ＧｏＴｏイートプレミアム加盟店（いしかわ新型コロナ対策認証制度への申請店）
店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
＠の字
金沢市 もりの里1丁目５５番地 Alicia 1F
7days soup cafe
金沢市 広岡1-9-28アパホテル金沢駅前1階
8番らーめん みなと大橋店
金沢市 北間町ホ８０－３
8番らーめん もりの里店
金沢市 田上の里１－７１
8番らーめん 鞍月店
金沢市 戸水１－８０
８番らーめん 横川店
金沢市 米泉 1-70-1
8番らーめん 笠舞店
金沢市 笠舞本町１－１－６
8番らーめん 高柳店
金沢市 高柳町３－１－１
8番らーめん 城北南店
金沢市 小金町４－２０
8番らーめん 入江店
金沢市 入江3-143
８番らーめん駅西本町店
金沢市 駅西本町２丁目１－３
８番らーめん金沢駅店
金沢市 木ノ新保町１－１金沢百番街あんと内
８番らーめん金沢西インター店
金沢市 森戸１丁目１０１番
８番らーめん御影店
金沢市 御影町３番１２号
8番らーめん犀川大橋店
金沢市 片町2-21-12 KDビル1F
８番らーめん諸江店
金沢市 諸江町上丁４５２－１
8番らーめん森本店
金沢市 百坂町ニ25
８番らーめん泉ヶ丘店
金沢市 泉野出町４－３－３２
８番らーめん大徳店
金沢市 松村町ヌ７番１号
８番らーめん福久店
金沢市 福久東1-20-10
A_RESTAURANT
金沢市 片町2-23-12 中央コアビル2階
AI PINI
金沢市 安江町18丁目35番地
ANAクラウンプラザホテル金沢
金沢市 昭和町１６－３
ANAクラウンプラザホテル金沢 カスケイド ダイニング
金沢市 昭和町１６－３
ANAクラウンプラザホテル金沢 カスケイド ラウンジ
金沢市 昭和町１６－３
ANAクラウンプラザホテル金沢 ビアテラス
金沢市 昭和町１６－３
ANAクラウンプラザホテル金沢 中国料理 花梨
金沢市 昭和町１６－３
ANAクラウンプラザホテル金沢 鉄板焼 加賀
金沢市 昭和町１６－３
ANAクラウンプラザホテル金沢 日本料理 雲海
金沢市 昭和町１６－３
ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ
金沢市 武蔵町15番１号
ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ KENROKU
金沢市 武蔵町15番１号
ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ バーラウンジ
金沢市 武蔵町15番１号
ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ 宴会場
金沢市 武蔵町15番１号
ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ 鳳凰
金沢市 武蔵町15番１号
bakery&cafe DIPSY
金沢市 田上町神35番地
Bakery&Cafe MAPLE HOUSE
金沢市 高柳町二字５６－２
Bar Daisy
金沢市片町2丁目22‐17幸楽ビル1階A号
Bar KIRIKOU
金沢市 長町1丁目1番62号2階
BAR扉
金沢市 木倉町2-7 上海会館2階
Bistro Oriental
金沢市 広岡1-5-3クロスゲート金沢2階
Bistro紙屋市べゑ
金沢市 片町1-8-21
Bon Appetit
金沢市 泉野出町3-13-2
BRICK HOUSE
金沢市 大額3丁目253
Cafeたもん
金沢市 東山１－２７－７
Cafe甘Stand東山店
金沢市 東山3-2-18
Cafe甘杜の里店
金沢市 もりの里 1-156
Cafe甘本店
金沢市 武蔵町13-17
CAKE&DINING CAFE MICHIKUSA
金沢市 御所町未11-3
CEPPO
金沢市 窪6丁目112
ChillOut&ソフトクリーム畑石川県庁前店
金沢市藤江北3-301リージェントⅡ１階
ciel bleu kitchen
金沢市 山科1丁目26番12号 山科ガーデン101
cocochi最中
金沢市 長町1－3－５１
CoffeeHouseさんさんごご
金沢市木越町ソ１－１
COIL
金沢市 袋町1-1かなざわはこまち2F
Continental Dining ARON
金沢市 もりの里1-58 ミレニアムハウス1-B
cucina NUMMA クチーナ・ヌンマ
金沢市 堀川町 9-21 オンリーワンテラス2階
Dinette
金沢市 広岡1-5-3
ＤＩＮＩＮＧ ＢＡＲ ＨＩＤＥＯＵＴ（ダイニングバー ハイドアウト） 金沢市 片町2-3-7 スペース237ビルB1F
dining bar JOINING
金沢市 上堤町２－２ 藤原ビル１F
Dining BAR-TENDER
金沢市 片町1-11-1
Dining kitchen Lazo
金沢市 新保本３－７サンハイツ西納１０６
DORUMIRU.kanazawa
金沢市 広岡1-5-3クロスゲート金沢1F
FIVE - Grill ＆ Lounge
金沢市 広岡 1-5-2
Flair&DiningBar Flora
金沢市 片町2丁目21-18 3Ｆ
flora
金沢市 片町一丁目８ー１片町シャンテビル4階
FOODCLUB
金沢市 広岡1-5-3 クロスゲート金沢2F
FUMUROYA CAFE
金沢市 香林坊１丁目１－１ 大和香林坊店 5F
Ｆｕｓｉｏｎ２１
金沢市 広坂1-2-1
HATCHi金沢 by THE SHARE HOTELS
金沢市 橋場町3-18
HUM&GO＃アトリオ店
金沢市 香林坊1-1-1アトリオBF1
HUM&GO＃橋場町スタンド
金沢市 橋場町3-18HATCH&#299;内
Hレストラン
金沢市 広岡 1-5-2
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店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
ICHIUME
金沢市 笠市町５－４
iomare（イオマレ）
金沢市 高岡町18-2
ITALIAN BAR くま3
金沢市 片町1-1-20 スパイラルイン柿木畠1F
Jazz Spot 穆然
金沢市 尾山町6-22 Zig 1F
JO-HOUSE
金沢市 石引2-7-10
kanahana
金沢市 増泉3丁目2-22吉浦ハイツ1階
ＫＫＲホテル金沢
金沢市 大手町2番32号
KKRホテル金沢 レストランアイビス
金沢市 大手町２番３２号
KUMU 金沢 by THE SHARE HOTELS
金沢市 上堤町2-40
LittleTeaPot
金沢市 桜田町1-276 ラ・メーラ103号
Los Angeles
金沢市 大手町２－２５ レジデンス大手門１０１
Luxury India Rubina
金沢市 広岡1-5-3クロスゲート金沢２F
MA～なべや金沢店
金沢市片町-2-23-12中央コアビルＢ1
MAKINONCI
金沢市 山の上町25-18
Meal
金沢市 尾山町12-16
MOGURA KITCHEN
金沢市 浅野本町1-15-21
MORON CAFE
金沢市 長町 2-4-35 1F
NIKUダイニング meat meet
金沢市 武蔵町 アッシュビル2 B1F
OSUTERIA ALBERO
金沢市 片町2丁目10番地3号
Ｐａｏｌｏ
金沢市 白菊町19-7
Ｐｕｎｉにんにくや
金沢市 片町1-4-18ＴＡＬＫタテマチビルＢ1
remref
金沢市 常盤町21-2
Restaurant serenite
金沢市 三口新町1丁目22ー22
Restaurant & Bar INDIGO
金沢市 駅西本町3-15-47
RoofTerrace Bar
金沢市 広岡 1-5-2
RRR GRILL KITCHEN
金沢市 鳴和町イ10-3
Seafood&OysterBar Salt
金沢市 片町2-31-40
SHAQ BIGHOUSE
金沢市 高岡町 7-30
SHOGUN BURGER 金沢店
金沢市 広岡1ー5ー3 クロスゲート金沢２F
Steady.
金沢市 竪町99
STREET VENDOR
金沢市 長町１－３－１０－３
Stylish Chinese SHENGしぇん
金沢市 大友1-11Miビル
Tapioca＆Tea JURAKU
金沢市 武蔵町13-29 あさぢビル1F
TEA ROOM & BARぽっちゃん
金沢市 香林坊1丁目２－４０教育会館ビルA
THE TEA SHOP CHANOMI
金沢市 富樫2-8-24
TILE
金沢市 此花町4番18号
UCCカフェプラザピノ
金沢市 片町2-7-6 うつのみやクアルトプラザ1F
VECCHIO ALBERO
金沢市 木倉町2丁目６番地
vin amour
金沢市 広岡 1-5-3 クロスゲート金沢 2F
WENGE
金沢市 富樫3丁目1番35号
YAKINIKU&STEAK 銀
金沢市 田上さくら1-140
ZenrinCafe
金沢市 野町１－３－２２
zuiun dining
金沢市 泉本町4-17
ア・ラ・フェルム・ドゥ・シンジロウ a.La.ferme.de.Shinjiro 金沢市 尾張町1丁目9番9号
アイ・エリア
金沢市 鞍月２丁目１番地 地場産業振興センター
あかめ寿し
金沢市 本町1－9－15
あたらよ金沢
金沢市 片町1丁目9-2
アパホテル〈金沢駅前〉
金沢市 広岡1-9-28
アパホテル〈金沢駅前〉saishunn
金沢市 広岡1－9－28
アパホテル〈金沢駅前〉アルカンシェール
金沢市 広岡1－9－28
アパホテル〈金沢駅前〉ラ・ベランダ
金沢市 広岡1－9－28
あまつぼ クロスゲート金沢店
金沢市 広岡１丁目５番３号クロスゲート金沢２Ｆ
あまつぼ本店
金沢市 柿木畠4-7
アリーカフェ
金沢市 畝田西3-583
アルティジャーノ金沢店
金沢市 藤江北4-293
アレジィ
金沢市 東力1丁目48番地
あをき
金沢市 千日町 5-2
あんやと
金沢市 片町2-21-35 エルビルイースト1階1号室
いいとこ鳥 大豆田本店
金沢市 大豆田本町
いきなり！ステーキ 金沢福久店
金沢市 福久町ホ23-1
いしや
金沢市 彦三町2-8-3
イタリア料理 イケミ
金沢市 桜田町2丁目91-1
イタリア料理ウーヴァウーヴァ
金沢市 木倉町5-4
いたる
金沢市 柿木畠3-8
いな穂
金沢市 木倉町5-4
いな葉村
金沢市 諸江町上丁321
イルキャンティ金沢
金沢市 武蔵町1-18ホテルリソルトリニティ1階
イルマーレ
金沢市 片町2-5-11
インデアン本店
金沢市三口町火３５３番地
うしおやひがし茶屋街店
金沢市 東山1-7-9
うつわかきいろ
金沢市 下堤町36
うどんそば 天一屋
金沢市 三馬2-244
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店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
うどん亭 大黒屋
金沢市 長土塀 2-18-23
うなぎ四代目菊川クロスゲート金沢店
金沢市 広岡1-5-3 クロスゲート金沢商業棟 2F
うまい門
金沢市 本町2丁目15-11 ポルテ金沢B1F
うまい門
金沢市 木ノ新保町1-1 金沢百番街
エバンス（EVANS）
金沢市 尾張町2-6-1
エミマグ
金沢市 高柳町3字6-1
エリタージュ
金沢市 彦三町2-2-18 FIXビル 1F
おすしと和食 はた中
金沢市 此花町4-21
オステリア デル カンパーニュ
金沢市片町2丁目31-33
おでん居酒屋 三幸
金沢市 片町1丁目10番3号
おでん山さん
金沢市 木ノ新保町1－1
おでん茶屋 えみ
金沢市 米泉8-98
おと川
金沢市 長町1丁目1番4号
オリエンタルブルーイング金沢駅店
金沢市 木ノ新保町1-1 あんと西2階
オリエンタルブルーイング香林坊店
金沢市 香林坊2-4-26 香林坊ブランシュ1階
オリエンタルブルーイング東山店
金沢市 東山3-2-22
オレンジガーデン もりの里店
金沢市 田上さくら3-11 ヴァンガードヒル1階
お好み焼 しずる
金沢市 片町1丁目12-24
お好み焼 つくし
金沢市 三馬2丁目252番地神保ビル1F
お好み焼 古川 有松店
金沢市 有松3-3-23
お好み焼 天晴屋
金沢市 駅西本町 3-14-21
お好み焼きかわさき
金沢市 畝田中4-1-25
お好み焼古川 もりの里
金沢市 もりの里1-205
お好み本舗んまい屋 金沢店
金沢市磯部町ニ２７－１
お宿やました
金沢市 湯涌町イ165-1
お食事処 飛鳥
金沢市 駅西新町1丁目13番5号
お多福 中橋店
金沢市 中橋町1-13
お多福 長町店
金沢市 長町１丁目７番１２号
かかし
金沢市片町一丁目10-18石崎ビル一階
カガノトザワタリアンラフォレスタ
金沢市 西泉1-66-12
カサ・デ・リブ カナザワ
金沢市 柿木畠5-8 阿部ビル地下
かつや金沢示野店
金沢市示野中町１－８８
かつや金沢新神田店
金沢市新神田２－１２－３
かなざわ玉泉邸
金沢市 小将町8-3
かなざわ石亭
金沢市 広坂1-9-23
かなやキッチン
金沢市 若宮2丁目20番地
かに吉
金沢市 本町２丁目６－４
カフェ アロマ
金沢市 武蔵町 14-3 池内ビルBF
カフェ スミカグラス
金沢市 鞍月5-74
カフェ ドゥ アッシュ
金沢市 南町6-12 国際ビジネス学院ビル1F
金沢市 木ノ新保町１－１ JR金沢駅構内 金沢百番街・あんと 西 百番キッチン
カフェ 加賀麩不室屋
カフェ＆ブラッスリー ポール・ボキューズ
金沢市 広坂2－1－1しいのき迎賓館1F
カフェ・ドゥ・フロール
金沢市 香林坊2丁目12番36号 森ビル1F
カフェとある丘
金沢市 下谷町チ97番地
カフェレンテ
金沢市 湯涌町イ17-3
がブリチキン。金沢東口店
