
いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧
所在地 電話 ＵＲＬ 割引・特典内容 備考

金融機関

本店営業部 金沢市広岡2丁目12番6号 076-263-1111

武蔵ヶ辻支店 金沢市青草町88 076-262-2161

県庁支店 金沢市鞍月1丁目1 石川県庁内 076-266-2666

香林坊支店
金沢市南町6番15号
北國パークビル1階

076-220-1818

片町支店 金沢市片町2丁目2-15 076-262-6441

野町支店 金沢市野町2丁目2-1 076-241-3171

泉支店 金沢市泉3丁目3-3 076-242-1366

寺町支店 金沢市寺町2丁目7-5 076-242-2261

野田支店 金沢市平和町3-1-8 076-242-1456

英町支店 金沢市芳斉2丁目5番23号 076-221-8141

犀川中央支店 金沢市長土塀3丁目1-26 076-221-8106

金沢駅前支店 金沢市笠市町8-3　笠市支店内 076-263-3416

笠市支店 金沢市笠市町8-3 076-263-3416

金石支店 金沢市金石西1丁目5-28 076-267-1101

問屋町支店 金沢市問屋町2-67 076-237-6404

浅野川支店 金沢市橋場町3-20 076-221-8101

金沢城北支店 金沢市小橋町5-4 076-252-2258

小立野支店 金沢市石引1丁目7-18 076-221-8137

賢坂辻支店 金沢市横山町2-2 076-221-8191

森本支店 金沢市吉原町ヘ202 076-258-1161

円光寺支店 金沢市山科3-2-1 076-243-2266

内灘支店 河北郡内灘町字旭ケ丘126 076-243-2266

城南支店 金沢市菊川2丁目32-1 076-262-5221

社名・事業者名

(株)北國銀行

住宅ローンの金利が年０．１％優遇！
※新規に住宅ローンを借入する場合に限り
ます。
※他の条件と併せ最大優遇幅の上限がご
ざいます。
※詳しくは北國銀行にお問い合わせくださ
い。
（平成２９年６月２９日現在）

http://www.hokkokubank.co.jp/



いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧
所在地 電話 ＵＲＬ 割引・特典内容 備考

金融機関

社名・事業者名

(株)北國銀行

大桑橋支店 金沢市三口新町4丁目4-7 076-232-0880

大徳支店 金沢市松村1-376 076-268-3911

金沢西部支店 金沢市新神田5-3 076-291-1991

伏見台支店 金沢市久安2丁目345 076-247-1721

西金沢支店 金沢市西金沢1-20 076-247-3217

額支店 金沢市大額2丁目26番地（高尾支店内） 076-298-4511

北安江支店 金沢市北安江2丁目24-5 076-233-3511

鳴和支店 金沢市大樋町1-2 076-251-5141 

旭町支店 金沢市旭町3丁目13-16 076-222-7151

増泉支店 金沢市増泉4丁目3-8 076-241-8338

内灘大学通り支店 河北郡内灘町字大清台145 076-286-8233

高尾支店 金沢市大額2-26 076-298-1246

保古町支店 金沢市保古町ニ143 076-249-7888

みどり支店 金沢市上安原2丁目252 076-249-7730

玉鉾支店 金沢市玉鉾5-25 076-291-2260

みずき支店 金沢市みずき1-2 076-257-6111

香林坊支店
北國新聞社出張所

金沢市南町2番1号
北國新聞会館2F

076-224-3321

八日市支店 金沢市八日市3-594 076-240-0555

神谷内支店 金沢市神谷内町ニ8 076-251-5225

杜の里支店 金沢市もりの里1-85 076-234-1400

押野支店 金沢市八日市1-658 076-280-3123

中央市場支店
金沢市西念4丁目7-1
金沢中央卸売市場内

076-263-1391

金沢市役所支店
金沢市広坂1丁目1-1
金沢市役所内

076-263-3743

大聖寺支店 加賀市大聖寺南町ホ7-3 0761-72-1201

山中支店 加賀市山中温泉湯の出町レ4-2 0761-78-1221

住宅ローンの金利が年０．１％優遇！
※新規に住宅ローンを借入する場合に限り
ます。
※他の条件と併せ最大優遇幅の上限がご
ざいます。
※詳しくは北國銀行にお問い合わせくださ
い。
（平成２９年６月２９日現在）

