いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧
社名・事業者名

所在地

電話

ＵＲＬ

割引・特典内容

備考

飲食店
(株)浅田屋

金沢市武蔵町5-1

076-255-6800

http://www.asadaya.co.jp/

かなざわ石亭

金沢市広坂1-9-23

076-231-2208

http://www.asadaya.co.jp/sekitei/

松魚亭

金沢市東山1-38-30

076-252-2271

六角堂

金沢市東山1-38-27

076-252-5115

六角堂Ｇｒｉｌｌ＆Ｂａｒ

金沢市東山1-38-31

076-252-0629

六角堂香林坊せせらぎ通り店

金沢市香林坊2-1-1
東急ｽｸｴｱﾋﾞﾙ せせらぎ通り側

076-222-6109

割烹加賀

加賀市山代温泉桔梗丘2-73

0761-76-0469

http://www.kaga-kappou.com

食後ドリンクサービス

能登手仕事屋（そば屋）

輪島市門前町鬼屋4-85-2

0768-42-1998

http://nototeshigotoya.com/

そば単品ご注文の方に小鉢一品サービス

カフェ食堂れんげや

鹿島郡中能登町能登部上ハ-8

0767-72-2911

Café&炭火焼 なぎさガーデン

鳳珠郡穴水町曽福子8-5

0768-52-1221

http://nagisa.blogdehp.ne.jp/

お食事の方にコーヒーサービス

玄命庵

加賀市湖城町ス丙6-5

0761-74-0345

htp;://genmeian.com

食後のコーヒーサービス

http://www.asadaya.co.jp/shougyote
i/index.html
http://www.asadaya.co.jp/rokkakudo
u/index.html
http://www.asadaya.co.jp/grill_bar/in
dex.html
http://www.asadaya.co.jp/seseragi/i
ndex.html

運営する飲食店で使用できるポイントカー
ポイントカードの有効期
ドに5,000ポイント進呈。（但し、新規発行時
限は最終利用日より2年
のみで一会計につき一枚。次回来店時以
間
降使用可能）

