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『 r o o m s 』とフリーマガジン『 F a v o 』がコラボした
野々市を楽しむためのスペシャルブック! 第４弾

野々市スタイル
ブック2018



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。

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、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

野々市市が大好きで、いつのまにか
野々市市に住みつき、市の公式キャ
ラクターとなった『のっティ』。市役所
に居候の身（特別住民票もあるよ！）
なので、ふだんは市役所内でのんび
り、時折お手伝いやいたずらも…。
そのユルさにファン多数。

野々市市では果実が大きくて
甘みのある「ヘイワード」という
キウイフルーツを栽培していま
す。そのまま食べるのもおすす
めですが、ワインやビネガー、ス
イーツなど市の特産品の材料と
しても使われているため、現在
はそのほとんどが野々市市内
で消費されています。

【キウイ】

天然のフラクトオリゴ糖たっぷ
りのみずみずしくて甘いキク科
の野菜で、生食 OK！ ジュース
やサラダでおいしく味わえます。
野々市市内では保育園や小中
学校で給食として出されていま
す。11～3月の 収穫時期以外
でも、年間を通して味わえるよ
うに保存方法などを研究中。

【 ヤーコン 】

暮らしやすいまちとして、若年層の
ファミリーに人気！ 多くの学生が
居住していることもあり、市民の平
均年齢が若いのも特徴です。

23,111世帯

世帯数

13.56k㎡面　積

人　口

※平成30年1月末日現在

男 26,320人

女 25,823人

計 52,143人

人口は
毎年

増加中 !

江戸時代の主要道「北国街道」の宿駅として栄えたため、古
い町家が残る町並みが見られ、ノスタルジックな雰囲気を
醸し出しています。また市内北西部には縄文時代後期～晩
期の大きな集落跡である「御経塚遺跡」があります。

N
ON

OICHI KURASHI REPORT

DATA

春には「花と緑 ののいち 椿ま
つり」、夏には「虫送り」、秋に
は「 野菜 み こし」「 獅子舞 」

「野々市じょんからの里マラソ
ン大会」など、多彩なイベント
を開催。夏祭りの「野々市じょ
んからまつり」にはたくさんの
市民が来場し、楽しんでいま
す。ぜひ参加してみて！

F E S T I VA L L O C A L  G O U R M E T

C H A R A C T E R

H I S TO RY

住 みよさランキング 野々市 とは！第5位

野々市のデータ 歴史

お祭り

キャラクター

ご 当 地
食 材

人と街 に H A PPY  S M I L E

椿のまちで HAPPY SMILE な Lifeを！
rooms 絹川商事は、このまちに住む人や学び・働きが集う人たちを大切に、
未来に向かって笑顔あふれるまちづくりに貢献します。

ようこそ！ ハッピーとス マイル の
あ ふ れるまち 、野 々市 へ 。
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C O N C I E R G E
GUIDE OF THIS TOWN 明るい笑顔と元気いっぱいの接客をしてくれる、rooms 絹川商事の

スタッフ達をご紹介 ! 野々市コンシェルジュとして、野々市ぐらしに
まつわるアレコレをドンドン質問しちゃってくださいね。〈 r o o m s 絹 川 商 事 〉の スタッフ 紹 介 。

来店されたお客様のお部
屋探しをサポートする業
務を行っております。ご予
算やご希望のエリアなど
に合わせて、ぴったりの
物件をご提案しますよ！

新生活を始めるお客様に
対して、お部屋探しのお
手伝いを行っています。
安心して物件探しができ
るよう、お客様との対話
を大切にしています。

アパート・マンションのご紹
介や、お客様一人一人に
あった住まいのご提案を
させて頂いてます。賃貸
募集に関しての広告業務
や管理物件の定期的な
見回りも行っています。

