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食楽庵かほく さんまる かほく市 白尾ニ１０－１８ 飲食店 JS-0003-1266

わかな かほく市 白尾ヌ６７－１１ 飲食店 JS-0003-5929

工一自動車 かほく市 七窪口４ ショッピング SL-2001-0747

an．chou chou かほく市 宇野気ト６７－１ サービス JS-0002-1775

COSMIC HAIR かほく市 白尾ニ１０－２ サービス JS-0002-1997

居酒屋味好 羽咋郡 宝達志水町荻市い１ 飲食店 SL-2000-1542

宝達山本舗松月堂 羽咋郡 宝達志水町小川２－１２７　 ショッピング SL-2000-6681

焼肉家こげたん 羽咋鶴多店 羽咋市 鶴多町五石高１０－１ 飲食店 JS-0000-5670

有限会社つり具センターあさの 羽咋市 島出町マ３８－１ ショッピング JS-0002-1502

うまかっちゃん 加賀市 山代温泉１９区１２８ 飲食店 JS-0004-5347

ブルースの聴けるおでん屋 kaze 加賀市 山代温泉カ９６－２　 飲食店 SL-2000-4279

T － Style 加賀市 山代温泉ヨ８７－１　　 飲食店 ZN-2000-2888

加賀上杉 加賀市 山代温泉温泉通４２ 飲食店 SL-2000-3074

東山ボヌール 加賀市 山中温泉東町１－ホ１９－１ 飲食店 JS-0002-9558

江沼スタシオン 加賀市 山中温泉湯の本町クの３８ 飲食店 JS-0002-3472

いざかや わがや 加賀市 片山津温泉ウ４－１ 飲食店 JS-0002-9891

Phaeton 加賀市 伊切町い－２３９ ショッピング JS-0001-5706

オートステージ KTM 加賀市 伊切町乙３８－１　 ショッピング SL-2000-0462

アメリカン雑貨 ドリーム 加賀市 湖城町３－２８８ ショッピング JS-0001-9992

ロータスタナカ自動車 加賀市 幸町２－１０　 ショッピング SL-2000-6529

印工房 英信堂 加賀市 作見町ホ３７－３ ショッピング JS-0001-4120

MC STORE 加賀市 作見町ル９０－２　 ショッピング SL-2000-4487

KuKuLu 加賀市 山代温泉１６－４－５ ショッピング JS-0004-5732

ケルン洋菓子店 加賀市 山代温泉２０－３４　 ショッピング SL-2000-5606

PANNONICA アンド SWING 加賀市 山代温泉温泉通３１－４　楽歩館１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3295

noenth 加賀市 山代温泉幸町１１ ショッピング JS-0000-3612

mokume 加賀市 山中温泉栄町ニ６０ ショッピング JS-0002-9556

有限会社白鷺木工 加賀市 山中温泉上野町ヲ－７　 ショッピング SL-2000-6566

きぬや 加賀市 山中温泉東町１－マ２２ ショッピング JS-0002-9564

premiere 加賀市 上河崎町３２２－１９ ショッピング JS-0000-7863

アムール 加賀市 大聖寺鍛冶町２－３　　 ショッピング ZN-0002-4244

九谷焼窯元 陶匠大雅 加賀市 中代町ホ１－１ ショッピング SL-2000-6759

メディア書店加賀店 加賀市 分校町ノ８８－１ ショッピング JS-0002-9650

アポワン 加賀市 片山津温泉丁１２－１　　 ショッピング ZN-2000-6618

Hair make room Mash’ 加賀市 山代温泉３７－２０－６ サービス JS-0004-8243

S・T RUKIA 加賀市 小菅波町１－６８　荒木ビル１Ｆ サービス SL-2000-6936

LUCIDOSTYLEM － 2 加賀店 加賀市 小菅波町２－１０　　 サービス ZN-0003-0833

美容室 ママハウス 加賀市 小菅波町平２０ サービス JS-0004-8070

炭火焼肉 三晃 加賀市 吉崎町ハ－１８９－１ その他 SL-2000-3178

加賀百万石 フィットネス＆スパ 加賀市 山代温泉１１－２－１ その他 JS-0005-9553
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シルクロ陶芸体験工房 加賀市 山中温泉東町１－マ２２　きぬや２Ｆ その他 JS-0002-9561

ナスカライン 河北郡 内灘町向陽台１－１８５　リバーサイド１Ｆ 飲食店 SL-2000-8585

焼肉屋 sun ひまわり 河北郡 内灘町大根布７－１３２ 飲食店 JS-0003-0980

プラムダイニング 河北郡 内灘町鶴ヶ丘３－１５７－３ 飲食店 JS-0001-4776

株式会社花とも 河北郡 津幡町加賀爪ホ２１８　カジマート内 ショッピング JS-0004-4183

ゴルファーズサービスエリア 河北郡 津幡町杉瀬ニ１－２ ショッピング JS-0003-8900

化粧 SCENE IKEMURA 河北郡 津幡町清水イ１２１　 ショッピング SL-2000-6097

メガネの王様 内灘店 河北郡 内灘町旭ヶ丘１５６ ショッピング JS-0000-1902

有限会社 花座 河北郡 内灘町向陽台１－１４１ ショッピング JS-0001-4625

Sunbath 津幡店 河北郡 津幡町北中条２－１８ サービス JS-0003-8187

Alohana 河北郡 津幡町北中条３－５－２ サービス SL-2000-0276

有限会社荒木自動車商会 河北郡 内灘町向粟崎５－２５０ サービス JS-0003-5024

Sunbath with 河北郡 内灘町大学２－１９４ サービス JS-0003-8241

焼肉家こげたん もりの里店 金沢市 もりの里１－１２７ 飲食店 JS-0002-0790

食彩夢 まほら 金沢市 もりの里１－２４４－１ 飲食店 JS-0000-0262

NIKURU DINING 金沢市 もりの里３－２１９　リバービュもりの里１Ｆ 飲食店 JS-0003-6584

炭火焼肉 かみたに 金沢市 旭町２－１７－１ 飲食店 JS-0003-8282

楽らく 金沢市 旭町２－７－２８　サンシャインハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4340

鮨一誠 金沢市 安江町１２－２８ 飲食店 SL-2000-3749

ふだんごちそう夕陽 金沢市 安江町１２－３０ 飲食店 JS-0001-9846

ステーキハウス NEKOYANAGI 金沢市 安江町１２－３２ 飲食店 JS-0003-9070

インフィニート 金沢市 鞍月５－１１０ 飲食店 JS-0002-4904

カフェスミカグラス 金沢市 鞍月５－７４ 飲食店 SL-2000-6240

石川県立中央ビアンモール 金沢市 鞍月東２－１ 飲食店 JS-0005-4447

Rucia 金沢市 駅西新町１－１２－２０　コーポ西念６ 飲食店 JS-0003-5086

焼肉飯場円蔵 金沢市 駅西本町２－１－２８　　 飲食店 ZN-2000-5110

家庭料理 福 金沢市 駅西本町５－６－１８　西都ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7117

豚炭一丁 押野店 金沢市 押野１－５１０ 飲食店 JS-0000-8031

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 JS-0001-9851

焼肉ジャンジャン 横川 金沢市 横川６－８０　ベルコリーヌ横川１Ｆ 飲食店 JS-0005-0994

焼肉 つばさ 金沢市 乙丸町甲１４１　乙崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8589

つな寿し 金沢市 乙丸町甲１８８ 飲食店 JS-0003-4952

市場屋 金沢市 下堤町１９－１　　 飲食店 ZN-0001-4481

こいで 金沢市 笠市町５－７ 飲食店 JS-0000-0120

肉バルキッチン HANALE 金沢市 笠市町８－１ 飲食店 JS-0001-3321

炭火焼肉 蓮 金沢市 間明町１－６５－４ 飲食店 JS-0002-0006

酒処 いっぷく 金沢市 間明町２－４８　石田ビル１Ｆ－１０５ 飲食店 JS-0004-2042

鮮菜居酒屋 とだ屋 金沢市 間明町２－９０－１ 飲食店 JS-0003-8284

きんしゃち久安 金沢市 久安２－３２４ 飲食店 JS-0002-4468

和みの旬彩 みのりや 金沢市 京町２５－２０ 飲食店 JS-0001-9534

味処一心 金沢市 京町２８－１６　　 飲食店 ZN-0001-4368

幸兵衛寿司 金沢市 橋場町１－６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4453

BISTRO DE LA CONTI 金沢市 玉川町５－４ 飲食店 JS-0000-5877

焼肉亭 大島 窪店 金沢市 窪４－４０８ 飲食店 JS-0001-9583
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ビストロレガル 金沢市 窪７－２７９　 飲食店 SL-2000-5722

