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（株）絹川商事

HPで
お部屋
検索

株式会社 絹川商事

石川県野々市市住吉町9-32
TEL 076-248-8787
FAX 076-248-2486
営業時間 9：30～17：15

r o o m s でお部 屋を借りて、
ルームズメイト会 員になろう。

いつでもどこでも、

このカードがあれば

毎日の 暮らしがもっと楽しくなる。

加 盟 店でポイントを貯 めたり、

ドリンクサービスなどの特 典が 受けられたり、

会 員 限 定 のイベントに 参 加したり。

使 い 方 はあなた次 第です。

ローソン

ファミリーマート
100満ボルト

セブンイレブン

8

ユニクロ

JR野々市駅

↓ 小松

↑富山rooms 野々市駅前支店

石川県野々市市二日市1-53
TEL 076-248-3345
FAX 076-248-5433
営業時間 9：30～17：15
定休日 水曜

金沢
工業
大学

金沢
工業
大学

ケンタッキー

サイゼリヤ

V・drug

↑有松

↓高尾台

8番らーめん

rooms 金沢工大前支店

石川県野々市市高橋町24-3
TEL 076-248-1176
FAX 076-248-1159
営業時間 9：30～17：15
定休日 水曜



ようこそ！
ハッピーとスマイルの
あふれるまち、野々市へ。

とにかく坂がない！だから、自転車でも、
徒歩でも楽チンです！ 笑

昔からの風情ある通りはもちろん、新しく
整備されたスポットなど、とにかく野々市は
街並みがキレイ！

のんびり過ごせる公園や緑地が、ナント
市内だけで124ヶ所もあるんです！

市民が楽しいまちづくりを協働して行って
いるところです。皆さんも参加してみませ
んか？

カフェや雑貨店など、休日を満喫できるオ
シャレなお店がたくさんありますよ～。

野々市市役所裏にあるエコステーション
なら、きちんと分別すれば、24時間いつで
もゴミが出せて便利！

小学校5校・中学校2校・高校1校・大学
3校と教育機関が揃っているので、子ども
を持つパパ・ママも安心です！

金沢工業大学付近には、安くてボリュー
ム満点の学生メニューを提供するお店が
いっぱいありま～す！

じょんからまつりや野々市シャルソン・椿ま
つりなど、市民同士が交流しながら楽しめ
るイベントが多いんです！

絹川善隆
株式会社絹川商事 代表取締役社長

大手不動産会社で業界経験を積ん
だのち、2014年より三代目社長に就
任。このまちの担い手として、次世代
のためのまちづくりを目指す。

ATTEND
あなたの暮らしをアテンドしてくれるroomsスタッフたちに、野々市暮らしのイイところを聞きました！

町端 夢

1

経理課

竹島 さつき

2

賃貸仲介課

丸岡 みづき

6

賃貸仲介課

成川 智志

5

管理課

澤田 奈央子

4

総務課

國友 明美

9

賃貸仲介課

北村 椋

8

商品管理課

下出 徹

7

賃貸仲介課

西村 有希子

3

賃貸仲介課

rooms 絹川商事は、「ハッピースマイル 〜人と

暮らしを大切に〜」をサービスコンセプトとした、

お部屋探しのお手伝いや暮らしのサポートを行

う会社です。また、ライフスタイルにあった家づく

りの設計施工やリフォーム・リノベーションなど、

豊かな暮らしづくりもご提案しています。創業以

来こだわり続けている“野々市”というまちで、お

客様のハッピースマイルをもっと増やしていけるよ

う、これからもスタッフみんなで様 な々ことにチャ

レンジしていきます。

私たちは、明るく元気な
野々市コンシェルジュです。

アパート・マンション等の賃貸仲介をはじめ、大切な財

産である不動産の管理から資産コンサルティングまで、

「困ったことがあれば絹川さん」と言って頂けるような、

このまちに暮らす皆様にとってのかかりつけ医院のような

不動産会社を目指しています。

「困った」を「良かった」に！
私たちは野々市のかかりつけの
不動産会社です 。

不動産コンサルティング技能
士や相続支援コンサルタントの
資格を活かし、今季より金沢
工大前支店内に相続サポート
センターを開設。大切な財産
を未来へとつなぐ役割を担う。

絹川忠宏
株式会社絹川商事
専務取締役
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K ANA ZAWA
KŌGYOU DAIGAKU

野々市に
暮らして

どう過ごす？

金沢工業大学エリア

2016年度の全国

「住みよさランキング」でも

利便度第1位を獲得した野々市市。

そんな魅力的な街での

過ごし方を教えます！

江戸時代に五街道に次ぐ重要な街道として、
また金沢城下から京都へ向かう最初の宿駅
として栄えた「北国街道」。藩政期の町家が
残る町並みは、どこか懐かしい風情を醸し出
していてお散歩にぴったり！

野々市市の特産品に「キウイ」と「ヤーコン」
があります。「キウイ」は、ヘイワードという実
が大きく甘い品種で、ワインやビネガー・スイ
ーツなどの加工品が市内の各店で販売され
ています。そして聞き慣れない名前の「ヤー
コン」は、天然のフラクトオリゴ糖をたっぷり
含んだ栄養たっぷりなキク科の野菜。スーパ
ーでも販売されているので、サラダやジュース
などにしてお試しあれ！

野々市じょんからの由来は、室
町時代頃から住吉宮（布市神
社の前身）で踊られていた御贄
踊りがもとになったという説や、
江戸時代の浄瑠璃などのくど
きぶしがもとになったという説が
あります。現在は毎年7月末か
ら8月のはじめに祭りが開催さ
れ、多くの市民が参加してじょ
んからを楽しんでいます。

L IFE ON 
NONOICHI

野々市市役所エリア
野々市市役所付近は、大型の書
店や雑貨屋さんなども多く、休日は
若者たちであふれています。広々と
した芝生が広がる「あらみや公園」
で、家族みんなでのんびりお昼寝な
んかもステキ！

AREA INFORMATION

AREA INFORMATION

全国の愛好家から寄贈されたレコード
等が20万枚以上揃うポピュラーミュー
ジックの宝庫「PMC」。休日は、お気
に入りの一曲を探しに出かけてみるの
もおすすめ！金沢工業大学のライブラ
リーセンター1Fの受付で申し込めば、
一般の方も利用可能です。

PMC

金沢工業大学内にスタジオのある、日
本で初めてのキャンパス放送局。工
大生や地域サポーターが出演、自主
制作率１００％の地域一番ラジオ局。
※ラジオは７６．３MHz、インターネット
やスマホ・アプリで配信中 !

