
店名 電話番号 住所

焼肉ホルモン はらたん 福井駅前店 0776211129 福井県福井市中央１丁目９−３２

大黒 0762942915 石川県野々市市横宮町３−５

焼肉ホルモン小松誠 08019692974 石川県小松市大和町１−２階

ビコロ片町店 0762168004 石川県金沢市片町２丁目５−６ ＡＹＡビル１Ｆ

炎牛ＭＯＪＡＲʼ 0762052429 石川県金沢市藤江北２丁目３０１

焼肉ジョニー 0762278297 石川県金沢市新神田２丁目１２−２

六歌苑 諸江店 0762243985 石川県金沢市諸江町上丁２１７−３

丸金ホルモン 0762560229 石川県金沢市大工町２４番地 ハシノビル１階

あき虎 0762622900 石川県金沢市諸江町上丁４４８−１

大元 0776374129 福井県福井市若杉４丁目７２４

肉匠赤牛 0762590166 石川県野々市市扇が丘１６１−２

焼肉喰～ＫＵＵ～ 0762565030 石川県金沢市片町１丁目１２−６ ＥＲＣビル１Ｆ

ビコロ／メルカート 0762561243 石川県金沢市朝霧台１丁目７６

おおはし 0762228022 石川県金沢市⾧町２丁目３−１８

焼肉いちぼ片町店 0762084297 石川県金沢市片町１丁目８−２５

ショーグンホルモンあまよっと横丁店 0764226623 富山県富山市総曲輪３丁目２−１５

時しらず 0762687708 石川県金沢市鞍月３丁目５１−２

焼肉いちぼ金沢駅前店 0762565492 石川県金沢市堀川町５−１０

グリエＴＡＮＩＧＵＣＨＩ 0764824529 富山県富山市内幸町１−１４ 内幸ビルＣ館２Ｆ

焼肉酒場ホルモン餤 0761582917 石川県小松市東町７０

焼肉道場 0762581232 石川県金沢市千木町ル２１０

食道園 0765244002 富山県魚津市釈迦堂１丁目１５−１３

あぶり肉 がらん 0762220029 石川県金沢市本町２丁目６−２
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飛天龍・松島 0768520377 石川県鳳珠郡穴水町字此木１６−４６