新築工事現場の確認を
はじめ、資料請求用物
件のカタログ 作成や 市
役所申請等の図面の作
成業務を行っています。

主に銀行まわりをしたり、
請求書の仕分けをした
り、在庫の管理を行って
います。ミスがないように
常にチェックすることを欠
かさずに行っています。

会社の経理を担当していま
す。正確さが要求されるの
で、各部署と連携を取りな
がら仕事をしています。今
年からは、人事のお仕事に
もチャレンジしていきます！

解約されるお客様の、解
約手続きに関わる業務
をしています。長くお住
まい頂いたお客様に、最
後まで安心して頂けるよ
う丁寧 に説明 する事を
心掛けています。

入居者様の家賃管理をし
たり、保証会社との窓口
業務を行っています。お客
様の困りごとがあれば、す
ぐに現場に向かい対応し
ています。

町端 夢
MACHIBANA YUME

［賃貸仲介課］

國友 明美
KUNITOMO AKEMI

［賃貸仲介課］

金山 采花
KANAYAMA AYAKA

［賃貸仲介課］

大谷 昌大
ŌTANI MASAHIRO

［工務課（設計）］

渡邊 亜津沙
WATANABE AZUSA

［総財務課］

下出 徹
SHIMODE TŌRU

［総財務課］

成川 智志
NARIKAWA SATOSHI

［管理課］

升田 裕之
MASUTA HIROYUKI

［管理課］

野々市ぐらしは…
コンビニやスーパー・ドラッグス
トアがたくさんあるので、いざ
という時にとっても便利です。 

お気に入り店教えて！
「シェ・クープル」さんです。ふわ
とろなオムライスが本当におい
しくって、ボリューム満点のパフ
ェもお気に入りです！

野々市ぐらしは…
北国街道など古い街並みも残
っていて、情緒もあります。お
散歩したりすると楽しいですよ！

お気に入り店教えて！
焼鳥「ぽん太」です。気軽に寄
れるし、雰囲気もいいし、ここの
手羽先餃子は絶品です。

野々市ぐらしは…
どのエリアに住んでも、周辺にス
ーパーやコンビニ・ドラックストア
や飲食店等が多くあって、ひとり
暮らしさんにもピッタリ！ 

お気に入り店教えて！
住吉にある「Hum＆Go＃」さん
のランチで味わえるローストビ
ーフ丼はボリュームもあり、か
つ写真映えするのでぜひおす
すめです！

野々市ぐらしは…
学生が多く住む街なので、明るく
てとても暮らしやすいです。イベン
トも多くあり、みんなで市を盛り
上げているのを実感できますよ！

お気に入り店教えて！
お気に入りのお店は「定食屋か
えで」です。ボリューム満点のメ
ニューが多く、お座敷もある店
内はゆったり寛げますよ！

野々市ぐらしは…
お店が密集していて便利！ チェー
ン店だけでなく、個人経営の素敵な
カフェやお店も多いので、休日のお
出かけスポットにも困りません！

お気に入り店教えて！
行きつけの「ジョイハウス」は、
サラリーマンに大人気の定食
屋さん。ボリューム満点でコス
パ抜群なので、大好きです！

野々市ぐらしは…
とにかく坂が無いんです！ 歩
行者にも、自転車にも、やさし
い町ですね。

お気に入り店教えて！
高 橋 町 に あ る「 串 焼 き バ ル 
HIBI」さんです。おしゃれな雰
囲気で、メニューも豊富！ どの
串も美味しいから、つい食べす
ぎちゃいます。

野々市ぐらしは…
のっティバスの運行など交通の
便がとても良いので、車を持っ
ていない学生さんや年配の方
も暮らしやすい！

お気に入り店教えて！
「かりんとう りんや」さんの、か
りんとうまんじゅうです。香ばし
くてサクッとした食感に、手がと
まりません！

野々市ぐらしは…
野々市カレードをはじめ、市が
運営する設備が充実していて、
いいですね。

お気に入り店教えて！
粟田にある「氷見ラーメン」が
好きです。シソの葉と氷見産の
ネギを使った「シソネギ」をトッ
ピングした、氷見ラーメン塩味
がおすすめ！
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本と出会い、人と出会い、市民が光り輝き、まちが
美しくにぎわうことをコンセプトに、2017年11月1
日にオープンした文化交流拠点施設。図書館はも
ちろん、ギャラリー、料理、音楽、陶芸と創造活動に
も親しめます。
〇野々市市太平寺4-156、☎076・248・8099

学びの杜ののいち カレード

明文堂書店 TSUTAYA 金沢野々市店 クライミング（ボルダリング）ジム TRIPOD

御経塚グランドボウル APINA 野々市バッティングスタジアム
ANYTIME FITNESS 野々市店
いつでも、オトクに、好きなだけ。最先端のマシンが
そろう24時間無休のフィットネスジムだから、どんなラ
イフスタイルでも好きな時に好きなだけトレーニング！
◯野々市市三納2-150、☎076・259・6530

