【ポイント券取扱い店舗一覧】
（順不同）
百貨店

総合スーパー

コンビニ

食品小売

1 大和 香林坊店

香林坊１丁目１番１号

2 めいてつ・エムザ

武蔵町１５番１号

3 アピタ金沢店

中村町１０番２０号

4 ピアゴ金沢ベイ店

無量寺４丁目５６番地

5 イオン金沢店

福久２丁目５８番値

6 イオンもりの里店

もりの里１丁目７０番地

7 アル・プラザ金沢

諸江町３０番地１号

8 デイリーヤマザキ 金沢片町店

片町１丁目７番１６号

9 デイリーヤマザキ 金沢大徳店

松村１丁目１番地

10 デイリーヤマザキ 金沢南新保町店

南新保町ロ３８－１

11 Ａコープ笠舞店

笠舞１丁目８番４８号

12 Ａコープ安原店

上安原１丁目２０８番地

13 フルーツファーム高尾台店

高尾台４丁目７５番地

14 フランス菓子 ポン・ヌッフ

芳斉２丁目３番２０号

15 コープたまぼこ

玉鉾１丁目１８０

16 コープおおぬか

大額２丁目５０

17 サカイダフルーツ

武蔵町15番１号（めいてつ・エムザ地下１階）

18 八百八青果

武蔵町15番１号（めいてつ・エムザ地下１階）

19 高橋酒店

石引２丁目６－９

20 百万石の味 小松屋

石引２丁目６－１１

21 平野屋

石引１丁目１３－３１

22 セラーズキタガワ

石引４丁目４－１１

23 世界の食品 ダイヤモンド

下近江町24番地

24 忠村水産

上近江町２２番地３

25 市安商店

彦三町１－１４－２７

26 フルーツ坂野

青草町８８

27 中央生鮮食品

新竪町３番３８号

28 舟木屋

金石西３丁目７番１３号

29 大松庵 兼六店

兼六町２番８号

30 酒の大沢

上近江町３０－１

31 スーパーぢんなか

小立野９丁目４－１８

32 才田屋鮮魚店

東山１丁目２－１６

33 越吉商店

扇町５番１４号

34 マックスバリュ金沢駅西本町店

駅西本町５－２－１３

35 マックスバリュ金沢しめの店

戸板西１丁目５５番地

36 マックスバリュ東金沢駅前店

髙柳町十三字１判１

37 マックスバリュ増泉店

増泉４丁目３番３号

38 大阪屋ショップ近岡店

近岡町３５８

39 大阪屋ショップ大徳店

松村町ヌ７５番

40 アルプラフーズマーケット大河端

大河端西２丁目１５番地

41 カジマート桜田店

桜田町２丁目５番地

42 カジマート北安江店

北安江４丁目７番３号

43 三崎ストアー森本店

吉原町ホ２１０（マイモールモリモト内）

44 三崎ストアーモモサカ店

百坂町ニ２５（モモサカプラザ内）

45 三崎ストアーパセオ店

湖陽１－１

46 アルビス杜の里店

もりの里３－１７０

47 アルビス安原中央店

福増町南１２６５
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食品小売

その他小売

48 アルビス泉が丘サンピア店

円光寺２丁目３４５

49 アルビス泉が丘中央店

泉が丘２丁目８番３号

50 アルビス髙柳店

髙柳町二字６３番地１

51 アルビス大友店

大友２丁目２３４番地

52 アルビス田上店

田上さくら３丁目４０番地

53 アルビス西南部店

八日市出町８４０番地

54 アルビス畝田店

畝田西３丁目６０３番地

55 マルエー泉野店

泉野１丁目９番３号

56 マルエー久安店

久安２丁目282

57 マルエー藤江北店

藤江北４丁目280番地

58 マルエー間明店

間明町１丁目221

59 マルエー元菊店

元菊町17番33号

60 マルエー小立野店

小立野２丁目42－38

61 マルエー春日店

春日町１番７号

62 マルエーmini香林坊店

香林坊２－１－１

63 マルエーminiライヴ１店

此花町３－２ （ライブビル地下１階）

64 マルエーmini平和町店

平和町３丁目８－１

65 ナルックス なるわ店

鳴和１－１－１０

66 ナルックス みずき店

みずき１－１

67 ナルックス ふじえ店

藤江南３－７５

68 ナルックス かみやち店

神谷内町ニ－26

69 ナルックス かつら店

桂町イ－126

70 ナルックス とうりき店

東力４－４５

71 グラスショップ ソーロ

駅西本町３丁目１８番２６号

72 Lighting Shop SAWAYA

駅西本町３丁目１８番３０号

73 mottainai shop eco fit

駅西本町３丁目５番１号

74 堅田寝具店

大額２丁目１８番地

75 MAGIC

大額３丁目３３９番地２

76 クラフトギャラリー珈琲 波

片町１丁目３番１３号

77 パール（PEARL）

片町２丁目１番１２号 （大丸商事ビル２階）

78 うねだや時計店

金石西３丁目３番１１号

79 野村右園堂

兼六町２番１号

80 片岡光山堂

兼六町２番１号

81 金沢KOKON

新竪町３番３６号

82 加賀友禅の店 ゑり華

竪町３４番地

83 東出花店

玉川町１４番１３号

84 玉川町薬局

玉川町１６番５号

85 太陽めがね

鳴和２丁目２番３号

86 サイクルショップ カガ

額乙丸町イ２９番地１

87 葛巻内装

百坂町ロ６６番地

88 くつのセブン

安江町１１番３７号

89 カバンのシマタニ

安江町11番３９号

90 山田仏具店

安江町１３番３２号

91 近八書房

安江町１番１１号

92 竹内洋装店

安江町３番１４号

93 澤田仏壇店

安江町３番１５号

94 古美術 遠田

