
企業名 所在地 企業名 所在地

1 株式会社ＲＨアフターサービス 白山市 34 欧風料理paris café ポムポムポム かほく市

2 アイエムエムフードサービス株式会社 金沢市 35 大橋老舗 小松市

3 株式会社あかめ寿し 金沢市 36 株式会社All Dash Restaurant Systems 金沢市

4 株式会社揚げ浜 珠洲市 37 奥田染色株式会社 金沢市

5 有限会社あさ井 珠洲市 38 株式会社奥田屋 七尾市

6 有限会社浅ノ川フーズ 金沢市 39 お好み焼き　KiKi 中能登町

7 株式会社あすなろ 穴水町 40 オリエンタルブルーイング株式会社 金沢市

8 あぶり肉がらん 金沢市 41 オリオン産業株式会社 かほく市

9 株式会社アミューズ ボックス 金沢市 42 株式会社ONTOS 加賀市

10 合資会社あらや 加賀市 43 ガイ商事株式会社 七尾市

11 株式会社AlmaLucia かほく市 44 香里庵 中能登町

12 アロマ香房焚屋 金沢市 45 株式会社加賀屋 七尾市

13 株式会社Ante 加賀市 46 加賀友禅　松島工房 金沢市

14 居酒屋とっと 白山市 47 笠舞おでんつぼみ 金沢市

15 株式会社石橋商店 金沢市 48 歌志軒　金沢桜田店 金沢市

16 イタリアカフェ食堂cocoon 小松市 49 数馬酒造株式会社 能登町

17
イタリア食堂ジッリオ・ディ・フィレン
ツェ

白山市 50 有限会社割鮮のむら 金沢市

18 有限会社一里野高原ホテル 白山市 51 割烹加賀 加賀市

19 有限会社鰯組 金沢市 52 割烹正明 金沢市

20
インド・ネパール料理レストラン　アシ
ルワード

金沢市 53 株式会社金沢国際ホテル 金沢市

21 vinamour合同会社 金沢市 54 金澤吉宗 金沢市

22 株式会社ウールー 野々市市 55 有限会社カネコストアー 加賀市

23 株式会社うさぎ 金沢市 56 カフェ・ド・プランチャ 白山市

24 うどんよしの 金沢市 57 カフェ　とある丘 金沢市

25 合同会社馬づら 金沢市 58 果林食堂 加賀市

26 海の宝石　蜂屋 金沢市 59 有限会社川端鮮魚 七尾市

27 株式会社ウルトラセブン 金沢市 60 株式会社喜水苑 川北町

28 永 内灘町 61 有限会社喜多八 小松市

29 HTR株式会社 金沢市 62 北本 宝達志水町

30 株式会社エイチツーオー 金沢市 63 株式会社きっつぇんさ 白山市

31 株式会社エイトリンク 白山市 64 株式会社共同印刷 能美市

32 駅前囲酒屋　狼煙 金沢市 65 魚半 金沢市

33 株式会社エムアンドケイ 金沢市 66 株式会社クエスト 金沢市

飲食・観光関連事業者需要開拓緊急支援事業費補助金 採択企業一覧【個別事業者】
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67 串かつ一 金沢市 100 翠園 金沢市