ピンに向かってボールを投げるだけ。
ガーターもあるけど、ストライクの爽
快感はたまらない！ みんなでワイワ
イ楽しめるのが魅力です。〇野々市
市御経塚2-91、☎076・269・8324

雑誌、マンガ、小説、ビジネス書、趣
味の本…とあらゆる書籍が約30万
冊！ しかも朝7時から深夜2時まで営
業というモンスター級の書店。〇野々
市市粟田5-461、☎076・294・0930

満足するだけ登って、楽しく運動で
きるボルダリング。スタッフのやさし
いアドバイスもあるから、初心者で
も気軽にチャレンジ！ 〇野々市市
横宮町13-15、☎076・294・3717

1プレイ200円（22球）というお手頃価
格で、バッティングを満喫！ 球速は時
速75～135km の中から選べ、ソフト
ボールのボックスもあり。〇野々市市
若松町5-5、☎076・248・8889

INDOOR PLAY
G U I D E   T O   N O N O I C H I

休日スキマ時間は、まちで楽しみたい！
ノノイチのインドアで楽しめるスポットをご紹介！

PARK
G U I D E   T O   N O N O I C H I

野々市には、大小様々な公園がいっぱい！ お散歩がてら、出かけてみよう！

野々市市役所庁舎に併設する、大きな芝生の
公園。健康遊具などもあるので、軽い運動を
兼ねたお散歩にぴったり！
◯野々市市三納１

大きな芝生広場の中に、つばきの種をイメ
ージした大型遊具や長い滑り台がある、家
族みんなで楽しめる公園です。
◯野々市市二日市町６４街区Ａ

イオン御経塚店の横にある公園で、定時に
なると勢いよく噴水が上がる人気スポット！
◯野々市市御経塚2　

あらみや公園 つばきの郷公園 経塚公園

I  W
ANT TO KNOW IT

Many Nice Things

NONOICHI
野々市のアレコレ。

住んでこそわかるまちの魅力。暮らしをアテンドしてくれる
rooms 絹川商事のスタッフたちにオススメスポットを聞いちゃいました！

みんなで食べるとおいしいね！

緑もい
っぱい

だし

気持ち
いいね

！

パン屋さんもたくさんあるからサンドイッチ買って公園行かなきゃ！

ピクニックができる公園があるっていいよね!
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GOURMET
G U I D E   T O   N O N O I C H I

おいしいグルメやオシャレカフェがたくさん点在する
野々市の中でも、厳選してご紹介します！

G U I D E   T O   N O N O I C H I

rooms 絹川商事スタッフのグルメスタグラム！

rooms_staff_KANAYAMA

＃Delica kitchen デリカキッチン
和洋中とバランスが取れた惣菜がずら
りと並ぶお弁当屋さん。カフェメニュー
もあり、イートインOK！ ◯野々市市本
町5-124-1、☎076・294・0126

rooms_staff_KITAMURA

＃金沢工業大学 ガクショク
金沢工業大学の学生食堂は、なんと一般
の人も利用可能。KITランチ（380円）と
良コスパ！ ◯野々市市扇が丘7-1 金沢
工業大学21号館、☎076・248・3464

rooms_staff_WATANABE

＃8番らーめん 工大前店
ちょっぴり時代を感じる店で長年夫婦が
作り続けてきたラーメンや餃子は、ほっ
とする味。学生証提示で学割も！◯野々
市市高橋町24-3、☎076・248・5115

rooms_staff_NARIKAWA

＃フレッシュベイク野々市店
石窯で 焼き上 げるパンをふくめ、約
150種類のパンがずらり。人気の「つ
のパン」は必食！◯野々市市三納1-9、
☎076・246・7715

rooms_staff_MACHIBANA

＃nuit ニュイ
体が喜ぶマクロビメニューが女子に人
気♪フラワーリースのワークショップも
開催（要予約）◯野々市市太平寺3-42 
ヴィラージュ2F、☎050・3637・2221

rooms_staff_SHIMODE

＃ベトナム屋台めし ムサク
フォーやバインセオなど本場のベトナ
ム料理が楽しめます。平日のフォーラン
チもぜひ！ ◯野々市市本町6-14-43、
☎076・248・7377

rooms_staff_NISHIMURA

＃カレーうどん 獅子家
お昼は丼もの、夜は焼肉。中でも人
気はカレーうどん！ 濃厚な味に熱烈な
ファン多数。◯野々市市本町1-3-1、
☎076・246・5367

rooms_staff_KUNITOMO

＃きっちん再来る
煮物・炒め物から2品を選んで550円～
の日替り定食が人気。工大生御用達
なのも納得。◯野々市市高橋町24-3、 
☎076・246・5842

自社のくらた農産で育てた新鮮野菜
をフレッシュスムージーやコールドプ
レスのドリンクに。栄養と酵素がたっ
ぷり詰まった1杯は、からだが喜び、
癒される味で野菜不足にうれしい限
り。焼きドーナツや 野菜の販売も。
DATA 野々市市新庄5-9 KANADE Ⅷ、
☎ 076・220・7520、 10:00 ～
17:00、月曜、第3・第5日曜定休

