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
飲食店（11社38店舗）※金沢百番街は重複のため社数から除く
(株)浅田屋

電話

金沢市武蔵町5-1

076-255-6800

かなざわ石亭

金沢市広坂1-9-23

076-231-2208

松魚亭

金沢市東山1-38-30

076-252-2271

割引・特典内容

運営する飲食店で使用できるポイントカードに5,000ポイント進呈。（但
し、新規発行時のみで一会計につき一枚。次回来店時以降使用可能）

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

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

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

コーヒーサービス

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

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

食後のコーヒーサービス

Bistro Caneton

加賀市大聖寺東町3-7 あめりか村

0761-75-7726

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）

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

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

そば大盛り無料サービス＋トッピング温泉卵サービス

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

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

てらおか風舎富来本店

羽咋郡志賀町富来領家町イ－30

0767-42-2941

割引・特典内容
お食事のお会計1,000円以上の方にコーヒーサービス

ディナーに限り5％引き
※予約時に「いしかわ移住パスポートご利用」とお申し出ください。
金沢店

金沢市寺地2-2-2

076-242-0050

金沢市木の進ノ新保町１－１

案内カウンターで、各店舗で使える「特典ご
利用券」が添付された「金沢百番街ご利用
特典ガイド」をプレゼント。

すゞめ

あんと（飲食（あじわい小路））

2160円以上お買い上げで5％引き

菜香樓

あんと（飲食（あじわい小路））

おでん 山さん

あんと（飲食（あじわい小路））

お多福

あんと（飲食（あじわい小路））

季節料理・おでん黒百合

あんと（飲食（あじわい小路））

加賀屋

あんと（飲食（あじわい小路））

８番らーめん

あんと（飲食（あじわい小路））

鮨 歴々

あんと（飲食（あじわい小路））

ゴーゴーカレー

あんと（飲食（あじわい小路））

カプリチョーザ

あんと（飲食（あじわい小路））

ＭＡＰＬＥ HOSE

ＲＩＮＴＯ

ジャーマンベーカリー

ＲＩＮＴＯ

金沢百番街

076-260-3700

お食事のお客様、紹興酒を店内価格より
半額
案内カウンターにおいて、 ソフトドリンク１杯サービス
Ｉパスを提示し、各店舗で
使える「金沢百番街ご利 1080円以上飲食されたお客様5％割引
用特典ガイド」を受け取 1000円以上のご飲食で10％割引（定食メ
り、ガイドに添付の「特典 ニューを除く）
ご利用券」を切り取り店員 10％割引（ランチメニュー除く）
にお渡しください。
Ｉパスを直接各店舗で提 全品100円割引（他の特典との併用はでき
示しても、特典は受けられ ません）
ません。
小鉢1品プレゼント
100円までのトッピングサービス（らっきょ
う、生卵、ゆでたまご、納豆のいずれか1
お食事ご利用のお客様4,082円以上で5％
割引
お食事されたお客様コーヒー１杯サービス
1620円以上お買い上げで5%割引

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

割引・特典内容

パンケーキご注文のお客様にドリンクサー
ビス
800円以上ご利用で50円割引

Ｊ．Ｓ． ＰＡＮＣＡＫＥ ＣＡＦＥ

ＲＩＮＴＯ

鮨と麺 うまい門

ＲＩＮＴＯ

カフェ・アルコ スタツィオーネ

あんと西

ＦＵＭＵＲＯＹＡ ＣＡＦＥ

あんと西

ぶどうの木

あんと西

カフェ 百番や

あんと西

廻る富山湾 すし玉

あんと西

金澤旬料理駅の蔵

あんと西

しゃぶしゃぶ温野菜

あんと西

5,400円以上お買い上げで500円引き

らうめん侍

あんと西

ラーメン一杯ご注文で煮卵１個サービス

076-260-3700

案内カウンターにおいて、
Ｉパスを提示し、各店舗で
使える「金沢百番街ご利
用特典ガイド」を受け取
り、ガイドに添付の「特典
ご利用券」を切り取り店員
にお渡しください。
Ｉパスを直接各店舗で提
示しても、特典は受けられ
ません。