http://www.hokkokubank.co.jp/



いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧
所在地 電話 ＵＲＬ 割引・特典内容 備考

金融機関

社名・事業者名

(株)北國銀行

山代支店 加賀市山代温泉桔梗丘2-9 0761-76-1440

動橋支店 加賀市動橋町イ23-1 0761-74-1515

片山津支店 加賀市片山津温泉乙25-1 0761-74-0530

小松支店 小松市京町68 0761-22-2121

小松中央支店 小松市土居原町486 0761-22-5222

粟津駅前支店 小松市島町ル100番50 0761-44-2511

根上支店 能美市大成町チ180 0761-55-1311

寺井支店 能美市寺井町ム19 0761-57-1111

辰口支店 能美市辰口町104 0761-51-3101

松任支店 白山市茶屋2丁目46-1 076-276-1122

鶴来支店 白山市井口町に87番1 076-272-1122

美川支店 白山市美川中町ニ65-2 076-278-2301 

野々市支店 野々市市横宮町19-1 076-248-1488

軽海支店 小松市軽海町ツ90-5 0761-47-4141

松が丘支店 加賀市松が丘1丁目32-16 0761-73-3595

松任北支店 白山市相木１丁目５番地 076-275-6822

粟田支店 野々市市粟田1-138 076-246-6877

小松南支店 小松市福乃宮町2-113 0761-22-3900

川北支店 能美郡川北町字壱ツ屋103-4 076-277-2220

小松東支店 小松市園町ハ114-1 0761-21-0297

津幡支店 河北郡津幡町字津幡ハ88 076-289-2125

宇野気支店 かほく市森レ82-30 076-283-1106

七塚支店 かほく市木津ロ30-1 076-285-1103

高松支店 かほく市高松ク15-1 076-281-1155

羽咋支店 羽咋市旭町ア33-8 0767-22-1188

押水支店 羽咋郡宝達志水町今浜ヘ273 0767-28-3122

住宅ローンの金利が年０．１％優遇！
※新規に住宅ローンを借入する場合に限り
ます。
※他の条件と併せ最大優遇幅の上限がご
ざいます。
※詳しくは北國銀行にお問い合わせくださ
い。
（平成２９年６月２９日現在）

http://www.hokkokubank.co.jp/



いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧
所在地 電話 ＵＲＬ 割引・特典内容 備考

金融機関

社名・事業者名

(株)北國銀行

高浜支店 羽咋郡志賀町高浜町ヤ79-3 0767-32-1188

富来支店 羽咋郡志賀町富来地頭町8-176甲 0767-42-1133

七尾支店 七尾市生駒町30-1 0767-53-1001

中能登支店 鹿島郡中能登町徳前た6番地1 0767-76-1001

鍛冶町支店 七尾市山王町ス部64 0767-53-5566

和倉支店 七尾市和倉町和歌崎10番地４ 0767-62-2222

中島支店 七尾市中島町中島4部31甲 0767-66-1215

輪島支店 輪島市河井町18部42-77 0768-22-2323

穴水支店 鳳珠郡穴水町字大町ニ18 0768-52-1212

門前支店 輪島市門前町走出8丁目39-1 0768-42-1121

珠洲支店 珠洲市野々江町シ部60番地 0768-82-2233

宇出津支店 鳳珠郡能登町字宇出津ム字19-9 0768-62-1103

松波支店 鳳珠郡能登町字松波10字4 0768-72-1115

北國ローンセンター 金沢市広岡2-12-6 0120-117-660

金沢西部ローンセンター
金沢市新神田5-3
金沢西部支店内

0120-336-323

野々市ローンセンター
野々市市横宮町19-1
野々市支店内

0120-399-606

松任ローンセンター 白山市茶屋2-46-1 松任支店内 0120-033-216 

小松ローンセンター
小松市土居原町486
小松中央支店内

0120-033-216 

中能登ローンセンター
鹿島郡中能登町徳前た6-1
中能登支店内

0120-551-633

住宅ローンの金利が年０．１％優遇！
※新規に住宅ローンを借入する場合に限り
ます。
※他の条件と併せ最大優遇幅の上限がご
ざいます。
※詳しくは北國銀行にお問い合わせくださ
い。
（平成２９年６月２９日現在）

