢市 弥生２－９－１４　１Ｆ 飲食店

茶菓工房たろう弥生本店 金沢市 弥生２－９－１５ 飲食店

福わ家 金沢市 彦三町１－１１－１１ 飲食店

鮨木場谷 金沢市 彦三町１－８－２６　１Ｆ 飲食店

貴船 金沢市 彦三町１－９－６９ 飲食店

マルエー 彦三店 金沢市 彦三町２－９－９ ショッピング

浦田甘陽堂 金沢市 御影町２１－１４ 飲食店

8番らーめん 御影店 金沢市 御影町３－１２ 飲食店

からやま金沢御影店 金沢市 御影町３－１６ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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エコフィット 金沢市 戸板１－３ ショッピング

テキサスハンズ 戸板店 金沢市 戸板５－１ ショッピング

焼肉戸板商店 金沢市 戸板５－５ 飲食店

ココス金沢示野店 金沢市 戸板西２－１ 飲食店

めん房本陣鞍月店 金沢市 戸水１－４１３ 飲食店

海天すし金沢港店 金沢市 戸水１－７８ 飲食店

8番らーめん 鞍月店 金沢市 戸水１－８０ 飲食店

ココス金沢鞍月店 金沢市 戸水２－８１ 飲食店

どんたく西南部店 金沢市 新保本３－８４ ショッピング

かつや新神田店 金沢市 新神田２－１２－３ 飲食店

ALASKA　MOUNTAIN　STORE 金沢市 新竪町３－１２２ ショッピング

マルエー 春日店 金沢市 春日町１－７ ショッピング

GRILL＆GRALL 金沢市 昭和町１４－４　オンリ－ワンビル 飲食店

居酒屋 せん 金沢市 昭和町１５－１７　ファーストレーベン昭和町 飲食店

すし屋 小桜 金沢市 昭和町１５－２１ 飲食店

喜乃屋 金沢市 昭和町５－７ 飲食店

底曳き割烹 もんぜん 金沢市 昭和町６－８ 飲食店

たまや 金沢市 昭和町８－１７ 飲食店

理容ナカムラ 金沢市 昭和町８－８ サービス

ニュー三久 あかつき市場 金沢市 暁町１１－２２ ショッピング

焼肉冷麺しちりん家 有松店 金沢市 有松５－１０－５３ 飲食店

不室屋有松店 金沢市 有松５－８－２２ ショッピング

中田屋 有松店 金沢市 有松５－８－２２ 飲食店

佃の佃煮有松店 金沢市 有松５－８－２２ ショッピング

HAIR STUDIO HAJIME 金沢市 有松５－８－２６　平田ビル１Ｆ サービス

Air Bijou 金沢市 有松５－９－１２　グランヴェルジェ有松Ａ サービス

アロス 金沢市 木倉町１－７ 飲食店

厨しんさく 金沢市 木倉町２－７ 飲食店

木倉町クサムラ 金沢市 木倉町２－８　諸江ビル１Ｆ 飲食店

乙女寿司 金沢市 木倉町４－１０ 飲食店

炭焼き小料理 かなざわ吟 金沢市 木倉町４－４ 飲食店

居酒屋割烹源左ェ門 金沢市 木倉町５－３ 飲食店

寿し 肴 菊屋 金沢市 木曳野３－１７１ 飲食店

ハスネテラス 金沢市 木越町ツ１８－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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韓国料理 宮 金沢市 本江町１－２１　イワモト第二ビル　１Ｆ 飲食店

