
事業所名・店名 業種 町名

1 松任 あ行 ｉ・ｍａｋｅ合同会社 家電販売・リフォーム 蕪城２丁目

2 松任 あさがお食堂 飲食業 倉光２丁目

3 松任 味工房　扇屋 飲食業 成町

4 松任 あづま接骨院 療術業 茶屋１丁目

5 松任 アトム電器 電気機械器具小売業 若宮２丁目

6 松任 アピタ松任店 総合スーパー 幸明町

7 松任 アピタ松任店　ティオ専門店 総合スーパー 幸明町

8 松任 ㈱あめぜん 燃料小売業 茶屋１丁目

9 松任 アルビス北安田店 食品スーパー 北安田町

10 松任 イオン松任店 総合スーパー 平松町

11 松任 石地呉服店 呉服小売業 石立町

12 松任 いこまともみレディースクリニック 産婦人科 北安田西２丁目

13 松任 魚民　松任北口駅前店 飲食業 相木町

14 松任 Ａコープ北安田店 食品スーパー 北安田西１丁目

15 松任 Ａコープ新旭店 食品スーパー 新田町

16 松任 Ａコープ加賀野店 食品スーパー 西柏１丁目

17 松任 エイワン千代 飲食業 宮永市町

18 松任 エステスペースSerendipity エステティック業 八田町

19 松任 ENEOS松任S.S　沢村商店 ガソリンスタンド 末広１丁目

20 松任 絵美利亜Flower&Green（ラスパ白山内） 生花小売業 倉光５丁目

21 松任 エムアールテクノサービス㈱金沢支店 一般貸切旅客自動車運送業 下柏野町

22 松任 絵里マルヒおおまち店 婦人服小売業 八日市町

23 松任 ㈱圓八 菓子小売業 成町

24 松任 おいしい中国茶の旺徳福 中国茶小売業 中町

25 松任 おうちサロン　Ｆｕｆｌａ マッサージ 福留町

26 松任 大阪屋ショップ松任店 総合小売業 五歩市町

27 松任 大竹電機㈱ 電気工事業 幸明町

28 松任 ㈲オートハウス上田 自動車小売業 米永町

29 松任 欧風食堂カンティーヌ 飲食業 倉光６丁目

30 松任 岡村内科医院 診療所 千代野東5丁目

31 松任 Ogushi hair 美容業 成町

32 松任 おそば屋　小幸 飲食業 新成１丁目

33 松任 お多福松任店 飲食業 八ツ矢町

34 松任 お多福松任安田店 飲食業 安田町

35 松任 お多福松任バイパス 飲食業 村井町

36 松任 オリエンタルタクシー 一般乗用旅客自動車運送業 横町

37 松任 か行 カイロプラクティックぱーす 療術業 相木１丁目

38 松任 割烹にしき 飲食業 西新町

39 松任 風の街　松任店 飲食業 三浦町

40 松任 ㈲カットルーム・オトムラ　Oto progress hair 理容業 中町
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41 松任 金沢かつぞう白山店 飲食業 横江町

