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

飲食店※金沢百番街は重複のため社数から除く
(株)浅田屋

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
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

有限会社スローライフ
ビストロ金沢とどろき亭

金沢市東山1-2-1

076-252-5755

ワインバー葡萄酒街道

金沢市片町1丁目11-19

076-260-6900

能美市寺井町タ198-1

0761-57-0298

お買い上げ金額３０００円以上で5％引き

小松市城南町75-3

0761-23-2981

北一亭でのご飲食金額５０００円以上でご利用金額の10％の金券をプレゼント

Jazz Bar 燐

加賀市本町二丁目ソ13-4

0761-78-0050

ドリンク１杯サービス

料亭 明月楼

加賀市山中温泉下谷町ロ1番地１

0761-78-0103

3,000円以上のお食事をされた方にソフトドリンクサービス

和酒BAR 縁がわ

加賀市山中温泉南町ﾛ-82

0761-78-0059

オススメの日本酒1杯プレゼント

焼肉 ロクデナシ

白山市鶴来下東町186

076-273-2444

ドリンク１杯 無料

お食事ゆーた

白山市白峰ロ２番地１

090-5688-3423

アイス１個サービス

十五茶屋

野々市市堀内5-139

076-227-1515

会計から5％引き

(有)藤井肉店
肉料理レストラン 北一亭

ドリンク１杯サービス（ソフトドリンク、食前酒、ワイン等）

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

獅子家

野々市市本町1-3-1

076-246-5367

ライス小無料

焼肉びーとん

野々市市住吉町14-60

076-294-0212

ドリンク一杯サービス

うら庭 ～和モダン居酒屋～

野々市市二日市町5-140

076-256-2572

乾杯ドリンク人数分サービス（一部のメニューに限ります）

焼肉 和まる

野々市市若松町13-18

076-294-3729

生ビール一杯サービス

和菜酒 いちい

かほく市高松ウ1-8

076‐281-1898

食後のデザートサービス

㈲花ぞの食堂

金沢市二日市町へ208番地

076－258-2183

ワンドリンクサービス

笑わ

内灘町大学2-199

076-286-8116

ソフトドリンク一杯サービス

焼肉 五臓六腑

内灘町大清台51

076-236-2956

ソフトドリンク サービス

(株)はづ貴

内灘町鶴ケ丘4-1-159

076-286-1810

お支払い金額より10%引き

Q’s BAR

内灘町大清台336番地

076-286-8879

焼酎ボトル一本サービス

CAFE & BAR REVE

内灘町鶴ケ丘3-157-12

076-286-5244

ワンドリンクサービス

居酒屋味好

宝達志水町荻市い１

0767-29-4337

ご飲食でほっぴーさんカードポイント2倍進呈

お好み焼kiki

中能登町井田わ部１１０－２

0767-76-0939

食後のアイスクリームサービス

焼肉居酒屋信

中能登町金丸１８８

0767-72-2188

ソフトドリンクのお客様に限りワンドリンク無料サービス

くろねこ珈琲

輪島市門前町大生ろ37

090-6271-0725

持ち帰りコーヒー豆10%増量

能登前幸寿し

穴水町字大町チ-37-4

0768-52-2114

飲食代金からワンコイン500円引き

能登バルＡＺ

穴水町字大町は-27

0768-23-4887

指定したドリンクの中から 「 ワンドリンクサービス 」

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

小売業
(株)Ａ．ＳＰＡＣＥ
（生活雑貨・家具のデザイン・制作・販
売）

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

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

（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

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

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

割引・特典内容
お買い上げ商品代金より5％引き（カフェ利用も含む）

金沢 わらじ屋

あんと（工芸）

はいから本舗

あんと（工芸）

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

金箔屋さくだ

あんと（工芸）

2160円以上お買い上げで粗品プレゼント

箔一

あんと（工芸）

友禅工芸 すずらん

あんと（工芸）

石田漆器店

あんと（工芸）

モリシタ

あんと（工芸）

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）

金沢蒐集館 上坂

あんと（工芸）

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント

伝統工芸金沢九谷

あんと（工芸）

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント

百椀百膳 能作

あんと（工芸）

3240円以上お買い上げで10％割引

烏鶏庵

あんと（銘菓）

金澤 ＢＯＳＴＯＮ

あんと（銘菓）

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

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
全商品5％割引
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