FM-N1

一般の方も入れる金沢工業大学の
学 生 食 堂。 定 番 の「KIT ランチ 」

（380円）や「ピリ辛丼」（440円）な
ど、気になるメニューがたくさん！

ガクショク

※「住みよさランキング」とは、全国813都市を対象に、東洋経済新報社が公的統
計をもとに、安心度・利便度・快適度・富裕度・住居水準充実度の5つの観点に分
類し、その総合評価をランキングしたものです。

OKYOUDUK A

NONOICHI
SHIYAKUSYO

2011年11月11日に、石川郡野々市
町が市制を施行し、野々市市が誕生。
石川県で11番目の市となった。

歴　史

【 野々市インフォメーション 】

金沢市のベッドタウンとして、若年層の
ファミリーに人気！学生が居住している
こともあり、市民の平均年齢が低いの
も特徴です。

22,867世帯

世帯数

1965年に開学した金沢工業大学
を中心に、アパート・マンションや飲
食店などが多数並ぶエリア。学生
をターゲットにした、リーズナブルな
価格帯のお店が多いのも特徴。

歴史スポットを
巡ってみる。

ご当地食材を
食べつくす。

学生の街を堪能する。

誰でも踊りの輪に参加できます！

御経塚エリア
AREA INFORMATION

国道8号線沿いのイオン御経塚店
を筆頭に、ズラリとお店が並ぶ御経
塚エリアは市内随一の商業エリア。
飲食店はもちろん、美容院にエステ
にアパレルショップと、ここに来れば
すべてが事足りちゃいます！映画館
もあるので、デートにもぴったり！

野々市市をとても気に入り、いつの間に
か住み着いた野々市市の公式キャラクタ
ー「のっティ」。そのユルさにファンも多く、
グッズやのっティスイーツもたくさん販売さ
れています。

のっティグッズを見つける。

お祭りに参加してみる。

13.56k㎡面　積

野々市市北西部には、縄文時代後期～晩期
の大規模な集落遺跡「御経塚遺跡」がある。

人　口

※平成29年1月末日現在

男 26,261人

女 25,548 人

計 51,809人

人口は
毎年

増加中 !
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rooms スタッフも行きつけの
野々市デリシャスグルメガイド！
Nonoichi Del ic ious Gourmet Guide!

学生からサラリーマンまでをも魅了する、深夜1時まで営
業の居酒屋。手作りにこだわった店主の愛情たっぷり
な料理や定食メニューが楽しめます。
◯野々市市高橋町6-8
☎076-248-7277

毎日石窯で焼いたパンを含め、約
150種類ものパンがずらりと並ぶ、
野々市の超人気店！人気の「つの
パン」は一度食べてみる価値あり!!
◯野々市市三納1-9
☎076-246-7715

もっちりとした薄めの生地に、
はみ出さんばかりのあんが入
った『土九』のたい焼き。わら
び餅やみかん大福などの隠れ
メニューも必見。
◯野々市市三納2-178
☎076-294-5053

パリパリで香ばしい
羽付きたい焼き！

お昼は丼物、夜は焼肉が楽し
める『獅子家』。カツオダシが
効いた濃厚なお味の「カレーう
どん」は、一度食べたらヤミツキ
に！ 今ならうどん注文で小ライ
スサービス！
◯野々市市本町1-3-1
☎076-246-5367

熱烈なファンがいる
カレーうどん！

人気の日替り定食は、煮物・炒め物からお好きな2品を
選んで550円～とお財布にも優しい！スーパージャンボ
ハンバーグは必食！
◯野々市市高橋町24-3　☎076-246-5842

工大生御用達のコスパ抜群な洋食屋さん。

懐かしの洋食メニューやバラエティ豊富なボリューム満点のパフェが揃
う、週末には行列がつくほど人気の洋食屋さん！ ユーモア溢れる大店長
が出迎えてくれます。◯野々市市横宮町8-11　☎076-248-8484

芸術的なパフェは一度食べてみる価値あり！

本格インドカレーとビッグサイズの焼き立てナンがとにかく美味しい！観葉植物
やオシャレな照明・ゆったりできるソファ席など、店内も素敵です♥
◯野々市市横宮町13-22　☎076-256-3114

インド人シェフが作る野菜たっぷりカレー！

はみ出すくらい具沢山なサンドイッチが常時20種類以
上揃う、学生の街ならではのお店。ボリューム満点なの
に170円～とコスパも抜群！
◯野々市市高橋町10-22　☎076-248-6206

具がモリモリの名物サンドイッチ！

秘伝のタレが食欲をそそる
牛ステーキ定食！

披露宴でも大好評の、シェフ自慢の
お料理が気軽に楽しめるカフェ。新
鮮な魚介や旬の野菜を活かしたラン
チは、ボリューム満点！
◯野々市市二日市町24街区23番
　ラヴィール金沢敷地内
☎0120-711-108

地元食材をふんだんに
使用した本格フレンチ！

三日月の形をした
つのパンが人気！

生パスタや体に優しいマクロビメニ
ューが女性に評判のカフェ。フラワ
ーリースのワークショップ（要予約）
も行っています。
◯野々市市太平寺3-42　ヴィラ
ージュ2F　☎050-3637-2221

女子が喜ぶ
ランチ＆スイーツ！

野々市を知り尽くした
roomsスタッフ達が、
おすすめのグルメ店を
厳選してご紹介！

金沢でベトナム料理と言えばココ！
フォーや生春巻き・ベトナム風お好み焼きの
バインセオなど、本場の屋台の味が楽しめ
る人気店。平日はフォーランチもやってます！
◯野々市市本町6-14-43
☎076-248-7377

玉子サンド170円

いちごフルーツ
サンド240円

きっちん再来る カレーうどん 獅子家

かものニュージョイス

Café de RAVIR

ベトナム屋台めし ムサク

nui ニュイ

インドダイニングシャルマ 野々市店

JOHNかりおすとろ

たい焼き工房 土九

お食事処 ZIPANG

フレッシュベイク野々市店
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トマトベースでしっかりスパイスの効いた人気№１のバターチキ
ンカレーと、ジューシーなパテが魅力のグルメバーガー。どちらも
女子に人気です！
◯野々市市住吉町14-56　☎076-256-3386

朝も、昼も、夜も食べたくなる、
ハムゴーのバターチキンカレー。

北国街道沿いの老舗和菓子屋さん。県内でも珍しい「キウイ
大福」や、市花木の椿をモチーフにした「椿最中」「椿饅頭」
も人気！さっぱりとした粒あんをくるんだ草餅おはぎも見逃せま
せん。◯野々市市本町2-15-6　☎076-248-0154