42 松任 金沢まいもん寿司　白山インター店 飲食業 横江町

43 松任 ㈲金谷酒類販売 酒類小売業 安田町

44 松任 ㈱金谷酒造店 清酒製造業 安田町

45 松任 雅風堂　本店 菓子小売業 徳丸町

46 松任 亀田屋 菓子小売業 四日市町

47 松任 カラオケメイト カラオケボックス 村井町

48 松任 かわい ギフト小売業 八日市町

49 松任 ㈲川崎寝具店 寝具小売業 末広１丁目

50 松任 御料理　喜太 飲食業 木津町

51 松任 北崎自動車工業㈱ 自動車整備業 三浦町

52 松任 北村内科医院 内科 倉光７丁目

53 松任 喫茶・食事　未成年 飲食業 宮永市町

54 松任 木村屋糀店 糀・みそ製造業 八日市町

55 松任 Candy Apple 菓子小売業 横江町

56 松任 行善寺やぶそば 飲食業 北安田町

57 松任 業務スーパー松任店 食品スーパー 村井町

58 松任 金龍寿し 飲食業 辰巳町

59 松任 串揚げいやさか 飲食業 中町

60 松任 串酒場　灯‐tomoshibi‐ 飲食店 安田町

61 松任 ㈱クスリのアオキ　石同新町店 医薬品・化粧品小売業 石同新町

62 松任 ㈱クスリのアオキ　新旭店 医薬品・化粧品小売業 新田町

63 松任 ㈱クスリのアオキ　成町店 医薬品・化粧品小売業 成町

64 松任 ㈱クスリのアオキ　北安田南店 医薬品・化粧品小売業 北安田南部

65 松任 ㈱クスリのアオキ　北安田店 医薬品・化粧品小売業 北安田西１丁目

66 松任 ㈱クスリのアオキ　相木店 医薬品・化粧品小売業 相木２丁目

67 松任 ㈱クスリのアオキ　布市店 医薬品・化粧品小売業 布市１丁目

68 松任 ㈱クスリのアオキ　松南青木二階堂薬局店 医薬品・化粧品小売業 博労３丁目

69 松任 ㈱クスリのアオキ　ラスパ白山店 医薬品・化粧品小売業 倉光５丁目

70 松任 ㈱グランドホテル白山 ホテル業 西新町

71 松任 ㈲グリーンハウス・ユゥ　バイパス店 園芸小売業・造園工事業 源兵島町

72 松任 ケーズデンキ　フェアモール松任店 家電小売業 幸明町

73 松任 ゲンキー　千代野中店 小売業 千代野東5丁目

74 松任 珈琲茶房なごみ 飲食業 布市１丁目

75 松任 ココス松任相木店 飲食業 相木２丁目

76 松任 こめ倉珈琲 米穀類小売業・飲食業 横町

77 松任 コメリパワー白山店 生活関連用品小売業 横江町

78 松任 さ行 彩霞堂 菓子小売業 石同町

79 松任 犀与亭　料理部 飲食業 辰巳町

80 松任 犀与亭　精肉部 精肉小売業 中町

81 松任 さか㐂 飲食業 中柏野町

82 松任 酒のとくもと 酒小売業 博労３丁目

83 松任 酒のミヤムラ 酒類小売業 中町



84 松任 酒のやまや　松任店 酒類小売業 幸明町

85 松任 三郎平 飲食業 村井町

86 松任 ジオジオべっぴん千代野店 美容業 千代野東５丁目

87 松任 ㈱車多酒造 清酒製造業 坊丸町

88 松任 旬味にしで 飲食業 末広１丁目

89 松任 旬味酒処　山海里 飲食業 八ッ矢町

90 松任 旬彩酒場　玉 飲食業 田中町

91 松任 紳士服ひらた 紳士服小売業 四日市町

92 松任 じんずし松任店 寿司小売業 馬場２丁目

93 松任 スカイクリーニング松任安田町店 洗濯業 安田町

94 松任 すし食いねぇ！松任本店 飲食業 田中町

95 松任 すしべん松本店 寿司弁当小売業 松本町

96 松任 すしべん福留店 寿司弁当小売業 福留町

97 松任 御料理　鈴おき 飲食業 橋爪町

98 松任 Stylee ｂａｓｅ スポーツ用品小売業 相川町

99 松任 スタミナ軒 飲食業 村井東

100 松任 スナックてるみ 飲食業 辰巳町

101 松任 スナックよしこ 飲食業 辰巳町

102 松任 スナックM 飲食業 八日市町

103 松任 スポーツオーソリティ松任店 スポーツ用品小売業 平松町

104 松任 Smile ring エステティック業 相川町

105 松任 炭火焼鳥凱 飲食業 村井町

106 松任 セブンイレブン白山宮永店 コンビニエンスストア 宮永町

107 松任 セブンイレブン白山村井町店 コンビニエンスストア 村井町

108 松任 セブンイレブン白山八ッ矢町店 コンビニエンスストア 八ツ矢町

109 松任 蒼そう 飲食業 西新町