安江町３番１８号

95 ハンドバッグのシマタニ

安江町３番３号
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その他小売

96 みろく屋．

吉原町ホ４７番地

97 コウダ商店

石引２丁目６番９号

98 田矢靴店

石引２丁目７番７号

99 エレガンス・フワ

石引２丁目７番７号

100 コクブ時計店

芳斉２丁目３－２２

101 紳士服のまことや

安江町15番55号

102 黒川仏壇店

安江町４番６号

103 沢田神具・結納店

安江町３番１３号

104 Don Don Down on Wednesday 金沢竪町店

竪町２８－１

105 御土産処 ゆきつりのまち

兼六町２番１３号

106 茶山靴店

山の上町３１－６

107 サロン・ド・コマイ

尾張町１丁目１１番７号

108 森忠商店

尾張町２丁目１１番２４号

109 旗の村松・手芸の村松

尾張町１丁目１１番１２号

110 （株）パスパレディック

泉が丘１－１８－９

111 とみた酒店

三馬３丁目199番地

112 (株)たからや

三馬２丁目305

113 オートモ 諸江店

諸江町上３０-１（アルプラザ２Ｆ）

114 オートモ 城北店

鳴和１丁目１-１０（城北ショッピングセンター２Ｆ）

115 オートモ 間明店

間明町１-２３３

116 オートモ 有松店

寺町２-１４-１

117 オートモ のだ店

野田町４丁目１３２

118 金沢笠間仏壇 元町店

元町２丁目16-８

119 金沢笠間仏壇 南大通り店

窪５-560

120 金沢笠間仏壇 西インター店

松島３-220

121 Ｖ drug 大桑店

大桑３丁目１７６－１

122 Ｖ drug 泉が丘店

円光寺２丁目３４５

123 Ｖ drug 鳴和薬局

大樋町３－３

124 Ｖ drug 木曳野店

木曳野土地区画整理地３３街区

125 Ｖ drug 古府店

古府１丁目１２１番地

126 Ｖ drug 直江店

直江町２５街区１３

127 Ｖ drug 増泉店

増泉３丁目１６番１号

128 Ｖ drug 杜の里店

もりの里１丁目１３２

129 Ｖ drug 西金沢店

米泉町１０丁目１番５号

130 ドラッグストア コメヤ小立野台店

小立野２丁目４２番３６号

131 ドラッグストア コメヤ泉店

泉２丁目６番５号

ドラッグストア 132 ドラッグストア コメヤ駅西店

西念２丁目１番９号

133 ドラッグストア コメヤ久安店

久安２丁目２３５番地

134 クスリのアオキ 泉が丘店

泉が丘２丁目４番２０号

135 クスリのアオキ 疋田店

疋田３丁目６３番地

136 クスリのアオキ 鈴見店

もりの里３丁目１８３番地

137 クスリのアオキ 桜田店

桜田町１丁目３１番地

138 クスリのアオキ 粟崎店

粟崎町２丁目３番地

139 クスリのアオキ 御経塚店

上荒屋１丁目２２２番地

140 クスリのアオキ 御影店

神田１丁目１番５号

141 クスリのアオキ 三口新町店

三口新町２丁目２番９号

142 クスリのアオキ 長田店

長田町４番２号

143 クスリのアオキ 藤江店

藤江北１丁目３０３番地
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144 クスリのアオキ 八日市店

八日市出町７６９番地

145 クスリのアオキ 長坂店

長坂３丁目１番３５号

146 クスリのアオキ 浅野本町店

昌永町１５番５０号

147 クスリのアオキ 伏見台店

伏見台２丁目７番５号

148 クスリのアオキ 畝田店

畝田西３丁目５１４番地

149 クスリのアオキ 鞍月店

鞍月５丁目７７番地

150 クスリのアオキ 安原店

福増町南１２５２番地

151 クスリのアオキ 小坂店

小坂町北１７番地

ドラッグストア 152 クスリのアオキ 玉鉾店

玉鉾１丁目２７番

153 クスリのアオキ 暁店

暁町２０番６号

154 クスリのアオキ 西泉店

西泉３丁目２３番

155 クスリのアオキ みずき店

みずき１丁目３番１

156 クスリのアオキ 三馬店

三馬２丁目２５４番

157 クスリのアオキ 間明店

進和町８２番地

158 クスリのアオキ 大河端店

大河端西１丁目１１１番地

159 クスリのアオキ みどり店

北塚町西４８２番地

160 かねだ薬局

三馬３-２３８

161 ロイヤルクリーニング日光舎 横川本店

横川７丁目２番地

162 ロイヤルクリーニング日光舎 入江店

入江１丁目１４０

163 ロイヤルクリーニング日光舎 アルビス畝田店

畝田西３丁目６０３

164 ロイヤルクリーニング日光舎 バロー大桑店

大桑３－114

165 ロイヤルクリーニング日光舎 Ａコープ笠舞店

笠舞１丁目８番４８号

クリーニング 166 ロイヤルクリーニング日光舎 近江町店

上近江町３３－１

167 ロイヤルクリーニング日光舎 Ａコープ安原店

上安原町１４０街区１２番地

168 ロイヤルクリーニング日光舎 イオン示野店

示野中町７９街区１

169 ロイヤルクリーニング日光舎 バロー高尾店

高尾台３丁目６

170 ロイヤルクリーニング日光舎 ニュー三久泉が丘店 富樫１丁目３番２７号
171 ロイヤルクリーニング日光舎 アピタ金沢店

中村町１０番２０号
80事業者171店舗
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