金沢市 本町７－６サイジョーエステートビル１階
からあげ専門店 鶏笑 金沢店
金沢市 みどり2-6-4
カレーのチャンピオン高柳店
金沢市 高柳町2-15-1
カレーハウスCoCo壱番屋 金沢小坂店
金沢市 小坂町北179-2
カレーハウスcoco壱番屋 金沢西インター店
金沢市 森戸2-202
カレーハウスCoCo壱番屋 金沢有松店
金沢市有松2-5-5
カンパーニュ クチーナ＆バール
金沢市 木ノ新保町1-1あんと西
かん奈
金沢市小立野3-11-10
キッチン ラベンダー
金沢市 野田 2-25
キッチンTOMO
金沢市 広坂1丁目2-20
キャナリィ・ロウ金沢鞍月店
金沢市鞍月3-128
キャラバンサライ松村店
金沢市 松村町ヌ40-5
キャラバンサライ泉が丘店
金沢市 泉が丘2丁目６－３３
キャラバンサライ田上さくら店
金沢市 田上さくら2丁目２７
キャラバンサライ武蔵店
金沢市 青草町88 近江町いちば館地下1階
キャラバンサライ本店
金沢市保古３－５１
きんつば中田屋 東山茶屋街店 甘味処 和味
金沢市 東山1丁目5番9号
きんつば中田屋 有松店 甘味処 和味
金沢市 有松5丁目8番22号
クラフトビア麦畑
金沢市 片町 2-8-3 香ビル4F
グリルオーツカ
金沢市 片町２丁目９番１５号
くるまやラーメン 金沢諸江店
金沢市 諸江町中丁207-1
クロスゲート金沢 和牛ステーキ割烹だいすけ
金沢市 広岡一丁目5-3 2F
クロスゲート金沢２F スタンレーダイニング
金沢市広岡1丁目５－３
ケーキハウスエンゼル
金沢市 福増町79-1
ゲームっちカフェ
金沢市竪町32地下1階
ケムリとカオリ
金沢市 尾張町1-2-8 LINNAS KANAZAWA
ごいし奴 ツー
金沢市 木倉町2-2 浅香ビル1F
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店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
ゴールデンブラウン金沢
金沢市 堀川新町3-1 フォーラス金沢1F
ゴールドカレーエムザ店
金沢市 武蔵町15-1 金沢エムザ地階
ゴールドカレー本店
金沢市 藤江北1-393
ココス金沢鞍月店
金沢市 戸水2-81
ココス金沢示野店
金沢市 戸板西2丁目1番地
ココス金沢大桑店
金沢市 大桑2丁目30
ココス金沢八日市店
金沢市 八日市5-446
ココス金沢福久店
金沢市 福久2丁目58番地
ココス元町店
金沢市 元町2-5-7
ココス諸江店
金沢市 諸江町30-1
ココス小立野店
金沢市 小立野1-9-20
ココス泉ヶ丘店
金沢市 泉野出町4-2-16
ここちや
金沢市 十間町18
ごっつおやふく美味
金沢市 黒田2丁目124
この花寿し
金沢市 堀川町6番4号
ごはんダイニング チョップスティック
金沢市 新保本4-65-20
コムクレープ
金沢市 広岡１－５－３ クロスゲート金沢
コメダ珈琲店金沢高柳店
金沢市 高柳町ニ32
コメダ珈琲店金沢松村店
金沢市 松村3丁目358
コメダ珈琲店金沢直江店
金沢市 直江東1丁目158
コリヤンハウス駅前店 韓の家
金沢市 此花町 9-13
コリヤンハウス大豆田店
金沢市 大豆田本町甲13-1
コリヤンハウス大同門
金沢市 片町1-9-13
こわん
金沢市 片町2-22-13サイガワスカール2階
コンコント菓子店
金沢市 横川5-267
ご当地ラーメン巡
金沢市 堀川町２７－２
ご飯処 かどや
金沢市 堅田町乙137-4
ザ・スクエアホテル金沢
金沢市下堤町10
サーティワンアイスクリーム アルプラザ金沢店
金沢市 諸江町30-1アルプラザ金沢内
サーティワンアイスクリーム イオンタウン金沢示野店
金沢市 戸板西1丁目55番地イオンタウン金沢示野内
サーティワンアイスクリーム イオン杜の里店
金沢市 もりの里1-70 イオン杜の里店内
サーティワンアイスクリーム 金沢久安店
金沢市 久安2丁目326
サーティワンアイスクリーム 金沢元町店
金沢市 元町2-197
サイゼリヤ金沢香林坊東急スクエア
金沢市 香林坊2-1-1香林坊東急スクエア４F
さかなや 珠洲
金沢市 広岡1-3-37
さくら茶屋
金沢市 兼六町２－５０
さぶろうべい藤江店
金沢市 藤江北4-472
サロン・ド・シェ・ヌゥ
金沢市 大桑町カ391番地
サロン・ド・テ・カワムラ
金沢市 野町2-24-7 2階
サングラスとカフェMito
金沢市 香林坊2-12-10せせらぎパサージュ2-B
シーフード ＆ ステーキ 男爵
金沢市 幸町3-14
シープスヘッド
金沢市 片町2丁目23-6とおりゃんせ2F
シエスタ
金沢市 四十万町北ワ 43番地3
シエル・エ・メール
金沢市 諸江町下丁87-4
ジガーバー セントルイス
金沢市 片町2-21-2クイーンズビル１Ｆ
シフクノオト金澤寿司Dining
金沢市 高岡町12-45ロイヤルシャトー南町B1
ジムホール
金沢市 片町1-5-15 セキビル 3階
じもの亭
金沢市 上近江町27-1
ジャーマンベーカリー 百番街店
金沢市 木ノ新保町1-1 （Rinto内）
ジャーマンベーカリー 片町店
金沢市 片町1-3-24
シャトー
金沢市 武蔵町16-42
しゃぶしゃぶ温野菜 もりの里店
金沢市 田上さくら3-94
しゃぶ菜 金沢フォーラス店
金沢市 堀川新町3番1号金沢フォーラス6階
シャマロン
金沢市 東山3丁目4番15号
ジャルダン ポール・ボキューズ
金沢市 広坂2－1－1しいのき迎賓館２F
スーフランシュ
金沢市 上安原町938-2
すき焼 長谷川亭
金沢市 笠市町2-1
スシロー金沢駅西店
金沢市 駅西新町3丁目1-2
スシロー金沢有松店
金沢市 有松2-4-33
すし居酒屋はち
金沢市 福久町へ69番地1
すし捨寺町
金沢市 寺町3丁目15-17
すし処 大敷
金沢市 西念３－５－２４
すし食いねぇ！金沢高柳店
金沢市 高柳町ニ32
すし食いねぇ！金沢寺地店
金沢市 寺地2-3-10
すし食いねぇ！県庁前店
金沢市 西都1-51
すし膳 大喜
金沢市 本町2-6-27
すゞめ 金沢百番街店
金沢市木ノ新保町1-1JR金沢駅「あんと」内
スタバックス コーヒー 金沢エムザ店
金沢市 武蔵町１５－１ 金沢エムザ
スタバックス コーヒー 香林坊東急スクエア店
金沢市 香林坊2-1-1 香林坊東急スクエア
ステーキあなだ
金沢市 片町ト7-5
ステーキかんだ
金沢市 三馬2-239
ステーキハウス にしむら
金沢市 中川除町59
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ステーキハウスNEKOYANAGI
金沢市 安江町１２－３２
ステーキハウス大膳
金沢市 武蔵町１５－１ 金沢エムザB1F
ステーキハウス大地
金沢市 東力町4-203
ステーキハウス大和
金沢市 諸江町30-1アルプラザ金沢敷地内
ステーキ宮金沢中央店
金沢市 長田2-28-25
ステーキ片瀬
金沢市 北安江1-5-35
ステーキ雄
金沢市 片町1丁目10-4 1階
スペイン料理 アロス
金沢市 木倉町 1-7
すみのこ
金沢市 木倉町2-5
セレクトキッチン ニクータ
金沢市 大桑2丁目380
そば処 みや村
金沢市 神宮寺2丁目27番22号
そば料理 そばのはな
金沢市 尾山町2-32
ダートコーヒー岡田屋アルプラザ金沢店
金沢市諸江町30-1アルプラザ金沢１階
ダートコーヒー岡田屋金沢エムザ店
金沢市武蔵町15-1 金沢エムザ地下１階
ダイニングレストラン クローバー
金沢市 大額町ル８
ダイニング髪結
金沢市 金石西2-5-2
たかじ金沢駅前店
金沢市 本町2-19-10
たかじ香林坊店
金沢市 香林坊2-3-17
ダチーロ
金沢市 古府2-41
タブリエ
金沢市木倉町５－１
タベルナラッテ
金沢市 堀川町4-4セントラルホテル1F
タリーズコーヒー金沢入江店
金沢市 入江2丁目188
ちかちゃん
金沢市 南森本町リ105-27
チキチキ
金沢市もりの里3丁目127
ちゃーしゅうや武蔵 アルプラザ金沢店
金沢市 諸江町30番1号
チヤルダ
金沢市 下堤町20堤町ビル101
チュー エムザ店
金沢市 武蔵町１５－１
ちょい呑みダイニング 貴
金沢市 安江町255番地3
つけめん桜福久店
金沢市 福久町ト9-1
ツナグカフェ MAPLE HOUSE
金沢市 木ノ新保町1-1
つば甚
金沢市 寺町5-1-8
ディスティーノブルックリンニューヨーク
金沢市 泉野出町2-3-6
デュ・ボンタン
金沢市 袋町1番1号 かなざわはこまち 1F
てらおか風舎金沢店
金沢市 寺地2-2-2
テルメ金沢
金沢市 松島町 17番地
テルメ金沢 ねまる
金沢市 松島町 17番地
テルメ金沢 囲
金沢市 松島町 17番地
テルメ金沢 油湯
金沢市 松島町 17番地
トゥール・モンド・シュシュ 鞍月本店
金沢市 鞍月5-53
ときわ亭
金沢市 南森本町イ105番地1
ドクターズクリエーションカフェ８７
金沢市 広岡3丁目3-70
ドトールコーヒーショップ金沢武蔵ヶ辻店
金沢市 下堤町７－２
ドトールコーヒーショップ石川県立中央病院店
金沢市 鞍月東２－１
とと屋
金沢市 本町２丁目８－７
とのまち
金沢市 浅野本町ロ114
ともちゃん
金沢市 木倉町6番4号 やきとり横丁内
トラットリア アーシ
金沢市 円光寺 3丁目3-1
トラットリア クアクア
金沢市 増泉2-7-11
とりあえず吾平押野店
金沢市 磯部町25-1
とりあえず吾平石川金沢鞍月店
金沢市 戸水1-86
とり源
金沢市香林坊
とんかつ蔵
金沢市伏見新町２７７-２
とんかつ堂
金沢市 東力町4-202
どんぐり
金沢市 並木町1番8号
とんとん亭 駅西店
金沢市 北安江3丁目16-17
なかや食堂
金沢市 片町1-7-19 片町一番館1F
なべ・割烹太郎
金沢市 主計町2番7号
なんでやねん
金沢市 御所町寅２９－１
のざきの焼魚
金沢市 青草町88 近江町いちば館1F
のどぐろ旬菜みのりや
金沢市 京町25-20 ソフトオフィスビル1階
のど黒めし本舗いたる
金沢市 片町2丁目7-5
のらり
金沢市 小橋町1-15
ノリオターブル
金沢市 北安江4-8-31
パーラー・コクフ
金沢市 新竪町3-118
パスタが美味しいバル酒場Giraud（ジロー）
金沢市 吉原町ヨ100 森本タウンハイツ
パティスリー＆パーラー Ｈｏｒｉｔａ２０５
金沢市野田２ー２０２
パラダイス バー
金沢市片町１丁目１１番５号 八億年ビル１F
パリミラ
金沢市 泉が丘1-3-28
パンマルティ
金沢市広岡１丁目５－３ クロスゲート金沢 １Ｆ
ビアペアリングレストラン WW
金沢市片町1-3-21 片町プレーゴ
ひがし ほたる
金沢市 東山1丁目23-11
ビストロ アンサンブル
金沢市 柿木畠3-1ミロスビル1階
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ビストロ シャレ
金沢市 南町4番60号 大同生命ビル1階B室
ビストロ ひらみぱん
金沢市 長町 １丁目6番11号
ビストロ リンク
金沢市 東御影町58-2
ビストロ レガル
金沢市 窪7丁目279
ビストロ・ド・ラ・コンティ
金沢市 玉川町5番4号
ビストロ・レガーレ
金沢市 直江西1丁目73
ビストロ金沢とどろき亭
金沢市 東山1-2-1
ビリオン珈琲 金沢久安店
金沢市 久安4-404
フラワーシティ
金沢市 小金町8-17
ブルーバー
金沢市 片町2-29-5
ぶんごや 金沢店
金沢市 しじま台2-14-16
ペッパーランチ イオンもりの里店
金沢市 もりの里１丁目７０ イオンもりの里フードコート１F
べに屋
金沢市 昭和町昭和町１１－１
ペルケ Pizzeria PERCHE
金沢市 東山1丁目12-3
ホーム・くっく わかばやし
金沢市 新竪町3丁目4番地1
ホテル金沢
金沢市堀川新町1-1
ホテル日航金沢 ザ・ガーデンハウス
金沢市 本町2-15-1
ホテル日航金沢 ファウンテン
金沢市 本町2-15-1
ホテル日航金沢 ラ・プラージュ
金沢市 本町2-15-1
ホテル日航金沢 ル・グランシャリオ
金沢市 本町2-15-1
ホテル日航金沢 銀杏
金沢市 本町2-15-1
ホテル日航金沢 桃李
金沢市 本町2-15-1
ホテル日航金沢 弁慶
金沢市 本町2-15-1
ポムの樹 金沢フォーラス店
金沢市 堀川新町3-1 金沢フォーラス6F
まいどおおきに食堂 金沢神宮寺食堂
金沢市 神宮寺1丁目7-30
まいどおおきに食堂 金沢田上食堂
金沢市 田上さくら2丁目107番地
まっとう 福喜寿司 金沢店
金沢市 広岡1-5-3クロスゲート金沢2F
マルガリータ
金沢市 武蔵町13-29ヒオビル2F
マルシェロロ金沢
金沢市 寺町4-12-20
ミスタードーナツ アルビス高柳ショップ
金沢市 高柳町二字６３－１
ミスタードーナツ 金沢杜の里ショップ
金沢市 田上の里１丁目８７
ミスタードーナツ石川県庁前ショップ
金沢市鞍月４丁目１１５番地金沢ジーサイドビル１F
みんなＤＥステーキ 金沢店
金沢市田上本町4丁目200番地 TAGAMI3号館1F
むさし
金沢市尾張町1-9-4
むつぼしマーケット長坂店
金沢市長坂2-24-3
めいどりぃた
金沢市 観音堂町ル41-22
めん工庵 野路
金沢市 八日市出町514
めん房つるつる長坂店
金沢市 泉野出町1-22-21
めん房本陣 鞍月店
金沢市 戸水1-413
めん房本陣 高柳店
金沢市 高柳町1-88-1
めん房本陣 大桑店
金沢市 大桑3-14
めん房本陣 東力店
金沢市 東力町ニ185
モスバーガー金沢諸江店
金沢市 北安江4-12-20
モスバーガー金沢中央バイパス店
金沢市 西都1-277
もつ鍋もつ焼き さいさい
金沢市 片町2-23-12 中央コアビルB1F
もろみ蔵
金沢市 大野町2丁目39番地
やきとりの名門 秋吉高柳店
金沢市 高柳町 1-88-1
やきとりの名門秋吉 香林坊店
金沢市 香林坊2丁目11番4号
やきとり笑吉
