
令和５年１月３１日現在

業種別店舗名５０音順

店舗名 町名

1 松任 味工房　扇屋 成町

2 松任 居酒屋みずほ みずほ２丁目

3 松任 イタリア食堂　ジッリオ・ディ・フィレンツェ 平松町

4 松任 エイワン千代 宮永市町

5 松任 おいしい中国茶の旺徳福 中町

6 松任 欧風食堂カンティーヌ 倉光６丁目

7 松任 おそば屋　小幸 新成１丁目

8 松任 お多福　松任店 八ツ矢町

9 松任 お多福　松任バイパス 村井町

10 松任 お多福　松任安田店 安田町

11 松任 御料理　喜太 木津町

12 松任 御料理　鈴おき 橋爪町

13 松任 風の街　松任店 三浦町

14 松任 割烹にしき 西新町

15 松任 金沢かつぞう　白山店 横江町

16 松任 金沢まいもん寿司　白山インター店 横江町

17 松任 我楽 橋爪町

18 松任 カレーハウスＣOCO壱番屋　フェアモール松任店 幸明町

19 松任 喜色食堂 宮丸町

20 松任 喫茶・食事　未成年 宮永市町

21 松任 キッチンユキ 幸明町

22 松任 行善寺やぶそば 北安田町

23 松任 金龍寿し 辰巳町

24 松任 串酒場　灯‐tomoshibi‐ 安田町

25 松任 厳選焼肉＆銘酒ダイニング　あかり 中町

白山市地域応援券　取扱登録店一覧
松任地域（全２６１店舗）

飲食業（85店舗）



26 松任 ココス松任　相木店 相木２丁目

27 松任 こめ倉珈琲 横町

28 松任 ｃｏｃｏｍｉ-心味- 相木町

29 松任 犀与亭　料理部 辰巳町

30 松任 さか㐂 中柏野町

31 松任 葉肉　さぶろく 北安田町

32 松任 三郎平 村井町

33 松任 旬彩酒場　玉 田中町

34 松任 旬味酒処　山海里 八ツ矢町

35 松任 旬味にしで 末広１丁目

36 松任 食創工房　千代の 千代野西５丁目

37 松任 すし食いねぇ！松任本店 田中町

38 松任 すしべん　福留店 福留町

39 松任 すしべん　松本店 松本町

40 松任 スタミナ軒 村井東２丁目

41 松任 炭焼牛たん東山　イオンモール白山店 横江町

42 松任 蒼そう 西新町

43 松任 高砂茶寮 安田町

44 松任 中華の丸八 西新町

45 松任 中華料理　北陸 西柏町

46 松任 中華料理店チュー 西新町

47 松任 テキサスハンズ　松任駅北口店 相木１丁目

48 松任 デジョイピザ 八ツ矢町

49 松任 手創り旬菜とお酒　福ろう 辰巳町

50 松任 燈八 中町

51 松任 トラットリア　ＯＲＳＯ 博労３丁目

52 松任 絶好鳥酒場　鳥びあーの　松任店 八ツ矢町

53 松任 どん平 博労３丁目

54 松任 南風 殿町

55 松任 日本料理　千代 西新町



56 松任 ㈱ハチバン　徳光PA（下り）里海店 徳光町

57 松任 ㈱ハチバン　徳光PA（上り）里山店 徳光町

58 松任 ８番らーめん　松任駅北口店 相木２丁目

59 松任 ８番らーめん　松任店 徳丸町

60 松任 ８番らーめん　横江店 横江町

61 松任 船本屋 笠間町

62 松任 HEAD ROCK CAFÉ 辰巳町

63 松任 まっとう福喜寿司 宮永市町

64 松任 お好み焼 鉄板焼　まめ 横江町

65 松任 みか月 新田町

66 松任 みつき庵 中町

67 松任 みよしの 辰巳町

68 松任 めぐみ白山　風土ピア 宮丸町

69 松任 メンツル食堂 相木町

70 松任 めん房つるつる　松任店 倉光１丁目

71 松任 モスバーガー　松任店 倉光10丁目

72 松任 焼肉　ひで華　倉光店 倉光10丁目

73 松任 焼肉蔵　アピタ松任店 幸明町

74 松任 焼肉サンミート 北成町

75 松任 焼肉チキチキ 徳丸町

76 松任 焼肉茶屋 恵比須　松任店 番匠町

77 松任 焼肉なかなか　松任店 新田町

78 松任 焼肉ぶんちゃん 北安田西１丁目

79 松任 焼肉まいうーカルビ　松任店 幸明町

80 松任 焼肉よし川 福留町

81 松任 やっぱりステーキ　アピタ松任店 幸明町

82 松任 らーめん世界　松任店 田中町

83 松任 四季彩　Ｒｉｃｃａ 中成1丁目

84 松任 料亭かつ新 相木町

85 松任 レストランむささび亭 中奥町



店舗名 町名

1 松任 ㈱グランドホテル白山 西新町

2 松任 ホテルシーサイド松任 相川町

店舗名 町名

1 松任 エステスペースSerendipity 八田町

2 松任 Ogushi hair 成町

3 松任 おうちサロン　Ｆｕｆｌａ 福留町