ダイニング たにやん 金沢市 窪７－２８１－１０３ 飲食店 JS-0003-8506

肉 momigi 金沢市 元町１－７－４ 飲食店 JS-0001-5518

あおやま 金沢市 古府１－１３８　　 飲食店 ZN-0001-4306

焼肉 戸板商店 金沢市 戸板５－５ 飲食店 JS-0005-0677

よりみち家ひといき 金沢市 広岡１－３－２９　嶋田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4482

きんしゃち酒場 金沢駅西店 金沢市 広岡１－５－１５　ゼオンビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-6248

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 AD-0001-0046

Golosetto 金沢市 香林坊２－１２－２０　シャトル香林坊１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2493

アジェ 金沢店 金沢市 香林坊２－１２－２４　品川ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-0377

欧風食堂 LEMARS 金沢 金沢市 香林坊２－１２－３４　　 飲食店 ZN-0001-4348

とり源 金沢市 香林坊２－１２－３５　８８ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2539

らくや 金沢市 香林坊２－３－１８ 飲食店 JS-0005-7192

味処 みよし 金沢市 香林坊２－３－２０ 飲食店 JS-0000-3080

焼肉蔵高柳店 金沢市 高柳町２－１９－１　　 飲食店 ZN-0001-4504

鮨きのした 金沢市 此花町３－２　ライブ１ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-2643

MK － KITCHEN 金沢市 此花町３－３　ライブ１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4283

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 JS-0000-1834

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 SL-2000-7863

和食処味村 金沢市 此花町４－１３　　 飲食店 ZN-0001-4410

絶好鳥酒場 鳥びあ～の 三口新町店 金沢市 三口新町２－４－１ 飲食店 JS-0003-2093

肉のみやざき 金沢市 三口新町２－４－７ 飲食店 JS-0002-5593

揚屋一丁 三馬店 金沢市 三馬３－２００ 飲食店 JS-0003-1689

土佐わら焼き酒場 いごっそう 金沢市 若宮２－１７ 飲食店 JS-0002-9825

Bar 一葉 金沢市 主計町１－５　　 飲食店 ZN-0001-4293

嗜季 金沢市 主計町２－１０ 飲食店 JS-0001-0354

金澤主計 鮨処あいじ 金沢市 主計町３－６ 飲食店 JS-0003-6474

旬嘉ふじ 金沢市 十三間町８３－１　藤田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2241

Couleur 金沢市 十三間町９３ 飲食店 JS-0001-3255

焼肉蔵アルプラザ金沢店 金沢市 諸江町３０－１　　 飲食店 ZN-0001-4503

焼鳥 こしむら 金沢市 諸江町６－１７ 飲食店 JS-0000-7590

そば処 村田屋 金沢市 諸江町上丁３０７－１５　 飲食店 SL-2000-4853

いな葉村 金沢市 諸江町上丁３２１ 飲食店 JS-0002-8165

焼肉味楽家 金沢市 小金町４－２０ 飲食店 JS-0001-3580

DIRTYINDAHOUSE 金沢市 小坂町西８－３９　　 飲食店 ZN-2000-2263

市場めし 屯場 金沢市 昭和町１１－７　　 飲食店 ZN-0001-4408

らくちんや 駅前店 金沢市 昭和町７－９　FONTE 六枚１ 飲食店 JS-0002-7503

馬喰ろう 金沢店 金沢市 昭和町９－８ 飲食店 JS-0002-9759

杏杏 金沢市 松村２－４２７－１０　　 飲食店 ZN-2000-3345

焼肉亭 大島 松村店 金沢市 松村町１－２４ 飲食店 JS-0001-9584

加賀料理 秋月 金沢市 森山１－２－１８ 飲食店 JS-0002-6897

ビストロ「ユイガ」 金沢市 水溜町４－１ 飲食店 JS-0000-8149

焼肉蔵畝田店 金沢市 畝田西２－５－２　　 飲食店 ZN-0001-4502

犀川河畔杉の井 金沢市 清川町３－１１　　 飲食店 ZN-0001-4349
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ラ フォレスタ 金沢市 西泉１－６６－１２ 飲食店 JS-0002-9354

鳥しげ 金沢市 西泉３－４ 飲食店 JS-0003-9581

鮨治 金沢市 西町４－９ 飲食店 ZN-0001-4488

金澤 力八 金沢市 西念２－３０－１６ 飲食店 JS-0002-5195

金澤 力八 金沢市 西念２－３０－１６ 飲食店 JS-0003-7491

金澤 居酒屋 八 金沢市 西念３－１９－１３ 飲食店 JS-0004-6350

旬彩和食 口福 金沢市 青草町８８　近江町いちば館２Ｆ 飲食店 JS-0000-1567

仙桃広東料理 金沢市 青草町８８　近江町いちば館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4471

ラ・ネネグース 金沢市 千日町１－１６　 飲食店 SL-2000-4008

ステーキハウス 七兵衛 金沢市 泉が丘２－６－１６１ 飲食店 JS-0001-8863

MOGURA KITCHEN 金沢市 浅野本町１－１５－２１　　 飲食店 ZN-0001-4289

焼肉 koba 浅野本町店 金沢市 浅野本町２－１９－２０　金沢クインビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6736

ステーキ割烹 たけ多 金沢市 増泉２－２２－５ 飲食店 JS-0000-0646

海遊亭 金沢市 大工町２０　 飲食店 SL-2000-3344

丸金ホルモン 金沢市 大工町２４　HASHINO BLD １Ｆ 飲食店 JS-0004-3540

MOGURA バル 金沢市 大工町２９　水谷ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4311

旬菜 馬数 金沢市 大手町１５－１１　大手町ハイム１Ｆ 飲食店 JS-0001-6349

いいとこ鳥 大豆田本店 金沢市 大豆田本町甲２８９－１ 飲食店 JS-0000-8028

ワイン食堂 オッチョ 金沢市 池田町２－１９－２ 飲食店 JS-0001-6565

熱烈厨房  よし政 金沢市 長坂３－２－１　 飲食店 SL-2001-0342

四季のテーブル 金沢市 長町１－１－１７　 飲食店 SL-2000-0139

味処高崎 金沢市 長町１－２－２２　　 飲食店 ZN-2000-3280

OinkOink 金沢市 長町１－２－２４ 飲食店 JS-0001-2934

いずみ野 金沢市 長町１－３－５７　　 飲食店 ZN-0001-4278

四季追 HIKARI 金沢市 塚崎町ホ１７－１ 飲食店 JS-0002-8611

居酒屋 いたちゃん 田上店 金沢市 田上本町４－１８８　 飲食店 SL-2000-3092

ワインと鉄板 かいどう 金沢市 東山１－１２－１２ 飲食店 JS-0000-9262

金沢東山 鮨たかしま 金沢市 東山１－１－３３ 飲食店 JS-0000-8770

一笑 金沢市 東山１－２６－１３ 飲食店 JS-0000-9570

CAFE 多聞 金沢市 東山１－２７－７ 飲食店 JS-0002-6016

東山志 金沢市 東山１－４－４２－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4484

輝 金沢市 東山３－１－７　　 飲食店 ZN-0001-4274

新鮮酒場 キサラギ 金沢市 東山３－３１－１８　 飲食店 SL-2000-2643

ビストロシャレ 金沢市 南町４－６０　金沢大同生命ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8180

うまいもん処 よし本 金沢市 入江１－４６ 飲食店 JS-0005-3959

TSUBOMI 金沢市 八日市１－６８１ 飲食店 JS-0002-0832

じんや 金沢市 尾山町１２－１ 飲食店 JS-0002-8308

お箸バルブルーチェ 金沢市 尾山町３－３０　ユニゾイン金沢百万石通り１Ｆ 飲食店 JS-0003-5383

さか根 金沢市 尾山町５－１２ 飲食店 JS-0000-6254

JAZZ 居酒屋穆然 金沢市 尾山町６－２２　尾山町 Zig １Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4409

壺屋 本店 金沢市 尾張町２－１６－４ 飲食店 JS-0000-6198

炉と海 金沢市 彦三町１－２－１８ 飲食店 JS-0005-2112

NAGAYA 金沢市 彦三町１－８－２６　　 飲食店 ZN-0001-4323

いしや 金沢市 彦三町２－８－３　　 飲食店 ZN-0001-4369
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炭火焼肉 香洛園 金沢市 百坂町ロ８８ 飲食店 JS-0000-9670

