
いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧

所在地 電話

自動車販売・整備（30社69店舗）

金沢本店 金沢市浅野本町ロ104 076-252-5161

金沢西店 金沢市問屋町2丁目110 076-237-2300

金沢松村店（PCツインズ） 金沢市松村4丁目620 076-268-0666

金沢南中央店 金沢市増泉4丁目5－10 076-245-4000

伏見台店 金沢市寺地1丁目31－20 076-247-0500

白山店 白山市倉光1丁目201 076-274-2200

小松店 小松市上小松町丙77 0761-22-3737

加賀店 加賀市箱宮町カ4-2 0761-74-2533

羽咋・かほく店 羽咋市兵庫町午部7-6 0767-22-2241

七尾店 七尾市小島町ヌ45 0767-52-3370

輪島穴水店 鳳珠郡穴水町地蔵坊い5-1 0768-52-1900

西泉店 金沢市西泉2丁目178 076-242-6131

鞍月店 金沢市鞍月4丁目100番地 076-266-7700

松村店 金沢市松村4丁目295 076-266-3003

元町店 金沢市元町2－170 076-251-2244

田上もりの里店 金沢市田上さくら2－100 076-231-3300

南店 野々市市矢作1－127 076-246-2737

加賀店 加賀市作見町ニ80－1 0761-73-4040

小松店 小松市大領町ロ158 0761-22-5431

白山店 白山市徳丸町595-1 076-275-1105

津幡店 河北郡津幡町舟橋に30－1 076-289-0555

羽咋店 羽咋市石野町イ51－1 0767-22-2123

七尾店 七尾市藤橋町申43－1 0767-53-7887

輪島店 輪島市杉平町蝦夷穴61－7 0768-22-5229

Ｕ－Ｃａｒシャンツェ西泉 金沢市西泉2－178 076-280-3741

Ｕ－Ｃａｒシャンツェ鞍月 金沢市鞍月4丁目101番地 076-266-7711

Ｕ－Ｃａｒシャンツェ白山 白山市徳丸町595－1 076-275-1105

Ｕ－Ｃａｒシャンツェ七尾 七尾市本府中町ヲ部28 0767-53-1877

野々市本店 野々市市横宮町3-1 076-248-1111

金沢駅西店 金沢市駅西本町3-14-33 076-224-8500

東大通店 金沢市神宮寺2-1-3 076-252-5211

西インター店 金沢市古府2-132 076-249-5173

小松店 小松市園町ヌ70 0761-22-2316

七尾店 七尾市小島町大開地1-6 0767-53-8070

小松市北浅井町ろ130-1 0761-23-5285

輪島市鳳至町下町163-12 0768-22-0251

エルカーショップ 金沢市間明町ホ７１番 076-240-4050

エルトラック 金沢市専光寺町ヲ２５番 076-268-1125

金沢市割出町512番地1 076-238-9001

小松市犬丸町丙30 0761-24-1571

金沢市広岡3-1-1　金沢パークビル7階 076-233-6666

七尾支社 七尾市神明町１番地　ミナ．クルビル３Ｆ 0767-53-5711

小松支社
⼩松市⻯助町３６　⼩松東京海上⽇動ビル
４Ｆ

0761-21-2133

（株）森村自動車商会　本店 七尾市中島町横田乙107 0767-66-0326

田鶴浜店 七尾市田鶴浜町ヲ11 0767-68-2033

スズキ販売七尾店 七尾市飯川町い71-2 0767-57-8080

(株)ホクバン 小松市矢崎町ナ１１ 0761-43-1337

(株)栄商事 白山市吉野ト１４６－１ 076‐255-5214 車検整備の工賃を１０％引き

(有)安田自動車 白山市瀬戸 午４４ 076-256-7324 ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ交換　３０％引き

(有)沖野自動車 かほく市高松キ13-14 076‐282-5214 オイル交換・点検無料

白江自動車整備(株) かほく市高松マ８－１ 076‐282-5800 車検整備基本点検料１０％引き。オイル交換1,000円引き（洗車サービス付き）

(有)イトウ自動車 金沢市千木町リ111-1 076‐257‐2811 車検・修理でご来店の方を対象に工賃５％引き

(有)セイクラブ 金沢市湊２丁目５２番地１ 076-201-8150

(株)上杉モータース 志賀町福野５－１－１７ 0767-32-1243 車検基本料金１０％引き。車検時オイル交換半額。

(有)バイパスカーセンター
ガソリン満タンで納車いたします。
※パスポート有効期限内で2回まで

(株)北陸マツダ

車検・法定12か月点検、ご入庫の際基本整備料金10%引き
※一部対象外のものがございます。詳しくは店舗スタッフにお問い合わせくだ
さい。

ユアサ自動車工業(株) 工賃１５％引き・車検時オイル交換無料

東京海上日動火災保険(株)金沢支店 自動車販売会社との新車商談開始前に弊社にご相談いただき、石川県内の
対象自動車販売会社から新車をご購入いただいた方に数千円の謝礼金をお
支払します。