わ食場はす家金澤駅前店 金沢市 本町１－７－２　みやビル金沢１０１ 飲食店

あかめ寿し 金沢市 本町１－９－１５ 飲食店

レストラン N 金沢市 本町２－１－２ 飲食店

すき焼 伽藍 金沢市 本町２－１７－１３　高田ビル　２Ｆ 飲食店

小松弥助 金沢市 本町２－１７－２１ 飲食店

本店　加賀彌助 金沢市 本町２－１９－１５ 飲食店

高崎屋 金沢市 本町２－１９－２０ 飲食店

酒と魚菜 わたり 金沢市 本町２－５－２９ 飲食店

万福 金沢市 本町２－６－１５　金沢駅前ビル　１Ｆ 飲食店

すし膳大喜 金沢市 本町２－６－２７　KIビル１Ｆ 飲食店

富久寿司 金沢市 本町２－６－７ 飲食店

漁師飯居酒屋GOEN 金沢市 本町２－７－１　越田ビル　１Ｆ 飲食店

風和利 あじち 金沢市 本町２－９－２９ 飲食店

焼肉 有亭 金沢市 東力４－１８９ 飲食店

メープルハウス 金沢市 東力町ニ１７３ ショッピング

めん房本陣東力店 金沢市 東力町ニ１８５ 飲食店

金沢東山 鮨たかしま 金沢市 東山１－１－３３ 飲食店

ワインと鉄板 かいどう 金沢市 東山１－１２－１２ 飲食店

ひがし茶屋街金澤ぷりん本舗 金沢市 東山１－１３－１０ 飲食店

柴舟小出 東山店 金沢市 東山１－１３－１３ 飲食店

箔座ひかり蔵 金沢市 東山１－１３－１８ ショッピング

餡屋 musubu 金沢市 東山１－１３－５ 飲食店

ジェムナカムラ 玉匣 金沢市 東山１－１４－７ ショッピング

福光屋 ひがし 金沢市 東山１－１４－９ ショッピング

はくいちカフェ東山 金沢市 東山１－１５－４ 飲食店

鮨みつ川 金沢市 東山１－１６－２ 飲食店

不室屋東山店 金沢市 東山１－２５－３ ショッピング

一笑 金沢市 東山１－２６－１３ ショッピング

茶屋美人 金沢市 東山１－２６－１７ ショッピング

鳥鶏庵 東山店 金沢市 東山１－３－１ ショッピング

金銀箔工芸 さくだ 金沢市 東山１－３－２７ ショッピング

佃食品東山店 金沢市 東山１－５－７ ショッピング

きんつば中田屋 東山茶屋街店 金沢市 東山１－５－９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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味の十字屋東山本店 金沢市 東山３－２－１８ ショッピング

壽司なを喜 金沢市 東山３－４－１８ 飲食店

ほがらか村 本店 金沢市 松寺町未５９－１ ショッピング

上海小篭湯包 金沢市 松村１－２８ 飲食店

てきさす 金沢市 松村１－３６５ 飲食店

焼肉亭 大島 松村店 金沢市 松村町１－２４ 飲食店

キャラバンサライ松村店 金沢市 松村町ヌ４０－５ ショッピング

創作焼肉料理だいご 金沢市 松村町ヌ４７ 飲食店

大阪屋ショップ大徳店 金沢市 松村町ヌ７５ ショッピング

高倉町珈琲 金沢桜田店 金沢市 桜田町１－２０１ 飲食店

花とも 桜田店 金沢市 桜田町２－１０　カジマート内 ショッピング

焼肉きんぐ 金沢桜田店 金沢市 桜田町２－１４ 飲食店

ゆず庵 金沢桜田店 金沢市 桜田町２－１９ 飲食店

カジマート桜田店 金沢市 桜田町２－５ ショッピング

まぐろや 桜田店 金沢市 桜田町３－６０ 飲食店

焼肉冷麺しちりん家 桜田店 金沢市 桜田町３丁目３６ 飲食店

ヘアデザインサロン246 金沢市 桜町１９－１９ サービス

箔座 金沢市 森山１－３０－４ ショッピング

串酒場 はるけい屋 金沢市 横川３－１６　リバース横川１０１ 飲食店

幸兵衛寿司 金沢市 橋場町１－６　１Ｆ 飲食店

HUM＆Go橋場町スタンド 金沢市 橋場町３－１８　ＨＡＴＣＨｉ　１Ｆ 飲食店

炭火焼鶏 Ryo 金沢駅前店 金沢市 此花町２－６ 飲食店

魚楽食堂 海ん中 金沢市 此花町３－３　ライブ１ビルＢ１Ｆ 飲食店

肉匠Jade金澤 金沢市 此花町３－３　ライブ１ビルＢ棟２Ｆ 飲食店

長八　金沢駅前店 金沢市 此花町５－５　玉川駅前ビル 飲食店

大名茶屋 金沢市 此花町７－５ 飲食店

BEKKU 金沢市 武蔵町１１－１ ショッピング

BistroTeppan Jaifaim 金沢市 武蔵町１６－４９ 飲食店

むらはた本店フルーツパーラー 金沢市 武蔵町２－１２　２Ｆ 飲食店

ENSOL’asymetrieducal 金沢市 池田町４－３３ 飲食店

天ぷら小泉 金沢市 池田町４番丁３４ 飲食店

左衛門 金沢市 泉が丘２－１２－３５ 飲食店

キャラバンサライ 泉が丘店 金沢市 泉が丘２－６－３３ ショッピング

アルビス 泉が丘中央店 金沢市 泉が丘２－８－３ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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和菓子村上 本社店 金沢市 泉本町１－４ 飲食店

