
事業所名・店名 業種 町名

1 鶴来 あ行 荒木空調工業㈱ タッチレス水栓への取替 柴木２丁目

2 鶴来 アワヤ商店 靴・履物・木炭 鶴来本町１丁目

3 鶴来 生きがいワークス白山 飲食業・障害者福祉 鶴来本町４丁目

4 鶴来 いただき繕金沢 オーガニック食材の加工・販売 八幡町

5 鶴来 稲ほ舎 米の生産、加工販売 行町

6 鶴来 今西仏壇店 仏壇・仏具小売 鶴来本町３丁目

7 鶴来 いわなの庵 川魚養殖販売・飲食 三宮町

8 鶴来 ウーブンナック㈱ マスクに入れる抗菌生地 鶴来本町４丁目

9 鶴来 ヴォーグイチノコア店 衣料品小売業 井口町

10 鶴来 大阪屋ショップ鶴来店 食品スーパー 知気寺町

11 鶴来 大屋醤油 食品製造 鶴来本町２丁目

12 鶴来 大脇商店 小売業 白山町

13 鶴来 御菓子司むらもと 和菓子製造小売 鶴来本町３丁目

14 鶴来 お米の土井原農場 米小売 白山町

15 鶴来 おさと 飲食業 鶴来本町４丁目

16 鶴来 居酒屋おびし 飲食店 明光３丁目

17 鶴来 お酒やいしだ 酒類小売業 鶴来本町３丁目

18 鶴来 お食事処味吉亭 飲食業 熱野町

19 鶴来 お多福明光店 飲食店 七原町

20 鶴来 おはぎ屋 食事提供、お菓子、お土産物販売 白山町

21 鶴来 おもて舎 飲食業 白山町

22 鶴来 か行 カーリングサポート㈱ 自動車販売・整備業 熱野町

23 鶴来 かおる整体院 整体業 道法寺町

24 鶴来 加賀商会 陶磁器卸 月橋町

25 鶴来 加賀乃織座 牛首紬・着物小物販売 部入道町

26 鶴来 加藤サイクルセンター 自転車販売・修理業 明光４丁目

27 鶴来 門倉ブロック工業 ブロック・エクステリア工事 日向町

28 鶴来 カネマツ鮮魚店 鮮魚小売業 鶴来本町３丁目

29 鶴来 Ｃａｆｅハッカ 飲食店 鶴来今町

30 鶴来 きたぐち整体 整体業 月橋町

31 鶴来 ㈲北出住宅設備 金属建具 井口町

32 鶴来 喫茶アラモデ 塗り壁販売及びモデルルームでの喫茶営業 鶴来日詰町

33 鶴来 きものと和雑貨ふくしま 着物・和雑貨販売 七原町

34 鶴来 ㈱クスリのアオキ　熱野店 医薬品・化粧品小売業 熱野町

35 鶴来 靴きむら 靴小売業 鶴来大国町

36 鶴来 ㈲クルマスポーツ スポーツ用品販売 鶴来大国町

37 鶴来 くろゆりの里 小売業 三宮町

38 鶴来 ゲンキー　鶴来月橋店 小売業 月橋町
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39 鶴来 ゲンキー　白山町店 小売業 白山町

