
事業所名・店名 業種 町名

1 美川 あ行 ＡＣＢ 飲食業(ｱﾙｺｰﾙ等) 鹿島町

2 美川 荒忠商店 ふぐの子糠漬け等 美川永代町

3 美川 あら与　本店 ふぐ粕・糖漬 美川北町

4 美川 あら与　大橋店 ふぐ粕・糖漬 美川永代町

5 美川 アルソア　コフレ 化粧品、健康食品 美川中町

6 美川 あんず乃森 飲食店（喫茶） 鹿島町

7 美川 アンド・スミダ 電気店 美川末広町

8 美川 居酒屋　とっと 飲食店(居酒屋) 美川中町

9 美川 石川珠研　湊そろばん塾 珠算塾 湊町

10 美川 いずみ薬局 医薬品・化粧品 美川和波町

11 美川 一川商店 味噌製造販売 美川神幸町

12 美川 いっぷく処　はりんこ 飲食店 平加町

13 美川 井村内科・腎透析クリニック 病院 美川中町

14 美川 魚屋　マルト 鮮魚店 湊町

15 美川 うしむら眼科クリニック 眼科 井関町

16 美川 Ａコープ　蝶屋店 食品スーパー 西米光町

17 美川 ㈲大西蒲鉾 蒲鉾製造販売 美川和波町

18 美川 太原薬局・酒店 薬局・酒店 湊町

19 美川 おもちゃ屋　ふくい 玩具、食玩、たばこ 美川永代町

20 美川 か行 加賀美川刺しゅうの里 刺繍品・ｶﾚｰ店 蓮池町

21 美川 笠間理容店 理容業 美川末広町

22 美川 割烹　十兵衛 飲食店 湊町

23 美川 勝見佛壇店 仏壇店 美川新町

24 美川 髪床　せと 理容業 美川浜町

25 美川 カラオケ令歌 飲食業（ｶﾗｵｹ） 美川北町

26 美川 北川マルヰ㈱ ＬＰガス、灯油 美川北町

27 美川 ㈲キタダ　起正療術院 家具ｲﾝﾃﾘｱ・整体 美川中町

28 美川 北島仏壇店 仏壇・仏具店 美川新町

29 美川 喫茶ピース 飲食店（ｺｰﾋｰ・ お好み焼き・やきそば） 平加町

30 美川 ㈱クスリのアオキ　美川店 医薬品・化粧品小売業 長屋町

31 美川 小竹生花園 生花店 美川新町

32 美川 ㈲小鍋商店 ｴｸｽﾃﾘｱ商品・手造りマスク 美川本吉町

33 美川 コメリ　ハードアンドグリーン美川店 小売業 鹿島町

34 美川 さ行 栄寿司 飲食店(寿司) 湊町

35 美川 佐竹商店 日用品・文具・書籍 美川北町

36 美川 佐渡銀酒店 酒類・たばこ 美川和波町

37 美川 ＪＡ白山蝶屋給油所 給油所事業 井口町

38 美川 しおのやクリニック 内科 湊町
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39 美川 島清鮮魚店 鮮魚店 美川中町

