
令和５年１月１１日現在

業種別店舗名５０音順

店舗名 町名

1 美川 居酒屋　とっと 美川中町

2 美川 いっぷく処　はりんこ 平加町

3 美川 御料理　こめや 美川浜町

4 美川 料理旅館　沢のや 美川南町

5 美川 カラオケ令歌 美川北町

6 美川 喫茶ピース 平加町

7 美川 こうたろう 湊町

8 美川 五展 美川末広町

9 美川 鮨　美浜 美川永代町

10 美川 寿司割烹　吾智 美川永代町

11 美川 すし処　かわぎし 長屋町

12 美川 スナックＡＣＢ 鹿島町

13 美川 たべ処　弁慶 鹿島町

14 美川 中華料理　美美 美川中町

15 美川 なべ長 美川南町

16 美川 日本料理　幸庵 西米光町

17 美川 まんぷく亭 鹿島町

18 美川 めん処　一休どん 蓮池町

19 美川 焼肉じゃんぼ 平加町

20 美川 YASUMARUごはんcafé 平加町

21 美川 洋食ビストロ福壱軒 鹿島町

22 美川 れんげ 湊町

白山市地域応援券　取扱登録店一覧
美川地域（全７５店舗）

飲食業（22店舗）



店舗名 町名

1 美川 ＷＯＯＤＹ・ロンドンバスホテル 湊町

店舗名 町名

1 美川 笠間理容店 美川末広町

2 美川 ちょっきんくらぶ夢幻舎 美川中町

3 美川 ｐｒｏｓｐｅｒｓ（プロスパーズ） 湊町

4 美川 メナードフェイシャルサロン　白山鹿島平店 鹿島平

5 美川 もうり美容室 美川中町

6 美川 リップ美容室 西米光町

店舗名 町名

1 美川 いずみ薬局 美川和波町

2 美川 うしむら眼科クリニック 井関町

3 美川 なかでクリニック 鹿島平

4 美川 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　Kane 長屋町

5 美川 ㈱みかわ薬局 美川中町

6 美川 美川コンタクトレンズ 井関町

7 美川 美川どうぶつ病院 美川永代町

店舗名 町名

1 美川 荒忠商店 美川永代町

2 美川 あら与　本店 美川北町

3 美川 アンド・スミダ 美川末広町

4 美川 Ａコープ　蝶屋店 西米光町

5 美川 ㈲大西蒲鉾 美川和波町

小売業（33店舗）

宿泊業（1店舗）

理美容業（エステ含む）（6店舗）

医療・療術業・薬局（７店舗）



6 美川 おもちゃ屋　ふくい 美川永代町

7 美川 勝見佛壇店 美川新町

8 美川 ㈱クスリのアオキ　美川店 長屋町

9 美川 小竹生花園 美川新町

10 美川 ㈲小鍋商店 美川本吉町

11 美川 コメリ　ハードアンドグリーン美川店 鹿島町

12 美川 佐竹商店 美川北町

13 美川 シンヤ衣料品店 美川永代町

14 美川 シンヤ写真館 美川中町

15 美川 スミヤ精肉店 井関町

16 美川 せっけん工房　エステル 鹿島平

17 美川 ｔａｒｔｅ．Ｔａｎｉｚａｗａ 美川和波町

18 美川 谷保屋 湊町

19 美川 任孫商店 美川永代町

20 美川 ツカノマ 手取町

21 美川 ㈲新田スポーツ 美川浜町

22 美川 原清商店 美川永代町

23 美川 ぱんだふる 平加町

24 美川 ひらきサイクル 美川和波町

25 美川 ひらせいホームセンター美川インター店 鹿島町

26 美川 藤の瀬ファーム 美川神幸町

27 美川 フタマサ御酒堂 美川新町

28 美川 ㈲北陸印章 湊町

29 美川 マルエーmini美川店 美川末広町

30 美川 美川冷菓 美川浜町

31 美川 メガネ時計　スミタ 美川永代町

32 美川 ㈱もり酒店 手取町

33 美川 ㈲安新 美川永代町

その他（6店舗）



店舗名 町名

1 美川 北川マルヰ㈱ 美川北町

2 美川 美川温泉元湯ほんだ 長屋町

3 美川 美川珠算塾 美川北町

4 美川 湊そろばん塾 湊町

5 美川 白山農業協同組合 蝶屋給油所 西米光町

6 美川 山忠設備 長屋町

以上