4 松任 ㈲カットルーム・オトムラ　Oto progress hair 中町

5 松任 ジオジオべっぴん　千代野店 千代野東５丁目

6 松任 パリジャン美容室 安田町

7 松任 Baby&mama 田中町

8 松任 BPN&アリュールべっぴんさん 平松町

9 松任 hair&cure藤 茶屋２丁目

10 松任 ヘアーサロン・タバタ 成町

11 松任 ヘア＆リラクゼーション　ナチュール 徳丸町

12 松任 理容しもさき 西新町

13 松任 理容ながしま 水島町

店舗名 町名

1 松任 あづま接骨院 茶屋１丁目

2 松任 いこまともみレディースクリニック 北安田西２丁目

3 松任 いこまともみレディースクリニック　産科分院 北安田西２丁目

4 松任 岡村内科医院 千代野東５丁目

5 松任 おみや整体院 橋爪町

6 松任 カイロプラクティックぱーす 相木１丁目

宿泊業（２店舗）

理美容業（エステ含む）（13店舗）

医療・療術業・薬局（19店舗）



7 松任 漢方専門　福の樹薬局 みずほ２丁目

8 松任 ちくだ医院 倉光６丁目

9 松任 津山クリニック 北安田町

10 松任 和み薬局 藤木町

11 松任 西本接骨院 中成２丁目

12 松任 産前・産後整体専門院　-nanohana- 菜の花３丁目

13 松任 はりきゅう治療院　アピタ松任店 幸明町

14 松任 蕪城堂薬局 蕪城４丁目

15 松任 ほぐし屋ツル 倉光８丁目

16 松任 やなぎ内科クリニック 専福寺町

17 松任 山島台コメヤ薬局 山島台６丁目

18 松任 Ｌｉｅｂｅｎ　レディース整体 新成１丁目

19 松任 連代薬局 西柏１丁目

店舗名 町名

1 松任 i・make合同会社 蕪城２丁目

2 松任 自転車センター　アヅマ 布市１丁目

3 松任 アトム電器　若宮店 若宮２丁目

4 松任 アピタ　松任店 幸明町

5 松任 アピタ　松任店　Tio 幸明町

6 松任 ㈱あめぜん 茶屋１丁目

7 松任 アルビス　北安田店 北安田町

8 松任 イオンスタイル白山 横江町

9 松任 イオン松任店 平松町

10 松任 イオンモール白山 横江町

11 松任 石地呉服店 石立町

12 松任 ａｕショップイオンモール白山 横江町

13 松任 ENEOS松任S.S　沢村商店 末広１丁目

14 松任 ㈱圓八 成町

小売業（115店舗）



15 松任 大阪屋 安田町

16 松任 大阪屋ショップ松任店 五歩市町

17 松任 ㈲オートハウス上田 米永町

18 松任 雅風堂　本店 徳丸町

19 松任 ㈲川崎寝具店 末広１丁目

20 松任 ㈱金谷酒造店 安田町

21 松任 ㈲金谷酒類販売 安田町

22 松任 亀田屋 四日市町

23 松任 Candy Apple 横江町

24 松任 ㈲木村屋糀店 八日市町

25 松任 業務スーパー　松任店 村井町

26 松任 ㈱クスリのアオキ　相木店 相木２丁目

27 松任 ㈱クスリのアオキ　石同新町店 石同新町

28 松任 ㈱クスリのアオキ　北安田店 北安田西１丁目

29 松任 ㈱クスリのアオキ　北安田南店 北安田南部

30 松任 ㈱クスリのアオキ　松南青木二階堂薬局店 博労３丁目

31 松任 ㈱クスリのアオキ　松任新旭店 新田町

32 松任 ㈱クスリのアオキ　成町店 成町

33 松任 ㈱クスリのアオキ　布市店 布市１丁目

34 松任 ㈱クスリのアオキ　横江店 横江町

35 松任 ㈱クスリのアオキ　ラスパ白山店 倉光５丁目

36 松任 ㈲グリーンハウス・ユゥ 源兵島町

37 松任 ケーズデンキ　フェアモール松任店 幸明町

38 松任 ゲンキー　千代野中店 千代野東５丁目

39 松任 五代目茶屋 中町

40 松任 コメリパワー　白山店 横江町

41 松任 彩霞堂 石同町

42 松任 犀与亭　精肉部 中町

43 松任 Ｓａｋｅ　Ｔａｍａｋｉ　1988+ 宮永町

44 松任 酒のとくもと 博労３丁目



45 松任 酒の宮崎　水澄店 水澄町

46 松任 酒のミヤムラ 中町

47 松任 酒のやまや　松任店 幸明町

48 松任 JAグリーン松任　まいどさん市場 倉光４丁目

49 松任 ㈱車多酒造 坊丸町

50 松任 ジョーシン　イオンモール白山店 横江町

51 松任 紳士服ひらた 倉光８丁目

52 松任 じんずし　松任店 馬場２丁目

53 松任 Styleeｂａｓｅ 村井町

54 松任 セブンイレブン　白山宮永店 宮永町

55 松任 セブンイレブン　白山村井町店 村井町

56 松任 セブンイレブン　白山八ッ矢町店 八ツ矢町