40 鶴来 ㈲建部設備 給排水設備業 白山町

41 鶴来 コアナオミヤ 小売業 井口町

42 鶴来 こいしや 大衆食堂 鶴来大国町

43 鶴来 コーサイ石油バイパス店 石油類販売 安養寺町

44 鶴来 コーサイ石油月橋店 石油類販売 月橋町

45 鶴来 コーサイ商店 家庭金物販売 鶴来本町２丁目

46 鶴来 越原甘清堂 菓子製造販売 鶴来本町２丁目

47 鶴来 ㈲国光マイカーサービス 自動車販売整備業 月橋町

48 鶴来 こびと百貨店(タケムラカメラ店) こびとグッズ販売 鶴来本町２丁目

49 鶴来 コブラ食堂 飲食業 鶴来大国町

50 鶴来 小堀酒造店 清酒・リキュール製造 鶴来本町１丁目

51 鶴来 Ｃｏｍｉｈａ エステ・脱毛 日御子町

52 鶴来 コメヤ薬局　本店 調剤業務・医薬品・化粧品販売 鶴来本町２丁目

53 鶴来 ドラックストア　コメヤ安養寺店 調剤業務・医薬品・化粧品販売 安養寺町

54 鶴来 月橋コメヤ薬局 調剤業務・医薬品・化粧品販売 月橋町

55 鶴来 水戸町コメヤ薬局 調剤業務・医薬品・化粧品販売 鶴来水戸町

56 鶴来 コメリＨＧ鶴来店 小売店 白山町

57 鶴来 さ行 桜井油店　鶴来給油所 給油所 鶴来本町２丁目

58 鶴来 桜井油店　白山明光給油所 給油所 井口町

59 鶴来 酒のなかたや 小売店 日向町

60 鶴来 茶房祇園 飲食業 七原町

61 鶴来 サラダ館鶴来店 贈答品小売 七原町

62 鶴来 山水苑 飲食店 小柳町

63 鶴来 ＪＡ建設エナジー鶴来給油所 燃料小売業 知気寺町

64 鶴来 汐井酒店 酒類販売業 鶴来新町

65 鶴来 汐井酒店 水戸町バイパス店 酒類販売業 鶴来水戸町

66 鶴来 四季のうつわ新和 業務用食器備品販売 熱野町

67 鶴来 獅子吼高原パラグライダースクール パラグライダースクール 八幡町

68 鶴来 自然薬舗なおみや 小売業 鶴来下東町

69 鶴来 しま崎 飲食店 道法寺町

70 鶴来 ショップさとう 小売業 明光４丁目

71 鶴来 常四鍼灸接骨院 鍼灸・マッサージ 鶴来本町１丁目

72 鶴来 食事処なか川 飲食店 森島町

73 鶴来 白峰電機商会 家電販売・電機工事 七原町

74 鶴来 じんずし鶴来店 持ち帰り寿司 鶴来新町

75 鶴来 すしべん鶴来天狗橋店 飲食業 鶴来水戸町

76 鶴来 スタジオライフ 写真撮影業 八幡町

77 鶴来 生活自動車富光寺店 自動車整備 部入道町

78 鶴来 生活協同組合コープいしかわ鶴来センター 宅配事業を通じて供給事業 行町

79 鶴来 世界館畑精肉店 食肉販売業 鶴来本町３丁目



80 鶴来 善与門 カフェ 三宮町

81 鶴来 草庵 飲食店 鶴来日吉町

82 鶴来 た行 だいあんの蔵 建築・インテリア小売 鶴来知守町

83 鶴来 鯛佐 小売 鶴来下東町

84 鶴来 大名そば 飲食業 知気寺町

85 鶴来 泰夢 飲食店 八幡町

86 鶴来 田上屋 化粧品雑貨 鶴来本町２丁目

87 鶴来 武久商店 醸造業 鶴来本町１丁目

88 鶴来 武部拾翠堂 表装、額等小売 鶴来本町１丁目

89 鶴来 ㈲タケムラ 家電販売・修理 鶴来本町４丁目

90 鶴来 たまごのゆめ カフェ 鶴来上東町

91 鶴来 タマルバー ＴＧ’ｓ Ｈｏｍｅ 飲食店 日向町

92 鶴来 づいき 飲食業 鶴来本町２丁目

93 鶴来 常山生菓子店 菓子製造業 鶴来新町

94 鶴来 つるぎ福喜寿司 飲食店 道法寺町

95 鶴来 鶴の家 飲食店 鶴来古町

96 鶴来 つるやハニー道法寺本店 和菓子製造販売 道法寺町

97 鶴来 つるやハニーレッツ店 和菓子製造販売 鶴来下東町

98 鶴来 寺田金物店 金物店（小売・卸） 鶴来古町

99 鶴来 天狗中田鶴来店 食肉販売業 鶴来新町

100 鶴来 天然カレー市場ヤムヤム 飲食業 安養寺町

101 鶴来 ドッグサロンバブルドット ペットサロン 鶴来本町４丁目

102 鶴来 な行 ながた食肉・焼肉ながた 食肉販売・焼肉飲食 八幡町

103 鶴来 ７★ｃａｆｅ 飲食店 八幡町

104 鶴来 ㈲なべや 本・文具・化粧品小売業 鶴来本町１丁目

105 鶴来 西川設計事務所 測量設計 鶴来本町４丁目

106 鶴来 西川屋 飲食店 鶴来日詰町

107 鶴来 ニュー志良山荘 飲食業 三宮町

108 鶴来 にわか工房レッツ店 飲食業 鶴来下東町

109 鶴来 ぬくもりセラピーＥｌｆｉiｎ リラクゼーションサロン 安養寺町