［コールドプレスジュース］
レギュラーサイズ 500円
ショートサイズ 420円
スムージー ４７０円

「片手にごちそう。」をコンセプトに、本を読
みながら気軽に味わえるサイズのグルメな
ホットドッグが多数。カルボナーラやラタト
ゥイユなど、フレンチやイタリアンの技がい
きた味を楽しみつつ、極上の読書タイムを。
DATA 野々市市太平寺4-156 学びの杜のの
いちカレード内、☎076・214・6330、
11:00～19:00、水曜定休

気軽に立ち寄れるサンドイッチカフ
ェ。BLTをはじめ、ツナとアボカド、
プルコギの食事系からスイーツ系
まで種類豊富で、カラフル＆ヘルシ
ーなスムージーも人気。落ち着き
あるおしゃれな空間で自由にくつ
ろいで。DATA 野々市市下林4-264、
☎ 076・299・5141、 9:00 ～
19:00、水曜定休

店内の床には人工芝が引
かれており、まるで公園の
中にいるような気分に！

店内では、かわいい「の
ってぃバウム」も販売中！

野菜と果物で作る、
酵素たっぷりの生ジュース！

右手に本を、左手にホットドックを。

行列のできる、焼き立てメロンパン専門店！

芝生の上でピクニック気分が味わえるカフェ！

菜じゅーくらたや
カフェぶどうの木　ののいちカレード店

M
メ ロ ン

elon d
ド ゥ

e m
メ ロ ン

elon 野々市御経塚店

S
ソ ル

OL F
フ ラ

LA c
カ フ ェ

afé

テイクアウトのメロンパン専門店が北陸
初上陸。焼きたてのブリオッシュタイプ
の生地はサクサクふわふわで、ほおば
ると思わず笑顔♡ ベーシックなプレー
ン味もおすすめだけど、季節限定の味
わいもお見逃しなく！ DATA 野々市市御
経 塚 1-525、☎ 076・287・3877、
10:00～20:00、年中無休

話題のお店がゾクゾク！
GO!GO! まずは、最近オープン

したニューフェイスな
お店をチェック！

rooms_staff_MARUOKA

＃かものニュージョイス
はみ出るほどボリューム満点の名物サ
ンドイッチが常時20種類以上。コスパ
も抜群！ ◯野 々市市高橋町10-22、
☎076・248・6206
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HOLIDAY
G U I D E   T O   N O N O I C H I

rooms絹川商事のスタッフが、おすすめの休日の過ごし方教えます！

スタッフ 北村
おいしいコーヒーが飲める
カフェもたくさんあるから、の
んびり過ごすなら野々市
がおすすめ！

スタッフ 金山
野々市はグルメスポットも
多いけど、ショッピングでき
るところや美味しいパン屋
さんもいっぱいありますよ！

広い店内には、家具や雑貨をはじめ他店にはないデ
ザインの商品を幅広く展開！店舗に併設したコンテナ
ポートでは、定期的にイベントやワークショップも行っ
ているので、休みの日にちょくちょく覗きに行ってます！
お部屋のコーディネートの相談もできるのでお気軽に！
DATA WELLSPRING、野々市市押野1-371、☎076・
255・7024、 10:00～20:00、無休

大人も子どもも楽しめるカジュアルリゾートスタイルのカフェ。「ミックス
＆マッチ」をテーマに、様々な国の料理や文化が融合しています。雰囲気
の異なる6つの個室やラグ席・ハンモックなど個性豊かな空間でのんび
り過ごしてみて。DATA Botanical Deck、野々市市粟田6-377、☎076・
220・6682、 9:00～21:00、年中無休

朝9時からオープンしているモーニング
では、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と一緒に、マ
フィンやキッシュ、フォカッチャサンドな
どが楽しめます。私のお気に入りは、
ふわふわのマフィンです！ 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