57 松任 大松庵　本店 平松町

58 松任 田中自転車店 笠間町

59 松任 田中屋 東新町

60 松任 たまき酒店 千代野西４丁目

61 松任 鶴見自動車 宮永町

62 松任 ディスカウントドラッグ　コスモス布市店 布市２丁目

63 松任 ㈲徳田商会 倉光１丁目

64 松任 西の藏米 八田町

65 松任 ㈱ニシムラ自動車商会 西美沢野町

66 松任 ニトリ デコホーム イオンモール白山店 横江町

67 松任 パティスリー　プティレーヴ 馬場２丁目

68 松任 花の村松 中町

69 松任 ばばの自動車 山島台３丁目

70 松任 ㈲濱上呉服店　松任店 若宮２丁目

71 松任 ㈱ハラ自動車 五歩市町

72 松任 時計・宝石・めがねのハルタ 中町

73 松任 バロー　松任店 相木２丁目

74 松任 バロー　松任東店 番匠町



75 松任 ハンズコカジ 倉光１丁目

76 松任 ㈲ばんば 宮永町

77 松任 ピアゴ　白山店 倉光５丁目

78 松任 100満ボルト　イオン松任店 平松町

79 松任 平書店 八日市町

80 松任 ファーマーズ　Ａコープ北安田店 北安田西１丁目

81 松任 ファッションセンター　しまむら松任店 北安田西１丁目

82 松任 ファニチャーエクスプレス 倉光10丁目

83 松任 ファミリーマート　Ａコープ加賀野店 西柏１丁目

84 松任 ファミリーマート　白山柏野バイパス店 荒屋柏野町

85 松任 ファミリーマート　白山中町店 中町

86 松任 ファミリーマート　白山平松店 平松町

87 松任 ファミリーマート　白山三浦町店 三浦町

88 松任 ファミリーマート　白山村井店 村井町

89 松任 V・ドラッグ　松任東店 番匠町

90 松任 福田茶舗 東一番町

91 松任 ふくふくらんど 中町

92 松任 ふとんのタカシマ 上二口町

93 松任 Flower&Green絵美利亜　ラスパ白山店 倉光５丁目

94 松任 フラワー＆グリーン美楽園 博労２丁目

95 松任 文明堂壹番館金沢直売店 長竹町

96 松任 ホームプラザナフコ　松任店 相木２丁目

97 松任 ポポラーレ 徳丸町

98 松任 本田印判 八ツ矢町

99 松任 ㈱前越電化社 倉光６丁目

100 松任 松川文具 四日市町

101 松任 マルエー　松任店 成町

102 松任 みたに書店 八日市町

103 松任 道の駅めぐみ白山　JA直売所 宮丸町

104 松任 むつぼしマーケット　松任本店 橋爪町



105 松任 ＵQスポットイオンモール白山 横江町

106 松任 ㈱吉田酒造店 安吉町

107 松任 ラシック　バイ　フクズミ 中町

108 松任 リーファ・ナカガワ 徳丸町

109 松任 ルミエール小倉屋菓子舗 安吉町

110 松任 ローソン白山倉光一丁目店 倉光１丁目

111 松任 ローソン白山竹松町店 竹松町

112 松任 ローソン松任乾町店 乾町

113 松任 ローソン松任茶屋店 茶屋２丁目

114 松任 ㈱ロードスター北陸 番匠町

115 松任 ワダフォトスタジオ 末広１丁目

店舗名 町名

1 松任 ㈱浅野太鼓楽器店 福留町

2 松任 エムアールテクノサービス㈱　金沢支店 下柏野町

3 松任 大竹電機㈱ 幸明町

4 松任 ㈱奥田建設 菅波町

5 松任 オリエンタルタクシー 横町

6 松任 金沢屋　白山店 千代野西３丁目

7 松任 北崎自動車工業㈱ 三浦町

8 松任 ㈱窪川自動車商会 八ツ矢町

9 松任 スカイクリーニング　松任店 安田町

10 松任 ㈱松明電設 三幸町

11 松任 大和タクシー　松任営業所 田中町

12 松任 ㈱高蔵自動車 宮永市町

13 松任 千代野建設㈱ 倉光6丁目

14 松任 白山きたさきバス 三浦町

15 松任 白整舎　幸明店 幸明町

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

その他（27店舗）



17 松任 白整舎　松任成店 成町

18 松任 白整舎　松任新田店 新田町

19 松任 フォトスタジオ　くらしげ 西新町

20 松任 冨士タクシー　松任営業所 旭町

21 松任 ベンリー松任店 徳光町

22 松任 ㈱法仏造園 法仏町

23 松任 ㈱宮崎クリーニング社　大阪屋ショップ松任店 五歩市町

24 松任 ㈱宮崎クリーニング社　千代野店 千代野東５丁目

25 松任 ㈱宮崎クリーニング社　本店 徳丸町

26 松任 ヨガスタジオ　アシャ 美里町

27 松任 ワールドトリップ㈱ 乙丸町

以上


