
No 登録事業所名 住所 スタンプ会加盟店 備考 業種 No 登録事業所名 住所 スタンプ会加盟店 備考 業種

1 カジマートみなみ店 加賀爪ホ218 ♪ 総合 小売 51 化粧SCENE IKEMURA 清水イ121 ♪ 化粧品 小売

2 Aコープつばた店 加賀爪ハ99 ♪ 総合 小売 52 はやしや 津幡ハ77 ♪ 化粧品 小売

3 コメリパワー津幡店 庄ホ8 総合 小売 53 ㈱中山商店 清水チ376 ♪ 燃料 小売

4 アル・プラザ津幡（テナント除く） 北中条1-1 総合 小売 54 ㈲加茂川商店 清水ホ316 燃料 小売

5 ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰPLANT-3 津幡店 庄ヌ3 総合 小売 55 ㈱リビック金沢 金沢営業所 金沢市神宮寺二丁目29-15 ♪ 燃料 小売

6 ファミリーマート津幡加賀爪店 加賀爪ハ88-3 総合 小売 56 広瀬商店 津幡ハ1-1 ♪ 燃料 小売

7 業務スーパー津幡店 横浜ほ23-4 総合 小売 57 ㈱新宅石油店 加賀爪リ11 燃料 小売

8 JAグリーンかほく 舟橋253 総合 小売 58 石川かほく農業協同組合　LPガスセンター 舟橋253 燃料 小売

9 セブン-イレブン津幡横浜店 横浜い147-1 総合 小売 59 スガイ書店 津幡ハ１３ ♪ 書籍 小売

10 バロー津幡店 横浜へ66番地 総合 小売 60 岩井守商店 加賀爪ホ72-1 ♪ 文具 小売

11 ローソン津幡横浜店 横浜ヘ40-7 総合 小売 61 写真のピーパル 横浜ほ32-4 写真 小売

12 サイクルショップしらい 加賀爪ル1-2 身の回り 小売 62 めがねのアイビー　津幡店 北中条4-92 眼鏡 小売

13 雨具・かばん・化粧品 やまもと 加賀爪ホ69 ♪ 身の回り 小売 63 柴田釣具センター 南中条東7-1 釣具 小売

14 きものなごみや津幡店 北中条1-1 身の回り 小売 64 花座 北中条1-1 花 小売

15 岡部履物店 津幡ヌ158 ♪ 身の回り 小売 65 井上種苗・生花店 加賀爪ホ67 ♪ 花 小売

16 サラダ館と酒の岩井屋 清水イ127 ♪ 身の回り 小売 66 山﨑花店 津幡ハ10-9 ♪ 花 小売

17 みたにや 津幡ハ6 ♪ 身の回り 小売 67 花とも 加賀爪ホ218 ♪ 花 小売

18 たかもり 清水イ1-1-1 ♪ 身の回り 小売 68 ㈱山本石材店 津幡ニ558-5 その他 小売

19 TANIMOTO（たにもと） 加賀爪ホ17 ♪ 身の回り 小売 69 ㈱宮本仏壇店 横浜ヘ25-1 ♪ その他 小売

20 高森履物店 加賀爪ホ24 ♪ 身の回り 小売 70 ㈲平村石材 加賀爪リ13-4 その他 小売

21 國本呉服店 井上の荘2-43 身の回り 小売 71 勝﨑館 庄イ2-1 日本料理 飲食

22 Ｙショップ津幡能瀬店 能瀬ウ4 ♪ 食品 小売 72 『和』やわらぎ 加賀爪ル201 日本料理 飲食

23 河上商店 上河合ロ81-1 ♪ 食品 小売 73 大竹 加賀爪ホ435 日本料理 飲食

24 道の駅倶利伽羅塾 竹橋西270 ♪ 食品 小売 74 藤よし 潟端393-2 すし 飲食

25 無添加食品のお店　アルカンシエル 中橋イ57-2 食品 小売 75 纏鮨 凛太郎 中須加ぬ1-7 すし 飲食