スーパー便利屋キャットSP 金沢市 泉本町２丁目１１０　 ショッピング

八〇三のやきにく屋さん 金沢市 泉本町３－１１６　野村ビル　１Ｆ　１０３号 飲食店

zuiun 金沢店 ダイニング 金沢市 泉本町４－１７ 飲食店

zuiun 金沢店 金沢市 泉本町４－１７ ショッピング

炭火焼肉 康 金沢市 泉本町５－８１－３ 飲食店

めん房つるつる長坂店 金沢市 泉野出町１－２２－２１ 飲食店

ココス泉ヶ丘店 金沢市 泉野出町４－２－１６ 飲食店

8番らーめん 泉ヶ丘店 金沢市 泉野出町４－３－３２ 飲食店

フローリスト ビーズニーズ 金沢市 泉野町１－１９－１４　１Ｆ ショッピング

マルエー 泉野店 金沢市 泉野町１－９－３ ショッピング

アップルフラワーズ 金沢市 泉野町４－２２－１ ショッピング

金沢 うら田 泉野店 金沢市 泉野町４－８－２１ 飲食店

ブックマーケット 東金沢店 金沢市 法光寺町１１２ ショッピング

ミスタータイヤマン 三井港店 金沢市 湊３－４ ショッピング

とんかつぶんぷく 金沢市 無量寺４－１１７－１ 飲食店

ハシモトショウテン 金沢市 無量寺町ナ１３０－１ ショッピング

上島商店 金沢市 無量寺町ヲ５２　いきいき魚市内 ショッピング

重福水産 金沢市 無量寺町ヲ５２　金沢港いきいき魚市内 ショッピング

金沢港いきいき魚市新田商店 金沢市 無量寺町ヲ５２番地 ショッピング

ムータマリンクオーレ 金沢市 片町１－１－１３　ジャノメビル　２Ｆ ショッピング

MAKIHARAcaveamanger 金沢市 片町１－１－２１　石黒ビル　１Ｆ 飲食店

西華房 金沢市 片町１－１－２２　大倉ビル　１Ｆ 飲食店

パラダイス バー 金沢市 片町１－１１－５８　８億年ビル　１Ｆ 飲食店

酒前線 きたなか 金沢市 片町１－１２－２４ ショッピング

Aguhaircardinal金沢 金沢市 片町１－１２－２４　竪町コレッジオ　１Ｆ サービス

NCNR 金沢市 片町１－１２－２６　サイマルビル　２Ｆ ショッピング

時蔵金沢本店 金沢市 片町１－３－１７ ショッピング

エルサカエ 金沢本店 金沢市 片町１－３－２０ ショッピング

UNDER COVER Kanazawa 金沢市 片町１－３－２１ ショッピング

九谷焼諸江屋 金沢市 片町１－３－２２ ショッピング

エイトヘアー 金沢市 片町１－４－１３　土谷ビル　１Ｆ サービス

らーめんほくしん片町店 金沢市 片町１－５－２５　アパＮｏ.１ビル１Ｆ 飲食店

長八　片町店 金沢市 片町１－６－１３　アパ片町第３ビル　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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河原町 一 金沢市 片町１－６－１５ 飲食店