68 株式会社クラモト・氷業 金沢市 101 鮨　風和利　福るみ 金沢市

69 株式会社見城亭 金沢市 102 鮓井商店 輪島市

70 株式会社兼六 金沢市 103 寿し駒 金沢市

71 株式会社兼六屋 野々市市 104 有限会社鈴おき 白山市

72 幸庵 白山市 105 合同会社ススモウ 金沢市

73 香華園 羽咋市 106 スナックHAL 金沢市

74 有限会社香屋 金沢市 107 炭火焼肉　蓮 金沢市

75 株式会社弘洋 金沢市 108 株式会社スリランカ・キッチン 金沢市

76 GOEN 金沢市 109 株式会社清香室町 金沢市

77 株式会社ゴールドフーズ 金沢市 110 絶好鳥酒場鳥びあーの藤江店 金沢市

78 KOQ 白山市 111 setchu株式会社 金沢市

79 株式会社御朱印 小松市 112 setsalon Edge 金沢市

80 ご飯処かどや 金沢市 113 株式会社銭屋 金沢市

81 有限会社小六庵 小松市 114 株式会社全力の元 金沢市

82 株式会社Golosetto 金沢市 115 株式会社大観荘 七尾市

83 株式会社五郎八 金沢市 116 大松水産株式会社 金沢市

84 彩華園 金沢市 117 有限会社大名茶家 金沢市

85 株式会社サヴェージクリエイティブ 金沢市 118 株式会社髙澤商店 七尾市

86 櫻田酒造株式会社 珠洲市 119 株式会社高橋北山堂 金沢市

87 有限会社酒のたけばやし 金沢市 120 株式会社立ち呑み屋 金沢市

88 沢田商事株式会社 金沢市 121 辰口観光株式会社 能美市

89 サンライズ。ドーナツ 志賀町 122 株式会社田鶴浜交通 七尾市

90
ＣＰＳ　クリーンプロフェッショナル
サービス

金沢市 123 竪町びぁばぁる×まるしぇ　きにつちに 金沢市

91 Seafood＆OysterBar Salt 金沢市 124 株式会社旅くらぶ四季彩 加賀市

92 ジェーケーワンフーヅ株式会社 七尾市 125 株式会社茶のみ仲間 金沢市

93 株式会社四十萬谷本舗 金沢市 126 中國料理　翠香 金沢市

94 地蔵前民宿 志賀町 127 つた屋本舗 金沢市

95 下野農園 輪島市 128 株式会社鶴野酒造店 能登町

96 JUGEM 金沢市 129 有限会社ティ・エス・ピイ 金沢市

97 JO-HOUSE 金沢市 130 有限会社寺岡精肉 志賀町

98 食堂だるまや 金沢市 131 寺岡畜産株式会社 志賀町

99 城兼旅館 輪島市 132 株式会社トージ・コーポレーション 金沢市
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133 特定非営利活動法人能登すずなり 珠洲市 166 有限会社バンボウ 金沢市

134 株式会社トコシエ 金沢市 167 東酒造株式会社 小松市

135 土鍋ごはんとお肴　一味 金沢市 168 ビストロ　オリーヴ 金沢市

136 Dolphin Smile 七尾市 169 有限会社日の出大敷 能登町

137 合同会社百和 能美市 170 百年珈琲 かほく市

138 直源醤油株式会社 金沢市 171 日吉酒造店 輪島市

139 有限会社中尾食品 輪島市 172 廣瀬機業場 七尾市

140 灘乃華本舗　あさ井 内灘町 173 VINCE 金沢市

141 有限会社奈々寿司 能美市 174 FOOD TO LUCK 金沢市

142 肉匠赤牛 野々市市 175 株式会社冨士交通 金沢市

143 有限会社肉の桜井 志賀町 176 株式会社ぶどうの木 金沢市

144 株式会社西インターレストハウス 金沢市 177
ぷらっ湯ほくりくカワグチトラベル株式
会社

金沢市

145 株式会社西合繊 小松市 178 フランス料理パリゴ 金沢市

146 株式会社ニュー岡田屋 七尾市 179 株式会社プロフーズ 加賀市

147 農家民宿フォレスト 輪島市 180 株式会社べにや旅館 加賀市

148
農家レストラン＆チーズケーキ専門店
Sorriso

能美市 181 有限会社ベルエキップ 小松市

149 株式会社能西水産 志賀町 182 POCHI-エリ。 金沢市

150 有限会社のさか 金沢市 183 株式会社ホテル・アローレ 加賀市

151 notto 白山市 184 ホテル金沢株式会社 金沢市

152 能登バル　ＡＺ 穴水町 185 株式会社ホテルたなか 七尾市

153 株式会社のと楽 七尾市 186 株式会社ホテル森本 加賀市

154 ノマドライフ 金沢市 187 株式会社ホテルゆのくに 加賀市

155 株式会社ノリオターブル 金沢市 188 株式会社堀他 金沢市

156 BAR Bold'or 金沢市 189 marketing works yama株式会社 金沢市

157 箔座株式会社 金沢市 190 前田製菓株式会社 能美市

158 白山若葉株式会社 白山市 191 マクリハニッシュ 金沢市

159 はしもとや 輪島市 192 株式会社まつお 羽咋市

160 八松苑株式会社 能美市 193 株式会社松永 金沢市

161 パティスリーエリュシオン 金沢市 194 松波酒造株式会社 能登町

162 パブキタムラヤ 金沢市 195 MAPS 金沢市

163 濵商 加賀市 196 まつ家 小松市

164 パリキング 金沢市 197 Mehak 金沢市

165 株式会社番飛 金沢市 198 株式会社丸一観光 七尾市
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199 有限会社まるしょう 小松市 230 ロックサービス丸 ROCK PLACE molto 小松市

200 宮創製陶所株式会社 小松市 231 株式会社ワールドスタッフ 金沢市

201 株式会社宮本酒造店 能美市 232 有限会社ワイ・アール・ティ かほく市

202 民芸御食事処まだら館 輪島市 233 有限会社わくわく手づくりファーム川北 川北町

203 民宿おかざき荘 志賀町 234 株式会社わくわくプロダクション 金沢市

204 民宿はまなす 輪島市

205 民宿ふらっと 能登町

206 有限会社むさしダイニング 金沢市

207 株式会社メルカート 輪島市

208 メンツル製麺所 白山市

209 株式会社森八 金沢市

210 有限会社ヤマオカ興産 加賀市

211 ヤマカ水産株式会社 金沢市

212 株式会社山田屋 加賀市

213 ヤンバル 金沢市

214 株式会社遊喜屋 津幡町

215 有限会社行松旭松堂 小松市

216 株式会社柚餅子総本家中浦屋 輪島市

217 有限会社吉花 加賀市

218 la clochette 羽咋市

219 LA FERMATA 金沢市

220 ラッピングアトリエ金澤くるみ 金沢市

221 ラルノア 金沢市

222 Ryu's Bar Avanti 小松市

223 リラックスの扉 金沢市

224 ル・クリマ 金沢市

225 ルビーナ・インターナショナル株式会社 金沢市

226 rainbow arch 金沢市

227 株式会社レグレット 七尾市

228 レストラン　ブロッサム 七尾市

229 有限会社レストラン自由軒 金沢市