http://www.hokkokubank.co.jp/



いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧

所在地 電話 ＵＲＬ 割引・特典内容 備考

金融機関

本店 鳳珠郡能登町字宇出津ム字45番の1地 0768-62-1122

小木支店 鳳珠郡能登町字小木15字2番地の40 0768-74-1122

松波支店 鳳珠郡能登町字松波10字4番13地 0768-72-1122

穴水支店 鳳珠郡穴水町字大町ハ111番地の1 0768-52-1260

正院支店 珠洲市正院町正院20部55番地 0768-82-1255

門前支店 輪島市門前町走出2の79番1 0768-42-1188

珠洲支店 珠洲市飯田町11部28番の9 0768-82-1252

輪島支店 輪島市河井町1部16番地の1 0768-22-1555

町野支店 輪島市町野町広江1の57番7 0768-32-1122

鵜川支店 鳳珠郡能登町字鵜川18字113番地の3 0768-67-1221

七尾支店 七尾市大手町132番地 0767-53-1501

鹿西支店 鹿島郡中能登町徳丸ヲ部22番地 0767-72-3284

羽咋支店 羽咋市旭町コ106番1 0767-22-1131

高松支店 かほく市高松ム81番地19 076-281-2181

金沢支店 金沢市西念1丁目2番11号 076-262-9101

西泉支店 金沢市西泉四丁目1番地 076-243-4343

中島支店 七尾市中島町中島8部43番1 0767-66-0158

畝田支店 金沢市畝田西一丁目105番地 076-268-2323

内灘支店 河北郡内灘町字鶴ヶ丘五丁目1番340 076-286-3311

柳橋支店 金沢市柳橋町甲1番地 076-251-4123

田鶴浜支店 七尾市田鶴浜町る43番1 0767-68-3655

金沢駅西支店 金沢市西念四丁目4番18号 076-233-3344

社名・事業者名

興能信用金庫

http://www.kono-shinkin.co.jp/

1,000万円までのスーパー定期預金1年物
に店頭表示金利（0.020%）に0.020%の金利
を上乗せ
（平成２９年１０月２日現在）

http://www.kono-shinkin.co.jp/


いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧

所在地 電話 ＵＲＬ 割引・特典内容 備考

金融機関

社名・事業者名

興能信用金庫

額支店 金沢市額乙丸町ハ80番地 076-298-2332

泉台支店 金沢市長坂台1番27号 076-244-1313

七尾南支店 七尾市古府町チ部13番地1 0767-53-6868

保古支店 金沢市保古二丁目59番地 076-240-3800

柳田支店 鳳珠郡能登町字柳田礼部5番8地 0768-76-1500

高浜支店 羽咋郡志賀町高浜町オの111番地 0767-32-1103

http://www.kono-shinkin.co.jp/

1,000万円までのスーパー定期預金1年物
に店頭表示金利（0.020%）に0.020%の金利
を上乗せ
（平成２９年１０月２日現在）



いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧

所在地 電話 ＵＲＬ 割引・特典内容 備考

金融機関

本店営業部 七尾市桧物町35番地 0767-52-3450

羽咋支店 羽咋市本町コ86番地の2 0767-22-1144

高浜支店 羽咋郡志賀町高浜町ク60番地の48 0767-32-1177

富来支店 羽咋郡志賀町富来地頭町8の204番地の1 0767-42-1127

志雄支店 羽咋郡宝達志水町子浦レ186番地 0767-29-3155

川原町支店 七尾市上府中町ソ部3番地の1 0767-53-2229

津幡支店 河北郡津幡町字津幡ハ7番地の1 076-289-4151

かしま支店 鹿島郡中能登町井田め25番1 0767-76-1144

鳴和支店 金沢市鳴和二丁目1番5号 076-252-6255