高濃度炭酸泉や純米酒風呂など、保湿・保温・美肌効果の高い
お風呂が充実！ 幅広いメニューが揃うお食事処をはじめ、無料
のくつろぎスペースや韓国式垢すり・マッサージルームなどもあ
るので、至れり尽くせりでのんびり過ごせます。DATA 極楽湯 金沢
野々市店、野々市市若松町18-1、☎076・294・2641、 9:00～
翌2:00・日祝7:00～翌2:00、年中無休

極楽湯でリフレッシュ！

WELLSPRING で、
新生活のアイテム探し！

ボタニカルデッキで、まったりランチ。

店内にはシンプルで機能的な家具や
照明をはじめ、グリーンや雑貨など、
豊かで心地よい暮らしを提案してくれ
る衣食住アイテムがずらり！ ステキ
な作家さんの器も販売しているので、
ごはんの時間が楽しみになりそう！
DATA zuiun、野 々市市野代1-8、☎
076・213・5505、 月～金11:00～
20:00、土日祝10:00～20:00、火曜
定休（祝日の場合は営業）

zuiunでショッピング！

ハムゴーで朝ごはん。 1

2

4

7

その日のキッシュセット
680円～

3

オシャレな
スポット満載 !!

デートプランにも
ぴったりだよ！

Maverick Sofa
152,280円～

CHIPS STACK
MAG 各1,500円

BALMUDA
The Toaster
22,900円

野菜や豆がたっぷり！
自家製タコミートライスのランチ BOX

お酒の香りに癒される
純米酒風呂

もちもちの自家製生パスタや、絶品のナポ
リピッツァで人気の「カルロ」。ランチコー
スは1,280円～とリーズナブルで、夜はアラ
カルトも充実！女子会、デート、家族と様々
なシーンにオススメです。DATA キッチン 
カルロ、野々市市御経塚1-474、☎076・
259・6678、 11:30～15:30（LO.15:00）・
17:00～23:00（LO.22：30）、不定休

キッチン カルロで
ディナータイム！

6バラエティ豊かなパフェメニューで、女子達
を魅了している「JOHN かり」。キレイにカッ
ティングされ盛り付けられたパフェはまさに
芸術作品！ オムライスなど懐かしの洋食メ
ニューも充実しているので、お見逃しなく！！
DATA JOHN かりおすとろ、野々市市横宮町
8-11、 ☎ 076・248・8484、 11:30 ～
22:00(21:30L.O.)、火曜定休

JOHN かりおすとろで、
3時のパフェ！

5
苺や桃の

季節のパフェは
外せません！

休みの日はぜひ
このプランを参考に、
出かけてみてね！

ここの寝湯が大好きで、
ついつい長居しちゃいます！

今回はグルメ店いっぱいの食い
倒れツアーになっちゃいました！笑

新生活にオススメの
アイテムを発見！

新生活にオススメの
アイテムを発見！

お得なコースも
あるから、女子会にも
ぴったりだね！

焼きたての
クレープも
おすすめだよ！
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1

2

3

CHILLOUT
G U I D E   T O   N O N O I C H I

rooms絹川商事のスタッフがこっそり教えてくれた、
まったり寛げる「チル」なスポットをご案内。

SWEETS
G U I D E   T O   N O N O I C H I

大通りやちょっと路地裏に佇む、おいしくてかわいい穴場スイーツたち。

私の癒されスポットはカフェ。おいしいコーヒ
ーを飲むだけでも充分に幸せだけど、スイー
ツやお得なランチがあるともっと幸せ！ おひ
とりさまでも寛げるけれど、友人や大切な人と
一緒に行くのもおすすめなお店です。

心身がほっこり温まるメニューに、ほっ。
市郷土資料館内 で 土日限定営業。◯
野々市市本町3-19-24、☎090・3159・
3538

平日のみ営業の、おうちカフェ。週替わ
りで楽しめるごはんプレートに、いつも
ワクワク！ ◯野々市市太平寺1-6-1、
☎076・205・9554

茶房 六日町かふぇカタツムリ

64 5

休日は音楽を聴きながら寛ぐのが、僕の贅沢
な時間の使い方。掘り出し物のレコードを探
したり、オールディーズの名曲を聴いたりと、
様々な音楽に触れられるスポットが野々市に
はたくさんあるので嬉しいですね。