金沢武蔵くすの樹 金沢市 武蔵町１２－１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4342

マルガリータ 金沢市 武蔵町１３－２９　ヒオビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-8584

BistroTeppan Jaifaim 金沢市 武蔵町１６－４９ 飲食店 JS-0002-2726

焼肉蔵伏見台店 金沢市 伏見台１－１３－５　　 飲食店 ZN-0001-4510

すし居酒屋 はち 金沢市 福久東１－５５－２ 飲食店 JS-0003-2835

昭和ホルモン館 安原店 金沢市 福増町北１３４６ 飲食店 JS-0005-1814

やきとり大吉西金沢店 金沢市 米泉町７－７３－１２　　 飲食店 ZN-2000-6890

マジックバー金沢 STYLE 金沢市 片町１－１０－１５　青山ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4376

DiningBAR － TENDER 金沢市 片町１－１１－１　　 飲食店 ZN-2000-2179

バーグリフィス 金沢市 片町１－１１－１２　ポニービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3464

いざかや 勇人 金沢市 片町１－１１－２ 飲食店 JS-0000-6497

BUCCANEER 金沢市 片町１－１１－５　８億年ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4130

あじみや 金沢市 片町１－１１－５　８億年ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8292

GiguloBarReset 金沢市 片町１－１１－５　８億年ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0691

ミニョン 金沢市 片町１－１１－５　８億年ビル５Ｆ－５０５　 飲食店 ZN-2000-1227

ブルーバー 金沢市 片町１－１２－１７　共栄ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2529

カフェ・アルコ・プレーゴ 金沢市 片町１－３－２１　プレーゴ通り　 飲食店 SL-2000-5586

千の升 金沢市 片町１－３－３３　　 飲食店 ZN-0001-4472

ピッツエリアバーナポリ金沢店 金沢市 片町１－３－３３　ドゥーア柿木畠１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4451

ASKcafe 金沢市 片町１－５－１５　関ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3974

金沢かんてき家 片町店 金沢市 片町１－５－２０　金沢福井ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2012

かこみ庵金沢片町店 金沢市 片町１－５－２０　金沢福井ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2100

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 ZN-0001-4325

SPOON 金沢市 片町１－５－８　シャトービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4405

Quattro 金沢市 片町１－５－８　シャトービルＢ 1 Ｆ 飲食店 JS-0001-9594

牛あぐら 金沢市 片町１－６－１　久善ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-1317

寿司居酒屋くず葉 金沢市 片町１－６－１０　ブラザービル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-3594

金沢商店・Rossi 金沢店 金沢市 片町１－６－１３　アパ片町第３ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7052

レストラン 林檎とわかば 金沢市 片町１－６－６ 飲食店 JS-0001-3750

ANOTHER GROUND 金沢市 片町１－７－１　プライムビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-3177

Dulwich 金沢市 片町１－７－１　プライムビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-1319

金沢ギルド 金沢市 片町１－７－１９　片町一番館１Ｆ 飲食店 JS-0003-7642

吟秋の響 金沢市 片町１－７－２３　金劇パシオンビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1382

ステーキハウスあなだ 金沢市 片町１－７－５　六本木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4401

鉄板焼きあつあつ 金沢市 片町１－８－１　シャンテビル１０２ 飲食店 JS-0001-8263

割烹 ゆづる 金沢市 片町１－８－１　シャンテビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9896

レストダイニング Ajito 金沢市 片町１－８－２０　GAZA 片町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4421

ビビアン・リー 金沢市 片町１－８－２０　GAZA 片町ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2571

洋酒カクテル中村堂 金沢市 片町１－８－２５　　 飲食店 ZN-2000-1352

焼きふぐ夢鉄砲金沢片町店 金沢市 片町１－９－１２　　 飲食店 ZN-0002-0543

Cheri 金沢市 片町１－９－１９　トマトビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1423

めぐろ亭／カテリーナ 金沢市 片町２－２１－１０　片町コアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4483

ZOO 金沢市 片町２－２１－１２　KD ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3384
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和処 隠れ家 金沢市 片町２－２１－１７　犀川会館１Ｆ 飲食店 JS-0000-7249

居酒屋 六度 金沢市 片町２－２１－２　クイーンズビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5405

ザカールトンクラブ 金沢市 片町２－２１－２　クイーンズビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4404

バンバラバン 金沢市 片町２－２１－２　三日市ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4414

ホルモン ゆうちゃん 金沢市 片町２－２１－２０ 飲食店 JS-0005-0746

赤とうがらし青とうがらし 金沢市 片町２－２１－２４　ビルズ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4305

菜香厨房 金沢店 金沢市 片町２－２１－２７　オーロラビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3689

相席ラウンジショコラ 金沢市 片町２－２１－２７　オーロラビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4371

coralreef 金沢市 片町２－２１－２７　片町美智ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1982

小梅寿司 金沢市 片町２－２１－３　社交会館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4279

麻の葉 金沢市 片町２－２１－３　社交会館５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5609

太平 金沢市 片町２－２１－３０　エルビルイースト８Ｆ 飲食店 JS-0001-9350

SWEETS BAR Jam’s 金沢市 片町２－２－１４　シルクビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3034

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 AD-0001-0040

Caleb 金沢市 片町２－２－２１　コーシンビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-0921

味道園 金沢市 片町２－２２－１３ 飲食店 JS-0005-1475

食べ処もっさ 金沢市 片町２－２２－１５　片町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4412

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 JS-0000-1530

JAZZ ＆ BARRIVERSIDE 金沢市 片町２－２２－１７　幸楽ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2148

居酒屋八仙 金沢市 片町２－２－２５　銀河会館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4458

金澤割烹福永 金沢市 片町２－２３－１２　　 飲食店 ZN-0001-4373

寿司 Dining SHINSEn 金沢市 片町２－２３－１２　中央コアビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-2096

SolResort 金沢市 片町２－２３－３　プリンスビル４０１　 飲食店 ZN-0001-4463

能登ダイニング ごっつお 金沢市 片町２－２３－５　パルシェ片町２Ｆ 飲食店 JS-0003-3889

燻や屋らむ 金沢市 片町２－２３－６　とおりゃんせ 飲食店 SL-2000-0537

玄海 金沢市 片町２－２３－７ 飲食店 JS-0000-1047

金沢酒場 魚ぎゅう 金沢市 片町２－２４－１１　サンローゼ片町６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-0551

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 JS-0004-5581

煙のジョー 金沢市 片町２－２９－５　　 飲食店 ZN-0001-4367

八十四番地 金沢市 片町２－３０－５ 飲食店 JS-0001-1365

GrillerJoe 金沢市 片町２－３１－１１　　 飲食店 ZN-0001-4382

LEGIAN 金沢市 片町２－３１－３０　ソシアルレジャックビル 飲食店 JS-0002-1147

えん家 金沢市 片町２－３－２　片町味ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0403

レストラン APRE 金沢市 片町２－３－６　エイケンビル７Ｆ 飲食店 JS-0003-5011

吟弥 金沢市 片町２－３－６　エイケンレジャック１Ｆ 飲食店 JS-0005-2809

赤鶏 備長炭 塒 金沢市 片町２－３－７　スペース２３７ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1073

BANGKOK 金沢市 片町２－３－７　スペース２３７ビル９Ｆ 飲食店 JS-0003-4945

DININGBAR HIDEOUT 金沢市 片町２－３－７　スペース２３７ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-3032

桜やきにく専門うまっ！ 金沢市 片町２－５－１２　　 飲食店 ZN-0001-4473

イタリアン大衆酒場 HARUTA 片町店 金沢市 片町２－７－２　　 飲食店 ZN-2000-6093

ステーキ片瀬 金沢市 北安江１－５－３５　K- ２ウエスト片瀬ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4391

海鮮居酒屋 あなぐら 金沢市 北町乙６４－１ 飲食店 JS-0003-7378

鍛冶二丁金沢駅前 金沢市 堀川新町２－２２　サンファーストビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6258

49 ビーフ KURA 蔵の間金沢店 金沢市 堀川新町２－４８　サニファーストビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4477
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活きな魚　地酒　座吟 金沢市 堀川新町２－４８　サンファーストビル２Ｆ 飲食店 AD-0001-0029

地もの旬菜和酒三昧ざくろ 金沢市 堀川新町２－５３　アークビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-8181

