
事業所名・店名 業種 町名

1 白山 かわちコメヤ薬局 調剤業務・医薬品・化粧品販売 河内町きりの里

2 白山 河内地場産業センター 食堂土産販売等 河内町福岡

3 白山 ガレリア画廊 小売り・喫茶 河内町江津

4 白山 ｃｏｃｏ　ｎａｔｕｒａｌ エステ 河内町内尾

5 白山 千丈温泉　清流 旅館営業 河内町内尾

6 白山 にしかわ接骨院 接骨院 河内町ふじが丘

7 白山 １日1組限定のライフスタイルホテルルウ‘ァン 宿泊業 河内町きりの里

8 白山 焼肉　きたぐち 飲食・麺・焼肉 河内町福岡

9 白山 横山クルミ 国内産鬼クルミ加工 河内町久保

事業所名・店名 業種 町名

1 白山 Ａコープ手取店 食料品等販売 吉野

2 白山 ガラス工房　蕾 ガラス製造販売 吉野

3 白山 ㈱栄商事吉野ＳＳ ガソリンスタンド他 吉野

4 白山 静 飲食店 市原

5 白山 柴山商店 食料品販売 吉野

6 白山 瀬川屋 衣料品等小売業 市原

7 白山 そば処　花川 飲食業 吉野

8 白山 ㈲得永石油　吉野ＳＳ ガソリンスタンド 吉野

9 白山 中山旅館 旅館 吉野

10 白山 根来製菓 菓子製造業 木滑

11 白山 白山すぎのこ温泉 公衆浴場 佐良

12 白山 白山里　 宿泊業 瀬波

13 白山 山下畳総合インテリア 畳製造業 吉野

14 白山 ホワイトリングバス㈱ 運輸業 木滑

15 白山 ㈱ホワイトリング 旅行業 木滑

16 白山 山岸鉄工所 鉄工業他 吉野

17 白山 山立会　 なめこ生産等 木滑

18 白山 吉野谷コメヤ薬局 調剤業務・医薬品・化粧品販売 佐良

19 白山 ラ．フェスタ 菓子製造業 吉野

20 白山 レストラン手取川 飲食店 木滑

事業所名・店名 業種 町名

1 白山 一揆そば　長助 飲食業 釜清水町

2 白山 お休み所シキサイ 喫茶 左礫町

白山市地域応援券　取扱登録店一覧（白山麓）
河内地域（９店舗） 令和２年１０月５日現在

吉野谷地域（２０店舗） 令和２年１０月５日現在

鳥越地域（１６店舗） 令和２年１０月５日現在



3 白山 食彩館　せせらぎ 小売・飲食他 出合町

4 白山 Ｚigzag.Photo　atelier " Leben" 写真撮影　飲食店 瀬木野町

5 白山 じんた　佐野豆腐店 豆腐・油揚げ製造 別宮町

6 白山 鈴見商店　 雑貨 別宮町

7 白山 食べどころ民家はせがわ 飲食業 広瀬町

8 白山 にわか工房 飲食業 三ツ屋野町

9 白山 ノノハナ　ｃａｆｅ 喫茶店 若原

10 白山 バードハミング鳥越レストランささゆり 飲食業 上野町

11 白山 ハヤシ商事㈲ ガソリンスタンド 別宮町

12 白山 ㈲林電化燃料店 ガソリンスタンド 別宮町

13 白山 ぱんの実々 パンの製造販売 上野町

14 白山 ㈲ミナミデンキ 電気工事業 上野町

15 白山 やまだ農場 お米販売 広瀬町

16 白山 山里の香りただよう宿ふらり 宿泊業 仏師ヶ野町

事業所名・店名 業種 町名

1 白山 ㈲石垣商店 食料品販売 瀬戸

2 白山 一里野高原ホテル　ろあん ホテル 尾添

3 白山 岩間温泉　山崎旅館 旅館 尾添

4 白山 岩間山荘 旅館 尾添

5 白山 尾口給油所（ＪＡ白山） 給油所事業 瀬戸

6 白山 GUESTHOUSE　ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ＵＮＩＬＡ 飲食、宿泊 尾添

7 白山 珈琲KOUBOU 喫茶店 瀬戸

8 白山 清華園 飲食店 瀬戸

9 白山 瀬女　峠茶屋 飲食業 瀬戸

10 白山 蕎麦　山猫 飲食店 瀬戸

11 白山 とうふ　伝好 飲食・食品製造販売 瀬戸

12 白山 ハーブの里ミントレイノ 喫茶・物販 女原

13 白山 白山観光物産センター　道の駅瀬女 小売 瀬戸

14 白山 ㈲ペンション丘の杜 旅館業 尾添

15 白山 ホテル牛王印 旅館・飲食等 尾添

16 白山 ㈲ホテルつるのや 旅館 尾添

17 白山 丸尾ビレージ 旅館業 尾添

18 白山 雪国荘 宿泊、お土産 尾添

事業所名・店名 業種 町名

1 白山 上野とうふ店 豆腐製造販売 桑島

2 白山 お食事ゆーた 飲食店 白峰

尾口地域（１８店舗） 令和２年１０月５日現在

白峰地域（２０店舗） 令和２年１０月５日現在



3 白山 おでん　マンチ おでん屋 白峰

4 白山 加藤手織牛首つむぎ 牛首紬製造 桑島

5 白山 かんこの家 栃餅の製造販売 白峰

6 白山 ㈲北野食料品店 食料品等販売 白峰

7 白山 木下商店 小売業 白峰

8 白山 白峰コメヤ薬局　 調剤業務・医薬品・化粧品販売 白峰

9 白山 白峰特産品販売施設菜さい 特産品販売 飲食業 白峰

10 白山 志んさ本舗 菓子製造販売 白峰

11 白山 永井食料品店 食料品小売 白峰

12 白山 永井旅館 旅館業 白峰

13 白山 南竜山荘 小売 白峰　南竜ケ馬場

14 白山 白山苑 旅館業 白峰

15 白山 白山とうふ工房　山下ミツ商店 とうふ製造業 白峰

16 白山 白山恐竜パーク白峰 小売 桑島

17 白山 白山室堂、白山雷鳥荘 簡易宿泊所 白峰

18 白山 春風旅館 旅館業 白峰

19 白山 松原商店 酒類・たばこ他 白峰

20 白山 村松衣料品店 小売業 白峰


