※原則、他の割引との併用はできません

いしかわ移住パスポート協賛事業者一覧
社名・事業者名
住宅建築・リフォーム（77社91店舗）

所在地

電話

割引・特典内容

飛鳥住宅(株)

金沢市三口新町3丁目3番18号

金沢

076-222-1122 新築・リフォーム工事における請負金額の3％相当の商品サービス

(有)アルクモリ

小松市島町ル30番地1

小松

0761-44-8330

(株)アントール
金沢本社
金沢鞍月支店
金沢南支店
七尾本店

金沢市森戸2丁目216番地
金沢市近岡町101-1
金沢市光が丘3丁目255-1
七尾市上府中町ス8番地1

金沢
金沢
金沢
七尾

キャロットホーム (株)駒沢建工

野々市市御経塚1丁目476番地1

野々市

小松市今江町6丁目681番地

小松

076-287-3746
076-201-8877 新築工事における建物本体価格の５％引き
076-225-3065
0767-53-4311
新築工事の際、
0120-78-1289 ・カーポートプレゼント（2台用）
・床暖房プレゼント（リビング・ダイニング）
0761-21-1289 のいずれかを提供
※移住後２年以内

(株)久保建築

野々市市住吉町21番15号

野々市

(株)シィー・プランニング

金沢市八日市1丁目639番地

金沢

076-246-1313 リフォーム工事における工事代金の３％引き
076-287-3951 エコキュート460L 1台相当分提供

(株)玉家建設

金沢市入江3丁目29番地

金沢

076-291-3411 新築工事の際、オリジナル「リビングローボード」（25万円相当）を提供

中村住宅開発(株)

金沢市駅西新町3丁目1番35号

金沢

新築工事の際、
076-221-7666 ヒートポンプ式床暖房（LDK）設置サービス

西内工務店(株)

白山市成町127番地

白山

076-276-2457 新築・リフォーム工事における基本料金から２％引き

(株)日本美装

金沢市古府西1-8

金沢

外壁・屋根のリフォーム：見積金額から３％引き
076-266-2000 水廻りリフォーム：内容に応じてサービスあり
(キッチン設備機器のグレードアップ など)

金沢

076-244-9122

金沢
小松

076-252-6100 新築工事における見積金額から5％割引
0761-24-1020

小松本社

＜住宅新築工事の場合＞カーポート2台用またはLDK＆寝室にエアコン（計2
台）をプレゼント
＜リフォーム工事の場合＞工事内容に合わせたパナソニック家電品をプレ
ゼント

ニューハウス工業(株)
金沢支店
金沢東部支店
小松支店
大友店

金沢市西泉1丁目66番地1
ニューハウスビルスプリングポイント
金沢市三池栄町61番地
小松市園町ハ158番地1
ニューハウス小松ビル
金沢市大友二丁目2番4

金沢

076-201-8098

金沢市新保本4-66-6

金沢

北金沢支社

金沢市諸江町下丁114-7

金沢

南金沢支社

(株)ひまわりほーむ

野々市市三日市町46街区2番

野々市

076-269-8100 新築工事・大型リフォーム工事
新築工事：ZEH（ゼロエネルギーハウス）仕様（太陽光発電除く）500,000円引
076-225-8500 き（但し、50坪まで・2020年度まで）
1,000万円以上リフォーム工事：300,000円引き
076-248-7411 500万円以上リフォーム工事：150,000円引き

(株)フジタ

白山市博労3丁目27番地

白山

新築工事の際、住宅設備機器（30万円相当）を提供
076-276-1500 ※移住後３年以内

北陸ミサワホーム(株)
金沢北支店
金沢南支店
七尾営業所
小松営業所
みづほ工業（株）

金沢市堀川町23番23号
金沢市西金沢4丁目555番地
七尾市藤橋町戌23番地1
小松市大領町ロ37番地

金沢
金沢
七尾
小松

金沢市八日市5丁目562番地

金沢

076-233-2737
076-249-3302 ・新築は建物本体価格の３％引き
0767-52-2266 ・リフォームは請負金額の３％引き
0761-24-4631
0120-811-324 新築・リフォーム工事における工事金額から3％引き