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

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）

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

百番銘菓 泉谷

あんと（銘菓）

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）

和菓子処 中越

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。

2160円以上お買い上げで5％割引
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）

金澤 福うさぎ

あんと（銘菓）

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）

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

柴舟 小出

あんと（銘菓）

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント

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）

2000円以上お買い上げで5％割引
1620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

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

菓匠 高木屋

あんと（銘菓）

3000円以上お買い上げで粗品プレゼント

清香室町

あんと（銘菓）

3240円以上お買い上げで粗品プレゼント

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）

和菓子 末広堂

あんと（銘菓）

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）

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。

1080円以上お買い上げで5％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「生らくがん」プレ
ゼント
3240円以上お買い上げで10％割引
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
3240円以上お買い上げで粗品プレゼント
（数量限定）
2000円以上お買い上げで粗品プレゼント
2000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5％割引（棒鮨は
除く）
お買い上げで甘えびせんべい1枚プレゼン
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

まるろく

あんと（食品）

かわに風土金澤

あんと（食品）

3240円以上お買い上げで5％割引（かぶら
寿し、輪島塩は除く）
3000円以上お買い上げで5％割引

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）

ＨＯＲＩＴＡ

あんと（食品）

芝寿し

あんと（食品）

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

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。

2000円以上お買い上げで5％割引
2000円以上お買い上げで「紙パックお茶」1
個プレゼント
2000円以上お買い上げで5％割引
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
2000円以上お買い上げで粗品プレゼント

ＲＩＮＴＯ

2160円以上お買い上げで当社オリジナル
ボールペンプレゼント
お買い上げで雪娘タオルプレゼント（1名に
つき1枚）
10％割引※他の特典と併用不可
プロパー商品お買い上げのお客様5％割
引
5％引き

ＲＩＮＴＯ

粗品プレゼント

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)

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

長寿の里(コスメ・健康食品・雑貨) ＲＩＮＴＯ

完全無添加 然 -しかり‐よかせっけん
10％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

株式会社舞谷商店
ニュー穴水セルフサービス給油所 鳳珠郡穴水町字川島ワ144番地1

0768-52-2211

鵜島給油所（フルサービススタンド） 鳳珠郡穴水町字鵜島ハ20番地

0768-52-0555

・ガソリン・軽油を現金にて給油のお客様、店頭看板価格から5円/L引
き
・オイル交換をされたお客様には、簡易室内清掃をサービス
・タイヤ空気圧、安全点検無料サービス