手土産にもお茶請けにも喜ばれています。

自家製の餡をもちもちの皮で包んだ手作り餃子は、肉汁た
っぷりで美味しいと評判！ 他にも、お好み焼きや酢豚・唐
揚など、定食メニューも充実！ えび餃子もオススメです。
◯野々市市矢作3-128-3　☎076-246-0660

バラエティに富んだ餃子の数々をご堪能あれ！

国内の名店はもちろん、シドニーでも修業した経験を持つ大将
が握る新感覚スタイルの鮨屋。迷ったらお任せ握り（昼10貫
2,400円～、夜12貫3,800円～）をオーダーしてみよう！
◯野々市市本町6-17-4　☎076-248-0409

肩ひじ張らず味わえる、隠れ家的鮨屋。

金沢出身の料理研究家しもおきひろこさんプロデュースの、
野菜たっぷりなお万菜ビュッフェが大人気！夜はアラカルト
を中心にお酒に合った料理も楽しめます。
◯野々市市横宮町16-3 ヴァンソレイユ内
☎076-218-4155

能登・加賀・金沢の旬な食材や
調味料を使った料理がずらり！

看板メニューの言わずと知れた「Lカツ」は、濃厚なカレーに大判
のカツがのった、今でもオーダーの8割以上を占める人気の一品。
◯野々市市高橋町20-17　☎076-248-1497

“ 金沢カレー”を代表する
『カレーのチャンピオン』発祥の地。

目利きされた新鮮で美味しいフル
ーツを販売するフタバ。旬のおす
すめを組み合わせて、ジュースや
スムージーにしても絶品です！
◯野々市市本町1-4-15　
☎076-246-5530

地元の人に
愛され続けている
フルーツショップ。

いそや菓子舗

すし追

BAUCIS 珈琲

HUM&Go# Coffee and Stock

フルーツショップ フタバ

能加万菜 Agri　のうかばんざい あぐり

KAORU

カレーのチャンピオン 野々市本店

チョコバナナやオレオ・いちごみるく・季
節のフルーツ洋酒漬けなど10種類以
上あるジェラートの中でもおすすめは、

「いちごショートジェラート」。ふわふわ
なスポンジのショートケーキが入ってい
て、ふんわり軽い口当たり。
イートインもできます！
◯野々市市下林4-493 
☎076-248-3170

ケーキ屋さんの
手作りジェラートが
お気に入りです！

餃子のあひる

YELL CAFÉ

イタリア帰りのオーナーが監修し
た本場のバルメニューはもちろ
ん、ドリンクも合わせて300種類
と豊富！ 営業時間も長いので、
2軒目・3軒目にもピッタリです。
◯野々市市堀内3-14
☎076-294-3014

翌4時まで営業の
ダイニングカフェ&バル。

和食処 山ごぼう

お昼は新鮮なお刺身や名物の
釜飯など定食メニューが充実！
夜は郷土の味と旬が楽しめる
一品を中心に、四季折々の食
材を活かした和食が味わえる。
◯野々市市横宮町14-46　
☎076-246-5105

炊きたてホクホクの
釜飯にリピーター続出！

軽食やスイーツも充実したショッピングセンター内併設
の便利な喫茶店。モーニングもやっているので、早起き
して出かけてみて。
◯野々市市白山町4-1　☎076-227-9530

作りたてのサンドイッチが自慢のお店。

バターチキン
カレープレート
900円
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PEOPLE

「上手くいってる事に
焦点を当てる事が、
笑顔の秘訣です」

02

01

03

空室が目立つアパートや空き家を、若者が住
みたくなるようにDIYする活動として2年前に
発足した「toiroプロジェクト」。そこに所属す
る角田さんは、現在一軒家の改装に取り組ん
でいる。「昨年、toiroプロジェクトで古民家を
リノベーションした『2丁目カフェ』を作ったの
ですが、それに目をつけて下さったrooms の

絹川社長から声をかけて頂き今回の改装が
始まりました」。実際に大家さんと絹川社長
に予算と設計の提案を出したところ、とても喜
んで頂いたそう。元々の家にあった床の間や
障子など良いところは残しつつ、畳をフローリ
ングに貼り変えたり、ベランダをデッキにしたり
“ 現代の和モダン”をテーマに総勢14名があ

れこれと試行錯誤中。建物の老朽化に伴う
空室対策のモデルにもなりうるこのプロジェク
トは、大家さんたちの間でも大いに注目されて
いる。

普段は、保育士さんなどを相手にしたコンサル
のお仕事をしている高橋さんだが、行政と一緒
に野々市市の子育て情報サイトの運営にも携
わっている。自分が育児を経験した際に、バラ
バラに情報が散乱していて不便だと感じてい
た子育て支援施設のイベントスケジュールをサ
イトに集約して掲載したところ、ママ達から「こ
んなのが欲しかった！」との嬉しい声が続出。さ
らに、ママレポーターを派遣してイベントや遊び

場のレポートも盛り込んだコンテンツなども充
実させながら、着実にサイトのファンを増やし続
けています。そんな高橋さんが新たにスタート
させたのが「 子ども服無料交換サービス
CURU∞CURU」。これは不要になった子ど
も服を回収し、サイト内にアップされた商品を
見て欲しい方は一人5点まで予約でき、指定
交換所で受け取るというもの。その指定交換
所が rooms 金沢工大前支店なのだ。「顔の

見えない子育て世代が、このサービスをきっか
けにどんどん繋がって成り立っているという仕
組みがおもしろいですね」と高橋さん。今後は、
ママたちのために働きがいのある雇用をもっと
生み出していきたいと意気込んでいる。アイデ
ィアマンの彼女を発信源とした様々なサービス
が充実していけば、野々市市はさらに子育て
世代にとって住みやすい街になるだろうとお話
を聞いて何だかワクワクしてきました。

白山市を拠点に活動するフットサルクラブチ
ーム「ヴィンセドール白山」。昨年2月にフット
サル最高峰のFリーグへの参入を目指し発足
した若いチームを引っ張るのが、代表理事の
鈴木さんである。昨シーズンは、地域チャンピ
オンズリーグと全日本選手権の北信越ブロッ
クで優勝をおさめ、今ノリにのっているチーム

だ。しかし、ただ勝てば目指すFリーグに参入
できる訳ではない。市民からの応援が必要だ
ったり、スポンサーを集めたりと、ハード面でも
クリアしなければならない事がたくさんある。そ
んな折、あるきっかけで絹川社長と出会い、話
をしていく中で“ 地域を盛り上げたい ”という
お互いの熱い想いに共鳴し、今年度から

roomsがオフィシャルスポンサーとなった。今
後も、子どもたちの目標となったり、地域が活
性化する事を、フットサルを通してどんどんや
っていきたい意気込んでいる。