世界のダンサブルなレコードや CD が新
旧問わず豊富。不要レコードや CD の買
取もしてくれます！ ◯金沢市有松5-10-
27、☎076・200・9191

レコードなど24万枚以上を所蔵する音楽の
宝庫。お気に入りの曲を探してみて！◯野々
市市扇が丘7-1 金沢工業大学ライブラリー
センター3F、☎076・294・6437

エブリデイ・レコードPMC
（ポピュラー・ミュージック・コレクション）

VELLA
（ヴェラ）「癒されたい」「スッキリしたい」って思った時

に行く、とっておきの場所です。1週間がんば
った自分へのごほうびに…って思うんですが、
つい週2、3回通っちゃいます。それくらい心身
からすごく癒されるんですよ。

女性専用のホットヨガ &コラーゲンスタ
ジオ。究極のデトックスと美を体感！ ◯
野 々 市 市 白 山 町 95-1、☎ 076・294・
5552

多彩な天然温泉で贅沢にリフレッシュ！ 
芯まで温まってスベスベお肌に♡◯野々
市市横宮町6-3、☎076・248・1126

しあわせの湯
ケーキは大きめなのに甘
さひかえめで人気。パン
ケ ー キも ぜ ひ。320円
～。◯ケーキ&カフェ パ
ウンドハウス 野々市店、
野 々 市 市 新 庄 6-508、
☎076・294・4707

素材をそのまま食べ
ているかのような濃厚
ジェラ ートが 人気！
330円～。◯ジェラー
ト& ケーキ KAORU、
野々市市下林4-493、
☎076・248・3170

毎朝焼き上げるさくさ
くのシュー皮にカスタ
ードがたっぷり。189
円。◯ ケーキ工房 
gouter、野々市市
押野6-198、☎076・
246・8989

朝焼きシュー ジェラート

321

和菓子職人が焼き上
げるたい焼きは、石川
の塩と醤油が隠し味。
150円～。◯たい焼き
工房 土九、野々市市
三納2-178、☎076・
294・5053

石 川 県 ならで は の
食材をふんだんに。
地元愛のパウンドケ
ーキ。259円。◯ 菓
子工房 エクラタン、
野々市市粟田6-494、
☎076・220・7008

フレッシュでカラフル
な果物 & 野菜のアイ
スキャンディ。390円
～。◯ぽかぽか御経
塚の湯、野々市市御
経塚4-38、☎076・
240・4126

金沢五彩 ICE POP i パウンド 金沢たい焼き

オリジナルケーキ SPA
スパ

CAFE
カフェ

MUSIC
ミュージック

SOUVENIR
G U I D E   T O   N O N O I C H I

ひとつからでも気軽に選べるおいしいアレコレ。
手土産にしたい野々市のスイーツ+αです。

3

54

1

歌舞伎「勧進帳」の
巻物をかたどった縁
起の良い最中。150
円。◯加賀銘菓 勧進
帳本舗 樫田富嶽堂、
野々市市本町3-8-9、
☎076・248・0306

石川県のスイーツ購入額は全国トップ
クラス！ 中でも野々市市はスイーツの
お店が多いんです。野々市市観光物産
協会では、野々市市のスイーツをいくつ
か紹介しています。

画像提供：野々市市観光物産協会（キウイフルーツワインは JA ののいち）

【問い合わせ先】野々市市観光物産協会
☎076・227・6160  ☆ WEBサイトあります！

「ののいちスイーツ」で検索を。

香りの良いバニラ生
地を焼き重ねた、上
品 な 味 の バ ウ ム。
378円。◯カフェぶど
うの木 ののいちカレ
ード店、野々市市太
平寺4-156、☎076・
214・6330

野々市の市花木であ
る椿をかたどったま
んじゅう。140円。◯
いそや菓子舗、野々
市 市 本 町 2-15-6、
☎076・248・0154

ふんわり生地に、や
さしい甘さのあんこ
の相性が絶品。162
円。◯御菓子司 加
幸庵、野々市市中林
1-165-1、 ☎ 076・
294・1112

野々市産の完熟キウ
イを用いたフルーテ
ィーなワイン。720ml
各 1,296 円 ◯ JA の
のいち営農センター、
野々市市中林5-1-5、
☎076・248・8954