制服リユース リクル

金沢市小金町14-8山下ビル

070-4132-4587

「買取金額10％UP」または「購入金額10％OFF」

(株)小出仙（土産物店）

加賀市山中温泉本町2丁目ナ４

0761-78-1310

温泉玉子ソフトクリーム ￥350→￥300

(株)辻酒販

加賀市山中温泉南町ロ-83-1

0761-78-3333

イベント時のビールサーバー配送無料（別途、樽代やガス代必要です）

(有)荒忠商店（へしこ、ふぐの糠漬）

白山市美川永代町甲２３３

076-278-5021

店頭価格から５％引き

(有)安新（へしこ、ふぐの糠漬）

白山市美川永代町甲８８

076-278-3353

店頭価格から５％引き

(有)小鍋商店（建築、土木資材）

白山市美川本吉町丑65番地1

076-278-3426

基本料金から５％引き

(株)みかわ薬局

白山市美川中町ソ67

076-278-3317

資生堂コラーゲンドリンク１本プレゼント

(有)堀吉 堀吉書店

白山市鶴来新町レ８５

076-272-0126

文房具・事務用品１０％引き

自然薬舗 なおみや（自然薬等の相談販売）
白山市鶴来下東町カ２６レッツ正面

076-272-0031
全商品１０％引き

コアナオミヤ薬局

白山市井口町ロ53-１ SCコア内

076-273-2023

LIFE INDEX（インテリア）

白山市柴木町丁62

076-272-2700

配送料（2,000円）サービス

瀬川屋（衣料品）

白山市市原庚20番地

076-255-5102

料金から5％引き

やまだ農場

白山市広瀬町ニ１９８番地

076-272-4110

商品を４，０００円以上お買い上げの方に粗品プレゼント

合同会社 山立会

白山市木滑西1番地

076-255-5579

猪肉・シカ肉について、基本料金から10%引き

(株)ファーム白山

白山市瀬木野町６２番地

076-272-1411

１０㎏以上のお米をお買い上げの方に送料無料

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

坂井青果

野々市市本町2-24-2

076-248-3769

基本料金から８％引き

尾山石油(株)

かほく市木津イ16-6

076‐285-0373

洗車料金１０％引き

(株)安達

羽咋市中央町フ168番地1

0767-22-1133

ポイントカードのポイント付与

(株)ナカガワ（ギフト店）

志賀町高浜町ク３２番地

0767-32-3800

購入総額より１０％引き

(株)ゆめうらら（農作物）

志賀町仏木カの２番地

0767-37-1511

商品5％引き（数に限りがございます。）

(有)升本商店（酒屋）

志賀町高浜町ツ８２－５

0767-32-0046

購入総額より５％引き

ハッサク工房（釣り具）

宝達志水町上田エ２６－１

080-3040-4536

全商品・サービス８％引き（消費税分）

高尾商店（味噌）

穴水町字甲ソ-119

0768-58-1234

商品5000円以上お買い上げのお客様に代金の５％引き

（有）田畑商店

穴水町字川島カ-98番地

0768-52-0046

プロパンガス基本料金を一ケ月無料

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）

内灘町鶴ヶ丘1-296-2 頼助産院内

076-286-1311

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

あだちストア

その他※金沢百番街は重複のため社数から除く

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

社会福祉法人北伸福祉会
朱鷺の苑かがやき
朱鷺の苑彦三
朱鷺の苑弥生

金沢市広岡2丁目1番7号
金沢市米泉町10丁目1番地160
金沢市彦三町1丁目15番1号
金沢市弥生2丁目20号

076‐234-7878
076‐249-5000
076‐233-3131
076-247-1811

【短期で利用できるサービス付き高齢者向け住宅（60歳から利用可
能）】
短期利用の場合（1週間）
お食事1日分（朝・昼・夜）サービス
長期利用の場合（1か月～） お食事7日分（朝・昼・夜）サービス

トータルビューティ・タンボ（理美容室）

能美市西任田町ト６－１

0761-57-0296

カット200円割引、カラー・パーマ500円割引

米田クリーニング

白山市美川南町ト1-1

076-278-3339

基本料金から10％引き

山田葬儀店

白山市鶴来下東町ル200
076-272-0553

「会館鶴來」「ひととき」の会館使用料10%引き

邸宅型葬儀式場会館鶴来

白山市鶴来日詰町カ11‐1

家族葬ひととき

白山市鶴来下東町ル199

イベントシェア(株)（婚活）

野々市市本町6-23-23

076-225-4399

初回のイベント参加2,000円引き

(株)ウインズクリエイト（パソコン修理）

野々市市本町4-7-15-2

076-220-7330

パソコン修理金額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

シラエ織産（織物）

かほく市高松フ147-1

076-281-0447

ラッピングリボンプレゼント

かほく資源開発(株)