5％引き
お一人様1500円以上利用で粗品プレゼン
ト
お食事ご利用のお客様にドリンクセット
サービス
お食事をされた方にコーヒーもしくは紅茶プ
レゼント
ご飲食のお客様にドリンクバーサービスま
たは生ビール中ジョッキ半額
20時以降ご来店のお客様に限り10％引き

小売業（16社89店舗）
(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

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

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

自店カードのポイント2倍進呈

(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

店頭看板価格からリッター5円引き

革仕事のお店tasola

七尾市川尻町ヘ部8番地

0767-68-2401

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

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

輪島塗10％引き

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

割引・特典内容

（有）すえひろ（農業）

珠洲市若山町出田ほ部26番地

0768-82-6788

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

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

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

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

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

商品の基本料金から５％引き

宝達山本舗松月堂（和洋菓子店）

羽咋郡宝達志水町小川2の部127番地20767‐28‐2378

金沢百番街

金沢市木の進ノ新保町１－１

金沢 わらじ屋

あんと（工芸）

はいから本舗

あんと（工芸）

金箔屋さくだ

あんと（工芸）

076-260-3700

お買い上げ商品代金より5％引き（カフェ利用も含む）

案内カウンターにおいて、Ｉパ
スを提示し、各店舗で使える
「金沢百番街ご利用特典ガ
イド」を受け取り、ガイドに添
付の「特典ご利用券」を切り
取り店員にお渡しください。
Ｉパスを直接各店舗で提示し
ても、特典は受けられませ
ん。

案内カウンターで、各店舗で使える「特典ご
利用券」が添付された「金沢百番街ご利用
特典ガイド」をプレゼント。
2160円以上お買い上げで5％割引（一部除
外品あり）
3240円以上お買い上げで5％割引
2160円以上お買い上げで粗品プレゼント

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

割引・特典内容

箔一

あんと（工芸）

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント

友禅工芸 すずらん

あんと（工芸）

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント

石田漆器店

あんと（工芸）

3240円以上お買い上げで10％割引

モリシタ

あんと（工芸）

全商品5％割引

創作漆器 わこう

あんと（工芸）

木倉や

あんと（工芸）

中島めんや

あんと（工芸）

3240円以上お買い上げで10％割引
1080円以上お買い上げで油とり紙プレゼン
ト
5400円以上お買い上げで5％割引

金沢蒐集館 上坂

あんと（工芸）

伝統工芸金沢九谷

あんと（工芸）

百椀百膳 能作

あんと（工芸）

烏鶏庵

あんと（銘菓）

金澤 ＢＯＳＴＯＮ

あんと（銘菓）

ガーラ金澤プレミナンス

あんと（銘菓）

ル ミュゼ ドゥ アッシュ

あんと（銘菓）

百番銘菓 泉谷

あんと（銘菓）

076-260-3700

案内カウンターにおいて、
Ｉパスを提示し、各店舗で
使える「金沢百番街ご利
用特典ガイド」を受け取
り、ガイドに添付の「特典
ご利用券」を切り取り店員
にお渡しください。
Ｉパスを直接各店舗で提
示しても、特典は受けられ
ません。

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント
3240円以上お買い上げで粗品プレゼント
3240円以上お買い上げで10％割引
3240円以上お買い上げで粗品プレゼント
2160円以上お買い上げで「生サブレ」プレ
ゼント
2160円以上お買い上げで「金澤スイートポ
テト」プレゼント
お会計から8％割引
8％割引