26 久世酒造店 清水イ122 ♪ 酒 小売 76 寿司本舗 たまや 加賀爪ヌ5 ♪ すし 飲食

27 中田健二商店 加賀爪ヌ24-2 ♪ 酒 小売 77 美満寿 加賀爪ハ69-1 ♪ すし 飲食

28 ㈲ゴサマストア 加賀爪ホ32-3 ♪ 酒 小売 78 鮨正 庄ト116 ♪ すし 飲食

29 福森酒店 庄ヘ68-4 ♪ 酒 小売 79 寿し長さん 清水チ372-1 すし 飲食

30 ㈱平村本店 津幡ハ37 ♪ 魚 小売 80 喫茶シグナス 北中条3-1 ♪ 喫茶 飲食

31 たかの菓子舗 津幡ハ8-3 ♪ 和菓子 小売 81 もみの木カフェ 清水チ332-2 喫茶 飲食

32 加賀藩たかくら 加賀爪ニ54 ♪ 和菓子 小売 82 おまん茶屋/モカスタンド 庄イ21-3 喫茶 飲食

33 小泉菓子舗 津幡ハ73-1 ♪ 和菓子 小売 83 いちいちかわいいＣＡＦＥ 庄ヘ72-3 喫茶 飲食

34 おぐらや（あつあつや） 加賀爪ホ218 ♪ 菓子 小売 84 ｍａｄｏかふぇ 浅田丙45-3 ♪ 喫茶 飲食

35 マロニエ 加賀爪ヌ3-5 ♪ 洋菓子 小売 85 カフェ　ソルア 横浜ほ4-3 喫茶 飲食

36 パティスリーアール 太田は136-15 洋菓子 小売 86 軽食・お茶処　たいほう 津幡ニ558-3 喫茶 飲食

37 ㈱レグレット 庄ヌ39番地1 洋菓子 小売 87 カレーハウスCoCo壱番屋 石川津幡店 北中条6-81 洋食 飲食

38 おかし工房やゐさ 加賀爪ハ75-103 洋菓子 小売 88 またいキッチン 中橋イ67-1 洋食 飲食

39 ターボラ 太田に21-5 パン 小売 89 GONJIRO 庄ホ79-1 洋食 飲食

40 八橋ぱん 横浜ろ70-5 ♪ パン 小売 90 ビストロ・カズ 北中条2-8 洋食 飲食

41 小泉米穀店 加賀爪ホ259 ♪ 米 小売 91 洋食とデザートのお店　ミエル 北中条2-15 洋食 飲食

42 勝泉米穀店 津幡ハ3 ♪ 米 小売 92 のた家 太田ろ41-4 洋食 飲食

43 アンド・やまだ 加賀爪ニ57-1 ♪ 電気 小売 93 焼肉亭ポパイ 清水イ140-1 ♪ 焼肉 飲食

44 ベスト電器石川津幡店 津幡ハ80-1 電気 小売 94 焼肉・ステーキ ほがらか 庄ヘ71-4 焼肉 飲食

45 寺本電機 加賀爪ホ22 ♪ 電気 小売 95 焼肉食堂　百万石 太田ラ60 焼肉 飲食

46 松村商会 清水イ141 ♪ 電気 小売 96 あきない屋 横浜ほ21-1 焼肉 飲食

47 でんきのスマイル 潟端416-23 電気 小売 97 焼肉カントリー 潟端369-5 焼肉 飲食

48 中村栄安堂薬局 清水イ139 ♪ 薬 小売 98 カルビ大将　津幡店 北中条1-6 焼肉 飲食

49 西島薬局 加賀爪ホ60 ♪ 薬 小売 99 炭焼工房　たんたん屋 北中条11-100-4 焼肉 飲食

50 中村固腸堂 加賀爪ヌ58-2 ♪ 薬 小売 100 焼肉タルラン 庄ホ44-1 焼肉 飲食
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101 炭火焼鳥 竹蔵 津幡ﾊ82 ♪ 焼鳥 飲食 151 河愛の里キンシューレ 下河合チ55 宿泊 サービス

