エコチケット・里山チケット共通券が使えるお店一覧

（平成30年3月現在

419店）

【コンビニ：180店】
地区
石川県内

店名

所在地

地区
店名
所在地
金沢市 金沢港いきいき魚市（上島商店） 金沢市無量寺町ヲ52番地

サークルKサンクス

石川県内の全店舗

セブン‐イレブン

石川県内の全店舗

金沢港いきいき魚市（鮮魚直市） 金沢市無量寺町ヲ52番地

※JR駅構内の店舗を除く

金沢港いきいき魚市（新田商店） 金沢市無量寺町ヲ52番地

金沢港いきいき魚市（重福水産） 金沢市無量寺町ヲ52番地

金沢港いきいき魚市（マルヤ水産） 金沢市無量寺町ヲ52番地

【スーパー：64店】
地区
石川県内

店名

金沢港いきいき魚市（海道物産） 金沢市無量寺町ヲ52番地

所在地

アピタ

金沢店、松任店

イオン

かほく店、加賀の里店、金沢店、御
経塚店、小松店、新小松、松任
店、野々市南店、もりの里店
もんぜん店、内浦店、能都店、富
来店、しお店、かほく店、つばた
店、笠舞店、安原店、富奥店、北
安田店、新旭店、蝶屋店、手取
店、粟津店、今江店、国府店、桔
梗山代店、山代店

Aコープ

大徳店、近岡店、鶴来店、松任
店、
野々市三納店、かほく店

大阪屋ショップ

３０４水芭蕉会朝市

金沢市東原町（旧国道304号線沿い）

ほがらか村 崎浦店

金沢市小立野3-28-12

ほがらか村 テルメ店

金沢市松島町17

ほがらか村 本店

金沢市松寺町末59-1

ほがらか村 野田店

金沢市野田町ム94-1

湯涌朝市組合

金沢市湯涌荒屋町47

白山市 牛乳村夢番地

白山市向島760番地1

JAグリーン松任 まいどさん市場 白山市倉光4丁目40

ふれあい市 白峰直売所

白山市白峰ニ2-2

よらんかいねぇ広場

白山市井口町に58番地1

能美市 JA根上（直売所）生活資材館
能美の市（JA能美）

能美市大成町リ40番地
能美市粟生町ヨ1番地

小松市 JA小松市営農資材センター（JAあぐり） 小松市日末町イ59-1
こまつ食彩工房

小松市西軽海町2丁目204-11

カジマート

桜田店、高松インター店、七尾パト
リア店、みなみ店、北安江店

こまつふれあいショップ“ぶっさんや” 小松市土居原町710番地

せせらぎの郷ござっせ市

小松市瀬領町丁1番地1

中ノ峠物産販売所

小松市中ノ峠町ヌ103-乙

どんたく

新鮮館、東部店、ベイモール店、
ナッピィ店、アスティ店、タント店、
穴水店、宇出津店、高浜店、エブ
リィ鳥屋店、かほく店、津幡シグナ
ス通り店、西南部店、西金沢店
内灘店、金沢駅西本町店、金沢し
めの店、羽咋店 、東金沢駅前店、
増泉店、野々市店