牛あぐら 金沢市 片町1-6-6 久善ビル2F 飲食店

リカーマウンテン 金沢片町1丁目店 金沢市 片町１－７－１８　島田ビル　１Ｆ ショッピング

もりもり寿し片町店 金沢市 片町１－７－２３　金劇パシオンビル　１Ｆ 飲食店

焼きふぐ夢鉄砲金沢片町店 金沢市 片町１－９－１２ 飲食店

貴久美 金沢市 片町１－９－３ 飲食店

葡萄酒街道 金沢市 片町１丁目１１－１９　 飲食店

mou 金沢 金沢市 片町２－１－１０ ショッピング

Tawara 金沢市 片町２－１０－１９　ロイヤルプラザ片町　１
０２ 飲食店

魚串比那 金沢市 片町２－１０－１９　ロイヤルプラザ片町　１
Ｆ 飲食店

オステリアアルベロ 金沢市 片町２－１０－３ 飲食店

能加万菜　くし屋金澤 金沢市 片町２－２－１５　北国ビルディング１Ｆ 飲食店

8番らーめん 犀川大橋店 金沢市 片町２－２１－１２　ＫＤビル　１Ｆ 飲食店

寿し　森しげ 金沢市 片町２－２１－１７　犀川トップビル　１０１ 飲食店

メープルハウス 片町店 金沢市 片町２－２１－２　クイーンズビル　１Ｆ ショッピング

coralreef 金沢市 片町２－２１－２７　片町美智ビル　４Ｆ 飲食店

旬彩 ぶらりと いっ歩 金沢市 片町２－２２－１５　片町犀成ビル１Ｆ 飲食店

さいさい 金沢市 片町２－２３－１２　中央コアビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

SolResort 金沢市 片町２－２３－３　プリンスビル４０１ 飲食店

銘酒と焼肉 京澤 金沢市 片町２－２４－１１　サンローゼビル　１Ｆ 飲食店

魚吟 金沢市 片町２－２４－２ 飲食店

金沢旬菜 なごみや 金沢市 片町２－２５－５　プラザビル１Ｆ 飲食店

浜長 金沢市 片町２－２７－２４ 飲食店

銭屋 金沢市 片町２－２９－７ 飲食店

金沢小太郎 金沢市 片町２－３０－１２ 飲食店

口福よこ山 金沢市 片町２－３０－９　大井ビル　１Ｆ 飲食店

鮨処こいづみ 金沢市 片町２－３０－９　大井ビル　１Ｆ 飲食店

金澤おくや 金沢市 片町２－３１－２７ 飲食店

割烹 たけし 金沢市 片町２－３２－４ 飲食店

ディ－カラット株式会社 金沢市 片町２丁目１－８　マルゲンビル ショッピング

居酒屋　六度 金沢市 片町２丁目２１－２　クイーンズビル１Ｆ 飲食店

バンバラバン 金沢市 片町２丁目２１－２　三日市ビル２Ｆ 飲食店

ブルーバー 金沢市 片町２丁目２９－５　 飲食店

コープたまぼこ 金沢市 玉鉾１－１８０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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鮨櫂 金沢市 玉鉾１－８４　ヴェールハウス玉鉾 飲食店