名古屋手羽先 きんしゃち酒場 金沢駅前店 金沢市 堀川新町２－５３　セントラルアークビル６Ｆ 飲食店 JS-0001-0417

まこと家 金沢市 堀川町４－１４ 飲食店 JS-0000-6226

Table7 金沢市 堀川町５－４ 飲食店 JS-0002-8074

ときわ 金沢市 堀川町５－５ 飲食店 JS-0003-9808

スペイン料理 ブランコ 金沢市 堀川町５－９ 飲食店 JS-0003-0097

喜はな 金沢市 堀川町６－９ 飲食店 JS-0001-5517

焼鳥 てんてん 金沢市 堀川町９－２１　オンリーワンテラス１Ｆ 飲食店 JS-0006-0061

manma Smile 金沢市 本江町１－１ 飲食店 JS-0004-8852

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 ZN-0001-4372

十万喜 金沢市 本町１－９－６ 飲食店 JS-0003-0325

吟の小判 金沢市 本町２－１５－１　ポルテ金沢Ｂ１Ｆ 飲食店 AD-0000-0882

金沢町屋 はっち 金沢市 本町２－１８－２６ 飲食店 JS-0002-9638

高崎屋 金沢市 本町２－１９－２０ 飲食店 JS-0000-2383

能加万菜　郷 金沢市 本町２－４－３０　金沢ビルラン１Ｆ 飲食店 AD-0001-0039

すし膳大喜 金沢市 本町２－６－２７　KI ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6370

まいうーカルビアピタタウン金沢ベイ店 金沢市 無量寺４－１０９－１　　 飲食店 ZN-0001-4508

寿し 肴 菊屋 金沢市 木曳野３－１７１ 飲食店 JS-0001-5395

はす家木倉町店 金沢市 木倉町１－１０　　 飲食店 ZN-0001-4374

一合半 ぶん家 金沢市 木倉町１－７ 飲食店 JS-0000-6128

アロス 金沢市 木倉町１－７ 飲食店 JS-0002-3256

Rive droite 金沢市 木倉町１－８　奥多ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9556

マクリハニッシュ 金沢市 木倉町２－４　西野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0567

Bar Cadeau 金沢市 木倉町２－４　西野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3228

Scala 金沢市 木倉町２－５　横山ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7565

鉄板中華 タンポポ 金沢市 木倉町２－８ 飲食店 JS-0005-7281

木倉町クサムラ 金沢市 木倉町２－８　諸江ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3294

GODOLLO 金沢市 木倉町３－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4380

炭焼き小料理 かなざわ吟 金沢市 木倉町４－４　 飲食店 SL-2000-3704

味処浜の 金沢市 木倉町４－５　　 飲食店 ZN-0001-4402

大阪焼肉ホルモンふたご金沢片町店 金沢市 木倉町４－５－２　　 飲食店 ZN-2000-6676

UTAKATA 金沢市 木倉町５－１０ 飲食店 JS-0004-0523

割烹 まつ野 金沢市 木倉町５－１２　　 飲食店 ZN-2000-0155

片町酒場 囲炉裏の竜 金沢市 木倉町５－６　 飲食店 SL-2001-1238

Cafe Apache 金沢市 野町２－１－２０　安田ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-7939

和亭 寿し良 金沢市 野町２－１－３ 飲食店 JS-0000-0576

多わ～ 金沢市 野町２－３２－９　　 飲食店 ZN-0001-4433

炭火焼居酒屋 NOMACHI 金沢市 野町４－３－９ 飲食店 JS-0004-5200

夢茶寮海都 金沢市 有松４－１３－８　　 飲食店 ZN-0002-0556

タベルナ・ガッパ 金沢市 鱗町８１－１　ライラックガーデン１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0478

ViLLage 金沢市 旭町３－１０－４６　　 ショッピング ZN-0002-4252

フルールダモーレマリア 金沢市 旭町３－１３－１０　旭レジデンス１Ｆ ショッピング JS-0000-7328

目細八郎兵衛商店金沢 金沢市 安江町１１－３５　　 ショッピング ZN-0002-5436
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collabon 金沢市 安江町１－１４ ショッピング JS-0000-6194

uno e solo MARINO 金沢市 安江町１２－３８ ショッピング JS-0001-2122

株式会社黒川仏檀店 金沢市 安江町４－６ ショッピング JS-0005-3397

シャンドゥラローズ 金沢市 鞍月５－１３０ ショッピング JS-0001-4103

リンネル 金沢市 鞍月５－３６ ショッピング JS-0003-0447

有限会社東川モータース 金沢市 鞍月東１－４６ ショッピング JS-0002-3752

フラワーズ モト 金沢市 鞍月東２－３２ ショッピング JS-0004-6160

輪島キリモト金沢店 金沢市 茨木町５６－３　鞍月舎Ｃ－１ ショッピング JS-0001-9319

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 JS-0002-4444

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 JS-0003-7052

マライカバザール金沢店カフェ 金沢市 駅西新町２－１２－９ ショッピング JS-0003-7145

サワヤ 金沢市 駅西本町３－１８－３０ ショッピング JS-0000-8876

株式会社今村 金沢南店 金沢市 円光寺本町１６－７ ショッピング JS-0001-5071

コンコント菓子店 金沢市 横川５－２９８－３ ショッピング JS-0002-9757

ディーアンドエフゴルフ倶楽部 金沢市 沖町イ３１ ショッピング AD-0000-0488

金澤大地 たなつや 金沢市 下堤町１９－４ ショッピング JS-0000-7296

artra 金沢市 下堤町７－２　アルトラビル２Ｆ ショッピング JS-0005-7454

HONEY 金沢市 柿木畠３－７　白石ビル１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-6769

サイクルショップ カガ 金沢市 額乙丸町イ２９－１ ショッピング JS-0003-7336

能加万菜　THE SHOP 東山 金沢市 観音町１－５－７ ショッピング AD-0001-0041

ガレージ SMC 金沢市 間明町１－２７　 ショッピング SL-2000-8873

G － FOX モータークラブ 金沢市 間明町２－３５　 ショッピング SL-2000-0632

ワンピース 金沢市 金石本町ハ２９－３ ショッピング JS-0002-8183

ウィズ 金沢店 金沢市 窪７－２６３　東ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-0448

リカー＆コンビニエンス KUBO 金沢市 兼六元町３－１５　　 ショッピング ZN-0002-2700

万清亭 金沢市 兼六町１－１７　　 ショッピング ZN-2000-2345

茶和々 金沢店 金沢市 兼六町２－１２ ショッピング JS-0004-8176

九谷巴 金沢市 兼六町２－１３ ショッピング JS-0004-1103

（有）こと軫 金沢市 兼六町２－２ ショッピング JS-0000-6095

（株）野村右園堂 金沢市 兼六町２－３　 ショッピング SL-2000-5134

エコフィット 金沢市 戸板１－３ ショッピング JS-0000-3480

GARYO 金沢市 幸町２５－１６ ショッピング JS-0003-8681

金沢 21 世紀美術館ミュージアムショップ 2 金沢市 広坂１－２－１ ショッピング JS-0000-6201

パティスリーオフク 金沢市 広坂１－２－１３ ショッピング JS-0001-1713

TORi 金沢市 広坂１－２－３２　北山堂ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3727

九谷・陶芸 北山堂 金沢市 広坂１－２－３３ ショッピング JS-0001-0106

パルファン 金沢市 広坂１－９－１２　 ショッピング SL-2000-5464

Rallye 金沢市 香林坊２－１１－７　川岸ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-6583

ブティックノーム 金沢市 香林坊２－１２－３６　　 ショッピング ZN-2000-0366

TICCA 金沢市 高岡町２３－２４　シティハイツ谷保　 ショッピング ZN-0002-4249

CANVAS 金沢市 高畠３－１９９ ショッピング JS-0000-3424

ブティックレイ 金沢市 高尾台１－５２ ショッピング JS-0002-1194

フェアリーボタン 金沢市 高尾台２－２２７ ショッピング JS-0001-2374

ラピド 金沢市 高尾台２－７８ ショッピング JS-0000-4889
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リユースタイヤショップチャンピオン 金沢市 高尾台４－１６７ ショッピング JS-0001-7325

クロロフイル美顔教室 テル 金沢市 此花町１１－２３　キクヤビル１Ｆ ショッピング JS-0003-8202

メガネの王様 三馬店 金沢市 三馬１－３８２ ショッピング JS-0000-4271

鶴一屋 金沢市 山の上町４－１７ ショッピング JS-0005-5003

Land ＆ ruto（ランド＆ルト） 金沢市 四十万町イ１５２ ショッピング SL-2000-2056

椿宗善 寺地店 金沢市 寺地２－１－２１　ポレール１－１０１ ショッピング JS-0005-7759

tomoshibi 金沢市 示野町ニ１８－２　 ショッピング SL-2000-7185

PinkyRosey 金沢市 諸江町中丁１５８－１　武蔵野ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-6932