マックスバリュ

ピアゴ

白山店、金沢ベイ店
※直営店を除く一部店舗（テナント）では使えません。

【直売所：51店】
地区

店名

珠洲市 珠洲食品館

のむら農産直売店 きのこの里 小松市中海町10-82
道の駅 こまつ木場潟
加賀市 JAグリーン加賀 元気村
竹の浦館

小松市蓮代寺町ケ2番2
加賀市作見町ホ10-1
加賀市大聖寺瀬越町イー19ー1

【飲食店：115店】
地区

店名

珠洲市 E'café

所在地
珠洲市飯田町1丁目1-8

茅葺民家のお食事処庄屋の館 珠洲市真浦町カ10－1
古民家レストラン珠洲織陶苑 典座 珠洲市三崎町伏見7－23

所在地

寿司吉

珠洲市飯田町15－25

珠洲市飯田町1-1-2

珠洲ビーチホテルレストランカメリア 珠洲市蛸島町1－2－480

生鮮食品と酒の店 だいまる

珠洲市野々江町ﾒ-48

民宿＆お食事 むろや

珠洲市蛸島町ナ部123番地

グリーンセンターすず

珠洲市飯田町8の部56-2

民宿＆和風グリル瀬戸

珠洲市上戸町寺社2－81

輪島市河井町23-1-42

レストラン 浜中

珠洲市上戸町南方イ－21

割烹 滝見亭

珠洲市真浦町カ字14番地

魚料理 幸ずし

珠洲市宝立町鵜島二字79－3

見附茶屋

珠洲市宝立町見附海岸

輪島市 能登おおぞら村 輪島

フリーマーケットよっていかんけ！ 輪島市河井町15部13番地17

能登町 JA内浦町農産物直売所おくのといち 能登町行延260番地

のと愛菜市場

能登町字柏木5字240番地

能登七見健康福祉の郷「なごみ」農林水産物直売所

能登町字七見ツ字100番地

道の駅 桜峠

能登町字当目2-24-24

海幸

輪島市河井町1-100-4

穴水町 能登おおぞら村 穴水

穴水町字此木3-33-2

海亭 のと吉

輪島市河井町4-153-1

穴水町旭ヶ丘リ5番1

駅前 阿づま寿し

輪島市河井町19－1－16

七尾市中島町田岸ソ1番地8

オープンカフェ木の音

輪島市町野町金蔵オ－１２３

灘わくわく市場

七尾市庵町笹ケ谷3-1

ゴーゴーカレー輪島店

輪島市河井町20-1-131

道の駅「のとじま」交流市場

七尾市能登島向田町122-14

助ずし

輪島市河井町3-26-2

わかばの里

七尾市矢田新町イ部6番地7

寿司処 伸福

輪島市河井町5部41

ふるさと五穀園

七尾市中島町藤瀬19－38番地

曽々木食堂

輪島市町野町曽々木シー５７

わくら朝市

七尾市和倉町ワ部5番1（和倉温泉総湯前）

ねぶた茶屋

輪島市大野町鶴ヶ池72

志賀町 道の駅 とぎ海街道

志賀町富来領家町タの2の11番地

能登空港レストランあんのん

輪島市三井町洲衛10－11－1能登空港内

羽咋市 JAグリーンはくい

羽咋市太田町と80

はしもとや

輪島市門前町走出2-106-1

羽咋市神子原町は190番地

民芸御食事処 まだら館

輪島市河井町4-103

津幡町舟橋253

やぶ新橋店

輪島市河井町24－17

津幡町字竹橋西270

漁師の店 こだわり

輪島市河井町4-66-1

内灘町 ホリ牧場 夢ミルク館

内灘町湖西243

天然活魚 今新

輪島市町野町曽々木ア38－4

金沢市 JAグリーン金沢

金沢市専光寺町ロ-114-3

レストラン喫茶 わら庄

輪島市河井町2-70-5

能登ワイン株式会社
七尾市 奥能登山海市場

神子の里
津幡町 JAグリーンかほく

道の駅 倶利伽羅塾

輪島市 朝市さかば

輪島市河井町1-91WACCA

地区

店名

所在地

地区

店名

輪島市 割烹 喜芳

輪島市マリンタウン6-1

能登町 割烹仕出し あたか

能登町字宇出津ウ43丙

もりもり寿し 近江町店

金沢市青草町88番地

国民宿舎能登うしつ荘

能登町字羽根5字4番地

もりもり寿し 金沢駅前店

金沢市堀川新町3-1金沢フォーラス6F

国民宿舎やなぎだ荘

能登町字柳田知部1番地

もりもり寿し 藤江店

金沢市藤江南3-106

セミナーハウス山びこ

能登町字黒川33－61

リストランテ ラヴィータ

金沢市泉ヶ丘2-6-32

紅寿し

能登町宇出津新1字194－2

レストラン アイビス

金沢市大手町2-32KKRホテル金沢内

和味家 竹次郎

能登町柳田礼部36-1

和食処 白梅亭

金沢市大手町2-32KKRホテル金沢内

ファミリーレストラン大家族

能登町字松波30-109

わり家

金沢市畝田西2-24

ホテルのときんぷら

能登町越坂11－51

風の街 御経塚店

野々市町御経塚

民宿かね八

能登町字宇出津井14

もりもり寿し 本店

野々市町横宮町96-1

焼肉・居酒屋あさひ

能登町字宇出津新27乙

夢一輪館

能登町字当目28－1

一里野温泉 つるのや

白山市尾添レ34-5

ラブロ恋路

能登町字恋路3－18