40 美川 シンヤ衣料品店 婦人衣料 美川永代町

41 美川 シンヤ写真館 写真店 美川中町

42 美川 すし処　かわぎし 飲食店（寿司） 長屋町

43 美川 寿司割烹　吾智 飲食店（寿司） 美川永代町

44 美川 鮨　美浜 飲食店（寿司） 美川永代町甲

45 美川 スポーツショップ　マツダ バドミントン用品 美川今町

46 美川 スミヤ精肉店 精肉及び加工品販売 井関町

47 美川 せっけん工房　エステル 石鹸製造販売 鹿島平

48 美川 た行 大衆割烹　五展 飲食店 美川末広町

49 美川 たこ焼こうたろう たこ焼き、大判焼 湊町

50 美川 谷保屋 和菓子製造販売 湊町

51 美川 たべ処　弁慶 飲食店 鹿島町

52 美川 中華料理　美美 飲食店（中華） 美川中町

53 美川 ちょっきんくらぶ夢幻舎 理容業 美川中町

54 美川 ツカノマ 日用品販売 手取町

55 美川 任孫商店 海産物加工業 美川永代町

56 美川 な行 梨井理容店 理容店 湊町カ

57 美川 なべ長 飲食店（和食） 美川南町

58 美川 ㈲新田スポーツ スポーツ用品店 美川浜町

59 美川 日本料理　幸庵 飲食店（和食） 西米光町

60 美川 は行 ﾊﾞｰﾊﾞｰｼｮｯﾌﾟｽｷﾙ 理容業 美川西米光町

61 美川 濱上呉服店　美川店 呉服販売 美川浜町

62 美川 浜上建具 木製建具製造 美川永代町

63 美川 原清商店 ふぐ粕・糖漬、 さば・いわし糠漬 美川永代町

64 美川 羽瑠窯 陶芸教室 鹿島町

65 美川 ぱんだふる パン製造販売 平加町

66 美川 Ｂ&Ｂ　ＭＩＫＡＷＡ 宿泊 美川中町

67 美川 美容室　たがわ 美容業 美川今町ル

68 美川 ひらきサイクル 自転車修理・販売 美川和波町

69 美川 藤の瀬ファーム 菓子・総菜製造販売 美川神幸町

70 美川 フタマサ御酒堂 菓子製造販売 美川新町

71 美川 ㈲二口設備 管工事業 美川浜町

72 美川 ｐｒｏｓｐｅｒｓ 理・美容室 湊町

73 美川 ｈａｉｒ　Ｌｏｏｊｉ 美容院 美川神幸町

74 美川 ㈲北陸印章 印鑑類 湊町

75 美川 ま行 ＭＡＴＣＨ　ＵＰ 美容室 平加町

76 美川 ㈱マルエーmini美川店 食品スーパー 美川末広町

77 美川 まんぷく亭 飲食店（お好み焼き） 鹿島町

78 美川 ㈱みかわ薬局 医薬品・化粧品 美川中町

79 美川 美川温泉元湯ほんだ 温泉浴場 長屋町



80 美川 美川コンタクトレンズ ｺﾝﾀｸﾄﾝｽﾞ 井関町

81 美川 美川どうぶつ病院 動物病院 美川永代町

82 美川 美川珠算塾 珠算塾 美川北町

83 美川 みかわ食堂あんやと 飲食店(居酒屋) 美川北町

84 美川 美川３７Ｃａｆｅ 飲食店（カフェ） 美川中町

85 美川 美川冷菓 飲料・乳製品 美川浜町

86 美川 南ハチミツ 蜂蜜販売 平加町

87 美川 宮清鮮魚店 鮮魚店 美川神幸町

88 美川 メガネのスミタ 時計・眼鏡・宝石・補聴器 美川永代町

89 美川 めん処　一休どん 飲食店(うどん・丼) 蓮池町

90 美川 めんや七福神 飲食店（ﾗｰﾒﾝ） 鹿島町

91 美川 もうり美容室 美容業 美川中町

92 美川 もと江呉服店 呉服一式 美川和波町

93 美川 ㈱盛本自動車商会 自動車修理・販売 美川中町

94 美川 ㈱もり酒店 酒店 手取町

95 美川 や行 焼肉じゃんぼ 焼肉店 平加町

96 美川 焼肉２０００ねん 飲食店（焼肉） 手取町

97 美川 ㈲安新 水産物加工・販売 美川永代町

98 美川 YASUMARUごはんcafé 飲食店 平加町

99 美川 洋食ビストロ福壱軒 飲食店（洋食） 鹿島町

100 美川 米田クリーニング クリーニング店 美川南町

101 美川 ら行 リップ美容室 美容院 西米光町

102 美川 竜香 飲食店 湊町

103 美川 御料理　こめや 飲食店（魚介類） 美川浜町

104 美川 料理旅館　沢のや 料理旅館 美川南町

105 美川 レスト＆スナック　れんげ 飲食店（定食等） 湊町