金沢市 玉川町12-15
やきとり大吉小立野店
金沢市 石引２－６－３
やきとり大吉西金沢店
金沢市 米泉町7-73-12
やき鳥の名門 秋吉近岡店
金沢市 近岡町391-1
ゆにろーず金沢TS店
金沢市千木町ル21-1
ゆわく高尾
金沢市 湯涌町イ47
よふ葉
金沢市 本多町1-6-12
ら～めん 松田屋
金沢市 寺中町ホ6
ラ・パレット
金沢市 小橋町16-1
ラ・ベットラ・ダ・オチアイ カナザワ
金沢市 香林坊2-1-1 香林坊東急スクエアG階
ラ・メゾン・ドゥ・ミズキ
金沢市 尾張町1-9-11
ラーメンと焼き鳥 五鉄
金沢市 本町２丁目８－８－１
らーめん世界桜田店
金沢市 桜田町1-213
らーめん世界西泉店
金沢市 西泉2-115
らーめん世界福久店
金沢市 福久町ト8-1
らーめん風花
金沢市 此花町2番4号
ライフイズスイート
金沢市 窪5-571
らくや
金沢市 香林坊2-3-18
ラシック
金沢市 袋町4-23
ラポール
金沢市 下本多町六番丁11番地
リカーワールド華クロスゲート金沢店 HANA surprise
金沢市 広岡1丁目5番3号
リカーワールド華クロスゲート金沢店 HANA surprise
金沢市広岡1丁目5番3号
リストランテ アマレット
金沢市 田上本町4-32
リストランテラヴィータ
金沢市 泉が丘2-6-32
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ル ミュゼ ドゥ アッシュ 金沢店
金沢市 出羽町2-1 県立美術館内
ルノワと満月とワイン
金沢市 香林坊2-12-18zoineビル1F
レストラン APRE BANGKOK
金沢市 片町２－３－７スペービル９階
レストラン シェ・ヌゥ
金沢市 大桑町カ392番地
レストラン セントメリー
金沢市 藤江北4丁目210
レストラン ボンテ
金沢市 間明町2-213
レストラン 七草
金沢市 野町２丁目4-22 アパホテル金沢野町 １階
レストラン 林檎とわかば
金沢市 十三間町120番地
レストラン＆イン ATSUSHI
金沢市 小将町5-29
レストランMEGU
金沢市 窪4‐400
レストランいこい
金沢市 大樋町1番7号
レストラン自由軒
金沢市 東山1丁目6-6
れんが亭
金沢市 大和町1-1 金沢市民芸術村内
ロスタル
金沢市 安江町17番28号
ロビーカフェ「ファシーノ」
金沢市 香林坊1-2-16
ワインバー シャトーシノン
金沢市 片町1－1－18 宇野ビル2階
わいんばーる 数登美
金沢市 野町2-26-2
ワイン食堂 ソワカ
金沢市 本町2-6-15金沢駅前ビル2F
ワルツ
金沢市 袋町1番1号 かなざわはこまち 1F
愛宕 加登長
金沢市 東山1丁目28番14号
庵とん
金沢市 高尾台1丁目408番地
井ノ弥
金沢市 上近江町33-1
一滴
金沢市 堀川新町２－４８ サンファーストビル 1F
一番星
金沢市 下堤町 20番地 堤町ビル1F102号
一風堂 金沢香林坊店
金沢市 片町1-2-3
逸味潮屋 近江町いちば店
金沢市 青草町88 近江町いちば館1階
卯蕎
金沢市 子来町55-14
駅の蔵・金沢駅店
金沢市木ノ新保町1-1 金沢百番街あんと西３Ｆ
炎牛MOJAR
金沢市 藤江北2-301
押寿し体験厨房金澤寿し
金沢市 東山1丁目15-6
欧州風食堂Ogawaya Kitchen（オガワヤキッチン）
金沢市 福久町ホ30-1 パルティール21 1-Ｃ
欧風食堂ザファラン
金沢市 此花町2-24金沢駅前ホテル1F
王将寿司
金沢市 鳴和1丁目14-21
翁寿司
金沢市 彦三町2－1－5
加賀屋金沢店
金沢市木ノ新保町1-1 金沢百番街 あんと
加賀丸いも麦とろ 陽菜 （カガマルイモムギトロ ヒナ） 金沢市 伏見新町２５５番地 サンピア泉ケ丘２階
加賀百万石の味げんかん
金沢市 本町1－9－10
加賀料理 加能
金沢市大額町ル8番地
加賀料理 八百辰
金沢市 笠舞2-1-39
加賀料理秋月
金沢市 森山1丁目2番18号
加登長 横安江町店
金沢市 安江町13番30号
加登長総本店
金沢市 下近江町42番地
華正楼
金沢市 笠舞本町２丁目５番２号
菓ふぇMURAKAMIクロスゲート金沢店
金沢市 広岡1-5-3 クロスゲート金沢 105区画
回転寿司 左衛門
金沢市泉が丘２丁目１２－３５
廻る富山湾 すし玉金沢駅
金沢市 木ノ新保町1-1 あんと2階
懐石かめや
金沢市 野町2-1-7
海の食堂 BAY ARCE
金沢市 無量寺町リ６５
海鮮居酒屋けん坊
金沢市 新神田5丁目55-1
海天すし元町店
金沢市 元町2－157－1
海天すし港店
金沢市 戸水1丁目84
海天すし田上店
金沢市 田上の里2丁目31
海遊亭
金沢市 大工町20
角の店
金沢市 長町3-11-6
楽らく
金沢市 旭町２丁目7-28 サンシャインハウス1F
笠市寿し龍
金沢市 笠市町９－７
笠舞おでんつぼみ
金沢市 笠舞本町1-1-1
割烹 いけ森
金沢市 芳斉1丁目6-11-6
割烹 みや川
金沢市 額新保1-431
割烹 やま田
金沢市 松村 １丁目68-1
割烹 一十百（かずとも）
金沢市 片町2-26-16
割烹 桶田
金沢市 片町2丁目29-22
割烹 魚常
金沢市 並木町1-10
割烹・寿司 志げ野
金沢市 片町1-8-22
割烹いしみ
金沢市 長町1丁目2-20
割烹たけし
金沢市 片町2-32-4
割烹ゆづる
金沢市 片町1-8-1シャンテビル1F
割烹わ田
金沢市 片町1丁目10番地5号
割烹松由
金沢市 大工町２番地
割烹孫助
金沢市 長町1丁目3-52
割烹大浦
金沢市 玉鉾1丁目75番地
割烹百萬
金沢市 笠舞3丁目1番1号
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ＧｏＴｏイートプレミアム加盟店（いしかわ新型コロナ対策認証制度への申請店）
店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
割烹利休
金沢市 有松4丁目13番37号
釜炊きおにぎり みつや
金沢市 本多町3丁目10-15 押野谷ビル
鎌倉パスタ金沢フォーラス店
金沢市 堀川新町3-1 金沢フォーラス6F
鎌倉パスタ金沢直江店
金沢市 直江町37街区19番地
貫平鮨
金沢市 本町2丁目11番15号
韓国料理・韓式焼肉 宮GUNG
金沢市 本江町1番21号 イワモト第二ビル1階
丸奄
金沢市本町2-17-5
岩本屋 金沢駅西店
金沢市 二ツ屋町10-10
岩本屋 金沢間明店
金沢市 間明町1丁目250
岩本屋 金沢久安店
金沢市 久安1丁目466
岩本屋 金沢福久店
金沢市 福久東1丁目88
季節のおばんざい 中にし
金沢市 片町 ２丁目23-6 1-4号店
季節料理・おでん 黒百合
金沢市 木ノ新保町1番1号 金沢百番街 あんと
季節料理と和み酒 十二の月
金沢市 片町2丁目23-12 中央コアビル１Ｆ
菊よし さか井
金沢市 長町2-1-1
吉野家金沢百番街店
金沢市 木ノ新保町1-1百番街 百番キッチン内
喫茶はあと
金沢市 長土塀2丁目18番24号
喫茶メルツバウ
金沢市 尾山町１－２５青山ビル１Ｆ
喫茶竹屋
金沢市 大手町6番1号
久連波
金沢市 東山1-24-3
宮田鈴庵
金沢市 東山3-16-8
居酒や 風風
金沢市 尾山町5-3セブンハイツ1F
居酒屋 あぶり亭
金沢市 神野1丁目32
居酒屋 カーサミア
金沢市 幸町 7-5
居酒屋 くいしんぼ
金沢市 幸町14-3
居酒屋 花組
金沢市 木倉町１－５
居酒屋 空海
金沢市 東山3丁目14番14号
居酒屋 五郎八
金沢市 木倉町3番3号
居酒屋 小路
金沢市 芳斉2丁目15-15奥野第一ビル1階
居酒屋 和が家
金沢市 示野中町１丁目３番地
居酒屋がっぽ
金沢市 此花町11-19
居酒屋たぬき
金沢市 木曳野４丁目２７６番地
居酒屋にしき
金沢市 芳斉1-5-17
居酒屋金沢
金沢市 片町2-5-8 勝田ビル1F
漁師寿司食堂 どと～んと日本海
金沢市 西念4丁目14番8号
魚がし食堂 中央市場店
金沢市 西念4丁目14番8号
魚がし食堂 東力店
金沢市 東力2丁目158番地
魚がし鮨
金沢市 福増町北1402-2
魚せん広岡
金沢市 広岡１丁目３－２５
魚楽食堂 海ん中
金沢市 此花町3-3ライブ1ビルB棟地下1階
魚匠庵
金沢市 駅西新町3-13-17
魚笑
金沢市 諸江町30-1アルプラザ金沢 別棟１Ｆ
魚半
金沢市 香林坊2-12-15
京祇園ねぎ焼 粉
金沢市 片町２丁目７番２１号
蕎麦 穂乃香
金沢市 金市町ニ-71
蕎麦処 大藪
金沢市 二口町ハ21
玉泉庵
金沢市 丸の内1
近江町 旬彩焼
金沢市 上近江町21番地1
近江町海鮮丼家ひら井 いちば館
金沢市 青草町88 近江町いちば館2階
近江町海鮮丼家ひら井 本店
金沢市 上近江町29
近江町食堂
金沢市 青草町1番地
金城樓
金沢市 橋場町2-23
金城樓
金沢市 橋場町2-23
金沢イタリアン Bo・Bo（ボボ）
金沢市 進和町78-2
金沢おでん一品料理勝一
金沢市 広岡1-4-11
金沢かつぞう本店
金沢市 駅西新町3-20-12
金沢ギルド
金沢市 片町1-7-19一番館1階
金沢なごみ亭北都
金沢市 西都1丁目32番地
金沢ニューグランドホテル スカイダイニング ロワ
金沢市 南町４番１号
金沢ニューグランドホテル ダイニング 蔵
金沢市 南町４番１号
金沢ニューグランドホテル プレステージ
金沢市 南町 ４番 １号
金沢ニューグランドホテル プレミア
金沢市 南町 ４番 １号
金沢ニューグランドホテル プレミア レストラン ポロ 金沢市 南町４番１号
金沢ニューグランドホテル 加賀料理 友禅
金沢市 南町４番１号
金沢ニューグランドホテル 中国料理 犀江
金沢市 南町４番１号
金沢の食べ処呑み処 大黒屋
金沢市 片町 2丁目7-2
金沢ぼてぢゅう
金沢市武蔵町１５番１号 金沢エムザ B1F
金沢まいもん寿司金沢駅店
金沢市 木ノ新保町1-1 金沢百番街あんと
金沢まいもん寿司新神田店
金沢市 新神田2丁目14番20号
金沢まいもん寿司本店
金沢市 駅西新町3-20-7
金沢ゆめのゆ
金沢市 藤江南３丁目２６番地
金沢回転寿司輝らり
金沢市 広岡1-9-16 マストスクエア1階
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ＧｏＴｏイートプレミアム加盟店（いしかわ新型コロナ対策認証制度への申請店）
店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
金沢牛タン食堂 10＆10
金沢市 西念 4丁目7-1 C棟
金沢国際ホテル
金沢市大額町ル８番地
金沢犀川温泉川端の湯宿「滝亭」
金沢市末町23-10
金沢四季彩/ABURI
金沢市 堀川新町セントラルアーク1.2F
金沢旬菜 なごみや
金沢市 片町2-25-5 プラザビル1F
金沢焼き肉 獅子丸
金沢市大友２丁目１００
金沢焼肉楽処万場
金沢市 安江町19－3
金沢焼肉楽処万場 金沢南店
金沢市 窪7－255－2
金沢茶屋／つづみ／小松弥助
金沢市 本町2丁目17番21号
金沢東急ホテル
金沢市香林坊2－1－1
金沢東山鮨処たかしま
金沢市東山1丁目1-33
金沢肉食堂 10＆10
金沢市 西念4丁目14番8号
金沢肉食堂別館 焼肉 肉まみれ
金沢市 西念 4丁目14番8号
金沢白鳥路 ホテル山楽
金沢市 丸の内 ６番３号
金沢味食亭よし久
金沢市 昭和町11-20
金沢野町 太一坊
金沢市 野町3-19-6
金沢和食みんなのまなぶ
金沢市 片町
金沢餃子酒場
金沢市 広岡1-5-15ゼオンビル1Ｆ
金茶寮本店
金沢市 寺町1丁目8‐50
金澤 かが美
金沢市 本町２丁目２－３
金澤 居酒屋八
金沢市 西念３丁目１９－１３
金澤 紙萌
金沢市 里見町35 中川ビル1F
金澤 斉や
金沢市 此花町11-22 フォーナインビル2階
金澤LINK
金沢市 東山１丁目１２－７
金澤おくや
金沢市 片町2-31-27
金澤さくら亭
金沢市 兼六町兼六町２－３２
金澤せつ理
金沢市 高岡町4-5
金澤つきや
金沢市 大工町38番地
金澤テロワール
金沢市 玉川町12‐17
金澤ひつじ 駅前本店
金沢市 此花町9-18
金澤ひつじ 諸江店
金沢市 諸江町中丁261番
金澤ぷりん本舗
金沢市 東山1-13-10
金澤もんよう
金沢市 香林坊2-12-34
金澤よこ山
金沢市片町２丁目30-9 大井ビル1階
金澤屋珈琲店十間町店
金沢市 十間町27-1
金澤屋珈琲店本店
金沢市 丸の内5-26
金澤玉寿司せせらぎ通り店
金沢市 香林坊2丁目1-1
金澤玉寿司総本店
金沢市 片町2丁目21-19
金澤鼓
金沢市片町2-23-12中央コアビル１F
金澤濃厚中華そば神仙
金沢市西念4-7-1
金澤味噌らぁめん秀
金沢市 もりの里3-233
九十九金沢店
金沢市 此花町3-3 ライブ1ビルB棟1F
串カツ＆鉄板焼どらん有松店
金沢市 有松3-3-30
串カツ酒場ナニワ屋 入江店
金沢市 入江1-22
串カツ田中金沢店
金沢市 芳斉2丁目５－３５
串カツ田中金沢片町店
金沢市 池田町三番丁43
串こよみもりの里店
金沢市 もりの里3丁目231番地
串こよみ諸江店
金沢市 諸江町6番23号
串処 六文銭
金沢市 松村町ヌ２０８
串焼かず家
金沢市 天神町1丁目13番地13号
串揚げいやさか 金沢せせらぎ通り店
金沢市 長町1丁目3-57
串揚げいやさか 金沢六枚店
金沢市 本町２丁目7-1
健康食工房たかの
金沢市 三口新町 ３－１１－２２
兼六園 ことぶき
金沢市 兼六町1-24
兼六園 三芳庵
金沢市 兼六町1-11
兼六亭
金沢市 兼六町1-20
原宿南国酒家 香林坊店
金沢市 香林坊1丁目1番1号 香林坊大和8階
源左ェ門 片町店
金沢市 片町2-2-25銀河会館1F
源左ェ門 木倉町店
金沢市 木倉町5-3
古都美金澤
金沢市 広坂1丁目2番27号
故郷ダイニングまれ