角田 悠一さん
金沢工業大学3年

金沢工業大学環境建築学
部建築学科で主に環境分野
を学ぶ傍ら、学生たちで空き
家のDIYを行うtoiroプロジェ
クトにも所属。

高橋 美乃梨さん
CoCoL

こども施設専門コンサルタント

野々市市の子育て支援情報
サイト「ののいちはぐドットネッ
ト」を運営する傍ら、子育てマ
マの為のイベント「ママココ」
を主催。

鈴木 修平さん
ヴィンセドール白山フットサル
クラブ代表理事

選手達の指導を行いながら、
フットサルの施設管理や運
営・チーム運営・スクール運営
を行う、一般社団法人 FSV
スポーツアカデミーを主宰。

rooms的ハピスマな人にインタビュー！
野々市を中心に活動している、ハッピーとスマイルにあふれた人たちをご紹介します。

私のハピスマ術

「地域や企業の人から
色んな事を吸収できるのが
ハッピーの秘訣です」

私のハピスマ術

「 子ども達がボールを蹴る姿や、
TOPチームが勝利した時の笑顔が、
自分の笑顔の秘訣です」

私のハピスマ術

NONOICHI STYLE BOOK 2017 10 11



04 06

05 07

看護師時代から添加物に違和感を覚え、ス
ーパーで買い物をする時も調味料などの成分
を気にしていたという中川さん。体に不必要
なものは省き、自然なものを美味しく食べるこ
と。そして愛情をスパイスに手作りすることの
大切さを、もっとたくさんの人に伝えたいという
想いでオープンさせたのが「nuit」なのです。

店内では、美容に敏感な女性や健康志向の
方に向けたヘルシーな料理が味わえるだけで
なく、趣味が転じて資格を取ったプリザーブド
フラワーのワークショップなども定期的に行っ
ている。そんな折、カフェにふらりと立ち寄っ
た絹川社長と、地元作家さんを応援したり、
野々市を活性化させたいという想いが合致し

て意気投合し、roomsメイトさんを集めたワー
クショップを定期的に行うことになったのだ。
今後は、中川さんが主体となって年2回開催
している自主イベントを充実させ、想いに共感
してくれる仲間の輪を広げていきたいと目を輝
かせながら語っていた。

地域の文化芸術の活性化と人材育成を目的
とし、地域住民や野々市にゆかりのある人た
ちが集まってできた「劇団 nono」。この名前
には「野々市」という意味と、「ノン、ゼロ」ゼ
ロではない無限の可能性がある劇団という想
いが込められている。現在、小学生から大人
まで幅広い年代が所属しており、それぞれが

限られた時間の中でスケジュールを合わせ練
習に励んでいる。定期公演の際にはオリジナ
ルの脚本を、じょんから祭りや地域イベントの
際はその土地に伝わる民話などを演じるのだ
とか。最近では応援してくれるファンも増えて
きたが、衣装製作や大道具・照明など「何か
お手伝いしたい！」と手を上げてくれる市民の

方がもっと増えてくれたら嬉しいと代表の木川
さんは語る。これからも「劇団 nono」のお芝
居を通じて演劇を身近に感じてもらい、野々
市に住む皆さんにもっと郷土愛を育んでもらえ
るよう頑張りたいと団員みんなが意気込んで
いる。

学生の頃に近所の和菓子屋でアルバイトし
た事をきっかけに、なんとなく「大学に進学す
るくらいならこっちの世界の方がおもしろいか
も！」と思って、和菓子職人の道へ進むことに。
しかし、周りの友人たちを見ていて、「このまま
続けていてもいいのか？」と自問自答した時が
あって転職を決意し、ご縁あって金沢にやっ

てきたのだ。そこでも有名店で修業を積んで
いたが、その時に知った能登の塩の美味しさ
に惹かれ、何かこの食材を使って自分でお店
ができないかと考えた結果、大好きだったたい
焼き屋さんを始めることに。しかし、あんこは
上手く炊けても、塩を加えた生地作りには大
変苦労したのだそう…。歴史のある食材は

とても力強くてパワーがあるため、その分加減
が難しいと痛感したのだ。これからも、子ども
達が小銭を持って買いに来れるような地元に
愛されるお店として精進していきたいと土本さ
ん。密かに日本一美味しいたい焼き屋を目指
して、今日も研究に余念がない…。

一粒一粒豆をチェックし、欠点豆を手作業で
丁寧に取り除いていく。「これが混じっている
と珈琲に雑味や苦味が入ってクリアな味にな
らないんですよ」と語るオーナーの中道さん。
珈琲の味を決める焙煎は誰に教わる訳でもな
く、経験でしかない。環境や天候によっても
全然味が変わってくるので、豆本来の魅力を

最大限に表現できるよう、毎回熱加減などを
微調整しながら狙った味に近づけていくのだ。
そんなこだわりの一杯を求めてやってくるお客
さんもだんだんと増え、この小さな空間が中道
さんの理想とする人と人とが繋がるコミュニテ
ィー的な場所へと変わりつつある。珈琲を通
してお客さん同士が仲良くなっていく瞬間に

小さな喜びを感じながら、これからもたくさんの
人が繋がっていく中継地点として「Transit 
Beans」は地域に根差していきたいと熱く語
りながら、今日もおいしい珈琲を淹れ続ける。

中川 めぐみさん
nuit（ニュイ） オーナー

20年の看護師経験を経て、
マクロビオティック料理を中心
に提供するカフェ「nuit」を開
店。様々な資格を活かしたワ
ークショップやイベントを主催
するなど、幅広く活躍中。

木川 幸子さん（左から2番目）

野々市市民劇団
「劇団 nono」代表

平成21年 に 野 々 市町（ 現
野々市市）の地域住民たちで
創った劇団。毎年2月11日に
定期公演を行い、今年も400
人以上の観客を集めた。

土本 勝洋さん
たい焼き工房 土九 オーナー

和菓子職人として約20年修
業を積んだのち、満を持してた
い焼き店をオープン。あんこが
はみ出るくらい詰まった薄皮た
い焼きは、大人から子どもまで
大人気！

中道 真宏さん
Transit Beansオーナー

旅で出会った、その土地に住む人
や商売をしている人の雰囲気が気
に入り、自分もこんなお店や空間が
作りたいと一念発起し珈琲ショップ
を開店。お客様にあった美味しい
珈琲を提供すべく、日々勉強中。

「自分たちが楽しみながら
演じる事で、
お芝居の楽しさを届けられた時が
ハッピーな瞬間です」

私のハピスマ術

「発信し続けることで
共感し合う仲間が集まって、
笑顔の連鎖が生まれるんです」

私のハピスマ術

「作り手の気持ちが
お客さんに伝わった時が
一番ハッピーで嬉しい！」

私のハピスマ術

「一杯のコーヒーを通して
お客さん同士が繋がっていく
瞬間がとても楽しい」

私のハピスマ術
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roomsさんぽ。
スタッフの休日に密着！ 町端さん