コーヒーサービス

ランチタイム：ソフトドリンク一杯サービス（2
名様まで）
ディナータイム：おつまみ一品サービス（2
名様まで）

Bistro Caneton

加賀市大聖寺東町3-7 あめりか村

0761-75-7726

カフェロサンゼルス

金沢市大手町2-25レジデンス大手門
101

076-225-7573

http://www.losangeleskanazawa.com ご来店時にマフィン1個サービス

手打ちそば 加賀上杉

加賀市山代温泉温泉通り42

0761-77-5026

http://kaga-uesugi.com/

能登空港レストラン「あんのん」

輪島三井町洲衛10部11番地1
のと里山空港ターミナルビル3階

0768-26-2530

https://www.notoairport.jp/facilities/shop.html

そば大盛り無料サービス＋トッピング温泉
卵サービス
お食事のお会計1,000円以上の方にコー
ヒーサービス

いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧
社名・事業者名

所在地

電話

ＵＲＬ

割引・特典内容

備考

小売業
(株)Ａ．ＳＰＡＣＥ
（生活雑貨・家具のデザイン・制作・販
売）

石川県金沢市大工町33-2

050-3754-2357

七海屋（酒類・食品販売業）

鳳珠郡穴水町字川島ヨ26-3

0768-52-1133

(株)森本石油（ガソリンスタンド）

鳳珠郡穴水町川島キ112-1

0768-52-0161

http://blog.livedoor.jp/morimotosekiy
店頭看板価格からリッター5円引き
u/

革仕事のお店tasola

七尾市川尻町ヘ部8番地

0767-68-2401

http://www.aikonokawa.jp/

革のコードストラップを進呈

エビス文具店

鹿島郡中能登町井田か部57-1

0767-76-0046

http://evisubungu.com/

5,000円以上お買い上げのお客様に当店オ
リジナルミニレターセットをプレゼント

輪島塗しおやす漆器工房

輪島市小伊勢町日陽20-1

0768-22-1166

http://www.shioyasu.com/

輪島塗10％引き

（有）すえひろ（農業）

珠洲市若山町出田ほ部26番地

0768-82-6788

http://www.suzu-suehiro.com/

お米代金10％引き
農業体験（田植え、稲刈り）を無料で可能

御菓子司たにぐち

羽咋郡宝達志水町荻市9-1

0767-29-2112

http://www.noto-odamaki.com/

ほっぴーさんカード（宝達志水町のポイント
カード）のポイント2倍進呈

(有)すだに酒店

加賀市山代温泉温泉通43番地

0761-76-1312

http://sudanisaketen.com/

お買い上げ商品代金より5％引き（切手・タ
バコ除く）

いまい農場

鹿島郡中能登町小田中井部83番地

0767-77-1596

http://www.imainoujou.com/

お米代金5％引き

日菓（菓子店）

加賀市橋立町イ甲73

090-4689-2450

ドリンクすべて5％引き

(有)矢田郷商店

加賀市動橋町ロ86

0761-74-1512

ガス、灯油の定期販売契約をしていただい
た方に能登コシヒカリ１０ｋｇをプレゼント

Berry Smile
（能登ブルーベリー農家の会）

鳳珠郡能登町字当目ロ64-1

0768-76-0252

https://www.berrysmile-noto.com/

Berry Smile商品購入時5％引き

能登産精油プロジェクト
（クロモジエッセンシャルオイル販売）

鳳珠郡能登町柳田子部33番地

0768-76-0397

http://notonoka.net/

商品の基本料金から５％引き

http://a-space-5.com/

1万円以上の商品代金より ５％ 割引
1万円以上のスクール代金より ５％ 割引

自店カードのポイント2倍進呈
店内にて地図やドリンク・
お茶の無料サービスありま
す。
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社名・事業者名

所在地
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ＵＲＬ

割引・特典内容

備考

その他（8社9店舗）
(株)金銀箔工芸さくだ
（金銀箔工芸品等販売）

金沢市東山1丁目3-27

076-251-6777

http://goldleaf-sakuda.jp/

金箔貼り体験は要予約
金箔貼り体験 体験料（600円～）10％引き ①9:00～ ②10:30～
③13:00～ ④15:00～

婚礼プロデュース 結yui

金沢市久安2丁目358番

070-5145-8194

https://www.yui-kanazawa.com

貸衣装、メイク、着付料から３％引き

(一社)シェアライフジャパン
（サービス業・医療コーディネート）

金沢市若松町セ104-1 M-8
子そだて応援1.2.ＳＵＮ相談室内

http://share-life-japan.com

シェアライフジャパンの
エピジェネシート「ねるりん」 ベーシックタイプ 1 ホームページ内にある、エ
個
ピジェネシート「ねるりん」
基本料金から15％引き（消費税・送料別）
直販ページから購入可能
です。

（一社）日本OUIターン協会 ビジネス
シッターセンター（テレワーク・サービ
ス）

金沢市大工町３３－２ A.SPACE2F

https://www.oui-japan.net/

当法人が指定する講座・セミナーの参加費
から10%引き
・ドメインリーダーシップ養成講座「事務
シッター」

桜田町スクール

076-205-1881

050-3701-5830

金沢市桜田町2丁目91-1

基本料金から10％引き
※サービス提供開始から3年間

マルホ燦オフィス（浄化槽保守点検業） 鳳珠郡穴水町字川島キ143番地

0768-52-4649

お花見久兵衛

加賀市山中温泉下谷町ニ138-1

0761-78-1301

(株)永光
（鉄鋼業）

羽咋郡志賀町長田ろ3番地

0767-38-1053

(株)ぶなの森

鳳珠郡能登町字当目60-41-2

0768-76-0600

絵とデザイン funaikesuzuka

加賀市潮津町イ128 メゾンドカフカ15号室 090-6814-308

http://funaikesuzuka.com/

金箔貼り体験 金沢カタニ

金沢市下新町6-33

076-231-1566

https://www.k-katani.com/

あろまさろん香kou

鹿島郡中能登町芹川ロ部17-1

0767-76-1303

ふくべ鍛冶

鳳珠郡能登町字宇出津新23

0768-62-0785

http://www.ohanami-kyubei.jp

日帰り入浴が基本料金から５０％引き
（大人1,080円→540円）
溶接、金属加工、金属製品（耕運機などの
農業機械、刃物、電動カートなど）の修理
等の料金から３％引き

http://bunanomori.com/ecotour/

ぶなの森が実施するエコツアー「ぶな林で
リラックス体験」50％引き
名刺デザイン料30％ＯＦＦ
金箔貼り体験 体験料10％引き
※金箔貼り体験は要予約
ボディトリートメント60分以上ご利用の方6
角香（お香）1本サービス

http://fukubekaji.jp/

包丁研ぎ料金100円引き

