
「金沢ビームハイ祭り」参加店舗

No. エリア 店名 住所 電話番号 URL

1 駅前 フレンチバルizo 金沢市堀川町５−１０ 076-224-1006 https://francaisizo.gorp.jp/

2 駅前 たこ焼きバル JUGEM 金沢市堀川町５−８ 076-208-4175 http://spice-works.jp/channel/news/post-859/

3 駅前 旬魚・地酒 オリヅル 金沢市此花町9-18 076-254-5119 http://tokoshie-kanazawa.com/orizuru/index.html

4 駅前 酉笑。金沢店 金沢市　木ノ新保町1-1 金沢百番街 くつろぎ館 3Ｆ 076-231-2000 https://www.hotpepper.jp/strJ000716819/

5 駅前 魚菜屋　あんと店 金沢市木ノ新保町１−１ 076-233-2217 http://www.tentoten.co.jp/sakanaya_antoten.html

6 駅前 丸二商店 金沢市此花町5-6 076-254-5502 http://marunishouten02.com/

7 駅前 安-Bartic ヤスバーティック 駅前店 金沢市本町２丁目１７−１３ 高田ビル3F 076-225-8408 http://www.yasu-bartic.com/

8 駅前 金澤串揚げ ざしき笑し 金沢市中橋町１１−１ 076-263-1101 http://www.zashiki-warashi.com/

9 駅前 RESTAURANT BAR GRILL & GRALL金沢市昭和町１４−４ オンリーワンビル 076-223-0575 http://www.grigra.com/

10 駅前 ザ・ガーデンハウス 金沢市　本町　２丁目１５－１　ホテル日航金沢２階 076-234-1111 https://www.hnkanazawa.jp/restaurant/thegardenhouse.html

11 駅前 ASD roast style 金沢市本町1-6-1　やわらぎ金沢1階 076-225-8222 http://ashoobydoobie.com/

12 駅前 大衆居酒屋バルランタン 金沢市本町2-3-28 076-224-0036 http://www.lantern-kanazawa.com/

13 駅前 居酒屋 はち丸 金沢駅前店 金沢市本町2丁目2-1 076-223-7680 http://hachi-maru.com/shop/

14 駅前 トコトコ 金沢市本町2丁目1-12 076-221-0505 https://www.hotpepper.jp/strJ001194273/

15 駅前 鉄板屋　燈 金沢市本町２丁目４−３０ ビルラン 3F 076-256-0831 https://www.hotpepper.jp/strJ001192549/

16 駅前 能加万菜　郷 金沢市本町2丁目4-30 金沢ビル ラン 1F 076-255-2727 http://www.noukabanzai.jp/kyo/

17 駅前 居酒屋 はち丸 別館 金沢市本町2-9-3 076-223-7680 http://hachi-maru.com/shop/

18 駅前 たまや 金沢市昭和町８−１７ 076-224-1223 https://r.gnavi.co.jp/cm595x960000/

19 駅前 あぶり肉がらん 金沢市本町２丁目６−２ 076-222-0029 https://tabelog.com/ishikawa/A1701/A170101/17008267/

20 駅前 串カツ田中 金沢店 金沢市芳斉2-5-35 076-255-3477 https://kushi-tanaka.com/restaurant/detail/kanazawa

21 駅前 笑吉 金沢市玉川町12-15 076-232-7288 https://www.hotpepper.jp/strJ000955043/

22 駅前 鮮彩　結の華 金沢市安江町12-4 076-254-5078 https://yuinohana.gorp.jp/

23 駅前 加能商店 金沢市武蔵町14-3 076-255-2307 http://tokoshie-kanazawa.com/kanou/index.html

24 駅前 風風 尾山町店  金沢市　尾山町５－３セブンハイツ１Ｆ 076-223-7788 https://fufuoyama.gorp.jp/

25 片町 焼肉おおはし 金沢市　長町　２丁目３－１８ 076-222-8022 https://tabelog.com/ishikawa/A1701/A170101/17001917/

26 片町 PIZZERIA BAR NAPOLI 金沢市片町1丁目3-33　ドゥーア柿木畠1F 076-254-6001 https://www.napoli-kanazawa.com/