102 ちゃんぽん亭総本家 津幡店 横浜ヘ41-1 中華 飲食 152 おやどタクシー㈱ 庄イ208 ♪ タクシー 運輸

103 中華点心研究所 大坪ワ７６ 中華 飲食 153 津幡交通 津幡二13-3 タクシー 運輸

104 中華萬菜　赤兎 北中条4-44 中華 飲食 154 ㈱寺本ホーム 加茂は2 建設 建設

105 8番らーめん津幡店 横浜に72-1 中華 飲食 155 今村建設産業㈱ 太田は2ｰ2 建設 建設

106 居酒屋　半兵衛 浅田丙４１－３ 居酒屋 飲食 156 ㈱東建設 東荒屋396 建設 建設

107 とんぼ 津幡ハ37 居酒屋 飲食 157 ㈱津幡工業 清水ア9 ♪ 建設 建設

108 なごみ庵 倶利伽羅 北中条11-98-2 居酒屋 飲食 158 石野建築 東荒屋480 建設 建設

109 羽衣 加賀爪ホ402 居酒屋 飲食 159 ㈱村田建工 舟橋い18-2 建設 建設

110 居酒屋　与市 北中条4-44 居酒屋 飲食 160 ㈱ホリケン 太田は150-4 建設 建設

111 漁茶屋　磯め 清水チ347-4 居酒屋 飲食 161 ㈲アップスタート 太田ろ224-3 建設 建設

112 すしべん津幡店 杉瀬イ150 その他 飲食 162 ㈱長谷川建設 鳥越ハ61 建設 建設

113 んまい屋　津幡店 庄ホ-45 その他 飲食 163 ㈱IRC 太田ほ15-2 建設 建設

114 源平茶屋 竹橋西270 その他 飲食 164 マスケンサービス㈱ 庄ホ72-17 建設 建設

115 ドライブイン風車 竹橋ヨ105 その他 飲食 165 山岸建設工業㈱ 太田ほ198-1 建設 建設

116 おうちや 中橋イ55-2 その他 飲食 166 ㈱岡田工務店 能瀬ウ149 建設 建設

117 ソラナム 清水イ133-2 バー 飲食 167 ㈱アライホーム 加賀爪ヌ62-3 建設 建設

118 ㈲富久膳 清水ホ325-1 仕出弁当 飲食 168 村井板金 川尻イ64 職別 建設

119 津幡法律事務所 （弁護士 横見健太） 横浜ほ27-5コスモビル2階 法律 サービス 169 ㈱さなだ瓦店 庄ホ70 職別 建設

120 行政書士法人　スマイル 加賀爪ハ61-10 その他専門 サービス 170 ㈲大橋管工 坂戸イ82-1 職別 建設

121 カットハウスほがらか 清水チ374-7 理容 サービス 171 ㈲ 岡本アルミガラス 中須加ろ27-2 職別 建設

122 Bond　Plus 加賀爪リ31-10 理容 サービス 172 サンエクステリア㈱津幡店 中橋イ77-1 職別 建設

123 おしゃれの風かっとマン 横浜に74 理容 サービス 173 ㈱スイベル 庄ト39 職別 建設

124 トラがりくん 津幡ヌ120-5 理容 サービス 174 東田電機工業㈱ 浅田甲78-2 職別 建設

125 チトセ美容院 加賀爪ホ70 ♪ 美容 サービス 175 コバ電工業所㈱ 津幡ハ47-1 職別 建設

126 ピュアはくい 津幡ロ135-7 ♪ 美容 サービス 176 河原建具店 庄ワ3-3 職別 建設

127 ヴェリテ 横浜ヘ37-1 美容 サービス 177 つじトレーニングジム 井上の荘3-1-2 スポーツ 娯楽

128 スズラン美容室 津幡ハ87-4 ♪ 美容 サービス 178 石川県森林公園事務所 津幡エ14 スポーツ 飲食・娯楽

129 ビューティエル 清水ニ344 ♪ 美容 サービス

130 しづか美容室 清水チ373-5 ♪ 美容 サービス

131 美容室　髪館 清水イ95 美容 サービス

132 HAIR MAKE BIEＮ（ビアン） 加賀爪ヌ53-1 美容 サービス

133 ショコラヘアーデザイン 加賀爪ホ403 美容 サービス

134 マリ美容室 中橋い3-4 美容 サービス

135 n.en salon 富田150 美容 サービス

136 シティア美容室 中橋ロ-17-1 美容 サービス

137 あけぼの接骨院・整体院 加賀爪ホ403 接骨院 サービス

138 整体&ボディケア　KAIZEN 北中条ラ29-2パル駅前101 整体院 サービス

139 整体コリラク 潟端467-5　ファインラッツ102 整体院 サービス

140 セレモニーつばた 清水ニ301-6 ♪ 冠婚葬祭 サービス

141 酒井自動車㈱ 横浜い109 自動車整備 サービス

142 ㈲ヤマザキオートサービス 竹橋西203-3 自動車整備 サービス

143 ㈱坪坂自動車 庄ト62-2 自動車整備 サービス

144 石川かほく農業協同組合　自動車センター 杉瀬ヌ91-1 自動車整備 サービス

145 カーメンテナンスD-1 アルプラザ津幡店 北中条1-55 自動車整備 サービス

146 ミスタータイヤマン津幡 横浜ほ20番地1 自動車関連部品 サービス

147 石川かほく農業協同組合　農機センター 舟橋251 農機具関連 サービス

148 ベンリー津幡店 津幡ハ-91 生活関連 サービス

149 トリプルＡ代行サービス 加賀爪ホ24-2 生活関連 サービス

150 祥楽の湯　津幡店 北中条1-7 生活関連 サービス

※取扱い加盟店は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
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