（株）家元

金沢市大河端町東55番

金沢

076-255-1201 新築・リフォームの際、工事請負金額から3％引き

（株）イシダ住建

金沢市古府1丁目43番地2

金沢

・不動産仲介手数料20％引き
076-269-8087 ・新築住宅の断熱材：ウールブレスサービス

宏州建設（株）

金沢市駅西本町1丁目3番15号

金沢

新築工事の際、パナソニックエアコンＪシリーズ「ナノイー」搭載省エネ基準ク
076-263-5355 リアモデルエアコン1台（10畳用）をプレゼント

アオイ建設（株）

七尾市本府中町ル45番地5

七尾

0767-52-2502 新築・リフォーム工事等の工事代金から3％引

山﨑商事（株）

白山市小柳町ろ145番地

白山

オール電化・ＩＨコンロに変更の際、見積もり無料で実施
076-273-5355 ご成約時には見積金額の10％引き

(株)小波瓦工業

羽咋郡志賀町直海ス61番地

志賀

0767-38-1113 瓦工事における請負金額から3％引き

小中出建設(株)

加賀市大聖寺地方町13番地6-2

加賀

0761-72-0711 新築・リフォーム工事等における工事代金から3％引き

ほそ川建設(株)

金沢市示野町西3番地（金沢Ｈ・Ｋビル）

金沢

076-267-8008 新築工事における見積金額から3％引き

(株)沢野建設工房

かほく市七窪ホ5-1

かほく

Scale-5（庭・外構デザイン工事）

野々市市下林3-293-4

【新築】
自社管理天然無垢材のダイニングテーブル（4人掛け）、またはセミダブル
ベッドのどちらか一つをプレゼント
076-283-3360 【リフォーム】（工事金額500万円以上）
自社管理天然無垢材の座卓（4人用）を1つプレゼント

野々市

076-259-6175 設計・施行料金から5%引き

アンド・はとや（電化製品、住宅リフォーム施工）
能美市大成町二丁目８－１

能美

0761‐55‐4000 商品・工事代金を３％引き

ＪＳ Ｗｏｒｋｅｒｓ(株)（設計、建築工事）

川北町朝日52番地2

川北

076-287-5508 新築・リフォーム工事等の工事代金から３％引き

スミダ電機(株)

白山市美川末広町カ１５５

白山

076-278-2345 特別プレゼントお渡しします（キッチンペーパー等）

(株)鳥山設備（管工事）

白山市手取町ケ11-1

白山

076-278-3383 請負金額より５％引き

浜上建具（一般建具、取り付け家具）

白山市美川永代町甲1-47

白山

076-278-2633 障子張替え 基本料金から５％引き

(株)プロスペリティ北陸（住宅リフォーム塗装）野々市市藤平田2-63-2

野々市

076-246-8646 仮設足場工事費30％OFF

橋本商会（外壁）

金沢市西金沢3-464

金沢

090-2090-1833 見積料金から５％引き

建築よしたか（一般住宅大工工事）

野々市市稲荷2-226-203

野々市

090-2033-6223 施行代金5,000円引き

嶋村工業（空調設備）

野々市市新庄3-339-2

野々市

090-8093-6406 見積料金から５％引き

(有)ヨシダ（防水工事）

野々市市若松町1-55

野々市

彦設備（空調設備）

野々市市本町1-4-12

野々市

076-294-0103 施行代金1,000円引き
076-246-2238 8％引き

(株)橋爪建築（建築工事）

野々市市矢作3-42

野々市

076-246-1551 見積料金から５％引き

山口建装（建築塗装）

野々市市三納2-48-1

野々市

076-248-7116 見積料金から５％引き

喜多建築板金（建築板金工事）

かほく市高松ツ226

かほく

076‐281-1394 工事料金より５％引き

桜井材木（建築工事、修繕）

かほく市高松ソ37

かほく

076‐281-2185 工事金額に応じてオーダーメイド家具プレゼント

金木塗装店（外壁塗装）

かほく市木津二１６－７

かほく

076-285-1082 見積料金から５％引き

文六建築（建築工事）

かほく市高松丁15-1

かほく

076‐281-0841 見積料金から３％引き

板坂建具店（木製建具）

かほく市高松フ24

かほく

076‐281-0534 建具工事より３％引き

沖眞建築（建築工事）

かほく市高松ラ２－１６

かほく

076‐255-0210 大工工事より３％引き

フタクチ電設工業(株)

かほく市高松ミ5番地3

かほく

076‐281-1918 工事受注の際は見積金額より５％引き
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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)今一電気商会