110 鶴来 農事組合法人　要 米の生産、販売 明島町

111 鶴来 農産物直売所よらんかいねぇ広場 直売所事業 井口町

112 鶴来 は行 パーク獅子吼・スカイ獅子吼 小売 八幡町

113 鶴来 バキサ 家庭用ドライ洗剤販売 鶴来本町２丁目

114 鶴来 （一社）白山市観光連盟 観光業 鶴来本町４丁目

115 鶴来 白山キッシュハウスクゥーイ 飲食業 八幡町

116 鶴来 白山モータース 自動車整備 白山町

117 鶴来 白整舎コア店 ホームウエアクリーニング業 井口町

118 鶴来 白整舎レッツ店 ホームウエアクリーニング業 鶴来下東町

119 鶴来 早瀬洋品店 小売業 鶴来本町２丁目

120 鶴来 ばらずし鶴来店 お持ち帰り寿司の製造、販売 鶴来下東町



121 鶴来 ＨｅｌｌｏＨａｍｂｕｒｇｅｒ／３８ｄｉｎｉｎｇ 飲食店 三宮町

122 鶴来 美よう処和凛 美容室（ネイル、ヘアメイク、着付） 鶴来上東町

123 鶴来 美容室ＭＡＳＡ 美容室 鶴来大国町

124 鶴来 フジカラープラザ・コア 写真のプリント・写真用品の販売 井口町

125 鶴来 ブティックにし 婦人服小売 鶴来本町４丁目

126 鶴来 フラワーショップとくだ 本店 生花販売 鶴来下東町

127 鶴来 フラワーショップとくだ コア店 生花販売 井口町

128 鶴来 フラワーショップとくだ レッツ店 生花販売 鶴来下東町

129 鶴来 ヘアーサロン髪ひこうき 美容業全般 鶴来本町４丁目

130 鶴来 ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ １９６９ 美容室 日御子町

131 鶴来 HAIR&SHAVE ADATI 理容業 鶴来本町３丁目

132 鶴来 ヘアーディヴァージョンテナー 美容業 井口町

133 鶴来 北陸トーヨー自動車㈱ 自動車整備・販売業 鶴来本町４丁目

134 鶴来 堀吉書店 書籍・文具小売 鶴来新町

135 鶴来 ま行 マイカーセンター（ＪＡ白山） 自動車事業 井口町

136 鶴来 前向き純喫茶　節介さん 喫茶店 八幡町

137 鶴来 町八家具 家具販売 鶴来今町

138 鶴来 マルエー鶴来店 食品スーパーマーケット 鶴来下東町

139 鶴来 マルエー井口店 食品スーパーマーケット 井口町

140 鶴来 萬寿荘さわだ旅館 旅館 鶴来日詰町

141 鶴来 ㈱ミートビック 食肉卸・小売 熱野町

142 鶴来 ㈱水上商会 小売業 小柳町

143 鶴来 ミスタータイヤマン鶴来 小売店 安養寺町

144 鶴来 みよしの 飲食店 鶴来下東町

145 鶴来 民芸割烹ふる里の味処りんどう 飲食店業 三宮町

146 鶴来 民宿獅子吼荘 宿泊飲食業 八幡町

147 鶴来 明光自動車サービス㈱ 自動車整備販売 八幡町

148 鶴来 めがねと時計のお店 ＨＯＴＴＡ レッツ店 メガネ・時計・宝飾小売業 鶴来下東町

149 鶴来 めがねと時計のお店 ＨＯＴＴＡ コア店 メガネ・時計・宝飾小売業 井口町

150 鶴来 木工所ひびき 木材加工・販売 鶴来水戸町

151 鶴来 もく遊りん レストラン・雑貨 八幡町

152 鶴来 森口建具 建具 森島町

153 鶴来 や行 やきとり再来 テイクアウト焼鳥 井口町

154 鶴来 焼肉ロクデナシ 焼肉店 鶴来下東町

155 鶴来 焼肉深山 焼肉店 鶴来日詰町

156 鶴来 焼肉茶屋恵比須 飲食店 明島町

157 鶴来 ヤマグチメディカル 医療機器・医療用品販売 鶴来水戸町

158 鶴来 山﨑商事㈱ 電気・給排水等 小柳町

159 鶴来 山下鮮魚山力 鮮魚小売、仕出し 道法寺町

160 鶴来 山田靴店 小売 鶴来上東町

161 鶴来 吉田屋 みそ、正油、醸造販売 鶴来新町



162 鶴来 米田硝子 アルミサッシ、ガラス修理、金物取替 鶴来水戸町

163 鶴来 ら行 ラーメン食堂９９６ 飲食店 鶴来新町

164 鶴来 LIFE INDEX 家具小売 柴木町

165 鶴来 理容室はやし 理容全般 鶴来大国町

166 鶴来 理容むろい 理容サービス 鶴来本町２丁目

167 鶴来 理容ナカダ 整髪、顔剃、その他 鶴来古町

168 鶴来 料理旅館花月荘 料理旅館業 鶴来日詰町

169 鶴来 旅館かのや 旅館業及び飲食 八幡町

170 鶴来 わ行 若竹 飲食業 鶴来本町４丁目

171 鶴来 和田屋 料理旅館 三宮町

172 鶴来 和乃菓ひろの 和菓子製造販売 鶴来大国町