金沢市 此花町 10-17 マイステイズ金沢キャッスル１F
御料理 うおあき 御座敷 雛菊
金沢市 諸江町上丁188番地
幸兵衛寿司
金沢市 橋場町1-6
香むぎ
金沢市 高柳町ニ字15-1 マンションＫ's 1階
香りん寿司
金沢市 博労町79
香林坊 いたる
金沢市 片町2丁目7-5
高倉町珈琲金沢桜田店
金沢市 桜田町1-201
今伴フード＆ドリンク
金沢市 有松2丁目15-3
彩賀
金沢市 主計町2番11号
彩美食 絆
金沢市 横川3丁目153番地
菜喰安心院
金沢市 安江町4-9
菜香樓 金沢エムザ店
金沢市 武蔵町15-1
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店舗/施設の所在地
菜香樓 金沢百番街あんと店
金沢市 木ノ新保町ロ1-1
菜香樓 新館
金沢市 駅西新町2-8-15
菜香樓 本館
金沢市 西念3-15-21
桜はなび
金沢市 本町1-3-32
桜桃
金沢市 野町２丁目２４番４号
三四味屋
金沢市 西念4-14-8
三代目 清右エ門
金沢市 高柳町2-13-1 アベニューヒルズ1F
三味
金沢市 観音町1丁目5番6号
山乃尾
金沢市 東山1-31-25
刺身屋
金沢市 青草町15-1
四季のテーブル
金沢市長町１丁目１番１７号 青木クッキングスクール１Ｆ
四季彩菜くすの樹
金沢市 武蔵町12-1 ADビル 2F
四季料理 はる馬
金沢市 田上本町4丁目189-1
市の蔵・近江町市場店
金沢市青草町88 近江町いちば館2Ｆ
市場めし あまつぼ
金沢市 下堤町３８－１
志の助
金沢市 入江3丁目73番地
旨い魚と野菜の金澤じわもん料理 波の花
金沢市 広岡2-13-5
時雨亭
金沢市 兼六町1-5
次平
金沢市 東山 １丁目 7-7
自家製麺 杵屋 金沢エムザ店
金沢市 武蔵町15-1 金沢エムザB1階
鹿児島県霧島市塚田農場金沢駅西口店
金沢市 広岡１丁目９－１６ マストスクエア金沢 2階
芝寿しのさと
金沢市 いなほ２－５
蛇の目寿司 額店
金沢市 額新保1-445
蛇之目寿司本店
金沢市 片町1丁目1番12号
手創り旬菜と和食せん
金沢市 昭和町15-17 ファーストレーベン昭和町1Ｆ/2Ｆ
酒・彩・和処 ながせ
金沢市 片町2-31-40 高雄ビル1F
酒と魚菜わたり
金沢市 本町2丁目5-29
酒屋 彌三郎
金沢市 本多町3-10-27
酒処 なっちゃん
金沢市 金石下本町4-1
酒房猩猩
金沢市 香林坊2-12-15割烹むら井ビル1F
酒味処 馬づら
金沢市 田上さくら2-26
酒味房 ひりゅう
金沢市 伏見台2-8-7
寿し駒 兼六園店
金沢市 兼六町２－２０
寿し若
金沢市 長田1丁目5-46
寿し亭
金沢市 福久町 ハ18-8
寿司栄涌波店
金沢市 三口新町1丁目5番14号
寿司居酒屋 かちかち山
金沢市 福久東１－３２
寿司処ごんべえ
金沢市 三馬1丁目46
寿司小料理 旬
金沢市 西金沢4-579-1
寿司龍
金沢市 上荒屋2丁目54-1
秋吉 新神田店
金沢市 新神田2丁目13番地18
秋吉 福久店
金沢市福久東１－１４－１
秋吉金沢もりの里店
金沢市 田上さくら３－８
秋吉金沢片町店
金沢市 片町2丁目23-12中央コア1F
春甚
金沢市 石引2丁目9-2
旬魚季菜 とと桜
金沢市 片町２丁目５－５
旬魚亭
金沢市 北安江3丁目1番38号 水産会館1階
旬彩グリル香林
金沢市 香林坊1丁目1番1号 香林坊大和8階
旬彩菜魚 りゅう
金沢市 御影町12-14
旬彩和食 口福
金沢市 青草町88 近江町いちば館2階
旬菜串焼き静流
金沢市 藤江北 2丁目 334
旬菜焼はざま
金沢市 下本多町6-6-1-2フラットno1
叙々苑 金沢店
金沢市 南町2-1 北國新聞会館 21階
匠味。ふく楽
金沢市 糸田2丁目20-1
小太郎
金沢市 片町2-30-12
小立庵
金沢市 小立野4-2-3
小料理 青木
金沢市 幸町1-15 七沢ビル1階
昭和ホルモン館安原店
金沢市 福増町北1347
松魚亭
金沢市観音町3丁目4-45
焼き鳥屋PaPaROKU
金沢市 袋町4-30
焼肉 和久
金沢市 保古1-90
焼肉 とらじ
金沢市 高尾南3丁目83-3
焼肉 以波太
金沢市 神宮寺町1-13 山下ビル1F
焼肉 雲門
金沢市 北安江町3-13-5
焼肉 歓
金沢市 小立野4-1-22
焼肉 牛たか山 本店
金沢市 福増町517
焼肉 牛若
金沢市 保古2丁目70番地
焼肉 真心
金沢市 泉野町5-3-3
焼肉 千鳥
金沢市 本町2丁目5-4
焼肉 徳三
金沢市 八日市4丁目334
焼肉 飛天龍
金沢市 御所町寅29
焼肉KAZUMARU金沢久安店
金沢市久安2丁目451
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ＧｏＴｏイートプレミアム加盟店（いしかわ新型コロナ対策認証制度への申請店）
店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
焼肉koba浅野本町店
金沢市 浅野本町2-19-20金沢クインビル1F
焼肉いちぼ金沢駅前店
金沢市 堀川町5-10
焼肉いちぼ片町店
金沢市 片町1-8-25
焼肉おか崎
金沢市 新保本3丁目17
焼肉きたじま
金沢市 尾山町4-11
焼肉げんまん
金沢市 もりの里3丁目172
焼肉じゃんじゃん
金沢市 横川6丁目80番地べコリーヌ横川1階 103号室
焼肉たかちゃん
金沢市 額新保1丁目281番地3
焼肉たむら金沢店
金沢市本町2丁目6-25
焼肉つばさ
金沢市 乙丸町甲141乙崎ビル1階
焼肉バンライ
金沢市 安江町3-29
焼肉ひで華大額店
金沢市 大額1丁目291
焼肉ぶーちゃん
金沢市 城南2-37-11
焼肉ホルモン とばち
金沢市 中村町30-22
焼肉ホルモン 芝生
金沢市 此花町8-3 KONOHANA355-1F
焼肉ホルモン一丁若宮店
金沢市 若宮1-123
焼肉屋こげたん 福久店
金沢市 福久町 ホ30 パルティール21
焼肉家じんべい
金沢市 末町１６－３
焼肉酒場にっく
金沢市 尾山町２-４２ グリーンさいどビル１階
焼肉厨房ハレルヤ
金沢市 寺中町ホ6 西田ビル1F-4
焼肉亭大島 窪店
金沢市 窪 4-408
焼肉亭大島 松村店
金沢市 松村町1-24
焼肉道場（七輪炭火焼）
金沢市 千木町ル210
焼肉肉割烹 万福
金沢市本町2丁目6番地15号金沢駅前ビル1階
焼肉龍乃介
金沢市 此花町11-15
笑酎道楽
金沢市 片町2-3-2味ビル1階
上林金沢茶舗 金沢エムザ１F 黒門小路店
金沢市 武蔵町１５－１
食楽 栞
金沢市 西都1-229
食楽空間 朋
金沢市 窪6丁目123番地
食堂 竹乃家
金沢市 西町藪ノ内通21-2
信州そば処 そじ坊 金沢百番街あんと西店
金沢市 木ノ新保町1-1 金沢百番街あんと西3階
新鮮酒場 キサラギ
金沢市 東山3丁目31-18
神鮮和さび
金沢市 本町
進もうスタンド
金沢市 片町2-8-10
仁志川
金沢市 寺町3-5-18
厨彩Ｙｕｍｅｊｉ
金沢市 保古町ニ142
水ひき亭
金沢市 高岡町21-5
水魚
金沢市 堀川新町2-1
翠園
金沢市 藤江北4-259
酔い処 さくら
金沢市 小立野4-10-36
数寄屋風旅館からさわ
金沢市 藤江南1丁目102番地
是・空 金沢久安店
金沢市 久安3丁目355
是・空 金沢田上店
金沢市 田上さくら1丁目155
是・空 金沢藤江店
金沢市 西都2丁目63
成
金沢市 寺町3-14-16
星乃珈琲店石川県庁前店
金沢市
生麩甘味処 不むろ茶屋
金沢市 東山1-25-4
西華房
金沢市 片町１丁目1-22大倉ビル1F
西洋膳所 鏑木
金沢市 木倉町1-8
石焼ステーキ贅金沢店
金沢市 無量寺4－85－1
石窯料理 Tramonto
金沢市 長坂2-10-5
赤から
金沢市 堀川町4-4
赤玉本店
金沢市 片町2-21-2 前川ビル
赤鶏備長炭 塒
金沢市 片町2-3-7 スペース237ビル1F
絶好鳥酒場 鳥びあ～の 三口新町店
金沢市三口新町2丁目4-1
千の升
金沢市 片町1-3-33 ドゥーア柿木畠1F
千取寿司本店
金沢市 石引1丁目17番2号
千房
金沢市 堀川新町3番地1号 金沢フォーラス6F
川木商店
金沢市 青草町８８番地 近江町いちば館1F
浅田屋
金沢市十間町２３番地
煎りたて珈房ディーズ中央通店
金沢市 中央通町２０番１４号
銭がめ
金沢市 板ケ谷町 イ50－1
鮮菜居酒屋とだ屋
金沢市 間明町2-90-1
全開口笑
金沢市 柿木畠5-7 全開口笑
膳・酒菜 きふく
金沢市 元町2丁目18番1号
創作焼肉料理だいご
金沢市 松村町ヌ47
双喜亭金沢店
金沢市 中村町10-20
早舟
金沢市 西念4丁目12-8
蒼海
金沢市 窪 ２－５５１
多華味屋
金沢市 観音町 1丁目1-2
太鼓寿司 高尾支店
金沢市 高尾台２丁目１４６番地
太鼓鮨 金沢駅前店
金沢市 堀川町9-22
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ＧｏＴｏイートプレミアム加盟店（いしかわ新型コロナ対策認証制度への申請店）
店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
袋町 Owls Hoot
金沢市 袋町4-25 ムサシサンビル1F
大漁居酒屋 まぐろがんち
金沢市 昭和町9-11
大衆割烹 魚吟
金沢市 片町２丁目２４－２
大衆割烹 大関
金沢市 木倉町１－５中泉ビル１階
大衆割烹山長
金沢市 安江町18-33
大衆居酒屋笑っしょい
金沢市 疋田３丁目55番地アーバン疋田102
大衆酒場 信太朗
金沢市 南新保町 ハ-9 徳田ビル1F
大衆酒場ヤングマン
金沢市 本町２丁目７-１
大清
金沢市 金石北1-13-5
大名茶家
金沢市 此花町7-5
第六ギョーザの店
金沢市 神田１－２－２１
醍庵
金沢市堀川町4-1
滝乃荘
金沢市 末町ヲ44-4
辰辰
金沢市 八日市2丁目 651
竪町きにつちに
金沢市 片町1-12-24ビバビル2階
炭火やきとりどっかん。
金沢市 示野町ロ310
炭火串焼 まる
金沢市 八日市出町256 ヨーク104
炭火焼 とり萬
金沢市 高尾台4-173
炭火焼き鳥 桜屋
金沢市 大樋町2－1
炭火焼肉 ハッピーホルモン金沢駅前店
金沢市 此花町10-14 ホテルマイステイズ金沢キャッスル1F
炭火焼肉 香洛園
金沢市 百坂町ロ88
炭火焼肉 次三郎
金沢市 片町1-10-14 八田ビル1F
炭火焼肉若竹
金沢市柿木畠2-8
炭焼き小料理かなざわ吟
金沢市 木倉町４番４号
鍛冶二丁 金沢店
金沢市 堀川新町2-48 サンファーストビル3F
談楽
金沢市 木倉町2-4談楽
茶房 似故礼
金沢市 長町 ２丁目３番1号
茶寮 わかすぎ
金沢市 瓢箪町14-15
中華そば 桜三四郎
金沢市 高尾南3丁目7番地 TAKAOビル 1階右
中華そば秋生
金沢市 米泉町1-64
中華料理 平和軒
金沢市 尾山町13-7
中国広東料理 金鼎樓
金沢市 示野町ト408番地3
中国旬菜坊 幸來
金沢市額新保1丁目331番地
中国名菜 マスタム
金沢市 旭町3-19-13
中国料理酔八仙
金沢市 片町2-2-25 銀河会館1Ｆ
中国料理麟
金沢市 寺町3丁目2番地25
中國料理翠香
金沢市 広坂1-1-48ウナ新ビル1階
石川県庁職員食堂
金沢市 鞍月１丁目１番地
朝日屋
金沢市 宮野町ホ68
町屋いたりあん kaya kaya
金沢市 泉野出町3-9-3
町家懐石 六花
金沢市六枚町2番7号
町家焼肉 かなめ
金沢市 本町2-3-23
長八・金沢駅前店
金沢市此花町5-5 玉川駅前ビル1Ｆ
長八・片町店
金沢市片町1-6-13 アパ片町第3ビル2Ｆ
辻屋商店食堂
金沢市 西念4-7-1
釣亭伝助
金沢市 彦三町2丁目1-10真和ビル
堤亭
金沢市 兼六町1-15
底曳き割烹 もんぜん
金沢市 昭和町6-8金沢シテイホテル1階
鉄板 悠
金沢市 泉本町３丁目４９番地 野村ビル１０１号
鉄板焼「凛庭」
金沢市 香林坊1-2-16
鉄板焼高尾
金沢市 大額町ル８
鉄板厨房みんなの福ちゃん
金沢市 片町2-2-20木谷ビルB1-3
天ざる そば久
金沢市 袋町1番1号 かなざわはこまち 2F
天ぷらスタンド十八番
金沢市 片町１丁目５番２０号金沢福井ビル１F
天ぷら割烹和田倉
金沢市 近岡町391-2
天ぷら酒場兎一
金沢市 石引１－５－２６ パークビューハイツ２０１号室
天ぷら専門イチバン
金沢市 広岡1-3-36 ホテルトレンド１F
天下一品金石OMEGA店
金沢市 金石本町二8番地
天神橋 大虎
金沢市 東山1-36-20
天野茶店
金沢市 東山1-3-35
天麩羅専門店天金
金沢市 橋場町2-23
都寿し
金沢市 駅西新町 1丁目31-28
土間土間金沢片町店
金沢市 片町1-6-13 アパ片町第3ビル4F
奴寿し
金沢市 神宮寺1-15-30
東山
金沢市 西泉4丁目3番地
東山 志
金沢市 東山1丁目4番地42-1 2階
東山やつはし
金沢市 東山3-2-22
東山ロベールデュマ
金沢市 東山1-13-9
湯けむり屋敷和おんの湯
金沢市 神宮寺2丁目30番1号
豆皿茶屋
金沢市 丸の内１－１ 金沢城公園鶴の丸休憩館
道とん堀金沢入江店
金沢市 入江 3－46
酉笑。金沢店
金沢市 木ノ新保町1-1 金沢駅西口ビルあんと西３階
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ＧｏＴｏイートプレミアム加盟店（いしかわ新型コロナ対策認証制度への申請店）
店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
豚太郎
金沢市 八日市出町63-2
豚炭一丁 駅前店
金沢市 昭和町12-7金駅ビル1F
豚炭一丁 押野店
金沢市 押野1-510
豚炭一丁 伏見台店
金沢市 伏見台1-193
日韓料理シジャン
金沢市 西念4-7-1
日々魚数寄 東木
金沢市 此花町1-6