OceanSeven 金沢市 玉鉾１－８４　ヴェールハウス玉鉾　１Ｆ 飲食店

金澤焼肉 せなら 金沢市 玉鉾町甲１０ 飲食店

居酒屋呑べ 金沢市 玉鉾町甲６ 飲食店

キャラバンサライ田上さくら店 金沢市 田上さくら２－２７ ショッピング

ふらんどーる田上ヴァレ店 金沢市 田上さくら３－１ ショッピング

ナンブ・スカイ 金沢市 田上さくら３－１　ＧＲ５５３　２Ｆ サービス

8番らーめん もりの里店 金沢市 田上の里１－７１ 飲食店

HANABUSA 田上店 金沢市 田上の里２－９４ サービス

シャルマもりの里店 金沢市 田上本町４－１９６ 飲食店

アルビス 田上店 金沢市 田上町５６街区２９ ショッピング

HAIR ANTIC 金沢市 畝田東３－５１０ サービス

焼肉蔵畝田店 金沢市 畝田西２－５－２ 飲食店

アルビス 畝田店 金沢市 畝田西３丁目６０３番地 ショッピング

千取寿司 金沢市 石引１－１７－２ 飲食店

旬菜酒場だるま 金沢市 石引１丁目５－２６　パークビューハイツ１０
１ 飲食店

mina perhonen 金沢店 金沢市 石引２－１７－１９ ショッピング

サケショップ 福光屋 金沢店 金沢市 石引２－８－３ ショッピング

かつや金沢示野店 金沢市 示野中町１－８８ 飲食店

金鼎樓 金沢市 示野町ト４０８－３ 飲食店

tomoshibi 金沢市 示野町ニ１８－２ ショッピング

炭火やきとりどっかん。 金沢市 示野町ロ３１０　 飲食店

とりあえず神宮寺店 金沢市 神宮寺２－６－１０ 飲食店

らくちんや 金沢市 神宮寺２－７－２５　第一伊藤ビル　１Ｆ 飲食店

Bond Hair 金沢市 神宮寺３－１０－６　グリシ－ヌ　１０２ サービス

BeanLash 金沢市 神田１－４－１６　ＵＥＮＯ　１Ｆ サービス

REAL Style 金沢店 金沢市 神田２－３－１ ショッピング

かつや金沢神谷内店 金沢市 神谷内町ニ３７－１ 飲食店

ココス 金沢福久店 金沢市 福久２－５８ 飲食店

8番らーめん 福久店 金沢市 福久東１－２０－１０ 飲食店

焼肉きんぐ 金沢福久店 金沢市 福久東１－８９ 飲食店

K＆K 金沢東店 金沢市 福久町ヘ２９－１ ショッピング

8番らーめん 安原店 金沢市 福増町北３－４５６ 飲食店

アルビス安原中央店 金沢市 福増町南１２６５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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EPICUREAN〔エピキュリアン〕 金沢市 稚日野町北７７ 飲食店

JAPA 金沢市 稚日野町南２５６　２Ｆ その他

焼肉亭 大島 窪店 金沢市 窪４－４０８ 飲食店

ヘア＆メイク ハーベスト 窪支店 金沢市 窪５－５７０ サービス

居酒屋 ぽんぽこりん 金沢市 窪７－２６３　東ビル　１Ｆ 飲食店

ヘアメイク イスカーゴ 金沢市 窪７－２８９ サービス

金沢焼肉楽処万場金沢南店 金沢市 窪７丁目２５５－２　 飲食店

F．I．L．KANAZAWA 金沢市 竪町１０２ ショッピング

ディテール 金沢市 竪町１１０－１　ＥＰカナザワビル　１Ｆ ショッピング

BEKKUHOMME 金沢市 竪町２６ ショッピング

LOOZEL 金沢市 竪町４２－２　１Ｆ ショッピング

SOPH．KANAZAWA 金沢市 竪町８６ ショッピング

長谷川亭 金沢市 笠市町２－１ ショッピング

寿し龍 金沢市 笠市町９－７ 飲食店

アルビス 笠舞店 金沢市 笠舞１－２３－２５ ショッピング

Aコープ 笠舞店 金沢市 笠舞１－８－４８ ショッピング

8番らーめん 横川店 金沢市 米泉町１－７０－１ 飲食店

magnet base 金沢市 米泉町１０－１－１５６　ＳＥＡＳＯＮ８１７
　Ａ－１０５ サービス

やきとり大吉西金沢店 金沢市 米泉町７－７３－１２ 飲食店

やきとり大吉西金沢店 金沢市 米泉町７丁目７３－１２　 飲食店

ZEN 金沢市 糸田２丁目８６ ショッピング

割烹いけ森 金沢市 芳斉１－６－１１－６ 飲食店

焼肉ホルモン一丁 金沢市 若宮１－１２３ 飲食店

ミ－トブラザ－ズ 金沢市 藤江北１－４１２ ショッピング

かりんとうりんや金澤本店 金沢市 藤江北２－３０２ 飲食店

旬菜串焼き 静流 金沢市 藤江北２－３３４ 飲食店

ARTIGIANO金沢 金沢市 藤江北４－２９３ 飲食店

スタイリストゴトウ 駅西店 金沢市 藤江北４－４６４ ショッピング

さぶろうべい藤江店 金沢市 藤江北４－４７２ 飲食店

もりもり寿し藤江店 金沢市 藤江南３－１０６ 飲食店

とりあえず 金沢市 藤江南３－１７０ 飲食店

デュ・ボンタン 金沢市 袋町１－１ 飲食店

FUKUROPROJECT 金沢市 袋町１－１　かなざわはこまち ショッピング

コイル 金沢市 袋町１－１　かなざわはこまち　２Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

21 / 25

[石川県石川県]