丸福栄 株式会社 金沢市 諸江町中丁４１８－３ ショッピング JS-0006-0177

ARLES 金沢市 小金町５－２０ ショッピング JS-0000-9448

NONFICTION 金沢市 松村５－２　桑沢ビル１０１　　 ショッピング ZN-0002-2271

安田薬局 金沢市 上堤町１－３１ ショッピング JS-0004-8489

カーメイト 10 金沢市 神田１－３－２７　 ショッピング SL-2001-0978

自遊花人 金沢市 清川町７－９ ショッピング JS-0001-5595

H ＋エリオトロープ 金沢市 西金沢５－３２５　ウエストアミューズ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4258

Amulet 金沢市 西泉４－５７－１ ショッピング JS-0002-1976

BELINDA 金沢市 西泉５－５８ ショッピング JS-0004-1940

NEW MEAL 金沢市 西町３番丁１５　土田ビル ショッピング JS-0004-4568

インテリアアップルカンパニー 金沢市 西都１－２７６　　 ショッピング ZN-0002-6706

二木ゴルフ 金沢店 金沢市 西都１－２８２　 ショッピング AX-2000-0053

Relie by white room 金沢市 西都２－１５０ ショッピング JS-0001-1268

菜香樓 金沢市 西念３－１５－２１ ショッピング JS-0003-2022

西念ラン薬局 金沢市 西念３－３０－１１ ショッピング JS-0004-8286

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 JS-0000-0553

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 SL-2000-2491

前田書店 金沢市 石引１－１４－４０７６ ショッピング SL-2000-2082

［HC］パスパレディック 金沢市 泉が丘１－１８－９ ショッピング JS-0001-8392

野町ホンダ坂井商会 金沢市 泉本町１－２　　 ショッピング ZN-0002-6512

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 JS-0002-7317

アップルフラワーズ 金沢市 泉野町４－２２－１ ショッピング JS-0004-8872

やちや酒造 地酒「谷内屋」 金沢市 大樋町８－３２　 ショッピング SL-2000-7653

クリア家具 KSP 金沢 金沢市 大友２－１４ ショッピング JS-0002-2862

PROD KANAZAWA 金沢市 竪町１０７－３　circum BLD ３Ｆ ショッピング JS-0003-4071

竹屋 金沢市 竪町１７ ショッピング JS-0004-7004

グレップ 金沢市 竪町２４　ベルセル２Ｆ ショッピング JS-0001-2910

ホビーステーション金沢店 金沢市 竪町２４　ベルセル３Ｆ ショッピング JS-0003-2344

LOOZEL 金沢市 竪町４２－２　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2270

80 金沢市 竪町８４ ショッピング ZN-0002-2273

ブティック ノーム 長町店 金沢市 長町１－２－２３　　 ショッピング ZN-0002-4238

本田屋食器店 金沢市 長町１－３－８　　 ショッピング ZN-0002-6653

藍楽布 金沢市 長町１－３－８　　 ショッピング ZN-0002-6929

龍正 金沢市 長町１－３－９ ショッピング JS-0000-1281

margot 金沢市 長町１－５－６０ ショッピング JS-0001-6273

オヨヨ書林 せせらぎ通り店 金沢市 長町１－６－１１ ショッピング JS-0000-6396
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Gloini 金沢市 長町１－６－１６　　 ショッピング ZN-0002-5448

わらじ屋 金沢市 長町２－３－３５ ショッピング JS-0000-0245

Green Chick 金沢市 長土塀２－１８－３　Ｇアベニュー１Ｆ ショッピング SL-2000-3741

プリンセス美貴 金沢市 長土塀３－１０－１９　 ショッピング SL-2000-5103

しみずコンタクト 金沢市 直江南１－３３　　 ショッピング ZN-2000-4527

便利屋 ねこの手 金沢市 天神町１－４－４７ ショッピング JS-0004-0004

バイクオン 田上の里店 金沢市 田上の里１－７７ ショッピング JS-0003-9419

ひがし三番丁店 金沢市 東山１－１３－９ ショッピング JS-0002-0699

ひがし二番丁店 金沢市 東山１－２４－６ ショッピング JS-0002-0700

九谷焼 宮 goo 金沢市 東山１－２５－７ ショッピング JS-0005-8488

浅の川吉久 金沢市 東山１－４ー４２　 ショッピング SL-2000-5639

金沢 東山 茶和々 〔2〕 金沢市 東山１－５－５ ショッピング JS-0005-9187

メープルハウス 金沢市 東力町ニ１７３ ショッピング AD-0000-0490

日暮らし 金沢市 湯涌町イ４４－３ ショッピング JS-0003-7931

オーシャンブルバード 金沢市 南新保町ロ８６－１　　 ショッピング ZN-2000-2520

LETO 金沢市 南町３番３４号－１Ｆ ショッピング JS-0003-7345

OLDJOESTORE KANAZAWA 金沢市 南町３番３４号－２Ｆ ショッピング JS-0003-7344

加賀てまり 毬屋 金沢市 南町５－７ ショッピング JS-0000-6279

大樋焼本家窯元 金沢市 南町５－８ ショッピング SL-2000-4686

移動販売車のシブヤ 金沢市 入江１－１７　渋谷ビル３Ｆ ショッピング SL-2000-2858

株式会社 ヒロエンタープライズ 金沢市 八日市３－５７４　 ショッピング SL-2000-2570

メゾン・ドゥ・ミズキ 金沢市 尾張町１－９－１１　尾張町レジデンス１０１ ショッピング JS-0002-2059

カガヤ酒店 金沢市 彦三町１－３－９ ショッピング JS-0005-8883

ギャラリーしらいと 金沢市 彦三町１－４－１１　　 ショッピング ZN-2000-4362

紋 金沢市 彦三町１－９－１２　　 ショッピング ZN-0002-5789

アンティーク 光りん 金沢市 百坂町ロ５６－５ ショッピング JS-0003-9513

BEKKU 金沢市 武蔵町１１－１　 ショッピング SL-2000-5565

ファヴェラ シック 金沢市 武蔵町１２－１８ ショッピング JS-0000-7472

SWING － by．1st 金沢市 武蔵町１３－１　アッシュビル２　１Ｆ ショッピング JS-0002-0735

コニーズアイ 金沢市 武蔵町４－２ ショッピング JS-0002-7475

furniturestore FOWL 金沢市 伏見台３－１－７ ショッピング JS-0002-2256

株式会社桐的ハウジング 金沢市 福久東１－８９ ショッピング SL-2000-9588

LANGS 金沢市 片町１－１２－２ ショッピング JS-0001-2567

ウイング金沢店 金沢市 片町１－３－１５　 ショッピング SL-2000-9905

SLOW 金沢店 金沢市 片町１－３－２１　プレーゴ ショッピング JS-0000-9318

堀田めがね店 金沢市 片町１－６－１１ ショッピング JS-0003-1731

PEARL 金沢市 片町１－７－１　プライムビル１Ｆ ショッピング JS-0003-1457

PEARL 金沢市 片町２－１－１２　大丸商事ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-4145

コンセプト 金沢市 片町２－８－１８　　 ショッピング ZN-2000-2738

株式会社モーターランド 金沢市 北安江３－１－２１ ショッピング JS-0001-3772

太陽めがね 金沢市 鳴和２－２－３　 ショッピング SL-2000-4503

T － STYLE kanazawa 金沢市 木曳野３－８８ ショッピング JS-0002-1317

株式会社すみれ屋商店 金沢市 木倉町３－１ ショッピング JS-0005-2162

丸六 株式会社 金沢市 問屋町２－３０　 ショッピング SL-2000-2715
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クロロフイル美顔教室 アイ 金沢市 有松４－１２－２４ ショッピング JS-0003-7615