百番銘菓 柚餅子総本家 中浦屋 あんと（銘菓）

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント

百番銘華 山中石川屋

あんと（銘菓）

1000円以上お買い上げで粗品プレゼント

百番銘華 みそまんじゅう本舗 竹内
あんと（銘菓）

3000円以上お買い上げで粗品プレゼント

百番銘華 加賀藩たかくら

あんと（銘菓）

2000円以上お買い上げで10％割引

百番銘華 音羽堂

あんと（銘菓）

1080円以上お買い上げで5％割引

加藤晧陽堂

あんと（銘菓）

2160円以上お買い上げで5％割引

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

割引・特典内容

和菓子処 中越

あんと（銘菓）

1620円以上お買い上げで粗品プレゼント

御菓子司 雅風堂

あんと（銘菓）

2160円以上お買い上げで粗品プレゼント

金沢の味・風土菓板屋

あんと（銘菓）

2000円以上お買い上げで5％割引

金澤 福うさぎ

あんと（銘菓）

1620円以上お買い上げで粗品プレゼント

和菓子 加賀陣屋

あんと（銘菓）

兼六園本舗 高砂屋

あんと（銘菓）

菓匠 みのや

あんと（銘菓）

柴舟 小出

あんと（銘菓）

歳時和菓子 越山甘清堂

あんと（銘菓）

菓匠 まつ井

あんと（銘菓）

きんつば 中田屋

あんと（銘菓）

菓匠 高木屋

あんと（銘菓）

清香室町

あんと（銘菓）

まめや 金澤 萬久

あんと（銘菓）

茶菓工房 たろう

あんと（銘菓）

あめの俵屋

あんと（銘菓）

1000円（税込）以上お買い上げで小菓子プ
レゼント
3000円以上お買い上げで「ようかん」１本プ
レゼント
1620円以上お買い上げで粗品プレゼント

加賀藩御用菓子司 森八

あんと（銘菓）

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント

金沢うら田

あんと（銘菓）

2000円以上お買い上げで粗品プレゼント

石川屋本舗

あんと（銘菓）

1080円以上お買い上げで5％割引

和菓子 末広堂

あんと（銘菓）

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント

3240円以上お買い上げで「甘えび煎餅」プ
レゼント
1080円以上お買い上げで「兼六煎餅」1枚
プレゼント
全商品5％割引

076-260-3700

案内カウンターにおいて、
Ｉパスを提示し、各店舗で
使える「金沢百番街ご利
用特典ガイド」を受け取
り、ガイドに添付の「特典
ご利用券」を切り取り店員
にお渡しください。
Ｉパスを直接各店舗で提
示しても、特典は受けられ
ません。

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント
2160円以上お買い上げで8％割引（一部除
外品；+）
2160円以上お買い上げで5％割引
2160円以上お買い上げでファイルプレゼン
ト
3000円以上お買い上げで粗品プレゼント
3240円以上お買い上げで粗品プレゼント

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

割引・特典内容
2160円以上お買い上げで「生らくがん」プレ
ゼント
3240円以上お買い上げで10％割引

落雁 諸江屋

あんと（銘菓）

和菓子 村上

あんと（銘菓）

多聞堂

あんと（銘菓）

金澤ちとせ珈琲

あんと（飲食（あじわい小路））

金沢地酒蔵

あんと（食品）

加賀棒茶丸八製茶場

あんと（食品）

加賀麩 不室屋

あんと（食品）

金沢の味 佃の佃煮

あんと（食品）

四十萬谷本舗

あんと（食品）

近江町市場ヤマカ水産

あんと（食品）

ぶった農産

あんと（食品）

まるろく

あんと（食品）

かわに風土金澤

あんと（食品）

金沢北珍 肴の匠

あんと（食品）

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント

鮨蒲本舗 河内屋

あんと（食品）

2000円以上お買い上げで粗品プレゼント

杉野屋与作

あんと（食品）

2160円以上お買い上げで粗品プレゼント

味の十字屋

あんと（食品）

天狗中田本店

あんと（食品）

2160円以上お買い上げで粗品プレゼント
（お1人様1回限り）
3240円以上お買い上げで粗品プレゼント

ＨＯＲＩＴＡ

あんと（食品）

2000円以上お買い上げで5％割引

芝寿し

あんと（食品）

2000円以上お買い上げで「紙パックお茶」1
個プレゼント

2160円以上お買い上げで5％割引
珈琲豆2160円以上お買い上げで100円割
引
3240円以上お買い上げで粗品プレゼント
（当店オリジナルぐい呑み１ケ）
1080円以上お買い上げで粗品プレゼント