110 松任 た行 大松庵　本店 菓子小売業 平松町

111 松任 大松庵　松任郵便局店 菓子小売業 八ツ矢町

112 松任 ㈱松明電設 電気工事業 三幸町

113 松任 タイヤ専門店フジイチ タイヤ小売業 福増町

114 松任 ㈱高蔵自動車 自動車小売業・整備業 宮永市町

115 松任 高砂茶寮 飲食業 安田町

116 松任 ㈱田中屋 菓子小売業 東新町

117 松任 谷内科歯科クリニック 歯科、内科 新田町

118 松任 たまき酒店 酒類小売業 千代野西４丁目

119 松任 タマリバかんすけ 飲食業 相木町

120 松任 ちくだ医院 診療所 倉光６丁目

121 松任 中華の丸八 飲食業 西新町

122 松任 チュー田中店 飲食業 田中町

123 松任 千代野建設㈱ 建設業 倉光６丁目

124 松任 津田食品㈱ 食料品小売業 相木町

125 松任 津山クリニック 内科 北安田町

126 松任 鶴見自動車 自動車小売業 宮永町



127 松任 Tail Tree 洋品雑貨・小間物小売業 馬場２丁目

128 松任 ディスカウントドラッグ　コスモス布市店 医薬品・化粧品小売業 布市２丁目

129 松任 手打蕎麦じょんがら 飲食業 下柏野町

130 松任 デジョイピザ 宅配ピザ 八ツ矢町

131 松任 どい酒店 酒類小売業 蕪城２丁目

132 松任 ㈲徳田商会 燃料小売業 倉光１丁目

133 松任 トラットリア　ＯＲＳＯ 飲食業 博労3丁目

134 松任 どん平 飲食業 博労３丁目

135 松任 な行 ナカムラ電器 家電小売業 荒屋柏野町

136 松任 中嶋茶舗 茶・茶道具小売業 中町

137 松任 和味 飲食店 福留町

138 松任 南風 飲食業 殿町

139 松任 西の藏米 米小売業 八田町

140 松任 ㈱ニシムラ自動車商会Carセンターニシムラ 自動車小売業 小上町

141 松任 ㈱ニシムラ自動車商会 自動車小売業 西美沢野町

142 松任 は行 白山きたさきバス 貸切バス・旅行業 三浦町

143 松任 はくさんなのはな接骨院 療術業 菜の花３丁目

144 松任 白整舎フクナガプレス㈲FamilyMart Aコープ加賀野店 洗濯業 西柏１丁目

145 松任 白整舎松任新田店 クリーニング業 新田町

146 松任 白整舎松任成店 クリーニング業 成町

147 松任 白整舎幸明店 クリーニング業 幸明町

148 松任 ８番らーめん松任店 飲食業 徳丸町

149 松任 ８番らーめん横江店 飲食業 横江町

150 松任 パティスリー　プティレーヴ 菓子小売業 馬場２丁目

151 松任 パティスリーギャルリー 菓子小売業 八日市町

152 松任 八田製畳 畳製造業 四日市町

153 松任 長谷川薬局 医薬品小売業 千代野西５丁目

154 松任 濱上呉服店　松任店 呉服小売業 若宮２丁目

155 松任 花の村松 生花小売 中町

156 松任 ㈱ハラ自動車 自動車の販売・修理 五歩市町

157 松任 パリジャン美容室 美容業 安田町

158 松任 時計・宝石・めがねのハルタ 時計・宝石・めがね小売業 中町

159 松任 バロー松任店 食品スーパー 相木２丁目

160 松任 バロー松任東店 食品スーパー 番匠町

161 松任 ハンズコカジ 建築資材卸売業 倉光１丁目

162 松任 ㈲ばんば 米作農業 宮永町

163 松任 パールフェイスエステティックLumiere エステティック業 村井町

164 松任 ピアゴ白山店 総合スーパー 倉光５丁目

165 松任 平書店 書籍・文房具小売業 八日市町

166 松任 B's Flower 花屋 北安田町

167 松任 ファニチャーエクスプレス 家具小売業 倉光10丁目

168 松任 ファミリーマート白山柏野バイパス店 コンビニエンスストア 荒屋柏野町

169 松任 ファミリーマート白山中町店 コンビニエンスストア 中町



170 松任 ファミリーマート白山平松店 コンビニエンスストア 平松町

171 松任 ファミリーマート白山三浦町店 コンビニエンスストア 三浦町

172 松任 ファミリーマート白山村井店 コンビニエンスストア 村井町

173 松任 V・ドラッグ松任東店 医薬品・化粧品小売業 番匠町

174 松任 フェイシャルサロン・ラシェット エステティック業 博労１丁目

175 松任 フォーレン 化粧品小売業 中町

176 松任 福田茶舗 茶類小売業 東一番町