旬菜酒楽貴いち 金沢市 西念１－４－１１　三翠ビル　１Ｆ 飲食店

金澤　力八 金沢市 西念２－３０－１６ 飲食店

招龍亭 金沢市 西念３－５－３５ 飲食店

廻るすしぽん太 金沢市 西念４－１５－１ 飲食店

烏鶏庵 金沢市 西念４－２１－１８ ショッピング

ナンブ－セントラル 金沢市 西念４－２８－１６ サービス

辻屋商店 金沢市 西念４－７－１ 飲食店

ラ フォレスタ 金沢市 西泉１－６６－１２ 飲食店

ホットハウス 金沢市 西泉２－２７ 飲食店

テキサスハンズ 西泉店 金沢市 西泉３－４２ ショッピング

鮨治 金沢市 西町４－９ 飲食店

ボーコンセプト 金沢 金沢市 西都１－２９０－１ ショッピング

焼肉蔵西南部店 金沢市 西金沢４－５３８ 飲食店

六角堂 金沢市 観音町３－４－４２ 飲食店

松魚亭 金沢市 観音町３－４－４５ 飲食店

六角堂Grill＆Bar 金沢市 観音町３－４－４６ 飲食店

ココス諸江店 金沢市 諸江町３０－１ 飲食店

焼肉蔵アルプラザ金沢店 金沢市 諸江町３０－１ 飲食店

（株）オートモ諸江店 金沢市 諸江町３０－１　アルプラザ金沢　２Ｆ ショッピング

柴舟小出 金沢駅西店 金沢市 諸江町３２－２６ 飲食店

ATRIUM 金沢市 諸江町上丁３０７－１０ サービス

そば処 村田屋 金沢市 諸江町上丁３０７－１５ 飲食店

8番らーめん 諸江店 金沢市 諸江町上丁４５２－１ 飲食店

ブックオフ 金沢諸江店 金沢市 諸江町中丁１８４－１ ショッピング

シーアンドシー金沢 金沢市 諸江町中丁１９７－１ 飲食店

ホルモン光諸江店 金沢市 諸江町中丁２４８－１ 飲食店

支那そば元祖　諸江店 金沢市 諸江町中丁２４８－１ 飲食店

金澤ひつじ 諸江店 金沢市 諸江町中丁２６１－１ 飲食店

大阪屋ショップ近岡店 金沢市 近岡町３５８ ショッピング

パティスリー＆パーラーHorita205 金沢市 野田２－２０２ 飲食店

オートモのだ店 金沢市 野田４－１３２ ショッピング

JA金沢市 ほがらか村野田店 金沢市 野田町ム９４－１ ショッピング

鮨きしん 金沢市 野町２－２５－２４　西コジマビル　２Ｆ 飲食店

落雁諸江屋西茶屋菓寮 金沢市 野町２－２６－１０ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火焼居酒屋 NOMACHI 金沢市 野町４－３－９ 飲食店