の
場合

下出くん
の
場合

北国街道沿いの市郷土資料館内
で、土日限定営業している六日町
かふぇ。紅糀を使ったパンで作るピ
ザトーストと、ほっこり温まるきな粉ド
リンクがセットになった「六日町小昼

（600円）」がおすすめ！ DATA 茶房 
六日町かふぇ、野々市市本町3-19-
24、☎090-3159-3538、 10:
00～16:00、土日のみ営業

開放感あふれた屋外でバッティングが楽しめるAPINAは、時速
75㎞～120㎞まで球の速さが選べたりソフトボールもあるので、
チビッ子はもちろん女性でもバットにボールが当てやすいんです！
しかも、200円で20球打てるお手頃価格！DATA APINA 野々市
バッティングスタジアム、野々市市若松町5-5、☎076-248-
8889、 10:00～24:00、無休

天気がいい日は、野々市市役
所のお隣にあるあらみや公園
の芝生の上で、友達とゴロンと
寝転んでおしゃべりしたり、お昼
寝したりもします（笑）。DATAあら
みや公園、野々市市三納1-1

ごちそうみそ汁定食
650円

フランボショコラ 
453円

Maverick Sofa
152,280円～

ジェット風呂や高温風呂の他にも、開放
感たっぷりな露天風呂があるので、昼間
っから温泉に浸かってちょっぴり贅沢な
気分を味わってます。源泉かけ流しの湯
だから、入浴後はお肌がツルツル！ DATA

しあわせの湯、野々市市横宮町6-3、☎
076-248-1126、 10:00～24:00

（日・祝9:00～24:00）、第3木曜

ホールドと呼ばれる突起物をたよりに、
ロープを使わずに自分の力で壁を登っ
て行くボルダリング。これが一度やっ
たら達成感がハンパなくて今ハマって
ます。スタッフの方も親切に教えてくれ
るので、初心者でも安心！ DATAクライ
ミング（ボルダリング）ジム TRIPOD、
野 々 市 市 横 宮 町 13-15、☎ 076-
294-3717、 15:00～22:00、土
曜12:00～22:00、日・祝12:00～
20:00、不定休

手づくりにこだわった定食が楽しめると評判の、しあわせの湯内に
ある隠れ家的ごはん処。人気の「ことこと定食」はボリューム満点
で、満足度が高いんです。僕は、「大人のかれーうどん」とか「ぜ
いたくカキ氷」も好きですよ。DATA ことこと家、 11:30～14:00
／18:00～22:00（土日祝11:30～22:00）

カフェ巡りが大好きなので、
いつもアレコレ調べて出かけ
てます！ 野々市はいろんな
ショップがたくさんあるから、
ぶらぶらするのにぴったり！

体を動かす事と、洋服屋さ
ん巡りが大好き。最近、イ
ンテリアにも興味シンシン
…！スイーツ男子な一面も
あります。

広～い店内に所狭しと並べられた
家具や雑貨は他店にないセレクトの
ものが多く、行く度に欲しいものが
いっぱいです！気さくなスタッフさん
ばかりだから、お部屋のコーディネー
トの相談にいつものってもらってい
ます。 DATA WELLSPRING、野々
市 市 押 野 1-371、☎ 076-255-
7024、 11:00～20:00、無休

ハンドドリップやフレンチプレスで丁寧に淹れたコーヒーを飲みながら、ち
ょっと素敵な暇つぶしができるお気に入りのカフェです。よくモーニングを
食べに行くのですが、キッシュが本当に美味しくって何度もリピート中！
DATA HUM＆Go#Coffee and Stock、野々市市住吉町14-56、☎
076-256-3386、 9:00～23:00※モーニングは9:00～11:00、
不定休

休日はもっぱらアウトドア派なスタッフ2人に、
おすすめのお出かけコースを紹介してもらいました！

HUM&Go♯で
モーニング。

今ハマっているボルダリングで
気分をリフレッシュ！

お肌がスベスベになる
天然温泉でリフレッシュ！

お風呂上りはことこと家でランチ！

WELLSPRINGで、かっこいい雑貨を発見！
六日町かふぇで、
まったりティータイム！

バッティングセンターで、
日頃のストレスを発散！！

話題の一冊を探しに、明文堂書店へ。

休日は野々市
クルージング

楽しみましょう♪

彼女を連れて、
野々市でデート

しちゃいましょう！

あらみや公園で、今日は読書なキブン♥

雑誌はもちろん、小説やビジネス文書・趣味本など、
あらゆる書籍が30万冊も揃うモンスター書店。朝
7時から深夜2時迄営業しているので休日は必ず
立ち寄りますね～。DATA 明文堂書店 TSUTAYA
金沢野々市店、野々市市粟田5-461、☎076-
294-0930、 7:00～26:00、無休

エクラタンの美味しい
ケーキをイートイン！
素材の持ち味を活かしたケーキがシ
ョーケースいっぱいに並ぶ「エクラ
タン」。パティシエのこだわりが詰ま
った一番人気のショートケーキは、
ふわふわなスポンジと甘さ控えめな
クリームが絶妙！他にも、野々市の
食材を使ったケーキもオススメ！DATA

菓子工房エクラタン、野々市市粟
田 6-494、☎ 076-220-7008、

10:00～21:00、水曜

ことこと定食
750円

CHIPS MUG
1,728円

店内もオシャレで

朝から気分が上がる～！

つい読書に

集中してたら、もう夕方！

あっ、この本欲しかったやつだ～！

いただきま～す！

店内で

イートインも

できます！

ほんのり甘い

サクサクのトースト！

毎週水曜は

レディースデーで

1プレイ100円！

その日のキッシュセット
650円

NONOICHI STYLE BOOK 2017



小さいながらも、ベランダがあったりクローゼットなどが置けるくぼみがあ
るのでとっても便利！ 黄色に塗られたかわいいキッチンスペースも、広
くて調理がしやすいのが特徴です。風呂・トイレ別で快適に暮らせるこ
と間違いなし！

※こちらの物件には家具はつきません

※こちらの物件には家具はつきません

シンプルで飽きのこないデザインの快適空間！
01

縦に長いLDKだからキッチン周りにもゆとりがあって、お部屋が広く見
せられるのがポイント。洋室もあるので、寝室として使えばプライベート
もしっかり守れます。脱衣場や浴室もスペースが充分あり、とても暮ら
しやすいお部屋です。

長い間取りの壁を有効活用できる部屋。
02

roomsのお部屋で人気の「ハピスマ賃貸」と「ハピスタ賃貸」って!?