177 松任 漢方専門　福の樹薬局 医薬品小売業 みずほ２丁目

178 松任 ふくふくらんど スクール用品小売業 中町

179 松任 手創り旬菜とお酒　福ろう 飲食業 辰巳町

180 松任 冨士タクシー松任営業所 旅客運送業 旭町

181 松任 ふとんのタカシマ 寝具小売業 上二口町

182 松任 船本屋 飲食業 笠間町

183 松任 フラワー＆グリーン美楽園 花・植木小売業 博労２丁目

184 松任 文明堂壹番館金沢直売店 菓子小売業 長竹町

185 松任 hair&cure藤 美容業 茶屋２丁目

186 松任 HEAD ROCK CAFÉ 飲食業 辰巳町

187 松任 ヘアースタジオ　ビリーヴ 美容業 相木町

188 松任 Baby&mama 美容業 田中町

189 松任 BPN&アリュールべっぴんさん 美容業 平松町

190 松任 ベンリー松任店 生活関連サービス業 徳光町

191 松任 ホームプラザナフコ松任店 生活関連用品小売業 相木２丁目

192 松任 ㈱ポーラスター 寿司・弁当販売（冷凍） 木津町

193 松任 北国リフォームサービス㈱ 建築工事業 出合島町

194 松任 北陸調理機㈱ 厨房設備工事業 幸明町

195 松任 ほぐし屋ツル 療術業 倉光８丁目

196 松任 ホテルシーサイド松任 ホテル 相川町

197 松任 ポポラーレ パン製造業 徳丸町

198 松任 ま行 まいどさん市場 資材・産直店舗 倉光４丁目

199 松任 ㈱前越電化社 家電小売業 倉光６丁目

200 松任 松浦仏壇店 仏壇仏具小売業 村井町

201 松任 松川文具 紙・文房具小売業 四日市町

202 松任 ㈱松任モータース 自動車小売業・整備業 倉光１丁目

203 松任 ㈱マルエー松任店 食料品小売業 成町

204 松任 みつき庵 飲食業 中町

205 松任 みたに書店 書籍・文房具小売業 八日市町

206 松任 道の駅めぐみ白山　ＪＡ直売所 農産物小売業 宮丸町

207 松任 道の駅めぐみ白山　風土ぴあ 飲食業 宮丸町

208 松任 ㈱宮崎クリーニング社　本店 洗濯業 徳丸町

209 松任 ㈱宮崎クリーニング社　千代野店 洗濯業 千代野東５丁目

210 松任 ㈱宮崎クリーニング社　Aコープ新旭店 洗濯業 新田町

211 松任 ㈱宮崎クリーニング社　大阪屋ショップ松任店 洗濯業 五歩市町

212 松任 三幸小児科医院 小児科 三幸町



213 松任 みよしの 飲食業 辰巳町

214 松任 むつぼしマーケット松任本店 農産物製造・小売業 橋爪町

215 松任 めん房つるつる松任店 飲食業 倉光１丁目

216 松任 モスバーガー松任店 飲食業 倉光10丁目

217 松任 ㈱森自動車販売 自動車小売業 源兵島町

218 松任 や行 焼肉茶屋 恵比須 飲食業 番匠町

219 松任 焼肉蔵　アピタ松任店 飲食業 幸明町

220 松任 焼肉チキチキ 飲食業 徳丸町

221 松任 焼肉なかなか松任店 飲食業 新田町

222 松任 焼肉　ひで華 飲食業 倉光10丁目

223 松任 焼肉まいうーカルビ松任店 飲食業 幸明町

224 松任 焼肉よし川 飲食業 福留町

225 松任 やなぎ内科クリニック 内科 専福寺町

226 松任 山島台コメヤ薬局 医薬品・化粧品小売業 山島台６丁目

227 松任 ヨガスタジオ　アシャ スポーツ・健康教授業 美里町

228 松任 清酒手取川　㈱吉田酒造店 酒類製造業 安吉町

229 松任 ㈱吉村植木園 造園工事業 中成１丁目

230 松任 ら行 らーめん世界　松任店 飲食店 田中町

231 松任 ラシック　バイ　フクズミ 婦人服小売業 中町

232 松任 リーファ・ナカガワ 家具小売業 徳丸町

233 松任 理容しもさき 理容業 西新町

234 松任 理容丹保 理容業 西新町

235 松任 理容ながしま 理容業 水島町

236 松任 料亭かつ新 飲食業 相木町

237 松任 リリカル洋子 飲食業 八日市町

238 松任 ルミエール小倉屋菓子舗 菓子小売業 安吉町

239 松任 レストラン　むささび亭 飲食業 中奥町

240 松任 連代薬局 薬局 西柏１丁目

241 松任 ㈱ロードスター北陸 自動車部分品小売業 番匠町

242 松任 わ行 ワールドトリップ㈱ 旅行業 乙丸町

243 松任 ワダフォトスタジオ 写真業 末広１丁目