日本ワインと日本酒 三寒四温
金沢市 笠市町7番17号
日本海の味 くぼ田
金沢市 高岡町1-18
日本料理 せい月
金沢市 長町1-5-14
日本料理 銭屋
金沢市 片町2-29-7
入船寿し
金沢市 矢木2-165-5
熱烈厨房
よし政
金沢市 長坂3-2-1
乃木坂な妻たち 金沢店
金沢市 戸水2丁目70
能加万菜 くし家金澤
金沢市 片町2-2-15 北国ビルディング1F
能加万菜 郷
金沢市 本町2-4-30 金沢ビルラン1F
能加万菜 市
金沢市 広岡1-5-3 クロスゲート金沢2階
能加万菜 万庭
金沢市 上堤町1-22三井ガーデンホテル金沢1F
能登牛焼ごろ 匠八
金沢市 進和町49-3
能登牛認定店 焼肉 飛天龍
金沢市 新神田4丁目14番15号
能登車座
金沢市 本町2丁目4-30 ビルラン2F
梅の屋
金沢市 野町3-24-42
梅の花 金沢店
金沢市 戸水1-101
白山そば 待合店
金沢市 木ノ新保町１－１ 金沢百番街リント内
麦酒＆葡萄酒屋 ぴるぜん
金沢市 片町1-9-20
八兆屋・金沢駅前店
金沢市本町2-15-1 ポルテ金沢Ｂ1Ｆ
八兆屋・県庁前店
金沢市西都1-96
八百屋のパーラー Ｈｏｒｉｔａ２０５
金沢市 木ノ新保町1-1 金沢百番街Rinto
備長扇屋金沢県庁前店
金沢市 藤江北4-271
備長扇屋金沢八日市店
金沢市 八日市出町155-1
尾山食堂
金沢市 尾山町2-46
美ら島の葉菜
金沢市 保古2-6
美味彩膳
金沢市香林坊1－1－1 大和香林坊店８階レストラン街
姫寿し
金沢市 八日市出町25番地
百万石うどん 南町店
金沢市 上堤町2-1 青柳ビル
葡萄酒街道
金沢市 片町1-11-19
風天
金沢市 久安1丁目414
風和利
金沢市 尾張町2-6-57
風和利 あじち
金沢市 本町2-9-29
風和利 金澤いなり 福るみ
金沢市 木ノ新保町1-1 百番街あんと西百番キッチン内
福満楼
金沢市 駅西本町6丁目3番地14
片町ちょう吉
金沢市 片町1丁目7-9
宝すし
金沢市 泉野出町3-13-1
宝勝寺カフェ
金沢市 寺町5丁目5-76
宝生寿し
金沢市 大野町4丁目72番地
北欧カフェ ａｐｉｌａ
金沢市 二口町ニ80-1
北陸金沢回転寿司のとめぐり
金沢市 広岡 1丁目5番3号 クロスゲート金沢２Ｆ
本店加賀彌助
金沢市 本町2-19-15
万昌苑
金沢市 泉野出町3-9-3 荒木ビル1F
万清亭
金沢市 兼六町1-17
満まるまる
金沢市 袋町2の14
味わい処 せん田
金沢市 八田町東887
味楽ゆめり
金沢市 本町1-3-33
味処 佐兵衛
金沢市 観音町1-1-3
味処一心
金沢市 京町２８－１６
名古屋手羽先 きんしゃち 酒場 金沢駅前店
金沢市 堀川新町2-53 セントラルアークビル６F
銘酒・焼肉 京澤
金沢市 片町2丁目24番11号 サンローゼビル1F
麺や神やぐら
金沢市 元菊町17-13
麺屋達金沢駅前店
金沢市 此花町9-18
麺屋達大徳店
金沢市 松村1丁目354
麺屋達杜の里店
金沢市 田上の里2丁目12番地
麺屋達本店
金沢市 中橋町11-13
麺屋雄
金沢市 高柳町二字9-1
野田屋茶店 本店
金沢市 竪町3番地
薬屋カフェ
金沢市 野町1丁目2番地43号 安藤芳園堂ビル1階
柳屋茶楽 金沢武家屋敷店
金沢市 長町１丁目３－４
遊楽寺
金沢市 片町2-3-26
誉や
金沢市 窪6-235-1
洋食 レンガ館
金沢市 四十万町北イ50番地
洋食 勝乃屋
金沢市 武蔵町１５－１ B1
洋食屋RYO
金沢市長町1丁目4番57号長町ビル1F
溶岩あぶり焼き 肉BAR流やまと
金沢市 片町1-10-18 ホクリク犀川ビル２号館２階
来来亭南新保店
金沢市 南新保町ロ92-1
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ＧｏＴｏイートプレミアム加盟店（いしかわ新型コロナ対策認証制度への申請店）
店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
雷風海南鶏飯
金沢市 香林坊2丁目11番21号
落雁諸江屋 にし茶屋菓寮
金沢市 野町2-26-1
龍苑 尾山酒楼店
金沢市 尾山町４－１４
龍龍亭
金沢市 片町 1-10-15 青山ビル1階
料亭 大友楼
金沢市 尾山町2-27
料亭 穂濤
金沢市 清川町3-11
料理 椀
金沢市 窪5丁目639 Ｄ‘hill 101
力八精肉店直営 金澤力八
金沢市 西念2丁目30-16
緑草音
金沢市 天神町2丁目1-10-1
緑団地お多福
金沢市 みどり1丁目257-2
倫敦屋酒場
金沢市 片町 1-12-8
歴々 金沢駅店
金沢市 木ノ新保町1-1
浪花中華 風星
金沢市 駅西新町1丁目39-5 インテリフィック101
六角堂
金沢市 観音町 3－4－42
六角堂 Grill＆Bar
金沢市 観音町 3－4－46
六角堂 せせらぎ通り店
金沢市 香林坊2‐1‐1 香林坊東急スクエア せせらぎ通り側
和カフェとお食事さくら
金沢市 広坂１丁目２－２４ ファーストホテル 1F
和菓子村上 本社店
金沢市 泉本町1-4
和甘味 つぼみ
金沢市 柿木畠3-1
和酒Bar狗鷲
金沢市 上堤町2-33
和食麺処サガミ金沢松村店
金沢市 松村4丁目377
和茶寮 一の月
金沢市 袋町1番1号 かなざわはこまち 2F
和亭寿し良
金沢市 野町2丁目1番3号
和風中華 招龍亭
金沢市 西念3-5-35
壺屋本店 壷亭
金沢市 尾張町2丁目16番4号
瑪蜜黛 香林坊東急スクエア店
金沢市 香林坊2-1-1東急スクエアGF
餡屋musubu東山店
金沢市 東山1-13-5
鮨 いくた
金沢市 片町1丁目4-4
鮨 櫂
金沢市 玉鉾1丁目84番ヴェールハウス玉鉾1階
鮨みつ川
金沢市 東山1-16-2
鮨楽こもり
金沢市 片町2丁目30-6
鮨処あさの川
金沢市 主計町2-13
鮨処秀よし
金沢市 西念3-2-32
鮨歴々 近江町店
金沢市 十間町27-1
Epice（エピス)
七尾市 和倉町ワ部13-1
(株)宮本水産
七尾市 中島町外イ29
（能登食祭市場内）鹿渡島定置
七尾市 府中町 員外 13-1
３番ラーメン
七尾市 中島町崎山２－２５
8番ラーメン 七尾西店
七尾市 藤橋町 申50-1
8番らーめん七尾店
七尾市 古府町チ79
いしり亭
七尾市 生駒町16番地4
インフォメーション
七尾市 府中町員外13-1 能登食祭市場１階
おうた民宿
七尾市 中島町長浦子部25番地
オレンジガーデン 七尾店
七尾市 府中町員外13-1 能登食祭市場2階
お好み焼笑楽
七尾市 藤野町ロ4
お宿すず花
七尾市 和倉町 ル部4-7
かき処 海
七尾市 中島町浜田ツ部21番地
カフェ カントリーロード
七尾市 盤若野町トの16
カレーのチャンピオンナッピィ店
七尾市 藤野町ロ部3ー2
カレーハウスCoCo壱番屋 七尾藤橋店
七尾市藤橋町申46-1
ココス七尾店
七尾市 小島町大開地1-78
ごはん処 一歩
七尾市 小島町大開地3-8
さわだ旅館
七尾市 能登島向田町に部１２番地１
しゃぶしゃぶ蔵 七尾店
七尾市 本府中町 ル35-3
スタミナ軒
七尾市 小島町レ-108-1
ステーキ赤蔵
七尾市 高田町ヘ部77
なかじま猿田彦温泉 いやしの湯
七尾市中島町小牧ヨ部１１６
なかじま亭
七尾市 中島町中島甲９２－１
のどぐろ総本店 和倉
七尾市 石崎町香島1-30
のみ処 令和
七尾市 和倉町ヨ部17-3
フードコートうらら
七尾市 藤野町ロ部38 ナッピィモール内
ブロッサム
七尾市 和倉町ヲ部２２－２
ほっとらんどNANAO
七尾市 旭町イ部24-1
ホテル海望
七尾市 和倉町和歌崎部12-3
ゆけむりの宿 美湾荘
七尾市 和倉町和歌崎3-1
ゆめはな
七尾市 小丸山台3-21-1
らーめん亭
七尾市府中町員外13-1能登食祭市場内
リストランテ リオ
七尾市 湊町1-145-8
ル ミュゼ ドゥ アッシュ 和倉店
七尾市 和倉町ワ部65-1
レストラン エレファント
七尾市 田鶴浜町を部２番地
レストラン はいだるい
七尾市 石崎町 タ部2-13
ろばた焼 みつこま
七尾市 中島町上町乙部94－４
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店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
茜屋珈琲茶房
七尾市 一本杉町31-12
駅マルシェ わんだらぁず
七尾市 中島町浜田ノ-1-12
縁むすび処 時々
七尾市 魚町5
奥能登山海市場
七尾市 中島町田岸1番地8
加賀屋 七尾店
七尾市 府中町員外１３－１ 能登食祭市場2階
割烹おとみ㈱
七尾市 中島町浜田1－69－1
割烹浜夕
七尾市 郡町2部18－21
喜多方ラーメン がんばり屋
七尾市 神明町イ19-5
居酒屋 海ぼうず
七尾市 本府中町二部42-1
漁師屋秀
七尾市 若林町い127-1
蕎麦処くき
七尾市 中島町小牧ラ部69番甲地
串滿斎やきとり家竹松（食祭市場店）
七尾市 府中町員外13-1
串滿斎やきとり家竹松（本店）
七尾市郡町2部62番地４
御料理 五十番
七尾市 中島町中島３部６７番地
幸寿し本店
七尾市 相生町30-1
国民宿舎 能登小牧台
七尾市中島町小牧井部５５
山田屋 能登食祭市場店
七尾市 府中町員外
山藤家食堂
七尾市 府中町25-5
蛇之目寿司
七尾市 和倉町ワ部20番地7
手打うどんそばどんどんたつるや
七尾市 白浜町
酒肴房
七尾市 矢田新町ハ部１０番地
寿し一
七尾市本府中モ-28-1
旬彩旬魚 あぐら
七尾市 和倉町ワ部１１－７
松乃鮨
七尾市 府中町220番地6
焼鳥 銀座 長八
七尾市 大手町101
焼肉 寿美好
七尾市 光陽台41
焼肉ひでくら
七尾市 石崎町香島2-5-4
焼肉武蔵
七尾市 大田新町ハ-9
青海楼
七尾市 府中町239番地
千代ずし
七尾市 松本町 二部２５ー１
創作居酒屋のれん
七尾市 本府中町ル-45-5
創作料理くるみ
七尾市 本府中わ部2-1
大将寿司
七尾市 大手町112番地
大政寿司
七尾市 三島町66-11
炭火やきとり 鶏うま
七尾市 石崎町ヨ部63-3
池亀
七尾市 田鶴浜町ハ部23番地
中華料理 北京
七尾市 和倉町ひばり2丁目98-1
朝漁れ一番哲
七尾市 神明町ロ22-4
鳥よし
七尾市 神明町ロ部19-15
田舎のカフェ いろり庵
七尾市 満仁町ワ部５３番地
湯快リゾート 金波荘
七尾市 和倉町ヨ部91-1
日本の宿 のと楽
七尾市 石崎町香島1丁目14番地
能登すしの庄 信寿し
七尾市 和倉町ひばり３－１２０－１
能登ミルクファクトリー
七尾市 和倉町 ワ部13-6
能登海鮮丼 みとね
七尾市 和倉町ワ部２３番地３
浜焼きコーナー
七尾市 府中町員外13-1 能登食祭市場１階
民宿 中村家
七尾市 能登島佐波町ヨ-25-1
木村功商店
七尾市 中島町瀬嵐ク部70の1番地
洋食レストランはいから食堂
七尾市 能登島向田町128-81-1
里山里海百貨店 里乃蔵
七尾市 府中町員外13-1 能登食祭市場１階
料亭 番伊
七尾市 府中町239番地
和よし
七尾市 寿町5番地
和食レストラン凡
七尾市 高田町ホ部43番地
和風レストラン どもん
七尾市 中島町崎山2-26-1
樂
七尾市 和倉町ひばり2丁目11番地
39
小松市 中町4-2
1945
小松市 土居原町386-3
8番らーめん小松店
小松市 有明町23番地
8番らーめん平面店
小松市 平面町カ158-1
ARU
小松市大領中町1-227
Bar Avanti
小松市 三日市町54番地
ChineseRestaurant桂花
小松市 幸町3-117
CUCINA
小松市 城南町106-2
kitchen bal ORIGAMI
小松市 土居原町511-2
LEMONADE by Lemonica イオンモール新小松店
小松市清六町315番地 イオンモール新小松1F
mieux le mieux (ミュー・レ・ミュー)
小松市 丸の内町2-225-2
SALUD-VEGE DELICATESSEN
小松市 沖町ツ93
SHOKUDO YAｒｎ
小松市 吉竹町1-37-1
spice cafe S一
小松市 今江町5-358
アミーゴ アミ
小松市 矢崎町 丁1-1
いきなり！ステーキ イオンモール新小松店
小松市 清六町315番地 イオンモール新小松店1F
いこま
小松市 幸町3-88-2
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店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
イタリアカフェ食堂cocoon
小松市 福乃宮町2-86
いち川
小松市 本折町110
インド・ネパール レストラン カマナ 園町店
小松市 園町ヌ62-1
ヴィ・ド・フランス
小松市清六町315番地
うどん工房穂の香
小松市 若杉町 3丁目21番地
うな与
小松市 本鍛冶町13-1
エポック 喫茶室
小松市 井口町 ホ55 (おびし荘内)
お食事処 清月
小松市 今江町2丁目260
かつや小松店
小松市日の出町2丁目１３８－１
カフェ ロータス
小松市 松任町54番地5
カフェ・アルコ ピッコロ
小松市清六町315 イオンモール新小松3F
カフェ・エトワール
小松市 大領中町3丁目86-2
カフェレストラン キャンティ
小松市 八日市町15
カレーの市民アルバ 小松本店
小松市 龍助町160
カレーハウスCoCo壱番屋 小松福乃宮店
小松市 福乃宮町2丁目5番地
ココス小松店
小松市 大領町ロ60
コメダ珈琲店小松沖店
小松市 沖町526
サーティワン イオンモール新小松店
小松市清六町315番地
サーティワンアイスクリーム マンボウ小松店
小松市 長田町ロ4-1
サイゼリヤ
小松市 清六町315番地 イオンモール新小松1F
サガミ小松店
小松市 上小松町乙139-1
さぶろうべい 小松店
小松市清六町315番地