人気インテリアショップWELL-
SPRINGが、リノベーションさ
れたお部屋の雰囲気に合わせ
てソファーやラグ・テーブルなど
をコーディネートしてくれる家具
付き物件です。オシャレ部屋に
憧れている方は必見！

60種類以上ある壁紙と
10種類以上あるデザイン
照明から、お好きなものを
カスタマイズできる物件。

「人とは違う個性的なお部
屋に住みたい！」というこだ
わり派さんにおすすめです！

オシャレな家 具 付き物 件に住もう !
「ハピスマ賃貸」 「ハピスタ賃貸」

自分 のお 気に入りでカスタマイズ！

TO
PIC

S

グレーのラグやグリーンのソファーなど全体的に淡い
色でまとめ、小物類でアクセントに色をつけてコーデ
ィネートしてみました。テキスタイルっぽいアイテムを
持ってくることで、ちょっぴり北欧風な女子部屋に。

スタッフ清水さん

WELLSPRINGスタッフが
教えるお部屋コーデ !!
テーマは…

「私のお気に入りをたくさん並べたお部屋」

ショートサイズの白いソファーや小さめのサイドテーブル
で、コンパクトなお部屋を演出！ 仕事や勉強用のテー
ブルはダイニングテーブルとしても利用できるので、スペ
ースを有効活用できます。

スタッフ櫻木さん

WELLSPRINGスタッフが
教えるお部屋コーデ !!
テーマは…

「コンパクトな女子のひとり暮らし」

どっち!?

 野々市市本町
間取り ― 1K（洋8.7）
構造 ― 木造
建築年月 ― 平成29年2月

家賃　　　万円4.4DATA

洋室玄
キッチン

LDK
洋室

 野々市市本町
間取り ― 1LDK（洋4.3、LDK11.5 ）
構造 ― 木造
建築年月 ― 平成29年2月

家賃　　　万円4.8DATA

野々市暮らしを

提案するroomsなら、

オシャレな賃貸から憧れの

マイホームまで、あなたの

ライフスタイルにピッタリな

物件をご紹介します！

読めば住みたくなる

rooms
物件案内所

ROOM CASE
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「近くにはスーパー・コンビニ・ドラッグストア・銀行があ
って、学校からもアクセス良好！好立地なのに、ナン
ト家賃は破格の3万円台なのにはビックリしました。」
と、金沢工業大学に通う杉坂さん。この辺りで探し
ていた時は4万円台の物件が多い中で、スタッフさん

が親身になってピッタリの物件を探し出してくれたの
だとか…。バス・トイレ・洗面所が別だったのも決めて
のひとつ。現在ひとり暮らしライフを満喫中だが、実
家がある射水市と野々市市の環境が似ているから
親近感が湧いて、住み心地抜群だそうです。笑

ブルーとグリーンを基調とした、爽やかな雰囲
気のリノベーションルーム。押入れスペース
も大容量のクローゼットになっているので、収
納もたっぷり！ 壁一面に貼られた有孔ボード
に、お気に入りの絵や写真・ポスターなどを飾
って、自分ワールドを作ってみては？

オシャレ男子に持って来いの、
有孔ボードペタペタルーム！

学生さんには充分！ 
こじんまりとした1Kでも
快適な野々市暮らし。

風通しの良い広々としたリビングをはじめ、窓
がたくさんあるので家全体が明るい雰囲気。
パステルグリーンの壁がカワイイ追い炊き機
能付きのお風呂など、女性好みのポイントも
満載！ 部屋数もLDK 以外に洋室が3部屋
あるので、友達とシェアして住んでみるのもお
すすめです。

子育て世代におすすめの、
オール電化賃貸！

 野々市市本町
間取り ― 1K（洋10）
構造 ― 木造
建築年月 ― 平成6年5月

家賃　　　万円3.8DATA

 野々市市住吉町
間取り ― 3LDK（LDK13、洋5.7×2、洋5.5）
構造 ― 木造
建築年月 ― 平成25年7月

家賃　　　万円9.1DATA

03

04

ルームズメイトさん。

roomsでお部屋を借りて、
ハッピーな暮らしを送っている
住人さんにインタビュー！

HELLO!

杉 坂さんのお宅を訪 問！

11月に入籍したばかりの小岩さん夫婦が新居に選んだのは、
2LDKのお部屋。ここに決めた理由を尋ねると、広くてキレイな
のはもちろん、日当たりも良く、街に近い立地も気に入ったのだ
そう。実際にお部屋の中を見学させてもらうと、大きなクローゼッ
トが4つもあって収納も充分！さらに、浴室の脱衣場は洗濯機
を置いても広々としていて、すごく生活がしやすそうでした。「こ
の広さだと家賃が6万越えするものばかりだったのですが、この
物件はナント5万円代！本当にrooms のスタッフさんが親身に
なって相談にのってくれたり、色々わがままを聞いてくれたおかげ
で、自分たちの予算内で探せました」と、小岩さん夫婦。金沢の
ベットタウン的な立地でお客様のニーズにあった物件をご案内
できるのも、野々市や金沢南部エリアに物件をたくさん持つ
roomsならではなのです。

お気に入りは、キッチンに作ったカフェ風のカウンター。

決して広いスペースとは言えないけど、このこじんまりとした空間が丁度良くて落ち着くんです。

これから家族が増えていく新婚さんにも
ぴったりな、お手頃価格の2LDK！

小 岩さんのお 宅を訪 問！

2つのクローゼットと壁にお気
に入りの洋服などが掛けられる
レールフックがポイント！窓から
は光もたっぷり入って、すごく居
心地がいいです。

『ちょうどいいサイズ感の寝室』

ここもチェック！玄

キッチン洋室

玄 LDK

洋室

2F1F

洋室

洋室

賃貸編

有孔ボードの上部にもCDや本などが飾れます キッチンもグリーンにリノベーション 高さが調節できて便利なクローゼット

浴室も清潔感たっぷり！
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Go!Go!