※本事業は、石川県への移住促進及び当社がお取引するディーラーへの情
報提供として行われ、謝礼金は東京海上日動が拠出します。なお、当社の保
険への加入が義務付けられるものではありません。

・車検時工賃10％引
・オイル交換1,000円引

※原則、他の割引との併用はできません

オイル交換無料

車検整備代金　3,000円引き
その他整備工賃10%引き

以下のいずれかの特典を提供
・諸費用込から1万円値引き＋スタッドレス中古（ホイール付き）
・オイル交換3回無料券　
・カーナビ取付工賃サービス
・ETC車載器本体＋取付工賃サービス

(有)オートモービレッジ ８％割引（車検・板金塗装）

北島自動車
車検整備代金10％引き・その他整備10％引き
タイヤ預かり無料・オイル交換一回無料

(株)バイセル

新車・U-Carご成約時パスポートをご提示の上、
ＴＳ　ＣＵＢＩＣ　ＣＡＲＤで決済された方にオリジナルポイント2,000Ｐ進呈

ネッツトヨタ石川(株)　

社名・事業者名 割引・特典内容

石川トヨペット(株)

車検整備代金3,000円割引（店頭持込・店頭引取に限る）
※石川トヨペットで車両ご購入の場合は、初回車検時まで有効
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※原則、他の割引との併用はできません
社名・事業者名 割引・特典内容

新田自動車 志賀町福野ト１６ 0767-32-3322 修理の技術料３％引き

(株)藤田自動車商会 志賀町舘開スの１７番地 0767-37-1343 作業工料基本工料２５％引き

大栄商事（株） 志賀町高浜町ヤ２２３ 0767-32-1151 オイル交換　点検時または来店時1000円引き

(有)高浜自動車整備工場 志賀町高浜町ケ７９ 0767-32-0075

トヨダ自動車 宝達志水町菅原ロ６５ 0767-29-3601 車検整備、一般整備代金１０％引き

(有)成田モータース 宝達志水町小川２の部２８番地 0767-28-2131

(有)志雄自動車販売 宝達志水町荻市い２ 0767-29-4577 車検整備、一般整備の工賃１０％引き

(有)釜井自動車商会 七尾市中島町奥吉田ロ部31番地 0767-66-0230 車検・法定12ヶ月点検・鈑金　工賃１０％引き

(株)大領自動車商会 中能登町藤井ト－１２ 0767-77-1950

金沢市新神田４丁目８番１６号 076-291-6755

珠洲市宝立町春日野ろ字１２３番地１ 0768-84-2238

廃車買取のハイシャル
大阪府大阪市西区南堀江1-1-14　四ツ橋
中埜ビル4F

0120-932-037

車陸送.com
大阪府大阪市西区南堀江1-1-14　四ツ橋
中埜ビル4F

0120-932-524

中古車の個人売買のクリマ
大阪府大阪市西区南堀江1-1-14　四ツ橋
中埜ビル4F

0120-932-591

車に関する総合自動車サービス
「モビフル」

大阪府大阪市西区南堀江1-1-14　四ツ橋
中埜ビル4F

06-6484-6518

ECサイトで商品を購入いただく際に20％OFFクーポンをプレゼントしす。
（ECサイトURL:https://shop.mobi-ful.jp/collections/all）
・申込方法（メールのみ）
①右記メールアドレスにご連絡ください。（marketing@union-eternity.co.jp）
※タイトルを「いしかわ移住パスポート特典申込」とし、「お名前」と「いしかわ移
住パスポートの写真」を添付の上送信をお願いします。
②クーポンコードを弊社よりご連絡させて頂きます。ご購入の際に、クーポン
コードをご入力ください。
※ご不明な点は、06-6484-6518

作業工賃５％引き

車検整備代金（諸費用別）　１０％引き
レンタカー料金　１０％引き

車検時工賃１０％引き
オイル交換１０００円引き

お車ご購入の方にお得なサービス券を2枚プレゼントするにゃんฅ(=＾ェ＾=)ฅ 　
1枚につき1台分
 
☆エンジンオイルオイル(5ℓ）もしくは☆タイヤ交換が無料！！※有効期限　納
車から1年間有効

（株）セベラルオート

購入者：サイト内で車の購入が成立した場合、手数料から2,000円割引
出品者：サイト内で車の売却が成立した場合、手数料から2,000円割引

（株）カーライフ中野
オイル交換＝1,000円（税込）（１回４㍑まで）
タイヤ保管料無料
レンタカー20％オフ

普通自動車の買取価格＋1万円 
軽自動車の買取価格＋5000円

陸送・輸送料金から3,000円割引

ユニオンエタニティ（株）
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