さぶろうべいイオンモール新小松店
小松市清六町315番地イオンモール新小松1F
サンマルクカフェ イオンモール新小松店
小松市清六町315
ジャーマンベーカリー 小松駅店（サンエトワール）
小松市 土居原町13-18 小松駅構内
しゃぶ菜 イオンモール新小松店
小松市清六町315番地 イオンモール新小松1階
スシロー小松有明店
小松市 有明町106
すし食いねぇ！小松沖店
小松市 沖町528
スターバックスコーヒー イオンモール新小松店
小松市 清六町315 1F
ステーキ西洋料理しげる
小松市 園町ニ78-1
ストロベリーフェチ（Strawberry Fetish）
小松市清六町315番地
そば処 松晶
小松市 八幡町 １１１番地
だるま屋本店
小松市 矢田野町イ29番地の1
チーたこの店 お好み焼き ぴえろ
小松市 下牧町207-1
ちゃーしゅうや武蔵 イオンモール新小松店
小松市清六町315番地
ディッパーダン
小松市清六町315
小松市清六町315番地 イオンモール新小松 Food Forest（2階）
デザート王国 イオンモール新小松店
とんかつ和幸
小松市清六町315
ナニワ
小松市 大領町 ロ152
ナニワ屋 小松店
小松市 平面町カ159-1
ビュッフェ・こまつせせらぎ（里山健康学校せせらぎの郷内） 小松市 瀬領町丁1-1
ひよりキッチン
小松市 土居原町１０－１０ こまつアズスクエア内
ファーマーズエッグキッチン
小松市清六町315番地 イオンモール新小松1階
ブラッセリー ペイザンヌ
小松市 今江町8丁目91番地
ペッパーランチ イオンモール新小松店
小松市清六町315 イオンモール新小松2F
ホテルエアポート小松
小松市 土居原町282
ホルモン光 小松2号店
小松市 平面町カ184-1
ホルモン光 小松本店
小松市 白嶺町2-35
まつ家
小松市 安宅町ワ30-1
ミスタードーナツ イオンモール新小松店
小松市清六町315番地
ミスタードーナツ 小松ルート８ショップ
小松市 園町ハ２３－１
もりもり寿し イオンモール新小松店
小松市清六町315番地 イオンモール新小松内1階
モンプチ
小松市 大文字町108番地6
やきとり哲代
小松市 木場町み5
ラーゴ・ビアンコ
小松市 今江町 木場潟公園西園地内
らーめん世界小松店
小松市 幸町1-10-1
らーめん亭竹の子
小松市 軽海町ツ72-1
リコルド・ピアッツァ
小松市 日の出町4丁目93
リストランテＪｉｎ
小松市 こまつの杜 2番地 サイエンスヒルズこまつ2F
ルートイングランティア小松エアポート
小松市 長崎町4-116-1
レストラン ペティルゥ
小松市 符津町
小松市清六町315番地 イオンモール新小松 Food Forest（2階）
ローストビーフ星 イオンモール新小松店
ロッテリア イオンモール新小松店
小松市清六町315 イオンモール新小松店2階
わらい食堂
小松市清六町315番地 イオンモール新小松1F
粟津温泉かっぱ寿司
小松市 粟津町カ9番地1
一山楼
小松市 殿町二丁目17番地
欧風ビストロ GRIVE
小松市 土居原町401-1
王記厨房
小松市 清六町315番地 イオンモール新小松2Fフードコート内
果汁工房 果琳 イオンモール新小松店
小松市 清六町315番地 イオンモール新小松1F
花山亭（ハナヤマテイ）
小松市 那谷町ユ122-8
海天すし小松南店
小松市 符津町タ110
海天すし小松平面店
小松市 平面町74－1

16 ページ

ＧｏＴｏイートプレミアム加盟店（いしかわ新型コロナ対策認証制度への申請店）
店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
閣龍（コロンブス）
小松市 龍助町149番地2
割烹 任田家
小松市 殿町1-103
割烹 有川
小松市 土居原町３９９番地１
割烹 鮨 米八
小松市 松任町58
割烹つかさ
小松市 東町３４－１
鎌倉パスタ イオンモール新小松店
小松市清六町315番地 イオンモール新小松内1階
岩本屋 小松店
小松市 日の出町4丁目37-2
宮ぞの食堂
小松市 粟津町ワ-18
居酒や 晴いち
小松市 矢田野町二１４７－２
串揚げいやさか 小松総本店
小松市 土居原町212-1
伍茶（ウーチャ）
小松市清六町315番地
御食事処 ひょっとこ
小松市 埴田町ニ224-2
港屋珈琲 小松店
小松市 今江町ツ121-1
港屋珈琲 白山店
小松市 北安田町1880番地
三草二木 西圓寺
小松市 野田町丁687
四季彩 粋庵
小松市 沖町ナ23
手打ちそばカフェまつぼっくり
小松市 北浅井町と59-3
手打ちそばと乾物の店すみげん
小松市 三日市町9番地
酒房うさぎ
小松市 土居原町252番地
寿司 福助
小松市 福乃宮町1丁目106番地
寿司・四季の肴 杏の実
小松市 浮城町146番地
寿司割烹 秀寿司
小松市 清水町7
秋吉 小松店
小松市 土居原町549-1
旬菜・食事処 樹
小松市 長崎町3丁目107番地
旬菜まつ村
小松市 土居原町 395番地1
小松お多福
小松市 矢崎町ナ１５１番地
小松かまど本店
小松市 土居原町716
小松西町食堂aniki no curry
小松市 西町69-1
松竹
小松市 寺町85‐1
焼肉 永楽
小松市 土居原町255番地2
焼肉ぎゅうばか小松本店
小松市 符津町う５番地
焼肉でん
小松市清六町315番地
食彩家 どん吉
小松市 吉竹町1丁目7番地
神戸インドカレー
小松市清六町315番地
諏訪会館
小松市 浜田町イ２３３番甲地１号
瀬々らぎの森 シャンブル．ドット エトワールエフェ
小松市 瀬領町カ125-1
瀬々らぎの森 ラ プティトゥ ポルト
小松市 瀬領町カ122
石焼ステーキ贅小松店
小松市 清六町400
台湾料理 竹香居
小松市 今江町4-222
炭焼屋鳥兵衛
小松市 若杉町2-34
馳走
小松市 日の出町4丁目93
築地銀だこ イオンモール新小松店
小松市清六町315番地
竹屋
小松市 東町94-11
茶和庵
小松市 園町ロ46-1
中華レストラン 珍龍
小松市 園町ホ117-1
中華料理 ハオ家
小松市 符津町イ103
中華料理 黒龍軒
小松市 矢崎町ナ172
中華料理 赤門
小松市 今江町1-374
中国懐石ももたろう
小松市 大領中町3-167
中国海鮮料理 麗華
小松市 沖町ト170-5
中佐中店 空港店
小松市 浮柳町 ヨ50番先 小松空港内2F
中佐中店 城南店
小松市 城南町119番地
中出精肉店
小松市 龍助町１
長崎ちゃんぽん リンガーハット
小松市清六町315番地
長八寿司
小松市 大和町125
鉄板酒房 まいどおおきに
小松市 清水町 35
鉄板焼と焼肉の店 のり
小松市 吉竹町 3-305
鉄板焼肉 しんらえん
小松市 東町17-1
鉄板焼遊Kitchen
小松市 戸津町井66-3
湯快リゾート あわづグランドホテル
小松市 粟津温泉ワ-36
湯快リゾート あわづグランドホテル別館
小松市 粟津温泉イ-35
酉笑。小松店
小松市 日の出町2丁目136
南栄
小松市 清水町80
南月
小松市 大川町1-38
肉とワイン コンディマン
小松市 日の出町1-104
日本料理 つづら
小松市 千木野町三丁目81番地
日本料理・鮨割烹 つるまる （本館）
小松市 末広町71番地
日本料理なか乃
小松市 大和町112
美幸寿司
小松市 村松町丙60番地
武尊
小松市 飴屋町22こまつ夢館ビル２F
風の街 小松店
小松市 矢崎町ナ182番地
北陸海鮮炉端魚萬
小松市 大和町8
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ＧｏＴｏイートプレミアム加盟店（いしかわ新型コロナ対策認証制度への申請店）
店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
味処あさぶ／間借りランチの朝顔
小松市 八幡癸125
夢屯（ムートン）ビストロ・バール
小松市 三日市町54-2
有限会社パンあづま屋
小松市 土居原町112
揚げ天まる
小松市清六町315番地
洋菓子工房ぶどうの木
小松市清六町315番地
料亭一浪
小松市 栄町1
料理 わじま
小松市 土居原町507番地1
和ごはんとカフェ chawan
小松市 清六町315
和餐 伸
小松市 白江町ハ69番地1
和食三宝
小松市 園町1123番地1アルプラザ小松2F
炙り牛たん万 新小松店
小松市清六町315番地 イオンモール新小松1F
あじ源
輪島市 河井町15部13番地の28
カフェレストランマリナーズ
輪島市河井町15部13番地51
カフェ一互一笑
輪島市宅田町25字４番10
そば禅
輪島市 門前町道下わ１
のどぐろ総本店
輪島市 河井町5-240-4
のの食堂
輪島市 マリンタウン1ー1
ハイディワイナリーカフェアンドレストラン
輪島市 門前町千代ソ35
ペンシヨン ハトヤ
輪島市 河井町6-53
やぶ新橋店
輪島市 河井町24-11-48
ラトリエ・ドゥ・ノト
輪島市 河井町4-142
わら庄
輪島市 河井町2部70番地5
栄幸園
輪島市 河井町3部７９番地1
割烹 喜芳
輪島市 マリンタウン6-1
丸山料理店
輪島市 門前町広瀬ロ1
喫茶 翁
輪島市 河井町17部2番地16
居酒屋 すずめ
輪島市 河井町 4-71
居酒屋連
輪島市 河井町24-17-21
御食事処はしもとや
輪島市 門前町走出2－112－3
香華園
輪島市 河井町1-107
仕出し料理橋本
輪島市 門前町走出2－106-1
持寺珈琲
輪島市 門前町清水2-4 総持寺祖院内
焼肉居酒屋 登久新
輪島市 河井町5‐267
食事処 緑
輪島市 門前町門前1997
川端旅館
輪島市 河井町3-156-1
大ちょうちん
輪島市 河井町4-104
炭火焼肉 &#21575;清
輪島市 宅田町7-1
道の駅赤神
輪島市 門前町赤神1-110
能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット
輪島市 門前町千代29-58
能登手仕事屋
輪島市 門前町門前22
農家レストラン開元
輪島市大和町356
洋風居酒屋 かん平
輪島市 河井町5-279 夢セゾンビル1階
輪島ドラマ記念館
輪島市 河井町1-38
輪島朝市横丁
輪島市 河井町1-159
輪島網元 とね
輪島市 町野町大川ル42－3
SHO-TATSU
珠洲市 飯田町15部38番地
イタリアン・カフェ こだま
珠洲市 野々江町サ部104-1
お食事処 滝見亭
珠洲市 真浦町カ字-14
しお・CAFE
珠洲市 片岩町ノ部12
レストラン浜中
珠洲市 上戸町南方い字２１番地
ろばた焼あさ井
珠洲市 飯田町16部10番地２
喫茶いづみや
珠洲市 飯田町15部５番地
幸ずし
珠洲市 宝立町鵜島ニ字79の3
珠洲ビーチホテル
珠洲市 蛸島町1部2番地480
酒肴 まつうら
珠洲市飯田町15部71番地
寿し吉
珠洲市 飯田町15部25番地
庄屋の館
珠洲市 真浦町カ10-1
多間栄開堂
珠洲市 飯田町10-11
谷野旅館
珠洲市 飯田町12-52
灯りの宿 まつだ荘
珠洲市飯田町6-42-1
日本料理 龍泉
珠洲市 飯田町9部152-1
民宿お食事むろや
珠洲市 蛸島町ナ部123番地
木ノ浦ビレッジ
珠洲市 折戸町ホ25-1
禄光旅館
珠洲市 狼煙町 ヘの部78番地
和風グリル瀬戸
珠洲市 上戸町寺社2-81
8番らーめんイオン加賀の里店
加賀市 上河崎町47-1イオン加賀の里８番らーめん
8番らーめん大聖寺店
加賀市 大聖寺岡町ハ4
８番らーめん本店
加賀市 西島町 チ ３－２
Alla Contadina
アッラコンタディーナ
加賀市 別所町3-29
Asiandining&Bar DaFu
加賀市 山代温泉神明町17番地 クイーンビル1F4
Cafe Rubato カフェルバート
加賀市 山代温泉２２-５２番地１
ROCK DINER かどや喰堂
加賀市 山代温泉南町７－２
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ＧｏＴｏイートプレミアム加盟店（いしかわ新型コロナ対策認証制度への申請店）
店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
T.Beans
加賀市 作見町25番1号 アビオシティ加賀１階
TEATON
加賀市 伊切町い239番地
アジェンダ
加賀市 山代温泉山背台１丁目15番地
うどん・そば処 三津野
加賀市 大聖寺東町1-16-1
うまかっちゃん
加賀市 山代温泉19区128番地
おしゃべりカフェ茶々
加賀市 山中温泉湯の本町ラ１－２
お好み焼きハウス大黒屋
加賀市 高尾町ミ２番地１６
かがり吉祥亭
加賀市 山中温泉こおろぎ町ニ1-1
かつら食堂
加賀市 山中温泉泉町泉町141
かに・荒磯料理 志麻
加賀市 伊切町にー１６１
カフェ らら
加賀市 山中温泉富士見町ムー８
カフェ＆レストラン 舞楽夢
加賀市 山中温泉塚谷町イ268-2
カフェ・レストラン 加佐ノ岬倶楽部
加賀市 橋立町ふ23
カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋 加賀温泉駅前店
加賀市 作見町リ82-1
くいもん家ふるさと加賀店
加賀市 小菅波町1-55
ココス加賀店
加賀市 作見町リ16-1
ここや
加賀市 山中温泉南町ロ15-1
ごはん処 魚心
加賀市 山中温泉薬師町ウ21-1
コリヤンハウス山代店
加賀市 山代温泉10区16-62
こんぱ亭・橋爪庵
加賀市 山中温泉南町 ニ-15-1
スーパーホームセンターヤマキシ新加賀店内 金澤食パン専門店わざtoわざ 加賀市 桑原町ホ48-1
そば山背
加賀市 山代温泉18の50番地
そば処澤屋
加賀市 作見町 ル25番1 アビオシティ加賀
ティーハウス Ｐｏｒｔｉｃｏ
加賀市梶井町44-10
なか伸
加賀市 片山津温泉乙69-6-2 湯之元ビル1F
パインダイナー
加賀市 片山津温泉桜ヶ丘62-1
はづちを茶店
