
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 鶴来 居酒屋おびし 明光３丁目

2 鶴来 石うす挽き手打ちそば処 しば野 曽谷町

3 鶴来 うまいもの処 しま崎 道法寺町

4 鶴来 おさと 鶴来本町

5 鶴来 おもて舎 白山町

6 鶴来 御料理　良所 八幡町

7 鶴来 かき屋 鶴来新町

8 鶴来 カフェシダーハウス 八幡町

9 鶴来 黄色いさくらんぼ 井口町

10 鶴来 こいしや 鶴来大国町

11 鶴来 酒肴づいき 鶴来本町

12 鶴来 茶房祇園 七原町

13 鶴来 山水苑 小柳町

14 鶴来 食事処なか川 森島町

15 鶴来 じんずし　鶴来店 鶴来新町

16 鶴来 Ｓｏｕｖｅｎｉｒ スーヴニール 鶴来今町

17 鶴来 寿し西川屋 鶴来日詰町

18 鶴来 すしべん　鶴来天狗橋店 鶴来水戸町

19 鶴来 スナック　来人 八幡町

20 鶴来 善与門 三宮町

21 鶴来 草庵 鶴来日詰町

22 鶴来 そば処　にわか 鶴来下東町

23 鶴来 大名 知気寺町

24 鶴来 タマルバー ＴＧ’ｓ Ｈｏｍｅ 日向町

25 鶴来 つるぎ福喜寿司 道法寺町

白山市地域応援券　取扱登録店一覧
鶴来地域（全１６３店舗）

飲食業（4５店舗）



26 鶴来 ながた食肉・焼肉ながた 八幡町

27 鶴来 ７★ｃａｆｅ 八幡町

28 鶴来 ニュー志良山荘 三宮町

29 鶴来 白山お宿・そば処さかい 八幡町

30 鶴来 白山キッシュハウスクゥーイ 八幡町

31 鶴来 ばらずし　鶴来レッツ店 鶴来下東町

32 鶴来 パンケーキカフェfluffy 月橋町

33 鶴来 パンとさかな 日向町

34 鶴来 ぱん処まる濱屋 鶴来本町

35 鶴来 +Ｋ(プラスケー) 月橋町

36 鶴来 味吉亭 熱野町

37 鶴来 みよしの 鶴来下東町

38 鶴来 みらくる 鶴来本町

39 鶴来 もく遊りん食工房 八幡町

40 鶴来 焼肉茶屋恵比須　鶴来店 明島町

41 鶴来 焼肉深山 鶴来日詰町

42 鶴来 焼肉ロクデナシ 鶴来下東町

43 鶴来 ヤムヤム 安養寺町

44 鶴来 若竹 鶴来本町

45 鶴来 和田屋 三宮町

店舗名 町名

1 鶴来 萬寿荘さわだ旅館 鶴来日詰町

2 鶴来 民宿獅子吼荘 八幡町

3 鶴来 旅館かのや 八幡町

店舗名 町名

1 鶴来 ＧＲＡＣＥ ＳＡＬＯＮ ＥＣＲＵ 日御子町

宿泊業（3店舗）

理美容業（エステ含む）（12店舗）



2 鶴来 Ｃｏｍｉｈａ 日御子町

3 鶴来 サロンドパリッ娘 鶴来新町

4 鶴来 ＤＡＨＬＩＡ 八幡町

5 鶴来 ナコ美容室 鶴来下東町

6 鶴来 ヘアーサロン髪ひこうき 鶴来本町

7 鶴来 HAIR&SHAVE ADATI 鶴来本町

8 鶴来 美容室テルセーロ 鶴来下東町

9 鶴来 美容室ＭＡＳＡ 鶴来大国町

10 鶴来 理容室はやし 鶴来大国町

11 鶴来 理容ナカダ 鶴来古町

12 鶴来 理容むろい 鶴来本町

店舗名 町名

1 鶴来 かおる整体院 道法寺町

2 鶴来 コメヤ薬局　本店 鶴来本町

3 鶴来 常四鍼灸接骨院 鶴来本町

4 鶴来 月橋コメヤ薬局 月橋町

5 鶴来 ドラッグストアコメヤ　安養寺店 安養寺町

6 鶴来 水戸町　コメヤ薬局 鶴来水戸町

7 鶴来 ぬくもりセラピーＥｌｆｉiｎ 安養寺町

店舗名 町名

1 鶴来 ａｓ（アス） 森島町

2 鶴来 稲ほ舎 行町

3 鶴来 今西仏壇店 鶴来本町

4 鶴来 ヴォーグイチノ　コア店 井口町

5 鶴来 ENEOS　白山明光給油所 井口町

6 鶴来 大阪屋ショップ　鶴来店 知気寺町

小売業（80店舗）

医療・療術業・薬局（7店舗）



7 鶴来 御菓子司むらもと 鶴来本町

8 鶴来 お米の土井原農場 白山町

9 鶴来 お酒やいしだ 鶴来本町

10 鶴来 おはぎ屋 白山町

11 鶴来 加賀商会 月橋町

12 鶴来 加賀乃織座 部入道町

13 鶴来 梶金物店 鶴来新町

14 鶴来 カネマツ鮮魚店 鶴来本町

15 鶴来 きものふくしま 七原町

