
「食の安全・安心・おもてなし店」認定店 平成２８年９月９日現在
認定証
番号 認定証交付日 認定施設名

所属
食協

1 平成27年8月3日 （株）山中石川屋 加賀
2 平成27年8月3日 どんたく西金沢店 金沢市
3 平成27年8月3日 小立庵 金沢市
4 平成27年8月3日 （株）マルチョウ神戸屋アル・プラザ津幡店 河北
5 平成27年8月3日 日本料理　梶助 小松能美
6 平成27年8月11日 ゆのくに天祥 加賀
7 平成27年8月17日 ファーストフード九十九 輪島
8 平成27年8月31日 真脇ポーレポーレ のと
9 平成27年9月1日 麺屋讃岐のんち 珠洲
10 平成27年9月3日 餅福 金沢市
11 平成27年9月7日 （株）ホクチン 金沢市
12 平成27年9月7日 （株）森八 金沢市
13 平成27年9月8日 （株）マルチョウ神戸屋　金沢駅西口店 金沢市
14 平成27年9月8日 （株）ジョイフル 金沢市
15 平成27年9月8日 珠洲温泉のとじ荘 珠洲
16 平成27年9月15日 （株）マルチョウ神戸屋　アピタ金沢店 金沢市
18 平成27年9月25日 有限会社メルヘン日進堂 珠洲
19 平成27年10月6日 アイ・ミルク北陸株式会社 小松能美
20 平成27年10月6日 シャンブルドゥCoCo 小松能美
21 平成27年10月6日 寺井地区公民館喫茶部　ココ 小松能美
22 平成27年10月13日 能登・門前ファミリーイン　ビュー・サンセット 輪島市
23 平成27年10月15日 泉花月堂 輪島
25 平成27年10月15日 あえの風 七尾鹿島
26 平成27年10月15日 虹と海 七尾鹿島
27 平成27年10月16日 輪風の宿　満月 輪島市
28 平成27年10月16日 串揚げ　いっか（屋号変更前：居酒屋　いっぷく） 輪島市
29 平成27年10月26日 やぶ新橋店 輪島市
30 平成27年10月26日 川端旅館 輪島市
31 平成27年10月27日 カフェ一互一笑 輪島市
32 平成27年10月28日 いこいの村能登半島 羽咋
33 平成27年10月29日 居酒屋　連 輪島市
34 平成27年10月30日 民宿わじま 輪島市
35 平成27年10月30日 能登ロイヤルホテル 羽咋
36 平成27年10月30日 ８番らーめん高浜店 羽咋
37 平成27年10月30日 炉ばた焼　味地 小松能美
38 平成27年11月10日 御料理うおあき味の御座敷雛菊 金沢市
39 平成27年11月10日 能登ゴルフ倶楽部 羽咋
40 平成27年11月13日 直源醤油株式会社 金沢市
41 平成27年12月11日 高砂茶寮 石川
42 平成27年12月11日 （有）美川タンパク 石川
43 平成27年12月11日 河鹿荘ロイヤルホテル 加賀
44 平成27年12月17日 なべ長 石川
45 平成27年12月22日 （有）和倉炊飯 七尾鹿島
46 平成27年12月24日 アーククラブ迎賓館 金沢市
47 平成28年1月29日 フタマサ御酒堂 石川
48 平成28年1月29日 （有）荒忠商店 石川
49 平成28年1月29日 ワコー食品工業株式会社 石川
50 平成28年1月29日 ガレリア 石川
51 平成28年1月29日 居酒屋　こよみ 石川
52 平成28年2月1日 沢のや 石川
53 平成28年2月1日 有限会社スミヤ 石川
54 平成28年2月3日 シーフード魚河岸　金沢駅店 金沢市
55 平成28年2月4日 料理旅館　森茂 石川
56 平成28年2月4日 レストランまつや 河北
57 平成28年2月12日 おもてなし池田 石川



認定証
番号 認定証交付日 認定施設名

所属
食協

58 平成28年2月15日 アクアパーク　シ・オン 羽咋
59 平成28年2月15日 有限会社得田食品 石川
60 平成28年2月15日 国民宿舎　能登やなぎだ荘 のと
61 平成28年2月17日 柴舟小出　百番街店 金沢市
62 平成28年2月24日 道の駅　高松　里海館 河北
63 平成28年2月24日 道の駅　高松　里山館 河北
64 平成28年2月24日 有限会社　ヤマゲン納谷水産 加賀
65 平成28年2月25日 株式会社あきや 小松能美
66 平成28年2月29日 河内地場産業センター 石川
67 平成28年3月1日 華店 輪島
68 平成28年3月3日 能登七見健康福祉の郷　なごみ のと
69 平成28年3月3日 国民宿舎　能登うしつ荘 のと
71 平成28年3月7日 株式会社　大和 小松能美
72 平成28年3月8日 河北亭 河北
73 平成28年3月8日 白千鳥　神保 河北
74 平成28年3月14日 辰口温泉　まつさき 小松能美
75 平成28年3月14日 パンあづま屋　島田パン工場 小松能美
76 平成28年3月14日 鰤のたたき本舗逸味潮屋　金沢百番街店 金沢市
77 平成28年3月16日 白山観光物産センター（道の駅瀬女） 石川
78 平成28年3月16日 山長寿司 石川
79 平成28年3月16日 つるぎ福喜寿司 石川
80 平成28年3月16日 御菓子司　谷保屋 石川
81 平成28年3月16日 永井旅館別館白山苑 石川
82 平成28年3月16日 御前荘 石川
83 平成28年3月17日 山水苑 石川
84 平成28年3月17日 御料理　こめや 石川
85 平成28年3月18日 任孫商店 石川
86 平成28年3月22日 有限会社　角源海産 小松能美
87 平成28年3月24日 能登町柳田植物公園レストラン花菖蒲PICCORO のと
88 平成28年3月24日 ホリ乳業 金沢市
89 平成28年3月25日 増次商店 石川
90 平成28年3月28日 伊藤九商店 石川
91 平成28年3月28日 有限会社　山下 小松能美
92 平成28年3月28日 花紫 加賀
93 平成28年3月29日 ８番らーめん金沢駅店 金沢市
94 平成28年3月29日 八兆屋　駅の蔵　金沢駅店 金沢市
95 平成28年3月29日 長八　金沢駅前店 金沢市
96 平成28年3月29日 八兆屋　金沢駅前店 金沢市
97 平成28年3月29日 市の蔵　近江町市場店 金沢市
98 平成28年3月29日 長助 石川
99 平成28年3月29日 前向き純喫茶　節介さん 石川
100 平成28年3月29日 奥商店 小松能美
101 平成28年3月29日 新谷菓子店 羽咋
102 平成28年3月29日 スギヨ能登食祭市場店 七尾鹿島
103 平成28年3月30日 海鮮丼＆ちょいSushi魚菜屋 金沢市
104 平成28年3月31日 御菓子司　中島 羽咋
105 平成28年3月31日 スーパーセンターロッキー志賀の郷店 羽咋
106 平成28年4月8日 加賀棒茶丸八製茶場 加賀
107 平成28年4月8日 体験交流施設　ラブロ恋路 珠洲
108 平成28年6月22日 喫茶ピ－ス 石川
109 平成28年6月27日 世界に２番めにおいしい焼きたてメロンパンアイス竪町店 金沢市
110 平成28年6月28日 レストラン手取川 石川
111 平成28年6月28日 一川商店 石川
112 平成28年7月13日 世界に２番めにおいしい焼きたてメロンパンアイス広坂本店 金沢市
113 平成28年8月29日 髙﨑屋 金沢市