コルネ 金沢市 有松５－１０－２７　the Archiperago １Ｆ ショッピング SL-2000-4433

リリーローズ 金沢市 里見町１４－２ ショッピング JS-0002-3340

CORPO CIRCUS 金沢市 里見町３５　中川ビル１Ｆ－３ ショッピング JS-0000-5080

A － branch Custom Service 金沢市 里見町４４－１　タウンハイツ里見町１ＦＤ２ ショッピング SL-2001-0865

アレグレット 金沢市 緑が丘２１－２０　ルプレイス１０３ ショッピング JS-0002-6683

AXC もりの里 金沢市 もりの里１－１４９ サービス JS-0000-7260

Sunbath もりの里店 金沢市 もりの里３－２０ サービス JS-0003-7930

Bebe Relaxation 金沢市 鞍月４－１０６　ダイワロイヤル金沢ビル１Ｆ サービス JS-0003-2839

hairmakenuvanka 金沢市 鞍月５－１８１　ＡＵＢＥ１　１Ｆ　 サービス ZN-0002-9780

Buzz Factory 金沢市 駅西新町１－３７－６ サービス JS-0003-4764

4cmMOROE 金沢市 駅西新町２－１５－３７　コーワビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9772

hys hair 金沢市 駅西本町５－１－３６ サービス JS-0005-3573

alam 金沢市 円光寺３－１９－３ サービス JS-0000-6746

liam 金沢市 横川３－４　リバーサイドハイツ１Ｆ サービス JS-0000-8084

4cm 横川店 金沢市 横川４－１８９　　 サービス ZN-0002-9775

株式会社 吉本 金沢店 金沢市 横川７－２ サービス JS-0000-2741

SHEEP 金沢市 乙丸町甲１４１　乙崎ビル１Ｆ サービス JS-0001-9174

Ricca 金沢市 下安原町西２９９ サービス JS-0003-6588

ヘアーサロン ユキノ 金沢市 笠市町１０－１２　 サービス SL-2001-0369

アトリエコレット 金沢市 笠市町７－３ サービス JS-0002-6314

Sunbathbijou 金沢市 間明町１－２３５　　 サービス ZN-0002-9781

坂下自動車 金沢市 間明町２－１５３　　 サービス PK-0000-8100

ヘアーサロン　KUZUMAKI 金沢市 吉原町ホ６２　　 サービス PK-0000-7749

ヘアサロン シマダ 金沢市 久安５－２５８　 サービス SL-2000-0155

アージュ 金沢市 久安６－１８５－１ サービス JS-0000-6131

カットスペース ゲスト 金沢市 玉鉾１－４７－１　デサロージョ１Ｆ サービス JS-0004-8887

株式会社中瀬 金沢市 玉鉾４－１７４－１ サービス JS-0002-7432

ヘアメイク イスカーゴ 金沢市 窪７－２８９ サービス JS-0003-8242

レンタルのニッケン 金沢営業所 金沢市 桂町イ５－１ サービス JS-0003-2502

NEO ATRIUM 金沢市 元町２－１９－２１ サービス JS-0000-3477

CINQ’ 金沢市 戸水２－４１－２　　 サービス ZN-0002-9776

hair Beahive 金沢市 幸町８－３ サービス JS-0005-1295

ヘアープロデュース ジッカ 金沢市 広岡３－１－２３　西川ハイツ１Ｆ サービス JS-0001-4633

4cmHIROSAKA 金沢市 広坂１－１－５０　ステアーズイン広坂３Ｆ　 サービス ZN-0002-9771

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 JS-0004-8877

ヘアープロデュース CORE 金沢市 高尾台１－６０ サービス JS-0000-3905

ONLY WAY 金沢市 高尾台２－７７　中山ビル１Ｆ サービス JS-0003-1002

ヘアデザインサロン 246 金沢市 桜町１９－１９　 サービス SL-2000-1898

hair salon LiLiana 金沢市 四十万３－１０５　サンコレクトビル１０２ サービス JS-0004-7803

GRAnt’z Arvo 金沢店 金沢市 寺地２－１－１０ サービス JS-0000-1403

Alte Rowazle 金沢市 寺地２－１－３ サービス JS-0001-7172

ヘア ディレクション ギルダーツ 金沢市 寺町１－２０－７ サービス JS-0002-8687

cocoro hair 金沢市 示野町ト４０６ サービス JS-0002-9764
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かーふコレクション 金沢市 主計町３－１９ サービス JS-0001-7202

Stretch Studio K 金沢市 諸江町６－２４　ヨガスタジオユニオン２Ｆ サービス JS-0002-9742

ATRIUM 金沢市 諸江町上丁３０７－１０ サービス JS-0001-4688

LAIDBACKMODE 金沢市 小坂町西８－４２　　 サービス ZN-0003-1686

Salon de togo 金沢市 松村１－１３１　 サービス SL-2001-0046

hair salon MEGU 金沢市 松村２－５８－７ サービス JS-0005-0302

アーベン金沢松村店 金沢市 松村３－３３５ サービス JS-0000-1422

LIG BARBER SHOP 金沢市 松村町ヌ２１０ サービス JS-0003-7338

abrigo 金沢市 松島１－２６ サービス JS-0000-0393

Pu．run 金沢店 金沢市 新保本３－７　サンハイツ西納１０１ サービス JS-0003-3351

nido 金沢市 杉浦町２６－１ サービス JS-0000-7368

ELMO 金沢市 畝田西１－１１７－２　 サービス SL-2000-9853

石川車検センター 金沢市 西泉５－９２ サービス JS-0003-8176

＠ grace 金沢市 西念３－１－３７　 サービス SL-2000-3260

ペッテルかなざわ 金沢市 西念３－１４－３ サービス JS-0002-6999

IMAJINE HAIR RESORT 金沢市 赤土町カ１－８１ サービス JS-0000-7862

Yurikago 金沢市 千日町９－２３　第二得栄ビル２Ｂ サービス JS-0003-3848

KAMIYUI 髪結 金沢市 泉１－５－２０　 サービス SL-2000-8537

wam 金沢市 泉本町２－１４５－３ サービス JS-0003-6133

株式会社ボンシェリ 金沢市 泉本町５－１－１ サービス JS-0004-6674

ラトルトラップヘアー 金沢市 泉野出町２－２２－６　サンルックスビル１Ｆ サービス JS-0003-8323

Yon 金沢市 泉野出町４－１４－１８ サービス JS-0001-7564

moca hair service 金沢市 大豆田本町甲２７８　清和ビル１０１ サービス SL-2000-8536

hair make 器 金沢市 大友２－５９－１ サービス JS-0000-0220

cherry red HAIRS 金沢市 竪町４　サンジェローム１Ｆ サービス JS-0003-8420

KATZ HAIR カッツヘアー 金沢市 池田町三番丁２７ サービス SL-2000-3511

little room 金沢市 中橋町１－１３ サービス JS-0001-7877

株式会社ケンシン 金沢市 長田本町チ５７－１ サービス JS-0000-1845

メディカルカイロ マーレ 金沢市 長土塀３－１２－４３　サンライズ長土塀１Ｆ サービス JS-0004-5573

KUN’s hair 金沢市 直江町１８街区１ サービス JS-0002-0572

Hair SLITS 金沢市 直江町７１街区１－１ サービス JS-0003-8916

bloom 金沢市 田上の里１－３６ サービス JS-0002-2664

Valenti J 金沢市 田上の里１－４０ サービス JS-0004-2319

COUMA 金沢市 田上本町３－１０７ サービス JS-0001-0449

エステティック・あんじゅ 金沢市 東山２－６－２５ サービス SL-2000-0320

SyuAddiction Co．， Ltd． 金沢市 東山３－５－１０ サービス SL-2000-4475

Hair Design TICK 金沢市 東山３－５－１０　２Ｆ サービス JS-0002-7086

レジュイール 金沢市 藤江南３－９１－４　 サービス SL-2000-8039

美肌専科 Press 金沢市 藤江北１－３１６－１０２ サービス JS-0003-1682

HANABUSA 藤江店 金沢市 藤江北２－３０３ サービス JS-0003-5475

atelier ma － R 金沢市 藤江北２－３２３ サービス JS-0002-0085

le ciel 金沢市 南新保町ヌ２０８　エクスタイル鞍月１０２ サービス JS-0001-2995

カットショップ タクティクスブラザース 金沢市 八日市１－６３８　 サービス SL-2000-1265

UNITED BEAUTY 金沢市 八日市５－５５６ サービス JS-0002-0343
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a ＋ design 金沢市 尾張町１－１０－３８ サービス JS-0001-5491