かほく市遠塚ロ２４番地１１

076-285-1140

引っ越しに伴い発生したダンボールを自宅まで無料回収
回収地域：かほく市・内灘町・津幡町・金沢市・宝達志水町

駒井司法書士事務所

かほく市高松コ15

076‐282-5806

相談料、通常30分3,000円のところ、無料。

(有)ビット（IT）

かほく市宇野気1-26

076‐283-5686

パソコン点検サービスプレゼント

金沢おぐら座(株)（大衆劇場）

金沢市弥勒町ロ68

076-255-1455

前売券料金で入場可能

シオタニ(株)（葬儀場）

金沢市兼六元町15番36号

076－232-1311

金沢メモリアルホール

金沢市旭町2丁目8番36号

076-222-0072

金沢メモリアルホール アネックス

金沢市旭町2丁目1番1号

076-223-1311

ピースフル田上

金沢市田上の里2丁目8番地

076-261-7722

ピースフル犀清

金沢市大桑1丁目329番地

076-242-2511

ピースフル南金沢

金沢市寺地2丁目4番18号

076-245-0611

ピースフル泉斎苑

金沢市西泉6丁目86番地

076-245-1311

ピースフル金沢

金沢市保古3丁目10番地

076-269-2727

ピースフル大徳

金沢市松村7丁目137番地

076-267-5775

ピースフル鞍月

金沢市近岡町876番1

076-239-3007

ピースフル北金沢

金沢市吉原町ヨ92番地

076-258-6311

ピースフル東金沢

金沢市鳴和台107番地

076-253-2323

ショコラヘアーデザイン（美容院）

津幡町加賀爪ホ403 吉本ビル1F-A

076-288-7285

技術料金10％引き

Amie by oasis（美容院）
(株)タキノデザインワークス
コワーキングスペース「CO-LABO」
企画・制作 ドイヤ

内灘町大学2-16

076-286-8128

お支払い金額より5%引き

羽咋市中央町キ52番地1

0767-23-4125

１年間利用料２０％引き（初回利用日から）

羽咋市四町と69番地6

080-1162-1639

名刺デザイン印刷10％引き

かっと家ヒロ（理容店）

志賀町堀松寅３１－１

0767-32-1081

初回のみ５００円引き

メモリアル倶楽部 入会特典 会館利用券 ５万円分進呈

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

金沢市本町２丁目１－２０ 金城ビル４Ｆ076‐223-1315

看板部門ではデザイン・構成料を無料に致します。
印刷部門では構成のデザインの変更費用を無料に致します。
※ただし契約されたお客様が対象となります。
※基本２年間

理容 みの（理容店）

七尾市田鶴浜町と部９番地

0767-68-2275

カード提示で粗品プレゼント（初回のみ）

ＪＩＮ ＨＡＩＲ（理容店）

中能登町徳前ふ３８－１

0767-76-2828

まゆカットサービス

Ｈａｉｒ ｒｏｏｍ Ｒａｇ（美容院）

中能登町徳丸カ４

0767-72-3578

まゆカットサービス

てて整骨院門前店

輪島市門前町本市ハ17

0768-42-3040

全メニュー10％引き

hair ＳＡＩ（理美容院）

穴水町字此木1-1-3

0768-52-1510

料金の15％引き（新規のみ）

小林工芸社志賀本店（看板、印刷）
金沢支店

志賀町高浜町ケ８の１番地

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 金
沢地区事務所
金沢市鞍月東2丁目14
（オーナー募集関係）

0767-32-1743

【弊社の石川県の担当者と起業相談して頂いた方へ】
セブン‐イレブン店舗でご利用いただける電子マネーnanaco５００円分
のギフトＩＤをプレゼント
076‐237‐0615
※この他、石川県に移住・ＵＩターンされ、店舗開業される方へ、引越代
支給や、物件確認の際の交通費・宿泊費の一部支給などがございま
す。

