
使用期間：2022年10月7日（金） ～2023年2月28日（金） まで
野々市プレミアム商品券使える店舗一覧野々市プレミアム商品券使える店舗一覧

●あ・うん
●味亜全域厨房  一五茶屋
●1の1 NONOICHI
●最強ハラミ焼肉いちぼ 野々市店
●ラーメン 一鶴
●田舎小屋
●うどんお多福 新庄店(new)
●うら庭
●ビストロ ウールー
●居酒屋 榮太郎
●F-TROOP
●ゑまひ寿し
●YELL CAFÉ
●お多福 御園店
●OHASHI -おはし-
●焼肉 和まる
●風の街 御経塚店
●Catatsumuri
●とんかつ専門店 かつ坊
●かつや 金沢南店
●kitchen CARLO
●カレーのチャンピオン 野々市本店
●カレーのチャンピオン 堀内店
●地酒とお酒 きむら屋
●そば処 敬蔵
●げん乃
●居酒屋こいこい
●中国旬菜坊 幸來
●居酒屋こよみ
●ごちそうこよみ 野々市粟田店
●カレーうどん 獅子家
●しちりん家 野々市店
●暫
●台湾料理 昇龍 御経塚店
●JOHN かりおすとろ ちむちむ堂
●陣笠
●食楽酒場しんご。
●焼肉すぎの 野々市店
●スナック麦畑
●炭火焼き鳥 とりいち
●大地のぶた 野々市店

●旬彩酒場 玉
●中華そば國禄商店
●味どころ 常
●つばきの郷 日々
●中國菜家 桃花片
●東大門タッカンマリ通り
●てっぱん食堂 押越店（1月15日OPEN）
●らーめん虎
●とらくま 押越店
●焼肉 なかなか
●Ｓweets cafe ののん
●居酒屋のんべ
●居酒屋 HAJIME
●ぱちぱち
●8番らーめん 野々市粟田店
●八兆庵･ 野々市本町店(10月中OPEN)
●居酒屋はち丸 本店
●中華料理 八宝（閉店）
●HUM&GO 野々市店
●ひげ張魯肉飯 金沢工大前店
●焼肉 びーとん
●フォルテひまわり
●Tree+ing Cafe フクロウの森
●魚菜と北陸の地酒 ほっぺ
●やき鳥 ぽん太
●ミスタードーナツ 野々市ショップ
●味噌の力
●割烹 みや川
●喫茶 もっこす
●スナック 心水
●旬彩 もみじ屋
●もりもり寿し 野々市本店
●焼とりDiningたんと　
●八幡のすしべん 野々市市役所店
●八幡のすしべん 野々市店
●すし処 行栄
●楽らく(new)
●スペイン料理 ラ・モーラ
●ル・ベルジェ(new)
●中国料理 樓外樓
●魚串と手羽先の大衆居酒屋 和傘

●いそや菓子舗
●菓子工房 エクラタン
●菓子司 加幸庵
●喫茶ポエムⅠ(大判焼)
●坂井青果
●メゾン・ド・サンニコラ
●パティスリー＆ショコラトリー 
   サンニコラ
●しずく工房
●たい焼き工房 土九 野々市本店
●TMK キッチンサロン
●NiOR
●加賀銘菓最中勧進帳本舗 ふがく堂
●フルーツショップ フタバ
●フレッシュベイク 野々市店
●マルガージェラート 野々市店

●金沢オーガニッククラブ
●かまどや 明倫高校前店
●キャラバンサライ 御経塚店
●業務スーパー 野々市店（建替休業）
●キンパ堂(new)
●野々市軽トラック市連絡会 (カミーノ内)
●米屋
●ファミリーマートコメヤ御経塚店
●野々市三納コメヤ薬局
●酒井酒店
●芝寿し 合掌店
●リカーズにしむら
●のっぽくん
●野々市食糧・横山酒店
●野々市ミート
●ピザーラ 金沢野々市店
●ぷちショップ・ナカジマ
●ぶった農産
●ほっかほっか亭 御経塚店
●ほっかほっか亭 押野店
●ほっかほっか亭 金沢工大前店
●ヤクルト北陸

●大和屋
●ローソン 金沢額新保店
●ローソン 野々市粟田店
●ローソン 野々市押越店
●ローソン 野々市本町店
●ローソン 野々市本町西店
●ワインショップ クラ印

●ヘアーサロン あおぞら
●アムール
●アレクサンドルオブカラーズ金沢
●市村理容室
●エクセレント
●CUTHOUSE HAYASHI
●カミオ アグレ
●カミオ シオン
●華美屋美容室
●ヘアーサロン きの
●シェービングエステサロン Canday
●ヘアーサロン キング
●くまだ理容院
●GRAN
●hair salon Glean
●Barber shop Clippers
●美容室 クレヨン
●HAIR&MAKE cocosia
●cherche
●しみず美容室
●シャンパトラ
●理容室 タカヤマ
●Dream Proportion
●ビューティーサロン ドレミ
●理容 なかむら
●ノブレ
●Puff
●パル美容室
●ヘアースタジオ 美アーム
●ファブールののいちサロン
●ヘアーファミーユ
●フルール
●La coeur