ティーリンクヘアー 金沢市 疋田３－５６　アーバン疋田１０３ サービス JS-0003-8422

プリントハウス マウンテン 金沢市 伏見台２－１－１　サザンエル伏見台 サービス JS-0003-0356

FIORE hairdesign 金沢市 福久１－４９　ラフィネ１－１０２ サービス JS-0004-2909

髪匠しろがね 金沢市 片町１－１－８ サービス JS-0004-7942

HAIR REDMOND 金沢市 保古２－６１　米光ビル１Ｆ サービス JS-0001-7769

HAIR Sorci 金沢市 法光寺町２１７ サービス JS-0003-8592

リラクゼーションサロン ocho 金沢市 芳斉２－１５－１５　第一奥野ビル２Ｆ サービス JS-0003-0654

Arca 金沢市 北安江２－２５－８ サービス JS-0003-5978

4U NAIL 金沢市 北安江４－１０－２３　 サービス SL-2000-3700

Pirika 金沢市 本江町８－９ サービス JS-0000-6296

心結 金沢市 本町１－３－３９ サービス JS-0002-9552

J ネットレンタカー 金沢駅前店 金沢市 本町２－１７－１７ サービス JS-0004-2329

HARRY’S MOTORS 金沢市 鳴和１－２－６ サービス JS-0002-7453

ani HAIR DESIGNING 金沢市 有松２－５－３－４　 サービス SL-2000-5054

HAIR STUDIO HAJIME 金沢市 有松５－８－２６　平田ビル１Ｆ サービス JS-0001-1995

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 JS-0001-4395

Fitness club A － ffix 金沢市 近岡町３５８ その他 JS-0003-5574

株式会社 田鶴酒店 金沢市 窪６－４　 その他 SL-2000-6970

［g］ift 金沢市 広坂１－２－１８　中村ビル１Ｆ その他 SL-2000-6548

加賀友禅の店 ゑり華 金沢市 竪町３４　 その他 SL-2000-1269

ゴールデン エンゼル 金沢市 天神町２－３－３７ その他 JS-0003-9596

スマップル金沢店 金沢市 伏見新町２７８　プラザ泉ケ丘３Ｆ その他 SL-2000-6414

焼肉 寿美好 七尾市 光陽台４１ 飲食店 JS-0000-6898

寿司処 辰巳鮨 七尾市 石崎町香島２－３ 飲食店 JS-0001-8568

居酒屋ダイニングきたの七尾店 七尾市 相生町６３木谷ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-4976

桜寿し 七尾市 大手町１０６　　 飲食店 ZN-0001-4437

FREEDOM2 ROCK VILLEGE 七尾市 和倉町タ１－１　 飲食店 SL-2000-0551

高澤ろうそく店 七尾市 一本杉町１１ ショッピング JS-0000-0734

なまこや 七尾市 石崎町香島１－２２ ショッピング JS-0000-6986

革仕事のお店 tasola 七尾市 川尻町へ８ ショッピング SL-2000-0179

ミヤコ音楽堂 七尾市 本府中町ハ部３０－１　 ショッピング SL-2000-0473

リアルヘア カッティング YOU 七尾市 生駒町１６－３ サービス JS-0000-1566

vivace 七尾市 相生町４５　　 サービス ZN-2000-2157

イタリアン・カフェ  こだま 珠洲市 野々江町サ部１０４－１ 飲食店 SL-2000-7754

かねだ商店 珠洲市 宝立町鵜飼２－２３　 ショッピング SL-2000-4887

三崎自動車整備工場 珠洲市 三崎町二本松い部２７－２　　 サービス PK-0000-7917

鮓処 小松 人 小松市 飴屋町２０ 飲食店 JS-0004-1493

男廚 小松市 園町ニ５４－１ 飲食店 JS-0002-6415

ステーキ西洋料理 Shigeru 小松市 園町ニ７８－１ 飲食店 JS-0003-9498

spice cafe S － 小松市 今江町５－３５８　 飲食店 SL-2000-6410

松竹 小松市 寺町８５－１ 飲食店 JS-0001-9398

城北南月 小松市 城北町７０ 飲食店 JS-0004-8580

瀬々らぎの森ラプティトゥポルト 小松市 瀬領町カ１２２ 飲食店 JS-0005-5531
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秀寿司 小松市 清水町７ 飲食店 JS-0000-5212

KOREANSTYLE SHO 小松市 清水町７０　　 飲食店 ZN-2000-3196

カプチーノ カフェ 小松市 大領町そ１３５－１ 飲食店 JS-0004-6706

牡舞蠣小松座 小松市 土居原町１９８－１ 飲食店 JS-0001-7578

ホルモン焼肉 百万石 小松市 土居原町２００ 飲食店 JS-0005-0783

焼鳥市場 小松駅前店 小松市 土居原町２０１－７ 飲食店 JS-0004-4874

NEWCLUBwest 小松市 土居原町２０２－１　プレジデントビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4265

鮨つばき 小松市 土居原町２０６ 飲食店 JS-0005-0694

小料理 げん 小松市 土居原町２８８－１ 飲食店 JS-0005-2965

えんや亭 小松市 土居原町４８０ 飲食店 JS-0000-6103

M ＇ line MARKET 小松市 東町５３ 飲食店 SL-2000-7984

焼肉炙り道場あかみ牛 小松市 白山町１６２－２ 飲食店 JS-0003-7065

ビストロ＆ワインバー BARIN 小松市 浮城町７６－２ 飲食店 JS-0001-3511

炭火焼肉 あかみうし 小松市 平面町９１－１－１ 飲食店 JS-0004-4108

YU SWEETS 小松市 安宅町子１－１　 ショッピング SL-2000-1601

baboo 小松市 幸町１－２６　 ショッピング SL-2000-6322

（株）メガネの王様 小松市 細工町７　滝ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-5423

BUNTEN 小松市 若杉町２－５０ ショッピング JS-0002-1326

はなゆう 小松市 大文字町１１０－１ ショッピング JS-0002-9863

テーエムワークス 小松市 長崎町１－１０１ ショッピング JS-0000-4318

La Sorbonne 小松市 土居原町１８９ ショッピング SL-2000-1837

A － branch 小松市 八日市町５２　 ショッピング SL-2001-1006

トヨシマ 小松市 浮柳町ヨ５０　北陸エアターミナルビル２Ｆ ショッピング SL-2000-3552

HiKARAya 小松市 矢田野町ヌ６０－１ ショッピング JS-0000-8151

CARAid 小松市 蓮代寺町わ３０ ショッピング JS-0002-2178

ヘア＆リラクゼーション Pur 小松市 下粟津町い１６－２ サービス JS-0004-1579

CITA hair works 小松市 今江町７－３２７ サービス JS-0002-0183

Pu．run 小松店 小松市 上本折町２７７－１ サービス JS-0003-3350

みどり美容室 小松市 須天町２－６０ サービス JS-0002-4513

ガレージ パイングローヴ 小松市 千代町平１２－２ サービス JS-0002-7939

ブルーム 小松市 土居原町３９９－２ サービス JS-0002-6310

HairGalleryM － 2 日の出町店 小松市 日の出町３－１８２－１　藤田観光ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-4124

ACO PRESS HAIR 小松市 日の出町４－２１０　サナリヤビル１Ｆ サービス JS-0003-9748

SOL 小松市 白江町ト４－１　メゾンＳ１－Ｂ サービス JS-0002-6792

GRACE 小松市 八幡町１２２ サービス JS-0000-3236

J ネットレンタカー 小松空港店 小松市 浮柳町丙２－１ サービス JS-0004-2400

HairGalleryM － 2 北浅井店 小松市 北浅井町舟津２３－２　　 サービス ZN-0003-0834

Men2BeautyStyle 小松市 北浅井町舟津２３－２　　 サービス ZN-2000-3058

CO・CO 小松市 木場台９３ サービス JS-0003-9464

WellVillage 小松市 矢崎町丙６－２ サービス AD-0000-0127

unage 小松市 有明町７０ サービス JS-0000-3237

POCHITOCO 小松市 城南町８６－１ その他 JS-0000-5070

Step BOULDERING 小松市 長崎町４－３７ その他 JS-0005-9151

Fitness club A － ffix 小松市 長田町ロ３６ その他 JS-0005-1266
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小松お多福 小松市 矢崎町ナ１５１ その他 SL-2000-5629