かほく市木津ロ２４－１

かほく

076‐285-1325 工事受注の際は見積金額より５％引き

木野建設(株)（外構、土間コンクリート）

金沢市才田町は58

金沢

076-258-5131 工事代金から10％引き

(有)エー・シー・アール（外構、土間コンクリート）
金沢市利屋町218

金沢

076-257-2413 工事代金から10％引き

道村電機水道

津幡町七黒り10

津幡

076-288-1717 工事代金から3％引き

(有)中佐巧芸（一般建具）

金沢市粟崎町5-19-2

金沢

076-238-7055 オーダーメード家具の見積もり無料 支払金額から5%引き

(有)将建工業（足場）

金沢市湊2丁目120番19

金沢

076-290-5477 基本料金20%引き

道下造園

内灘町白帆台1-12-1

内灘

090-4323-7030 庭木の手入れ・植栽工事等 5%引き

藤田工業（鉄骨工事）

内灘町鶴ケ丘5-1-396

内灘

090-9764-0105 工事費から3,000円引き

中居外装（外壁）

内灘町白帆台1-405

内灘

076-286-0112 工事代金3%引き

松川技研（外壁）

内灘町大根布6-90-1

内灘

076-225-8390 施工代から8%引き

荒木ユニットサービス（ユニットバス交換）

内灘町千鳥台1-27

内灘

076-238-0983 施工費5%引き

建築工房 梅（建築工事）

内灘町大学2-162

内灘

076-205-5586 住宅リフォーム、見積診断無料。工事代金8%引き

吉治塗装（外壁）

内灘町緑台2-177-1

内灘

090-7744-7185 塗装工賃から5%引き

(株)茶谷組（外構）

内灘町大根布4-133

内灘

076-286-1266 施工代から5%引き

(株)雅翔工房（建築工事）

内灘町白帆台2-525

内灘

076-205-0255 住宅の建築・リフォーム工事代金3%引き

(株)ナカムラ工業（外構）

金沢市湊1-94

金沢

076-255-6180 外構工事施工代金5%引き

加藤塗装（外壁）

内灘町鶴ケ丘2-134

内灘

090-5680-5095 見積料金から５％引き

わたなべ工務（建築工事）

内灘町大根布2-119

内灘

076-208-3051 建築リフォーム、見積より3%引き

シメギ設備（水回り工事）

内灘町鶴ケ丘4丁目1-371

内灘

090-8969-7470 水回り工事、施工費5%引き

中島石材店

志賀町富来領家町レ部１－１

志賀

（タイル張り、洗い出し、石張り、その他石に関する作業、石クリーニング）
0767‐42‐1193 工事費より１０%引き

(株)稲岡建設（土木、舗装、水道設備）

志賀町矢田い２６－１

志賀

0767-37-2211 工事費３％引き

建築板金のぶ（屋根）

志賀町高浜町ヤ１４９－２１

志賀

090‐3886‐5814 通常見積りから３％引き

(有)和光産業

志賀町福野ロの６５番地１

志賀

ＬＰガスご契約の方、ご契約初月の基本料金を全額値引き（初回のみ）
0767-32-3516 器具取替、配管工事お見積りの方、見積価格よりさらに３％引き（何度でも）

大和建築（建築設計・工事）

志賀町代田ワの19番地

志賀

0767-37-1508 見積金額から3％引き

(株)土一板金工業所（屋根、外壁、雨とい） 宝達志水町荻市ヨ１１

宝達

0767‐29‐2062 基本料金から４％引き

森口建設(株)（木造建築工事）

中能登町小金森ホ部９８番地

中能登

0767‐77‐1311 新築工事・リフォーム工事金額の５％引き

井川造園（株）

穴水町字大町い-21

穴水

0768-52-0695

金沢市松寺町卯39

金沢

076-214-4128

嵐 建具工芸社（建具販売、リフォーム設計・施工）
能登町字宇出津山分10字28番地2

能登

0768-62-4488 粗品（ボールペン等）プレゼント

(有)マックユニオン

野々市

マックユニオンのサービスとして、住宅一軒リノベーションにてエアコン１台（６
076-256-3466 畳間）サービス。（工事費別途）

植栽工事をご注文いただける方にシンボルツリー１本プレゼント
かなざわ店（展示場があります。）

野々市市粟田4丁目26

南俊允建築設計事務所（一級建築士事務所）
能美郡川北町与九郎治島へ28

川北
090-7088-2687 設計完了後、物件の模型or完成までの記録ブックレット・本 贈呈

東京オフィス

東京都杉並区阿佐ヶ谷北6-21-24-106

東京

喜多ハウジング（株）

金沢市新保本３丁目３番地

金沢

500万以上ご成約の方に、リフォーム券（クルクラ金券）５万円分プレゼン
076-240-1240 ト！！

山内環境計画設計

白山市平松町89－7

白山

076-275-9007 相談料20％割引
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