16 鶴来 ㈱クスリのアオキ　熱野店 熱野町

17 鶴来 クルマスポーツ 鶴来大国町

18 鶴来 くろゆりの里 三宮町

19 鶴来 ゲンキー　鶴来月橋店 月橋町

20 鶴来 ゲンキー　白山町店 白山町

21 鶴来 コーサイ商店 鶴来本町

22 鶴来 コーサイ石油　月橋店 月橋町

23 鶴来 コーサイ石油　バイパス店 安養寺町

24 鶴来 越原甘清堂 鶴来本町

25 鶴来 ㈲国光マイカーサービス 月橋町

26 鶴来 こびと百貨店 鶴来本町

27 鶴来 米粉菓子みと 鶴来水戸町

28 鶴来 コメリハード＆グリーン　鶴来店 白山町

29 鶴来 桜井油店　鶴来給油所 鶴来本町

30 鶴来 酒のなかたや 森島町

31 鶴来 サラダ館　鶴来店 七原町

32 鶴来 汐井酒店 鶴来新町

33 鶴来 汐井酒店 水戸町バイパス店 鶴来水戸町

34 鶴来 獅子吼高原施設・パーク獅子吼・スカイ獅子吼 八幡町

35 鶴来 自然薬舗なおみや 鶴来下東町

36 鶴来 ＪＡ建設エナジー　鶴来給油所 知気寺町



37 鶴来 ショップさとう 明光４丁目

38 鶴来 白峰電機商会 七原町

39 鶴来 生活協同組合コープいしかわ鶴来センター 行町

40 鶴来 世界館畑精肉店 鶴来本町

41 鶴来 だいあんの蔵 鶴来知守町

42 鶴来 鯛佐 鶴来下東町

43 鶴来 田上屋 鶴来本町

44 鶴来 武部拾翠堂 鶴来本町

45 鶴来 タケムラでんき 鶴来本町

46 鶴来 常山生菓子店 鶴来新町

47 鶴来 鶴屋仁三郎　道法寺本店 道法寺町

48 鶴来 鶴屋仁三郎　レッツ店 鶴来下東町

49 鶴来 寺田金物店 鶴来古町

50 鶴来 天狗中田　鶴来店 鶴来新町

51 鶴来 ながおか菓子舗 鶴来今町

52 鶴来 ㈲なべや 鶴来本町

53 鶴来 農産物直売所よらんかいねぇ広場 井口町

54 鶴来 バキサ 鶴来本町

55 鶴来 ハヤシ商事㈲　鶴来給油所 中島町

56 鶴来 早瀬洋品店 鶴来本町

57 鶴来 ファッションセンター　しまむら鶴来店 明島町

58 鶴来 ファッションライフ　イチノ　コア店 井口町

59 鶴来 フジカラープラザ・コア 井口町

60 鶴来 ブティックにし 鶴来本町

61 鶴来 フラワーショップとくだ　コア店 井口町

62 鶴来 フラワーショップとくだ　本店 鶴来下東町

63 鶴来 フラワーショップとくだ　レッツ店 鶴来下東町

64 鶴来 ＢｌｕｅＭｏｏｎ 深瀬新町

65 鶴来 堀吉書店 鶴来新町

66 鶴来 町八家具 鶴来今町



67 鶴来 マルエー　井口店 井口町

68 鶴来 マルエー　鶴来店 鶴来下東町

69 鶴来 萬歳楽本店 鶴来本町

70 鶴来 ミスタータイヤマン鶴来 安養寺町

71 鶴来 めがねと時計のお店 ＨＯＴＴＡ　コア店 井口町

72 鶴来 めがねと時計のお店 ＨＯＴＴＡ 　レッツ店 鶴来下東町

73 鶴来 山下鮮魚店 道法寺町

74 鶴来 山田靴店 鶴来上東町

75 鶴来 ゆうらくざ・はた 坂尻町

76 鶴来 洋菓子Ｈａｋｕ 鶴来本町

77 鶴来 吉田屋 鶴来新町

78 鶴来 米田硝子 鶴来水戸町

79 鶴来 和乃菓ひろの 鶴来大国町

80 鶴来 LIFE INDEX 柴木町

店舗名 町名

1 鶴来 大屋醤油 鶴来本町

2 鶴来 ㈲北出住宅設備 井口町

3 鶴来 出張トリミング SNIFF-SNIFF 日向町

4 鶴来 スタジオライフ 八幡町

5 鶴来 生活自動車　富光寺店 部入道町

6 鶴来 整理収納ＰＩＮＴＯ 荒屋町

7 鶴来 ㈱庭遊ＫＵＲＯ 森島町

8 鶴来 西川設計事務所 鶴来本町

9 鶴来 白山モータース 白山町

10 鶴来 白整舎　コア店 井口町

11 鶴来 白整舎　レッツ店 鶴来下東町

12 鶴来 北陸トーヨー自動車㈱ 鶴来本町

13 鶴来 ㈱ミートビック 熱野町

その他（16店舗）



14 鶴来 明光自動車サービス㈱ 八幡町

15 鶴来 白山農業協同組合 本店マイカーセンター 井口町

16 鶴来 山﨑商事㈱ 小柳町

以上