076-260-3700

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント
（数量限定）
案内カウンターにおいて、 2000円以上お買い上げで粗品プレゼント
Ｉパスを提示し、各店舗で
使える「金沢百番街ご利 2000円以上お買い上げで粗品プレゼント
用特典ガイド」を受け取 2160円以上お買い上げで5％割引（棒鮨は
り、ガイドに添付の「特典 除く）
ご利用券」を切り取り店員 お買い上げで甘えびせんべい1枚プレゼン
ト
にお渡しください。
Ｉパスを直接各店舗で提 3240円以上お買い上げで5％割引（かぶら
示しても、特典は受けられ 寿し、輪島塩は除く）
ません。
3000円以上お買い上げで5％割引

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

大友楼

あんと（食品）

ますのすし本舗 源

あんと（食品）

金澤玉寿司

あんと（食品）

鰤のたたき本舗 逸味 潮屋

あんと（食品）

Ｂｅｉｓｈｉｎ おこめキッチン

あんと（食品）

russet（バッグ）

ＲＩＮＴＯ

電話

2000円以上お買い上げで5％割引

ＲＩＮＴＯ

2000円以上お買い上げで当社オリジナル
ますまる茶（500ml）1本プレゼント
案内カウンターにおいて、 2000円以上お買い上げで粗品プレゼント
Ｉパスを提示し、各店舗で 2160円以上お買い上げで当社オリジナル
使える「金沢百番街ご利 ボールペンプレゼント
用特典ガイド」を受け取 お買い上げで雪娘タオルプレゼント（1名に
り、ガイドに添付の「特典 つき1枚）
ご利用券」を切り取り店員
10％割引※他の特典と併用不可
にお渡しください。
Ｉパスを直接各店舗で提 プロパー商品お買い上げのお客様5％割
示しても、特典は受けられ 引
5％引き
ません。

ＲＩＮＴＯ

粗品プレゼント

076-260-3700

CAPRICIEUX LE'MAGE（レディス） ＲＩＮＴＯ
Ｚｏｆｆ（メガネ）
金澤発祥まかないこすめ(和コス
メ・雑貨)

割引・特典内容

完全無添加 然 -しかり‐よかせっけん
10％割引

長寿の里(コスメ・健康食品・雑貨) ＲＩＮＴＯ

その他（8社12店舗）※金沢百番街は重複のため社数から除く
婚礼プロデュース 結yui

金沢市久安2丁目358番

070-5145-8194

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

076-205-1881

エピジェネシート「ねるりん」 ベーシックタイプ 1個
基本料金から15％引き（消費税・送料別）

（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

050-3701-5830

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」

0768-52-4649

基本料金から10％引き
※サービス提供開始から3年間

桜田町スクール

金沢市桜田町2丁目91-1

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

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

割引・特典内容

(株)永光
（鉄鋼業）

羽咋郡志賀町長田ろ3番地

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

名刺デザイン料30％ＯＦＦ

あろまさろん香kou

鹿島郡中能登町芹川ロ部17-1

0767-76-1303

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

ふくべ鍛冶

鳳珠郡能登町字宇出津新23

0768-62-0785

包丁研ぎ料金100円引き

076-260-3700

案内カウンターにおいて、
Ｉパスを提示し、各店舗で
使える「金沢百番街ご利
用特典ガイド」を受け取
り、ガイドに添付の「特典
ご利用券」を切り取り店員
にお渡しください。
Ｉパスを直接各店舗で提
示しても、特典は受けられ
ません。

金沢百番街

0767-38-1053

金沢市木の進ノ新保町１－１

KAMIO COCO（ネイル、アイラッ
シュ）

ＲＩＮＴＯ

LUMAX KAMIO（ヘアメイク）

ＲＩＮＴＯ

理研産業補聴器センター

あんと西

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

案内カウンターで、各店舗で使える「特典ご
利用券」が添付された「金沢百番街ご利用
特典ガイド」をプレゼント。
施術料から税込み540円引き（4000円以上
施術された方に限る）
施術料10％割引
補聴器の点検・掃除・乾燥無料。補聴器用
電池パック（６粒入）864円