27 片町 煙のＪＯＥ 金沢市　片町　２丁目２９－５ 076-256-0902 http://www.kemurinojoe.com/

28 片町 金澤焼肉 勝一 金沢市 片町２丁目２９−５ 076-256-1529 http://www.katsu1.jp/information.html

29 片町 鮨楽こもり 金沢市片町２丁目３０−６ 076-262-0006 http://region.bz/ishikawa/komori/index.html

30 片町 能登ダイニングごっつぉ 金沢市片町２丁目２３−５ 076-265-5207 https://www.hotpepper.jp/strJ000034175/

31 片町 みんなの福ちゃん 金沢市片町２丁目２−２０ 木谷ビル 1F 076-233-1129 https://www.hotpepper.jp/strJ000856346/

32 片町 とも家 金沢市　片町2-2-21 076-282-9278 https://tabelog.com/ishikawa/A1701/A170101/17010392/

33 片町 BEER BANK ハワイアンBBQ 北國ビアガーデン金沢市片町２丁目２−１５ 北國ビル 050-6863-3616 https://tabelog.com/ishikawa/A1701/A170101/17000653/

34 片町 ダイニングバー カンパリ 金沢市 片町２丁目２−２５ 銀河会館 2F 076-221-5410 http://camparism.com/

35 片町 手羽先 呑平 金沢市　片町　２丁目２－１３ 076-263-7088 https://nonbei.owst.jp/

36 片町 日本海荒波酒場 きがね家 金沢市 片町２丁目２−１５ 北国ビル B１ 076-256-0182 http://sakananiku.shop/

37 片町 能加万菜くし家金澤 金沢市片町２－２－５　北国ビル１階 076-225-1948 http://kushiya.jp/

38 片町 金澤うさぎ 片町店 金沢市　片町　１丁目４－１２ 076-222-3888 http://www.motsuusagi.com/

39 片町 ボーノボーノ 金沢市広坂1-4-5 森井柿木畠ビル 1F 076-261-8510 http://region.bz/ishikawa/buonobuono/index.html

40 片町 安-Bartic ヤスバーティック 片町本店 金沢市片町1-5-26片町No.1ビル9階 076-224-8480 http://www.yasu-bartic.com/

41 片町 ゆずの小町・鶏っく 金沢片町店 金沢市片町1-5-20 金沢福井ビル 4F 050-7302-4811 https://r.gnavi.co.jp/6k5esm0e0000/

42 片町 JIM　HALL 金沢市片町１－５－１５　関ビル３Ｆ 076-222-8079 http://jimhall1980.com/

43 片町 居酒屋六度 金沢市片町２-21-2　クイーンズビル1F 076-232-6636 https://www.rokudokatamachi.info/menu

44 片町 寿司Dining SHINSEn 金沢市片町2-23-12 中央コアビル 1F 076-260-6002 http://www.shinsen-kanazawa.jp/

45 片町 エビトニク 金沢市片町2-23-18 片町フロンティアビル 2F 076-260-1129 http://www.kanazawabiyori.com/shop/shop_13064.html

46 片町 ラトン 金沢市片町２－３１－４０ 076-260-7784 https://raton.owst.jp/

47 片町 串かつずーさん 金沢市片町１丁目７−１５ 076-222-1194 http://www.pipuru.jp/detail/index_500.html

48 片町 レストダイニング AJITO 金沢市　片町　１丁目８－２０　ＧＡＺＡ片町ビル１階 076-222-5703 https://r.gnavi.co.jp/npm06dsn0000/

49 片町 七輪焼肉 加羅 金沢市片町１丁目９−１３ 水野ビル 076-256-1440 https://shichirin-yakiniku-kara.gorp.jp/

50 片町 串焼き 鳥八 金沢市　寺町　５丁目５－６フォレストイン金沢２Ｆ 076-245-0108 https://www.hotpepper.jp/strJ000989823/

51 片町 ジョイニング 金沢市　上堤町２－２　藤原ビル１Ｆ 076-233-2207 https://tabelog.com/ishikawa/A1701/A170101/17007696/

52 片町 Issekisanchou di baｒ 金沢市尾山町13-7 076-201-8558 http://issekisanchou.com/

53 片町 えん家 金沢市片町1丁目8-20　GAZA片町ビル１F 076-222-5703 https://r.gnavi.co.jp/krkpxs3j0000/
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