玄
LDK

玄

DK
洋室

洋室

希望の場所や家賃の予算などを伝えれば、iPadを使
ってオススメの物件を案内してくれます。契約する際
には敷金・礼金もあり、家賃の他に別途共益費や駐
車場代などが発生するので、しっかり確認しておこう！

roomsカーに乗って、ご希望の物件
をご案内。これから長く住むところだ
からこそ、写真だけではわからない部
分もたくさんあるので、実際にお部屋
を見に行くことは大切です！

気に入った物件が見つかったら、さっそく契約！ 必
要な書類を記入するだけでなく、住民票や家賃引き
落とし用の銀行口座も必要なのでご注意を！

キッチンカウンターと、一面にだけ貼られた模様のある壁紙がお部屋の
アクセントに！小さな飾り窓から光が差し込む、明るい雰囲気の空間も
特徴です。インターネット使用料無料でオール電化だから、ひとり暮らし
には嬉しいポイントがいっぱい！

誰かを招きたくなっちゃう、カフェ風のお部屋。
キッチンダイニングからリビングが引き戸で区切られているので、つなげ
れば広々と開放感ある感じで使えるのがポイント！キッチン横には大き
な収納棚があり、クローゼットもそれぞれの部屋ごとにあって収納も抜
群。小さなお子様のいるファミリーにはぴったりの物件です。

大きな窓から光が差し込む明るいお部屋。
05 06

 野々市市稲荷
間取り ― 1K（洋8.7）
構造 ― 木造
建築年月 ― 平成29年2月

家賃　　　万円4.4DATA

 野々市市本町
間取り ― 2DK（DK9、洋8、洋6.5）
構造 ― 木造
建築年月 ― 平成16年11月

家賃　　　万円6.2DATA

お部屋を契約する時って
何からはじめたらいい？
ひとり暮らし初めてさんは、まずココを読んで
物件探しに行ってみよう！

まずは条件を伝えて
オススメ物件を聞いてみよう！

さっそくroomsに
行ってみよう！

出かける前に
持ち物を
チェック！

気になる物件が見つかったら
見に行ってみよう！

いざ契約！！TO
PIC

S

Buuun〜♪

部屋が広く見えるよう、インテリアは床や扉に近いカ
ラーをチョイス！ ポイントとなるラグを見せるために、
あえてリビングテーブルを置かずに全体をスッキリと
まとめてみました。後からお気に入りの雑貨などを買
い足していく楽しみもあるコーディネートです。

スタッフ松原さん

WELLSPRINGスタッフが
教えるお部屋コーデ !!
テーマは…

「メインカラーを整えて、お気に入りが主役の部屋に。」

契約特典として
お得な「ルームズメイト
カード」をプレゼント！

WakuWaku♪

アイアンを使ったローテーブルやダイニングセットで
足元をスッキリさせ、フェイクレザーのソファーや模
様のあるラグでヴィンテージな雰囲気を演出！ 落ち
着いたトーンのカラーでまとめてあるので、とてもリラ
ックスできる空間に。

スタッフ藤田さん

WELLSPRINGスタッフが
教えるお部屋コーデ !!
テーマは…

「素材感を活かしたカフェ風インテリア」

ハンコ

身分証明書

※こちらの物件には家具はつきません ※こちらの物件には家具はつきません
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“ 納得感のある住まいづくり”をコンセプトに、ラ
イフスタイルに合わせた住宅の設計から施工ま
でを担う「Fill」。敷地の特徴に合わせ様々な
角度からシュミレーションを行い、空間構成やふ
さわしい材料などをプロの目でしっかり選び提案
するので、建てられた方の満足感が非常に高い
と評判です。「あの時、あれだけ考え抜いてつく
った家だから」と愛着心が生まれる、そんな家づ
くりをお手伝いします。

07

08

ルームズメイトさん。
HELLO! 戸建編

1F の軒下空間を活用したテラス 空間を大きな壁のような収納で仕切れる部屋。

家族構成の変化に合わせて、長年住んだマ
ンションをリフォームするのもひとつです。空
いた部屋を有効活用して、リビング・ダイニン
グ・キッチンを大きな一部屋にすれば空間も
広がり、奥さんの憧れだった最新デザインの
アイランドキッチンの設置も可能に。顔が見
えるようになることで、夫婦のコミュニケーショ
ンの機会も格段に増えます。

ライフスタイルに合わせた、
マンションリフォーム。

古民家の建築実績から学んだ200年住宅を
実現する「HABITAブランド」の家。国産材
による強度の高い五寸角の集成材を使用す
るので、一般サイズの住宅に比べ強度も大
幅に増し耐久性も抜群！ 2階部分は、南北
にそれぞれ90㎝せり出した床と高い天井によ
って、広さと開放感たっぷりです。

思わず深呼吸したくなる
木の香りいっぱいの家。

 野々市市稲荷　間取り／1階（LDK20、
洗面、浴室、トイレ）／2階（洋10、洋10、洋
10、納戸、トイレ）、面積／115.70㎡、構造
／木造、建築年月／平成26年7月

DATA

roomsでお家を建てて、
ハッピーな暮らしを送っている
住人さんにインタビュー！

もともと野々市で家を建てたいと考えていた
時に、この土地を見つけたのが roomsとの
出会いだったというTさん。はじめはrooms
は賃貸だけの会社だと思っていたが、色々話
を聞いていくうちに注文住宅などの実績も多
数あると知り、設計デザイン室「Fill」で念
願のマイホームを建てることを決めたのだそ
う。設計段階からいろいろご夫婦の思いや
要望をヒアリングし、予算内でできる限りのこ
とを提案していった結果、お2人のイメージに

近いムダをそぎ落としたシンプルな家に仕上
げることができた。「アパート暮らしの時は足
音や声がお隣に響かないか気にしていました
が、念願のマイホームなら子どもが走り回っ
ても安心です。」「一番こだわった広いキッチ
ンは、リビングを見渡しながら料理できるので
とってもお気に入り！」と満足した表情を浮か
べながら2人は嬉しそうに話す。この納得感
が、10年後も20年後も住むことの満足感に
きっと繋がっていくだろう。

こだわり家具を配置した、
雰囲気抜群な念願の
オシャレマイホーム！

Ｔさん宅 の 一 軒 家を訪 問！

マイホームを建てるなら
rooms内の設計デザイン室「Fill」にご相談下さい！

TO
PIC

S

10年後も20年後も

ハッピースマイルな
家づくりなら

お任せください！

水まわりもリフォームすればさらに快適な暮らしへ！
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rooms の最新情報や現在行っている取り組みなどをドドンとご紹介！

人と住まいの相談所であ
る「rooms 金 沢 工 大 前
支店」が、目印となってい
た大きな看板を一新し、
装いも新たにリニューアル
オープンしました。店内で
のお部屋探しはもちろん、マイホームやリフォー
ムの相談、そして専門の上級相続支援コンサル
タントが在籍する相続サポートセンターも新たに
開設するなど、住まいと暮らしに関したあらゆる
お手伝いをさせて頂きます。これから野々市暮ら
しを考えている方も、すでに野々市にお住まい
の方も、野々市の事を知り尽くした野々市コンシ
ェルジュたちに気軽に何でもご相談ください！