九谷光仙窯 金沢市 野町５－３－３ ショッピング

ワンピース 金沢市 金石本町ハ２９－３ ショッピング

お味噌汁食堂そらみそ 金沢市 金石西１－２－１０ 飲食店

マルエー mini金石店 金沢市 金石西３－１－２６ ショッピング

magazzino38 金沢市 長土塀２－１８－２５ ショッピング

むつぼしマーケット 金沢市 長坂２－２４－３ ショッピング

カジマート長坂店 金沢市 長坂２－２４－７ ショッピング

寿し若 金沢市 長田１－５－４６ 飲食店

季節料理天吉 金沢市 長田１丁目５－６７　 飲食店

味処高崎 金沢市 長町１－２－２２ 飲食店

マルエー 間明店 金沢市 間明町１－２２１ ショッピング

A 間明店 金沢市 間明町１－２４５ サービス

タイヤセレクト金沢中央 金沢市 間明町１－２５３ ショッピング

マルツ金沢西インター店 金沢市 間明町２－２６７ ショッピング

逸味 潮屋 近江町いちば店 金沢市 青草町８８ ショッピング

近江屋伝兵衛 金沢市 青草町８８ 飲食店

ヤマカ水産 近江町いちば館店 金沢市 青草町８８ ショッピング

すゞめ近江町市場店 金沢市 青草町８８　近江町いちば館　１Ｆ ショッピング

近江町海鮮丼家ひら井 いちば館店 金沢市 青草町８８　近江町いちば館　２Ｆ 飲食店

近江町・海鮮市場料理 市の蔵 金沢市 青草町８８　近江町いちば館　２Ｆ 飲食店

キャラバンサライ むさし店 金沢市 青草町８８　近江町いちば館　Ｂ１－１３ ショッピング

有限会社川木商店 金沢市 青草町８８　近江町いちば館１Ｆ ショッピング

市安商店 金沢市 青草町８８　近江町いちば館１Ｆ ショッピング

仙桃広東料理 金沢市 青草町８８番　近江町いちば館２Ｆ 飲食店

シャンドゥラローズ 金沢市 鞍月５－１３０ ショッピング

LECLIMAT金沢 金沢市 鞍月５－１３０ 飲食店

金沢ビーンズ 明文堂 金沢市 鞍月５－１５８ ショッピング

トゥール・モンド・シュシュ鞍月本店 金沢市 鞍月５－５３ 飲食店

サンパ 鞍月店 金沢市 鞍月５－６６ ショッピング

フラワーズ モト 金沢市 鞍月東２－３２ ショッピング

蛇の目寿司 額店 金沢市 額新保１－４４５ 飲食店

A．P．C．金沢店 金沢市 香林坊１－２－２４　北国会館　１Ｆ ショッピング

マルエー mini香林坊店 金沢市 香林坊２－１－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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六角堂 せせらぎ通り店 金沢市 香林坊２－１－１　香林坊東急スクエア　ＧＦ 飲食店

割烹 むら井 金沢市 香林坊２－１２－１５ 飲食店

Golosetto 金沢市 香林坊２－１２－２０　シャトル香林坊　１Ｆ 飲食店

バービーズ バービー 金沢市 香林坊２－４－２６　BLANCHEビル３Ｆ サービス

Aroma＆FlowerDuo 金沢市 駅西新町１－４－１　ロイヤルコート駅西 ショッピング

マライカバザール金沢店 金沢市 駅西新町２－１２－９ ショッピング

4cmMOROE 金沢市 駅西新町２－１５－３７　コーワビル　１Ｆ サービス

アメリカンスクエアマツヤ 金沢店 金沢市 駅西新町２－１７－１ ショッピング

菜香楼新館 金沢市 駅西新町２－８－１５ 飲食店

アプレシオ 金沢駅西店 金沢市 駅西新町３－１４－２１ 飲食店

8番らーめん 駅西本町店 金沢市 駅西本町２－１－３ 飲食店

Aguhairforest金沢駅西 金沢市 駅西本町２－１１－３８ サービス

サワヤ 金沢市 駅西本町３－１８－３０ ショッピング

正花園 金沢市 駅西本町３－２－６ ショッピング

hys hair 金沢市 駅西本町５－１－３６ サービス

銀座に志かわ金沢店 金沢市 駅西本町５丁目２‐１７ 飲食店

フェアリーボタン 金沢市 高尾台２－２２７ ショッピング

職人の店 金沢高尾店 金沢市 高尾台４丁目１２８ ショッピング

ツルミ印舗 金沢市 高岡町２３－２１ ショッピング

焼肉蔵高柳店 金沢市 高柳町２－１９－１ 飲食店

8番らーめん 高柳店 金沢市 高柳町３－１－１ 飲食店

アストロプロダクツ 金沢店 金沢市 高柳町３－８－２ ショッピング

ささら屋 金沢高柳店 金沢市 高柳町ニ字６０－１ 飲食店

アルビス高柳店 金沢市 高柳町ニ字６３－１ ショッピング

clematis金沢・高柳店 金沢市 高柳町一字５１－１ サービス

王将寿司 金沢市 鳴和１丁目１４－２１　 飲食店

能登ワイン 株式会社 鳳珠郡穴水町 字旭ケ丘り５番１ ショッピング

いろはストアー 鳳珠郡穴水町 川島キ１２４ ショッピング

8番らーめん　穴水店 鳳珠郡穴水町 此木１０－２５ 飲食店

どんたく穴水店 鳳珠郡穴水町 此木１字３０ ショッピング

ココス穴水店 鳳珠郡穴水町 此木１字４５－１ 飲食店

8番らーめん　能登柳田店 鳳珠郡能登町 天坂ろ－９１ 飲食店

ホームセンタームサシ能登店 鳳珠郡能登町 宇出津新港２－２４－１ ショッピング

どんたく宇出津店 鳳珠郡能登町 宇出津新港２－７ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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Aコープ内浦店 鳳珠郡能登町 松波１１字４５ ショッピング

ココス鹿島バイパス店 鹿島郡中能登町 井田と１－１ 飲食店

食文化 新鮮館 鹿島郡中能登町 能登部下７２－１ ショッピング

どんたくエブリィ鳥屋店 鹿島郡中能登町 良川と５７ ショッピング

株式会社鳥木精肉店 肉のとりき 鹿島郡中能登町 芹川コ６－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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