●オートモ 野々市店
●かねこ結納品店
●キングファミリー 金沢野々市店
●Collect-via
●kids clothing NORAKURO
●Parade 野々市上林店
●Parade 野々市三日市店
●Ms. にしせん

●粟田ドライセンター
●クリーニング HiMAWARi
●クリーニング フクシマ
●ヤングドライ アルビス野々市三納店
●ヤングドライ アルビス明倫通り店
●ヤングドライ イオンタウン野々市店
●ヤングドライ イオン野々市南店
●ヤングドライ 野々市支店
●ヤングドライ 野々市本町店

●アトム電器 金沢工大店
●WELLSPRING
●つばきや

●アミューズマリンクラブ
●α floor
●エムエムスポーツ
●新日本ツーリスト
●pocapoca 御経塚の湯

●金沢ドアー
●久保建築
●清水建築
●高田商会

●地崎建設
●マックユニオン
●リフォーム 椿

●フォト&似顔絵 アート工房
●アンダンテフォトオフィース
●写真の文明堂
●野々市写真館
●フクイ時計店

●ウインズクリエイト
●Velow’ s
●内村畳店
●オートグランド野々市
●カオス
●カーコンビニ倶楽部 大日
●キヌカワ金物
●CAN FEEL
●CHIEN-CHIEN
●そよ風
●高納自動車
●ダスキン ナカゲン
●千房自動車
●犬とねこの美容室 トリミー
●中野玩具
●整体・台湾式リフレクソロジー  nadi
●野々市印房
●野々市タクシー
●フラワーギフト 花ものがたり
●ベストクリーン・エム
●ボデーショップ福久
●ホンダテクニカル金沢
●室野硝子
●メガネのハラダ 野々市店

など

●AOKI 御経塚店
●AOKI 野々市粟田店
●アルビス 野々市三納店
●アルビス 明倫通り店
●イオン野々市南店
●V・ドラッグ 扇が丘店
●V・ドラッグ 新庄店
●V・ドラッグ 野代店
●ウエルシア 野々市御経塚店

●ウエルシア 野々市矢作店
●ウエルシア 野々市横宮店
●うつのみや 金沢工大前店
●うつのみや 野々市上林店
●うつのみや ミューズイン
●大阪屋ショップ 野々市三納店
●キリン堂 押野店
●クスリのアオキ 扇が丘店
●クスリのアオキ 御経塚あやめ店

●クスリのアオキ 押越店
●クスリのアオキ 新庄店
●クスリのアオキ 菅原店
●クスリのアオキ 野々市中央店
●クスリのアオキ 堀内店
●クスリのアオキ 蓮花寺店
●ディスカウントドラッグコスモス  上林店
●ディスカウントドラッグコスモス  下林店
●ディスカウントドラッグコスモス  蓮花寺店

●ファッションセンターしまむら 押越店
●ファッションセンターしまむら 三納店
●JACK野々市新庄店（new)
●スギ薬局 野々市中央店
●スギ薬局 野々市西店
●スギ薬局 野々市堀内店
●スーパーオートバックス 金沢野々市店
●タリーズコーヒー 金沢野々市店
●DCM野々市店

●デコット･タケマツ家具
●ニトリ 御経塚店
●100満ボルト 金沢本店
●フィットハウス 金沢西店
●プララAコープ 富奥店
●平和堂フレンドマート 野々市店
●ホームセンタームサシ 金沢南店
●マックスバリュ 野々市店
●マルエー 押野店

●明文堂書店TSUTAYA 金沢野々市店
●モリワンワールド 金沢本店
●ヤマダ電機 家電住まいる館&
   YAMADAweb.com 野々市店
●やまや野々市店
●リフォームヤマキシ 野々市店

  など

小型店舗一覧 ※小型店舗は 500円券も 1,000 円券もご使用いただけます。

※大型店舗は 1,000 円券のみご使用いただけます。

検索野々市　プレミアム商品券 https://nonoichi-pticket.com/お問い合わせ 野々市市商工会 野々市市白山町 8-16 TEL.076-246-1242（受付：平日 9:00 ～ 17:00）

※2022 年 11 月 2日時点の情報

270
店舗

全店

￥500 ￥1000

￥1000

飲食店

クリーニング

家具・インテリア・雑貨・家電

飲食料品・弁当・酒・家庭用品

建築・設備

その他生活関連サービス

和洋菓子・パン・フルーツ・たい焼き

大型店店舗一覧

小型店一覧

スポーツ・レジャー・カルチャースクール・
旅行

理容・美容・エステ・化粧品

時計・カメラ・写真スタジオ

衣服・靴・着物

第３弾