一里野高原ホテル ろあん

白山市尾添チ70-4

レストラン花菖蒲ピッコロ

能登町字上町ロ部1-1

一揆そば 長助

白山市釜清水町ち2-1

とんとん家

能登町字神和住ア−40

岩間山荘

白山市尾添チ81－3

汝惚里 ダイニング

能登町松波26-61-1

風の街 松任店

白山市三浦町363-4

穴水町此木25－29－3

志んさ本舗

白山市白峰ロ166-3

滝川食堂

穴水町大町ニ－24

蕎麦山猫

白山市瀬戸寅132-4

ちゃんこ鍋、一品料理 力

穴水町字川島イ－58

手打ちそば処 おきな

白山市出合町ホ56

能登前・幸寿し

穴水町大町チ－37－4

中山旅館

白山市吉野甲92

福寿司

穴水町字川島アの34

にしやま旅館

白山市中宮温泉

森のレストラン

穴水町麦ケ浦１１−１

にわか工房

白山市三ツ屋野町ト3-7

キャッスル真名井

穴水町川島井の61-1

白山里

白山市瀬波子51-5

七尾市矢田町21号鉄砲山3-6

ペンション中宮

白山市中宮ヲ31-1

イル ピアット ハタダ

七尾市小島町大開地1－5

ホテル八鵬

白山市桑島10-1-52

和倉温泉 信寿し

七尾市和倉町ワ部18-5

もりもり寿し 松任店

白山市幸明町256

志賀町 農家レストランむろたに

羽咋郡志賀町福浦港和光台3の12

宿・食処 伝好

白山市瀬戸ツ9番地13

羽咋市 休暇村能登千里浜

羽咋市羽咋町オ70

山里の香りただよう宿 ふらり

白山市仏師ヶ野町 乙55

トラットリア アリエッタ

羽咋市千里浜町ホ30

レストラン手取川

白山市木滑ロ75

魚料理・民宿 やまじゅう

かほく市浜北ハ２０－１

能美市 開花亭

能美市三道山町チ16－2

もりもり寿し イオンかほく店

かほく市内日角タ25イオンかほくショッピングセンター１Ｆ

小松市 風の街 小松店

小松市矢崎町ナ182

金沢市北安江4丁目8-31

加賀市 季がさね（宿泊のみ）

加賀市片山津温泉 乙30番地1
加賀市山中温泉下谷町ニの340

穴水町 お食事処 高尾

七尾市 Cafe J,Road

かほく市

金沢市 NORIO DINING・Hale

金沢市 もりもり寿し 泉ヶ丘店

所在地

野々市市

白山市 一里野温泉 ケリエ山荘

金沢市伏見新町286

白山市尾添チ71-3

葵寿し

金沢市長田1丁目5-46

すゞや今日楼「花鈴」

あかめ寿し

金沢市本町1-9-15（別院通り）

ペンション バーデン・バーデン 加賀市山代温泉10-106-1

味の小径 富来

金沢市片町2丁目30番4号

いしや

金沢市彦三町2-8-3

イタリア料理 エバンス

金沢市尾張町2丁目6番1号

珠洲市 （有）新海塩産業

珠洲市長橋町15-18-11

加賀精進 会席料理 壽屋

金沢市尾張町2-4-13

輪島市 輪島工房長屋

輪島市河井町4-66-1

加賀料理 大名茶屋

金沢市此花町7-5-1

穴水町 ふるさと体験村 四季の丘

穴水町字山中タ字37の10

9+

金沢市片町2-32-4

宝達志水町

金澤玉寿司

金沢市片町2丁目21-18

川北町 （有）わくわく手づくりファーム川北 川北町字壱ツ屋93

カフェレストラン「トレド」

金沢市南町4-1金沢ニューグランドホテルM2F

加賀市 きたむら農園

ケーキブティック プレミナンス

金沢市北安江4丁目8-31

【生態展示施設（個人入場料のみ）：3店】

炭火やきとり 桜屋

金沢市大樋町2-1

大衆割烹 山長

金沢市安江町18-33

七尾市 のとじま水族館

七尾市能登島曲町15部40

食べ処 山ぼうし

金沢市十三間町81

白山市 ふれあい昆虫館

白山市八幡町戌3

中国料理 犀江

金沢市南町4-1金沢ニューグランドホテル3F

能美市 いしかわ動物園

能美市徳山町600番地

鉄板焼 川本

金沢市北安江4丁目8-31

ファミリー寿司 もりもり福久店

金沢市福久2-89

プチホテルアイビー

金沢市中村町31－50

武の助

金沢市片町2-23-17

フランス料理プレミナンス

金沢市北安江4丁目8-31

フレンチレストラン「ロワ」

金沢市南町4-1金沢ニューグランドホテル12F

【グリーン・ツーリズム体験：6店】
地区

地区

店名

民泊「くずの里」

所在地

宝達志水町ロ70
加賀市豊町イ104

店名

所在地

【エコチケットが使えるお店について、くわしくはこちら】
石川県生活環境部温暖化・里山対策室のホームページ
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/eco_ticket/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/point/seido.html