加賀市 山代温泉18の59番地1
ひがし亭
加賀市 勅使町り85
ピノキオ
加賀市 作見町ル２５番地１
ひるよる食堂オオハタ。
加賀市 上野町 カ121-1
ブルースの聴けるおでん屋 kaze
加賀市 山代温泉 カ ９６－２
ホテルアローレ
加賀市 柴山町と5番地1
ホテル翠湖
加賀市柴山町し50
ホルモン光 加賀店
加賀市 作見町ニ49-1
めん屋龍吉
加賀市 中代町 ホ9-5
めん酒房 にしき家
加賀市 小菅波町1-53
めん匠 しょうぼん
加賀市 山代温泉神明町48-3番地
ヤマナカルイドール
加賀市 山中温泉湯の本町711-1
ユトリ珈琲店加賀温泉駅前店
加賀市 作見町ヌ9-1
ゆのくに天祥
加賀市 山代温泉19の49番地1
ゆ湯の宿 白山菖蒲亭
加賀市 山代温泉 桔梗丘4-34-1
よっさん家
加賀市 山代温泉万松園通46
ラ・モンベッタ
加賀市 山中温泉冨士見町ム-22
ラーメン華
加賀市 片山津温泉ヒ１７-１
らーめん世界加賀店
加賀市 中代町ル136-1
レストバー兆花
加賀市 加茂町141番地
レストラン フェアレディー
加賀市 大聖寺東町1-16-1
レストランアイリス
加賀市 山田町リ243 セミナーハウスあいりす
レストランスパイス
加賀市 大聖寺耳聞山町119
ロイヤルホテル山中温泉河鹿荘
加賀市 山中温泉河鹿町ホ-100
安平
加賀市 潮津町ロ13の1
一平寿司
加賀市 山代温泉3-1-24
一力
加賀市 山代温泉ヨ91
壱銭文字屋
加賀市 山代温泉温泉通14区69
加賀さんまるしぇ
加賀市 加茂町 八421
加賀ゆめのゆ
加賀市 箱宮町ル１番
可非工房
加賀市 作見町ソ21-1
回転寿し処太平
加賀市 作見町ヌ24-1
懐石なか尾
加賀市 山代温泉桔梗丘4-29
割鮮しんとく
加賀市 田尻町イ1-21
割烹 河口
加賀市 山代温泉17-101-1
割烹もりもと
加賀市 山代温泉幸町29番地
割烹加賀
加賀市 山代温泉桔梗丘２－７３
割烹司
加賀市 田尻町北7
甘味処 湯ごころ
加賀市 山中温泉湯の出町 レ-7-3
喜楽めでた屋
加賀市 山中温泉上原町ワ414
輝美上原店
加賀市山中温泉上原町ワ488ー1
亀寿司
加賀市 山代温泉17-8-2
吉祥やまなか
加賀市 山中温泉東町1丁目ホ14番地3
喫茶とお食事 やましたや
加賀市 山中温泉湯の出町レ6
喫茶みちくさ
加賀市 小菅波町1丁目55
居酒屋どんくう
加賀市 大聖寺東町4-6

19 ページ

ＧｏＴｏイートプレミアム加盟店（いしかわ新型コロナ対策認証制度への申請店）
店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
居酒屋我楽多
加賀市 山代温泉ヨ6の4
蕎麦まちや
加賀市 山中温泉東町2丁目ツ24番地
九谷満月
加賀市 中代町
月うさぎの里 加賀兎郷
加賀市 永井町４３－４１
玄命庵
加賀市 片山津町ス丙6-5
古民家まれびと・イナホ舎
加賀市 山中温泉今立町イ180
左らく
加賀市 山中温泉本町2丁目ソ40-3
山小屋レストラン アルピニスト
加賀市 横北町ワ43
山本屋
加賀市 小塩町コ37
芝楽寿司
加賀市 大聖寺十一町11
手打ちそば楠庵
加賀市 片山津温泉乙68の3
寿司源
加賀市 山中温泉東町1丁目マ1番地
寿司処 平八
加賀市 山代温泉18-55-1
秋吉 山代店
加賀市 山代温泉山背台2丁目37-5
重佐
加賀市 大聖寺南町ホ１８－３
松波屋カフェＧ．Ｂａｒ
加賀市 山中温泉湯の出町レ２２－１
焼肉お食事神樂
加賀市 冨塚町チ58－8
焼肉ダイニングあきちゃん
加賀市 山代温泉山背台1丁目14
焼肉三千里
加賀市 山中温泉東町2丁目ツ13番地
創味酒欒 かこみ
加賀市 山代温泉17-47-3 二羽ビル101
村食堂おとと村
加賀市 曾宇町エ64-1
大連飯店
加賀市 上河崎町41-4
中華 長樂
加賀市 山中温泉湯の本町ラ21
中華南国
加賀市 山代温泉桔梗が丘1丁目71
中華料理 アサヒ軒
加賀市 弓波町ヨ66番地
中華料理 慢遊菜館
加賀市 片山津温泉ウ19-7
冬の華
加賀市 潮津町イ106
湯のまち ささやカフェ
加賀市 山中温泉富士見町ム22
湯の街ビストロ 江沼スタシオン
加賀市 山中温泉湯の本町7-38
湯快リゾート NEW MARUYAホテル
加賀市 片山津温泉ア2-1
湯快リゾート よしのや依緑園
加賀市 山中温泉南町ニの5
湯快リゾート 花・彩朝楽＜女性専用旅館＞
加賀市 山中温泉こおろぎ町イ-93
湯快リゾート 彩朝楽
加賀市 山代温泉桔梗ケ丘2-10-3
湯快リゾート 山中グランドホテル
加賀市 山中温泉上野町ル-15-4
湯快リゾート 矢田屋松濤園
加賀市 片山津温泉セ1-1
芭蕉珈琲
加賀市 山中温泉本町1丁目ヤ６
白川食堂
加賀市 動橋町イ230
片山津バル 牡丹
加賀市 片山津温泉乙６９－６９
北陸食堂
加賀市 分校町チー12
本格焼酎ばぁ＆かふぇ おやっとさあ
加賀市 山中温泉栄町ホ50-7 1F
味屋だんご
加賀市 片山津温泉ウ-16-1 中谷マンション1F
味処 王将
加賀市 潮津町チ30番地
味処すずめ
加賀市 山中温泉河鹿町ホ32番地4
明月楼離れ
加賀市 山中温泉下谷町ロ103
洋菓子ケルン
加賀市山代温泉20-34
葉渡莉
加賀市 山代温泉１７
料亭 明月楼
加賀市山中温泉下谷町ロ1-1
料亭山ぎし
加賀市 大聖寺東町２－２４
瑠璃光
加賀市 山代温泉１９－５８－１
炉端
加賀市 山代温泉桔梗丘3丁目33の2
和酒BAR縁がわ
加賀市 山中温泉南町ロ-82
Ｃａｆｅ Ａｎｊｅ
羽咋市 西釜屋町ノ５６番地５
イーアンドエム
羽咋市 粟生町ユ102-1
おこのみ だん喜
羽咋市 川原町テ88-1
オレンジガーデン 羽咋本店
羽咋市 中央町キ54番地3
お好み焼き Ruru
羽咋市 西釜屋町ノ58-1
カレーハウスCoCo壱番屋 羽咋石野町店
羽咋市 石野町イ62-1
ココス羽咋店
羽咋市 石野町ト20-1
シャルドン
羽咋市 兵庫町タ11番地3
ステーキ＆しゃぶしゃぶ弁慶
羽咋市 中央町ア195－5
そば処 里山
羽咋市 神子原町は190
そば処「浄楽」
羽咋市 滝谷町ロ51
そば切り多門
羽咋市 若草町78
とよ天
羽咋市 酒井町わ101
トラットリア アリエッタ
羽咋市 千里浜町ホ30番地
ホテル羽音碧々
羽咋市 兵庫町タ37-1
やきとりの名門 秋吉羽咋店
羽咋市 川原町チ169
ラ・クロシェット
羽咋市 柳田町ほ79-1
欧風料理ビストロサカイ
羽咋市 川原町テ27-19
雅叙軒
羽咋市 南中央町キ132-12
割烹・料理旅館 大社庵
羽咋市 柴垣町 8-35
四季の御料理 まつお
羽咋市 川原町テ71-4
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店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
焼肉蔵羽咋店
羽咋市 石野町ホ88－1
焼肉大将
羽咋市 大川町ヤ74-7
炭火焼鳥 暖らん
羽咋市 川原町 チ187-1 DYビル1F
道の駅 のと千里浜
羽咋市 千里浜町タ1-62 道の駅 のと千里浜
有限会社 いく代寿司
羽咋市 川原町テ35-2
８番らーめん宇ノ気店
かほく市 内日角2-1
8番らーめん高松店
かほく市 高松ム64
８番らーめん麺座イオンかほく店
かほく市 内日角タ２５番イオンモールかほく２Fフードコート内
Burning Cafe
かほく市 学園台4-31
あじしょう
かほく市 白尾ヲ29-4
うなぎ川義
かほく市 白尾ハ3-5
カフェ・マダム・ルロワ
かほく市 学園台2丁目60番地2
ごっつお庵 土田屋
かほく市 高松キ23-5
サーティワンアイスクリーム イオンモールかほく店
かほく市 内日角タ25イオンかほくショッピングセンター内
さぶろうべい高松店
かほく市 高松丁42
スタバックス コーヒー イオンモールかほく店
かほく市 内日角タ２５番 イオンモールかほく
やきとり居酒屋 一歩
かほく市 高松ル2-17
レストランCacena
かほく市 松浜イ２３
宇野気玉寿司
かほく市 森ソ41
欧風料理 paris cafe ポムポムポム
かほく市 宇野気 ト62-1
河北亭
かほく市 高松ナ-13
海天すしかほく店
かほく市 内日角ヲ－１０
割烹 こいさ
かほく市 外日角イ１ー７
喫茶hibini
かほく市 内日角３－２４－６
串なごみや 宇野気店
かほく市 宇野気チ４８番地
串なごみや高松店
かほく市 高松丁43-5
焼肉レストラン丸信
かほく市 白尾タ16番地40
焼肉雅樹丸
かほく市 松浜イ21-6
食楽庵かほく さんまる
かほく市 白尾ニ10-18
道の駅高松 里海館
かほく市 二ツ屋フ13-1
道の駅高松 里山館
かほく市 二ツ屋フ16-3
北本
かほく市 長柄町ソ８８番地１１
民宿 やまじゅう
かほく市 浜北ハ２０－１
民宿きくのや
かほく市 外日角1-4-36
無尽蔵 外伝 かほく家
かほく市 内日角タ２５番 イオンモールかほく 2F
１日１組限定のライフスタイルホテル ルヴァン
白山市 河内町きりの里４０
8番らーめん 鶴来店
白山市明島町山96-1
白山市 横江町土地区画整理事業施工地区内（パワーコメリ敷地内）
８番らーめん横江店
８番らーめん松任店
白山市 徳丸町682番地
ＢＯＮ Ｃａｆｅ（ボンカフェ）
白山市 宮保新町55
North Hakusan
白山市 河内町きりの里４０
おそば屋 小幸
白山市新成一丁目311番地
お休み所 シキサイ
白山市 左礫町ニ１９番地
お宿 たけだ
白山市 鶴来日詰町カ176
お食事ゆーた
白山市 白峰ロ2
お多福松任バイパス
白山市 村井町685
かつ時 松任店
白山市 徳丸町562-1
カレーハウスcoco壱番屋フェアモール松任店
白山市 幸明町189-2
グランドホテル白山 日本料理千代
白山市 西新町152-7グランドホテル白山
こいしや
白山市 鶴来大国町 ホ116-4
ココス相木松任店
白山市 相木2丁目15-19
サーティワンアイスクリーム アピタ松任店
白山市 幸明町280アピタ松任店内
じんずし 鶴来店
白山市 鶴来新町 レ 105
すし処かわぎし
白山市 長屋町イ-24-1
すし食いねぇ！松任本店
白山市 田中町617
スタミナ軒
白山市 村井東2-24
ターバンカレー美川インター店
白山市 蓮池町ア36番地1
たべ処弁慶
白山市 鹿島町い52
チュー松任宮永店
白山市 宮永市町480-1
つるぎ福喜寿司
白山市 道法寺町イ35-1
とうふ伝好
白山市 瀬戸寅138-3
ドトールコーヒーショップアピタ松任店
白山市 幸明町280
トラットリア オルソ
白山市 博労3丁目 29-1
なべ長
白山市 美川南町ソ13-1
にわか工房
白山市三ツ屋野町ト3-7
ペンション丘の杜
白山市 尾添レ３５番地１
ホテル 牛王印
白山市 尾添リ60番地12
ポポラマーマアピタ松任店
白山市 幸明町280アピタ松任店1F
ミスタードーナツ アピタ松任ショップ
白山市 幸明町２７０番地
みよしの
白山市 辰巳町16
むつぼしマーケット松任本店
白山市橋爪町104
めん処 一休どん
白山市 蓮池町ア9-4番地
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店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
めん房つるつる松任店
白山市 倉光1丁目210
めん房本陣 白山店
白山市 乾町90-1
もく遊りん食工房
白山市 八幡町リ1‐6
モスバーガー松任店
白山市 倉光10丁目166
ユトリ珈琲店 松任店
白山市 番匠町69-1
らーめん世界松任店
白山市 田中町287-1
レストラン手取川
白山市 木滑 出75-1
一里野高原ホテルろあん
白山市 尾添チ70-4
一揆そば 長助
白山市 釜清水町ち2番地１
河内じばさん
白山市河内町福岡１２４番地
割烹にしき
白山市 西新町1103番地
株式会社グランドホテル白山
白山市 西新町152-7グランドホテル白山
岩間山荘
白山市 尾添チ81-3
居酒屋 おびし
白山市 明光3丁目82
居酒屋みずほ
白山市 みずほ2丁目3-2
金沢かつぞう白山店
白山市 横江町土地区画5街区8番
金沢まいもん寿司白山インター店
白山市 横江町土地区画21街区7
金龍寿司
白山市 辰巳町16-1
串揚げいやさか 松任中町店
白山市中町44
研修交流館 白山里
白山市 瀬波 子51-5
御料理 喜太
白山市 木津町5
高砂茶寮
白山市 安田町3-2
山立会食堂
白山市 木滑西1番地
手創り旬菜とお酒 福ろう
白山市 辰巳町60-1
手打蕎麦 じょんがら
白山市 下柏野町20
寿し 西川屋
白山市 鶴来日詰町カ161番地1
秋吉 松任店
白山市 徳丸町384
旬彩酒場玉
白山市 田中町313-3
旬味酒処 山海里
白山市 八ツ矢町９３－２
焼肉２０００ねん
白山市 手取町カ2番地1
焼肉ジャンジャン
白山市 倉光1丁目178
焼肉りきはち
白山市 村井町701
焼肉茶屋 恵比須 松任店
白山市 番匠町216-1-2
焼肉茶屋恵比須鶴来店
白山市 明島町山82-4
食べどころ民家 はせがわ
白山市 広瀬町ニ-226
食彩館せせらぎ
白山市 出合町甲36番地
是・空 徳光店
白山市 徳光町2398-1
石焼ステーキ贅石川白山店
白山市 倉光6丁目46番地ラスパ白山敷地内
絶好鳥酒場 鳥びあ～の 松任店
白山市八ツ矢町654
千丈温泉 清流
白山市河内町内尾ロ65-1
善与門
白山市 三宮町イ55-2
双喜亭松任店
白山市 幸明町280
草庵
白山市 鶴来日吉町 ロ32
蒼そう
白山市 西新町1134ニュー成ビル１Ｆ
泰夢
白山市 八幡町26-12
中華の丸八
白山市 西新町227-2
中華料理 美美
白山市 美川中町イ16-43
燈八
白山市 中町３５
道の駅めぐみ白山風土ぴあ
白山市 宮丸町 2183番地
徳光PA里海店
白山市 徳光町2495－1
徳光PA里山店
白山市 徳光町2492－2