野々市の人とまちのにぎわいづくりを目的にサービスを開始した「ルームズメイト」。会員様は加盟店から様々な
特典が受けられるだけでなく、rooms 主催の教室やイベントなどにも参加できるんです！ 今回は、その中でも好
評だったワークショップをいくつかご紹介します。

食材の旨みをグンと引き出す塩糀を使って、糀料理のエキ
スパートである小紺先生に秋のごはんを教えて頂きました。
からだにとっても良い糀のお話を聞きながら、あっと言う間
に完成！

9月はドライフラワーに秋の花と木の実をあしらって
作ったオリジナルのキャンドルリース、12月は水引な
どで飾ったおめでたい新春用のしめなわリース作り
に挑戦しました。リース作りが初めての生徒さんが
ほとんどでしたが、みんなとても上手に仕上がり、「家
に飾るだけで華やかになりそう！」と喜んでいました。

いくつになっても乙女心をくすぐる万華鏡。ス
ワロフスキーやパワーストーン・ドライフラワー
などお好きなアイテムを選んで、自分だけの
万華鏡を作りました。

体が硬いから…と躊躇していた参加者たちも、ヨガの深い
腹式呼吸を意識するだけで全身が伸びてきたとイキイキし
た表情に。日頃の運動不足解消や気分転換にもなり、参
加者の皆さんも笑顔で良い汗をかいていました。

rooms 金沢工大前支店が
リニューアルオープン！

ルームズメイト会員を集めたワークショップが大好評！

『
塩
糀
で
つ
く
る
、
秋
の
ご
は
ん
』

『
ジ
ュ
エ
ル・
ス
コ
ー
プ
教
室
』

『
ヨ
ガ
教
室
』

FRESH NEWS PAPER

rooms news
FRESH NEWS PAPER

TO
PIC

S 01

TOPICS 03

フットサルで地域を盛り上げたい、子供たちが目指せる夢
を作りたい。「ヴィンセドール白山」はFリーグ昇格という夢
はもちろんのこと、地域活性化も目的として立ち上がったフ
ットサルチームです。その想いにroomsが共感し、今期か
らオフィシャルスポンサーを務めることに。今までフットサル
を見たことがなかったスタッフも一度観戦すると、テンポの
早い攻撃に大興奮でした！北信越リーグなどの試合は県
内の施設でも観戦できるので、選手たちの白熱したプレイ
をぜひ生で体感してみては？

TO
PIC

S 0
2

入居者も参加して、バーカウ
ンターの製作やブラックボー
ドの貼り付け、キッチンにレン
ガを取り付けたりと、DIYでリ
フォーム体験をしました。参
加者からは「今度は簡単な
家具なども自分たちで作って
みたい！」との声もあり、次回
の開催も現在考案中です。

『DIYワークショップ』
講師：現役金沢工大生

『
秋
の
花
で
つ
く
る

 

プ
チ
キ
ャ
ン
ド
ル
リ
ー
ス
』

『
新
し
い
年
に
福
を
呼
ぶ
…

 

新
春
し
め
な
わ
リ
ー
ス
作
り
』

roomsが「ヴィンセドール白山」のオフィシャルスポンサーに！

お客様をご案内するルームズカーもリニューアル！

rooms のロゴが入ったユニフォーム

講師：川田 睦美先生 講師：金山 一美先生

講師：nuit（ニュイ） 中川めぐみさん

講師：小紺 有花先生
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F RESH NEWS PAPER

roomsオリジナル「ハピスマ体操」やってみよう！

思わず口ずさんじゃう「ハッピースマイル」のフレーズと一緒にLet'sダンシング♪

毎年夏に行われる、野々市市の代表的なお祭
り「野々市じょんから祭り」。その中の踊りのコ
ンクールでお揃いの浴衣を着て出場したrooms
チームが、見事「華やかで賞」を獲得しました！
じょんから踊りは、事前に申し込んだチーム以外
にも、飛び入りで盆踊りの輪の中に入って一般
の方も参加できるので、お祭り好きさんは一緒
に踊っちゃいましょう♪

「野々市じょんから祭り」で、華やかで賞を頂きました！

「ハッピースマイル」 「ハッピースマイル」 「あなたと」 「私の」

「ハッピースマイル」 「ハッピースマイル」 「野々市暮らしは rooms へ」 「合い言葉」

「暮らしを」 「楽しむ」 「イッツマイスタイル」 「野々市暮らしは rooms へ」

不動産・
建設の事なら、

rooms
絹川商事へ！!

HPでは
動画が

見れるので
CHECK!

8番らーめん

セブンイレブン

ケーズデンキ

ゲオ

浪漫遊

イオン御経塚
ショッピングセンター

100満ボルト

豚炭一丁

餃子の王将

サンクス

バロー

ブック宮丸

サークルK

GS

マルエー

シャルマ

TRIPOD

APINA野々市

ムサク

YELL CAFE

RAVIR

あらみや公園

ヤマダ電機
ユニクロ

マクドナルド

野々市小学校
金沢工業
大学

野々市市
文化会館フォルテ

セブンイレブン
nuit

あひる

明文堂書店

フレッシュベイク

エクラタン

WELLSPRING

ホームラン

JOHNかりおすとろ

いそや菓子舗

しあわせの湯/ことこと家

フルーツショップ フタバ

六日町かふぇ

バロー
Agri

獅子家

野々市中学校

野々市
市民体育館

ファミリーマート

KAORU

HUM&Go#

土九

アルビス

野々市
明倫高校

しまむら

イオンタウン
野々市

BAUCIS珈琲

南ヶ丘病院

イオン野々市南店
ホームセンタームサシ

マクドナルド

セブンイレブン

バロー

モスバーガー

野々市市役所

コート・ダジュール

バローはなまるうどん

ゲオ

すし追
山ごぼう

アルビス

サークルK

セブンイレブン

ラウンドワン

ジョイフル

イエローハット

横川

久安2

高尾台2

住吉中菅原

本町

新庄2

三納

粟田五丁目

御経塚

二日市

新庄
加賀産業道路至 小松

至 富山

至 金沢

8

157

野々
市駅

野々市小学校前

NONOICHI
LANDMARKS
今すぐつかえる野々市マップ。

「ノノイチスタイルブックで紹介されているお店へ行ってみたい！」
と思ったら、まずはこのMAPをチェック!!

中四十万

セブン
イレブン

ファミリー
マート ケ

ン
タ
ッ
キ
ー

カレーの
チャンピオン

マルエー
久安店

うつのみや
金沢工大前店

V・drug

ZIPANG
かもの

ニュージョイス

FM N-1

PMC

きっちん
再来る

セブンイレブン

rooms
野々市駅前店

絹川商事

rooms
金沢工大前店

金沢工業
大学
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