押水支店 羽咋郡宝達志水町小川弐部89番の1 0767-28-4444

七塚支店 かほく市松浜イの65番地3 076-283-4646

鹿北支店 七尾市白浜町76番地 0767-68-3755

和倉支店 七尾市石崎町ヨ部70番地の104 0767-62-4646

金沢南支店 金沢市横川七丁目57番地 076-244-2477

穴水支店 鳳珠郡穴水町字川島ソの72番地 0768-52-1110

宇ノ気支店 かほく市内日角四丁目14番地 076-283-3955

小丸山支店 七尾市藤橋町申55番地1 0767-52-6262

輪島支店 輪島市河井町17部30番地4 0768-22-0263

久安支店 金沢市久安三丁目397番地 076-242-1406

内灘支店 河北郡内灘町字鶴ケ丘四丁目1番地260 076-286-4222

竪町支店 金沢市竪町83番地の1 076-261-5188

野町支店 金沢市野町二丁目4番6号 076-242-3610

のと共栄信用金庫

自動車や家具の購入等の個人向けローン
（しんきん保証基金）をご利用の際に、借入
利率を基準金利から最大年1.0％引き下げ
します。但し、住宅ローン、カードローン等
の一部商品を除きます。
［引き下げ条件］
Ｉパス提示で年0.8％、カードローン契約でさ
らに年0.2％引き下げとなります。

社名・事業者名

http://www.notoshin.co.jp/



いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧

所在地 電話 ＵＲＬ 割引・特典内容 備考

金融機関

のと共栄信用金庫

社名・事業者名

西部支店 金沢市長田二丁目24番36号 076-263-0311

野々市支店 野々市市高橋町18番18号 076-246-3721

森本支店 金沢市吉原町ハ31番1 076-258-0159

八日市支店 金沢市八日市出町812番地 076-240-2181

杜の里支店 金沢市もりの里二丁目97番地 076-233-2262

木越出張所 金沢市木越二丁目15番地 076-257-1101

自動車や家具の購入等の個人向けローン
（しんきん保証基金）をご利用の際に、借入
利率を基準金利から最大年1.0％引き下げ
します。但し、住宅ローン、カードローン等
の一部商品を除きます。
［引き下げ条件］
Ｉパス提示で年0.8％、カードローン契約でさ
らに年0.2％引き下げとなります。

http://www.notoshin.co.jp/



いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧

所在地 電話 ＵＲＬ 割引・特典内容 備考

金融機関

本店営業部 金沢市玉川町11番18号 076-233-1188

泉支店 金沢市泉1丁目7番8号 076-241-2101

城南支店 金沢市城南2丁目42番26号 076-222-1155

鳴和支店 金沢市鳴和1丁目14番27号 076-252-5222

新神田支店 金沢市大豆田本町ロ38番地 076-291-5678

金沢西支店 金沢市駅西本町2丁目2番40号 076-223-2123

野々市支店 野々市市本町3丁目7番9号 076-248-0321

松任支店 白山市東新町4番地 076-275-1234

千代野支店 白山市千代野東5丁目5番地1 076-276-5123

美川支店 白山市美川神幸町ソ336番地1 076-278-2350

小松中央支店 小松市西町123番地の1 0761-22-7251

大川町支店 小松市松任町3番地 0761-22-4126

粟津駅前支店 小松市符津町ウ76番地の5 0761-44-2538

小松東支店 小松市白江町ハ23番地1 0761-22-0660

《ほくしん》定住促進ローンご成約の方に粗
品プレゼント
※「移住・定住の促進」「空き家対策の推
進」への対応として、平成２８年２月に取扱
い開始した無担保、無保証人のローン

社名・事業者名

北陸信用金庫

http：//www.hokurikushinkin.co.jp