ハナビ 0765325570 富山県魚津市釈迦堂１丁目２−２５ー２Ｆ

まいう～カルビ松任店 0762590989 石川県白山市幸明町２５０−１

炭火館焼肉ビヤホール 0776668838 福井県坂井市丸岡町猪爪３丁目２０１

まいう～カルビ金沢ベイ店 0762661828 石川県金沢市無量寺町１７街区８ アピタタウン金沢ベイ

焼肉酒場ＭＡＤＡ 0761771266 石川県加賀市山代温泉幸町１６区１４

京澤 0762312915 石川県金沢市片町２丁目２４−１１ オリンピアサンローゼ１Ｆ

肉乃もりした 0762690567 石川県野々市市御経塚２丁目１９７

華楽 0776388550 福井県福井市和田東１丁目１０１

グリエタニグチ根塚店 0764930720 富山県富山市新根塚町１丁目６−１７

スタミナ軒 0767535959 石川県七尾市小島町レ１０８−１

彩火くらした 05058701492 富山県魚津市釈迦堂１丁目１２−３

優韓 0764651780 富山県富山市婦中町宮ケ島３１９−１

加羅／マッコリプリンス１号店 0762212989 石川県金沢市片町１丁目９−１５

牛たかやま本店 0762493333 石川県金沢市福増町北５１７

まさ家 0776891552 福井県福井市光陽４丁目１−２６

なかなか 0762464284 石川県野々市市押野３丁目５１

小松 味道園 0761245555 石川県小松市東町３

焼肉蔵／西南部店 0762279858 石川県金沢市西金沢４丁目５３８

焼肉蔵アピタ松任店 0762757808 石川県白山市幸明町２５８−１

焼肉 牛や 榮太郎 0762550256 石川県金沢市片町２丁目３１−３６

だんだん 0762438929 石川県金沢市窪７丁目３６４ 西尾ビル１Ｆ

炭火焼居酒屋ＮＯＭＡＣＨＩ 0762562773 石川県金沢市野町４丁目３−９

炭火焼肉 若竹 0762092111 石川県金沢市柿木畠２−８

焼肉スタミナ軒 0762752921 石川県白山市村井東２丁目２４

以波太 0762514848 石川県金沢市神宮寺町１−１３



とんコギ 0764330650 富山県富山市内幸町３−１ エイゼン第一ビル２Ｆ

脇田屋 0766261129 富山県高岡市佐野１３０９−２

馬上門 0766682929 富山県小矢部市岡１５８

おきはるや 0762461212 石川県野々市市若松町１−５

しちりん焼肉ＭＯＭＯ蔵 0778212983 福井県越前市横市町３４−１４−１ ハイマート武生インター店

モモ蔵敦賀店 0770212983 福井県敦賀市木崎４５−２０−１

ぜんろく 0765247366 富山県魚津市釈迦堂 １丁目１５−１５ Ｍ２０００ビル

円笑 0765228133 富山県魚津市駅前新町５−３０ サンプラザ２Ｆ

加賀ゆめのゆ（焼肉ゆめや） 0761740126 石川県加賀市箱宮町ル１

焼肉酒場 にっく 0762075380 石川県金沢市石川県金沢市尾山町２−４２ グリーンサイドビル１Ｆ

リレミトコール 766732401 射水市富山県安吉２０−６

遊酒 0766241999 富山県高岡市御旅屋町８９ テンマビル１Ｆ

富山の焼肉と浜焼 富山炙 0764716678 富山県富山市桜町２丁目６−１５

火鍋酒家おしどり 0764716480 富山県富山市桜町２丁目６−１２ フクタビル２階

だいどこ 0766509997 富山県高岡市野村１２３０−２−２

木倉町クサムラ 0762135330 石川県金沢市木倉町２番８号

串酒場 灯 0762596366 石川県白山市安田町４８−２

絶好鳥酒場鳥びあーの 0762257887 石川県金沢市三口新町２丁目４−１

いいとこ鳥本店 0762541315 石川県金沢市大豆田本町甲２８９

いいとこ鳥寺井店 0761585085 石川県能美市寺井町ロ３８−１

いいとこ鳥野々市店 0762562722 石川県野々市市粟田２丁目２０

絶好鳥酒場鳥びあ～の松任店 0762206733 石川県白山市八ツ矢町６５４

焼肉ひろ亭 0765570771 富山県黒部市三日市１２１９−１ 花朝月夕

サゴジョウ 0765573566 富山県黒部市三日市１２１９−１

焼鳥の山一 0765571503 富山県黒部市新牧野３５３ ユアーズビルＢ

かっちゃん 0776230746 福井県福井市順化２丁目２１−１８



小⾧野酒場 0761574272 石川県能美市小⾧野町ホ１８−１

ちょうちん 松任店 0762595259 石川県白山市辰巳町６３ たちばなビル

食工房＠の字 0762227588 石川県金沢市もりの里１丁目５５番地 Ａｌｉｃｉａ１階

たかた 0762514842 石川県金沢市東山３丁目２３−９

串満斎やきとり家竹松 0767523736 石川県七尾市郡町２部６２−４

やきとり家竹松食祭市場店 0767527071 石川県七尾市府中町員外１３−１  能登食祭市場

スパアルプス 0764915510 富山県富山市山室２９２−１

ラサ 0764444744 富山県富山市新桜町５−５ 新桜ビル

たすき 0764413553 富山県富山市新富町１丁目３−９

頓珍漢分家 0764431105 富山県富山市五福五福末広町１３９６−４

頓珍漢本家 0764117372 富山県富山市下赤江町２丁目４−３

串焼ダイニングゆうき 0766509997 富山県高岡市野村１２３０−２−２

串焼ダイニングふくろう 0766509997 富山県高岡市野村１２３０−２−２

一五茶屋 0762271515 石川県野々市市堀内５丁目１３９

笑吉 0762327288 石川県金沢市玉川町１２−１５

五煙屋 0778435675 福井県越前市新町２−１７−３

春の蔵 0776511194 福井県坂井市春江町江留下相田５６

ニコニコ（２５２５）亭福井開発店 0776570833 福井県福井市開発４丁目４０１−１

やきとり大吉 西金沢店 0762444870 石川県金沢市米泉町７丁目７３−１２

燈八 0762751888 石川県白山市中町３５

焼鳥市場 小松駅前店 0761465429 石川県小松市土居原町２０１−１

万賛館 0779692424 福井県勝山市沢町２丁目７−２７ ハッピー内

あぶり焼もも蔵 0776332983 福井県福井市下馬３丁目１７１１

榮太郎 0762461121 石川県野々市市新庄６丁目５８６
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