呑み食べ処 和味
白山市 福留町1037
肉匠坂井 松任店
白山市 田中町207-2
美川37Caf&#233;
白山市 美川中町ロ221-1
風の街 松任店
白山市 三浦町468-3
福正寺屋
白山市 石同新町58番地
味吉亭
白山市 熱野町イ52-8
味工房扇屋
白山市 成町 79-6
民宿 獅子吼荘
白山市 八幡町リ149
麺屋達松任店
白山市 宮永町429-1
麺処こよみ
白山市 幸明町280アピタ松任店1F
料亭かつ新
白山市 相木町151番地1
料理旅館 沢のや
白山市 美川南町ヌ154
和田屋
白山市 三宮町イ55ー2
珈琲ＫＯＵＢＯＵ
白山市 瀬戸酉9-1
鮨 美浜
白山市 美川永代町甲1-46
8番らーめん辰口店
能美市辰口町460-１
Cafe＆Bal GABULI
能美市 辰口町471-5
CHITTA チッタ
能美市 五間堂町戊46-6
あげあげ屋
能美市 和佐谷町194
あじの牧場丸太小舎
能美市 大長野町ル24番地
いいとこ鳥 寺井店
能美市寺井町ロ38-1
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店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
イタリア料理 iL Bozzlo（イルボッツォロ）
能美市 仏大寺町2番地
さとやまカフェ
能美市 湯屋町へ116番地
とん祥亭
能美市 大長野町リー２５ー１
ビストロ ア・ターブル
能美市 中町申38-1
まいもん処 旨味
能美市 小長野町ホ12ー1
粟生 お多福
能美市 粟生町ハ40-1
株式会社 味路庵
能美市山口町12街区17番地
蕎麦処 滝
能美市 宮竹町二30-1
香林
能美市 五間堂町戊46-2
四季の遊 道草
能美市 岩内町ル38番地3
旬彩ごえん
能美市 大浜町ク58番地15
旬彩ふるた
能美市 寺井町ち79
焼肉ハウスＲＥＥＤ
能美市 大成町２－８２
食楽 あぐらや
能美市 泉台町南87番地2
創作居酒屋 よもぎ
能美市 緑が丘 ８丁目91番地
梯川お多福
能美市 大長野町リ20-1
二兎
能美市 湯屋町３
幡生の荘
能美市 辰口町573-1
八松苑
能美市 下ノ江町申8番地
福喜寿司
能美市 大成町リ-96-1
本格焼肉寅亭寺井本店
能美市 大長野町ト39-1
味幸
能美市 三道山町へ10番地
麺屋 天[ten]
能美市 大長野町リ20-4
料理・寿司 やわたや
能美市 大浜町ム52番地17
炉ばた焼 味地
能美市 寺井町レ-10-2
和風中華・手作り餃子の店ひろちゃん
能美市 寺井町ロ 44-1
100時間カレー御経塚店
野々市市 御経塚4-87
１の１NONOICHI
野々市市 本町1-1-1にぎわいの里カミーノ内
８番らーめん 専福寺店
野々市市 郷町 293-1
８番らーめん 野々市粟田店
野々市市粟田5-374-3
HUM&GO＃野々市店
野々市市 住吉町14-56
Quan an Vietnam ムサク☆
野々市市 本町六丁目14-43野々市パリエ1-ｄ
YELLCAFE
野々市市 堀内3丁目14
いいとこ鳥 野々市店
野々市市粟田２丁目20
おうちごはんK36
野々市市 三納3-3
かつや金沢南店
野々市市新庄６－７０５
カレーうどん獅子家
野々市市 本町1丁目3番1号
きときと寿し 野々市店
野々市市 粟田5丁目441番地
ごちそうこよみ野々市粟田店
野々市市 粟田5丁目430
さぶろうべい野々市店
野々市市 本町6丁目13-2
しゃぶしゃぶ温野菜 御経塚店
野々市市 御経塚2-18
すし 刺身 陣笠
野々市市 本町６丁目14-51
スシロー野々市店
野々市市 粟田5-439
すし追
野々市市 本町6丁目17ー4
スペイン料理 ラ・モーラ
野々市市 粟田 ２丁目242番地2
つけめん桜蓮花寺店
野々市市 蓮花寺町14番1
デリカキッチン
野々市市 本町5-124-1
トゥール・モンド・シュシュ 野々市店
野々市市 三納1-144
とりあえず吾平押野店
野々市市 押野6-110
ななや
野々市市 下林3丁目287番地1
ナニワ屋 野々市
野々市市 本町1-40-26
ひげ張魯肉飯金沢工大前店
野々市市 高橋町20-5 田村レジデンス
ビストロ ウールー
野々市市 押野2-178
フリーポート
野々市市 郷町308
プリン専門店D'or
野々市市 御経塚1-525
ホルモン光 松任店
野々市市 郷町290-1
マルガージェラート 野々市店
野々市市 野代1-20-101
ミスタードーナツ 野々市ショップ
野々市市 本町４丁目６－２０
みんなＤＥステーキ 御経塚店
野々市市 御経塚3丁目509
めん房つるつる御経塚店
野々市市 御経塚2丁目310
めん房つるつる矢作店
野々市市矢作1丁目138
めん房本陣 野々市店
野々市市 粟田5-426
モスバーガー野々市押越店
野々市市 押越1丁目203
もみじ屋
野々市市 白山町10－23木野ビル１階
やきとりの名門 秋吉野々市店
野々市市押越2丁目64番地
ラーメン一鶴
野々市市 高橋町14-43
らぁめん秀 金澤
野々市市 粟田5-430
ル・シャトレ
野々市市 粟田1-182-2
ル・ベルジェ
野々市市 押越2-18 ホワイトハウス101
越前華丸 野々市店
野々市市 粟田5丁目437-3
海天すし野々市店
野々市市 押越１丁目501
鎌倉パスタ野々市店
野々市市 三納1-47
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店舗/施設の所在地
岩本屋 松任店
野々市市 蓮花寺町10-1
喫茶もっこす
野々市市 粟田3-268
居酒屋 榮太郎
野々市市 新庄6-586
居酒屋HAjiME(はじめ)
野々市市 太平寺3-42ヴィラージュ1F
居酒屋こよみ
野々市市押越1-47
魚菜 さかい
野々市市 押野６丁目５９ ドリームT2 1F
串カツ田中野々市店
野々市市 矢作3丁目１５番地
串こよみ押越店
野々市市 押越2-57
御園店お多福
野々市市稲荷4-147
山ごぼう
野々市市 横宮町14-46
暫
野々市市 押野７－６９
秋吉金沢工大前店
野々市市 扇が丘８－１５
旬菜 あっ葉
野々市市 徳用3-1
焼肉 びーとん
野々市市 住吉町14-60
焼肉koba野々市店
野々市市 郷町280-1
焼肉かえで
野々市市 横宮町9-18
焼肉伊蔵
野々市市三納１丁目６４番地
焼肉岳
野々市市 粟田6丁目413
焼肉但馬や
野々市市 粟田4-150-2
焼肉和まる若松本店
野々市市 若松町13-18
食楽酒場しんご。
野々市市 稲荷2-138
新庄 お多福
野々市市 新庄1丁目272-2
星乃珈琲店金沢押野店
野々市市 押野6-6
鮮菜わかな
野々市市 矢作3丁目127-6
大地のぶた 野々市店
野々市市粟田5-367
炭火焼き鳥とりいち
野々市市 三納2-177
中國菜家 桃花片
野々市市 押越2-18 ホワイトハウス105
天下一品野々市新庄店
野々市市 新庄6丁目717番
八兆屋・矢作店
野々市市矢作1-146
氷見ラーメン野々市店
野々市市 粟田1-177
風の街 御経塚店
野々市市 御経塚2丁目276番地
麺屋達野々市8号線沿い店
野々市市 二日市町510-2
和牛焼肉 大黒
野々市市 横宮町3-5 和牛焼肉 大黒
和傘
野々市市 押越2丁目60
レストラン・ラ・プルーズ
能美郡川北町 橘新 イ94-1
喜水苑
能美郡川北町 字橘
大口食堂
能美郡川北町 壱ツ屋チ62-2
８番らーめん津幡店
河北郡津幡町 横浜に72-1
お好み本舗んまい屋 津幡店
河北郡津幡町字庄ホー45
ダートコーヒー岡田屋アルプラザ津幡店
河北郡津幡町北中条１丁目１ アルプラザ津幡１階
ドライブイン風車
河北郡津幡町 竹橋ヨ105
マロニエ
河北郡津幡町 加賀爪 ヌ3-5
季節料理 和（やわらぎ）
河北郡津幡町 加賀爪ル201
居酒屋半兵衛
河北郡津幡町 浅田丙４１－３
軽食・お茶処 たいほう
河北郡津幡町 津幡ニ558-3
勝﨑館
河北郡津幡町 字 庄イ2番地1
焼肉タルラン
河北郡津幡町 庄ホ44－1
焼肉食堂 百万石
河北郡津幡町 太田 ラ60番地
焼肉亭ポパイ
河北郡津幡町 清水イ140-1076
祥楽の湯津幡店
河北郡津幡町 北中条1-81
藤よし
河北郡津幡町 潟端393-2
美満寿
河北郡津幡町 加賀爪ハ６９－１
鮨正
河北郡津幡町庄ト116
cafe de MARU(カフェドマル)
河北郡内灘町 白帆台２丁目94
Plum Dining
河北郡内灘町 鶴ケ丘3-157-3
ティルームキャビン
河北郡内灘町 大学2丁目207-1
ゆうき
河北郡内灘町 鶴ケ丘4丁目1番地7
レストランロンシャン
河北郡内灘町 大学1-1金沢医科大学病院12F
居酒屋れすとらんひさし
河北郡内灘町 向粟崎5-92
焼肉屋ｓｕｎひまわり
河北郡内灘町 大根布7-132
道の駅 内灘サンセットパーク
河北郡内灘町 大学 1-4-1
内灘町サイクリングターナミナル
河北郡内灘町 宮坂に1-3
内灘町サイクリングターミナル
河北郡内灘町 宮坂に1-3
和乃食はねや
河北郡内灘町 向陽台１丁目１２
8番らーめん高浜店
羽咋郡志賀町 高浜町ノ-36-6
Royal Hotel 能登
羽咋郡志賀町 矢蔵谷 ラー１
アクアパーク シ・オン
羽咋郡志賀町 末吉新保向２２番地１
いさりび菊や
羽咋郡志賀町 富来領家町タ-2-11
シーサイドヴィラ渤海
羽咋郡志賀町 富来領家町甲の59番地1
てらおか風舎富来本店
羽咋郡志賀町 富来領家町イ30
トラットリア シゲゾー
羽咋郡志賀町 高浜町ヰの34の1
ハートランドヒルズin能登 ハートランドヒルズ6
羽咋郡志賀町 町ヘ1番地28
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ＧｏＴｏイートプレミアム加盟店（いしかわ新型コロナ対策認証制度への申請店）
店舗/施設の名称（店舗名・屋号等）
店舗/施設の所在地
ペンション＆カフェ クルーズ
羽咋郡志賀町 矢蔵谷子4-32
廻転寿し西海丸
羽咋郡志賀町 西海風戸ワ-6番地
海の宝石 蜂屋
羽咋郡志賀町 富来牛下ル6-1
海の宝石 蜂屋 鷹の巣店
羽咋郡志賀町 富来牛下ル1-2
割烹いま本
羽咋郡志賀町 大島2-34-42番地
湖月館
羽咋郡志賀町 富来地頭町8-176-3
御食事処長寿庵
羽咋郡志賀町 高浜町ク13-2
小料理三盛
羽咋郡志賀町 代田への7番1地
焼肉 花よし
羽咋郡志賀町 富来領家町イの１０番地
食事・酒処 とよ島
羽咋郡志賀町 三明リの67
坪の屋
羽咋郡志賀町 高浜町ニの13-6
能登金剛センター
羽咋郡志賀町 富来牛下ル1の1
能登旬菜ダイニング 市左衛門
羽咋郡志賀町 末吉1-6
和風ペンション ふるさと
羽咋郡志賀町 矢蔵谷ム１－９６
かっぱ鮨
羽咋郡宝達志水町 上田エ70番地
からあげ専門店おっSAMA
羽咋郡宝達志水町 敷浪ハ120-4
なぎさ亭
羽咋郡宝達志水町 敷浪ホ86
まつぼっくり
羽咋郡宝達志水町 柳瀬タ99
居酒屋味好
羽咋郡宝達志水町 荻市い1
駒弥
羽咋郡宝達志水町 小川ホの7
御菓子司たにぐち
羽咋郡宝達志水町 荻市 へ９番地１
焼肉旬彩 牛太郎
羽咋郡宝達志水町 今浜へ135‐4
谷嵐
羽咋郡宝達志水町 子浦そ14-1
能登カントリークラブ
羽咋郡宝達志水町 米出ワ１
民宿能登半島
羽咋郡宝達志水町 今浜ソ214
cafe hanare
鹿島郡中能登町 徳前12部41番地
かめや
鹿島郡中能登町 高畠ツ部181
ココス鹿島バイパス店
鹿島郡中能登町 井田と1-1
サーティワンアイスクリーム アルプラザ鹿島店
鹿島郡中能登町 井田と1-1
パーティーランド／アル・プラザ鹿島
鹿島郡中能登町 井田と1-1
焼肉蔵アルプラザ鹿島店
鹿島郡中能登町 井田と部1－1
織姫ダイニング おり姫
鹿島郡中能登町 井田ぬ部１０－１
織姫ダイニング おり姫
鹿島郡中能登町 井田ぬ部10番地1
定塚
鹿島郡中能登町 二宮レ-199
鮨あすか
鹿島郡中能登町 福田フ部１番地１
ココス穴水店
鳳珠郡穴水町 此木1字45-1
そば処大仏庵
鳳珠郡穴水町 乙ケ崎申79
ちゃんこ鍋、一品料理 力
鳳珠郡穴水町 川島イの５８番地
どんどん穴水店
鳳珠郡穴水町 大町3の5
のとふれあい文化センター
鳳珠郡穴水町 内浦 ５字２８番地３
レストランおかざき
鳳珠郡穴水町 大町ほの21
磯寿し
鳳珠郡穴水町 川島イ84-2
雁月
鳳珠郡穴水町 字川島レ-109
御食事処 安兵衛
鳳珠郡穴水町 大町にの7
焼肉 飛天龍 松島
鳳珠郡穴水町 此木16-46
焼肉ハウス華店
鳳珠郡穴水町 大町い8-2
蔵カフェ菜々
鳳珠郡穴水町 川島
能登バルAZ
鳳珠郡穴水町 大町は-27
能登牡蠣の宿キャッスル真名井
鳳珠郡穴水町 川島井の61-1
能登前 幸寿し
鳳珠郡穴水町 字大町チ37-4
福寿司
鳳珠郡穴水町 川島アの34番地
料理旅館 竹亭
鳳珠郡穴水町字川島イの90番地
Heart&Beer日本海倶楽部
鳳珠郡能登町 立壁92番地
セミナーハウス山びこ
鳳珠郡能登町 黒川33号61番地
ファミリーレストラン 大家族
鳳珠郡能登町 松波30-109番地
ラブロ恋路
鳳珠郡能登町 恋路3-18
紅寿し(ベニズシ)
鳳珠郡能登町 宇出津新 1字 194-2
国民宿舎 能登うしつ荘
鳳珠郡能登町 羽根5字4番地
国民宿舎能登やなぎだ荘
鳳珠郡能登町字柳田知部１番地
焼肉・居酒屋あさひ
鳳珠郡能登町 宇出津新27－乙
真脇ポーレポーレ
鳳珠郡能登町字真脇19字110番地
道の駅 桜峠
鳳珠郡能登町 当目2-24-24
汝惚里ダイニング
鳳珠郡能登町 松波26字61番地1
能登町柳田植物公園 アストロコテージ
鳳珠郡能登町 上町口部1-1
能登町柳田植物公園 レストラン花菖蒲
鳳珠郡能登町 上町ロ部１－１
民宿 かね八
鳳珠郡能登町 宇出津井字14番地
民宿ふらっと
鳳珠郡能登町 矢波27字26番地3
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