WARD ROBE 石川郡 野々市町押越２－１８　ホワイトハウス１０２ ショッピング JS-0000-6548

四季の遊 道草 能美市 岩内町ル３８－３　 飲食店 SL-2000-1583

いいとこ鳥 寺井店 能美市 寺井町ロ３８－１ 飲食店 JS-0005-3165

メルベーユ森 能美市 大成町２－５　 ショッピング SL-2000-9745

ピザテン・フォー　石川能美店　2 能美市 大成町２－７２　サンメルシ－２１－１Ｆ－Ｃ　 ショッピング PK-0000-8666

九谷極彩 中田龍山堂 能美市 大長野町へ１０７－１　 ショッピング SL-2000-4945

カットハウストダ 能美市 粟生町ロ１１１ サービス SL-2000-7118

OLGANO HAIR GALLERY 能美市 寺井町カ２３７－５ サービス JS-0005-1449

有限会社常橋モータース 能美市 寺井町ロ１６６ サービス JS-0004-3016

HairGalleryM － 2 寺井店 能美市 寺井町ロ４６－１　　 サービス ZN-2000-4126

まこと自動車 能美市 大長野町チ１２３－１ サービス JS-0003-0499

串酒場 灯 白山市 安田町４８－１ 飲食店 JS-0005-9020

まいうーカルビ松任店 白山市 幸明町２５０－１　　 飲食店 ZN-0001-4505

なかなか松任店 白山市 新田町８４　　 飲食店 ZN-0001-4435

味工房 Oogiya 白山市 成町７９－６ 飲食店 JS-0000-6102

鳥珍や 松任駅前店 白山市 辰巳町６３ 飲食店 JS-0006-0087

旺徳福（ワンダーフー） 白山市 中町１４ 飲食店 SL-2000-7769

みつき庵 白山市 中町１８－１ 飲食店 JS-0001-6247

あかり 白山市 中町３５ 飲食店 JS-0006-0052

旬彩酒場 玉 白山市 田中町３１３－３ 飲食店 JS-0001-2171

絶好鳥酒場 鳥びあ～の 松任店 白山市 八ツ矢町６５４ 飲食店 JS-0004-3432

焼肉茶屋恵比須松任店 白山市 番匠町２１６－１－２ 飲食店 JS-0000-5469

鮨 美浜 白山市 美川永代町甲１－４６ 飲食店 JS-0004-2762

焼肉サンミート 白山市 北成町７ 飲食店 JS-0002-9957

焼肉茶屋 恵比須 鶴来店 白山市 明島町山８２－４ 飲食店 JS-0000-5184

ギャラリー＆ティー NOA 白山市 番匠町２３５－５ ショッピング JS-0004-2758

福の樹薬局 白山市 みずほ２－８－８ サービス JS-0000-5564

石川たなごころ整体院 白山市 横江町８３５－７ サービス JS-0003-4912

A ＆ Co 白山市 若宮２－１３３ サービス JS-0002-5687

ヘアカットスタジオ クルール 白山市 松本町８７６－１－２　１Ｆ サービス JS-0000-8101

ヘアーサロン ゆうき 白山市 石同町１－１ サービス JS-0004-7207

A：SHU 白山市 倉光７－１１６ サービス JS-0001-1829

Arcade 白山市 村井町１０１－２　ファインクレストテナントＢ サービス JS-0000-7549

Baby ＆ mama 白山市 田中町１１９ サービス JS-0002-7882

AQUA CAR DETAILING 白山市 明島町西１７２－１ サービス JS-0004-7941

カラオケメイト 松任店 白山市 村井町１７７５ エンターテインメント JS-0000-0789

汝惚里ダイニング 鳳珠郡 能登町松波２６－６１－１ 飲食店 JS-0004-2607

釣侍穴水店 鳳珠郡 穴水町地蔵坊イ８　　 ショッピング ZN-2000-2416

昭和大衆酒場 ハイカラ横丁 野々市 市堀内３－９ 飲食店 JS-0003-2266

炭火焼肉 ふうら 野々市市 粟田１－１８４ 飲食店 JS-0001-4481

いいとこ鳥 野々市店 野々市市 粟田２－２０ 飲食店 JS-0001-1138

魚菜と北陸の地酒 ほっぺ 野々市市 粟田４－２８－１ 飲食店 JS-0005-1998

食楽酒場 しんご。 野々市市 稲荷２－１３８ 飲食店 JS-0004-1434
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旬彩 和樂 野々市市 押越２－３ 飲食店 JS-0002-3579

とらくま 野々市市 押越２－６２ 飲食店 JS-0003-5233

焼肉 koba 野々市店 野々市市 郷町２８０－１ 飲食店 JS-0004-6591

いちいち 野々市市 御経塚３－２３１ 飲食店 JS-0001-3279

台湾料理 昇龍〔御経塚店〕 野々市市 御経塚３－５１２ 飲食店 JS-0003-4004

焼肉蔵野々市店 野々市市 三納１－１４－２　　 飲食店 ZN-0001-4506

焼肉びーとん 野々市市 住吉町１４－６０ 飲食店 JS-0000-3199

天下一品野々市新庄店 野々市市 新庄６－７１７　　 飲食店 ZN-0002-5134

おはしー OHASHI ー 野々市市 太平寺３－４２　ヴィラージュ１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0378

焼肉台湾料理 昇龍〔堀内店〕 野々市市 堀内２－２０２ 飲食店 JS-0003-4003

田舎小屋 野々市市 本町６－１４－４３ 飲食店 JS-0002-9910

ベトナム屋台めし ムサク 野々市市 本町６－１４－４３　 飲食店 SL-2000-7445

バレット 野々市市 粟田１－１７５ ショッピング JS-0003-7535

PetitDoll 野々市市 粟田１－２４２－１６　　 ショッピング ZN-2000-3062

株式会社リョーテック 野々市市 粟田５－３８２ ショッピング JS-0002-1375

WELLSPRING 野々市店 野々市市 押野１－３７１　　 ショッピング ZN-0002-2333

スワットショップ 金沢 野々市市 横宮町６－１ ショッピング JS-0002-9785

ハウスブティック プティリボン 野々市市 御経塚３－３７０ ショッピング JS-0001-1783

カーサモーダ 野々市市 若松町１－２５ ショッピング JS-0002-3455

acacia 野々市市 住吉町１１－１９ ショッピング JS-0001-1098

椿宗善 野々市店 野々市市 藤平田１－２２０　ヴィラージュ６－１０１ ショッピング JS-0006-0119

キングファミリー 金沢野々市店 野々市市 堀内３－３３ ショッピング JS-0005-8447

4cmNONOICHI 野々市市 粟田５－４０３　　 サービス ZN-0002-9773

AXC 金沢 野々市市 押野６－１８０ サービス JS-0000-7259

with － n 野々市市 下林４－５００－２ サービス JS-0003-9746

HANABUSA 御経塚店 野々市市 御経塚１－４７５ サービス JS-0003-5476

イン東京 御経塚店 野々市市 御経塚２－１０３ サービス JS-0000-1406

nyanchi 野々市市 御経塚２－１９７　きずな５Ｇ サービス SL-2000-0109

SIZERO 野々市 野々市市 若松町５２６　　 サービス ZN-2000-1627

SORI 野々市市 藤平田１－２２１ サービス JS-0002-2589

HANABUSA 二日市店 野々市市 二日市町３－３２ サービス JS-0003-5474

HAIR STORY LEISS 野々市市 堀内５－１９５ サービス JS-0001-1841

炭火焼鳥 とり彩 輪島市 マリンタウン４－２２ 飲食店 JS-0003-0635

焼き肉居酒屋 登久新 輪島市 河井町５－２６７ 飲食店 JS-0005-5318

居酒屋ダイニング 花火 輪島市 河井町５部１４５－２ 飲食店 JS-0003-5264

HAPPY Rest 輪島市 河井町１－１００ ショッピング JS-0005-5825

輪島キリモト 本町店 輪島市 河井町１－１７２ ショッピング JS-0001-9317

La Quarta 塗師 吉田宏之 輪島市 河井町１－９１ ショッピング JS-0000-8922

藤八屋 本店 輪島市 河井町１部２８－３ ショッピング JS-0000-4428

お土産の店 きたやま 輪島市 河井町１部９５ ショッピング JS-0000-7160

藤八屋 工房長屋店 輪島市 河井町４－６６－１ ショッピング JS-0000-1304

二井朝日堂 輪島市 河井町４部９６ ショッピング JS-0005-6829

石川県輪島漆芸美術館 輪島市 水守町四十苅１１ ショッピング JS-0000-7760

塩の駅 輪島塩 輪島市 町野町大川ハ１７－２ ショッピング JS-0001-6459
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輪島塗 太王 輪島市 塚田町２部２５－８ ショッピング JS-0000-0790

漆市番マリン店 輪島市 マリンタウン１－１　漆市番マリン店 その他 SL-2000-8844

漆市番本店 輪島市 河井町２４－５９－１　漆市番本店 その他 SL-2000-8845