難関突破の勧進帳

「ののいちスイーツ・プロジェクト」って？のっティバウム

2 野々市椿まんじゅう のっティどら焼

キウイフルーツワイン
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お祝いの席で使われる結納品や引き出物など豪華
な置物は持って帰るのが難しいですが、おみやげに
したくなるお手頃でかわいい水引アクセサリーをデ
ザインして手づくりしています。大ぶりなピアスも軽く
て付け心地も快適ですし、コーディネートのポイント
になるんですよ。たくさんのカラーバリエーションを
用意していますが、好きな組合せがあればオーダー
も受け付けています。「あなたの縁を結びたい」とい
う大切な思いも込めて作成しています。野々市の市
花でもある、椿型に編まれた水引ピンバッチは、贈り

物にも人気なんです。
地域の方の口コミで
広がって、たくさんの
人が身につけている
のを見かけると、とて
も嬉しいです。

H A P P Y
S M I L E
V O I C E !!

ハピスマさん
いらっしゃい!
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
エネルギッシュな人たちをご紹介。
様々な取り組みを通して、夢や希望に
満ちたお話を、さっそくきいてみましょう。

『桃花片』をオープンしたのは2016年の8月。店名
の由来は、小学生の時に国語の授業で習った物語
の題名。「スタイルをかえても、中国料理の本質を残
した料理を楽しんでいただきたい」という思いで名
前をつけました。化学調味料はなるべく使わず、油
も控えめで体にやさしい中国料理を意識していま
す。以前ホテルで料理を提供していた経験があった
からか、直接お客さんの意見や笑顔が見れるのは
とても嬉しい。中国料理をゆっくりとお酒を楽しみ
ながら、料理と雰囲気を味わってもらいたいので、

女性一人 でも気軽
に立ち寄ってもらえ
たら嬉しいです。町
場 で 食 べる高品質
な 中国料理 を ぜ ひ
お試しください。

伝 統 ある水 引 を
日 常 的 にファッションに

取り入 れてほしい 。

お 客さん の
「 美 味しい！」の 声と
笑 顔 が パ ワー の 源！

かねこ結納品店
金子 昌代さん

01 桃花片 店主
小川 昌彦さん

03

P E O P L E6 野 々市 で
活 動 する

子育てに優しい
街にしたい！

野々市を住みよさ
ランキング1位に

するぞ！

もっとイベントを
盛り上げたい！

私たちと一緒に
暮らしを

楽しみましょう！

ヘビやフクロウ、ハリネズミなどを連れてイベントや
講演会などに赴く、教育・体験型移動動物園「ZOO 
TIME」を昨年4月に開始しました。元々は、いしか
わ動物園で飼育員を担当していたのですが、動物た
ちの魅力を、学べる環境をつくりたい！ という思い
がきっかけで、移動動物園を始めました。大人もも
ちろんですが、特に子供たちが命の大切さを学ぶき
っかけ作りができればうれしいです。ヘビを見て怖
がっていた子供も、話を聞いたあとには興味を持っ
てくれることも多いんですよ。飼育をしている動物は

30種類ほど。これか
らは、県内外問わず、
出張授業 や 企画展
など活動の幅を広げ
ていきたいと思って
います。

教育・体験型移動動物園 ZOO TIME
藤井 匠也さん

02

子どもたち の
笑 顔 や 楽しそうな 表 情 が

活 力 になっています。

◯かねこ結納品店
野々市市本町2-13-5、☎076・248・0222

◯ ZOO TIME
能美市松が岡5-23、☎0761・27・1667

◯桃花片
野々市市押越2-18 ホワイトハウス105号、☎076・209・6335
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僕は現在大学3年生で、金沢工業大学で展開している
『Toiroプロジェクト』に所属しています。地域に関わ
る大きなことがやりたい！と思ったのがきっかけで参
加しました。現在行っているのはアパートのリノベー
ション。『学生が住みたくなるような部屋』をコンセプ
トに、物件選びから部屋の計測、デザインの案出し、
そして施工まで全てをプロジェクトメンバーと行って
います。実際に学生にアンケートをとったりなどして、
学生の意見も反映しました。今後実際に誰かが住む
ことを考えると、とてもワクワクします。就職はもちろ

ん建築業に関わりた
いです。この土地で
しかできなかった体
験を活かして、これか
らの就職活動も頑張
りたいです。

毎週土曜日 AM9：25～ 絹川商事
が 提供 する「 山本美鈴 の HAPPY 
SMILE」が、エフエム石川で好評
放送中。毎回 、地元で頑張ってい
る方々を取材している、ハッピーで
元気になれる番組だからお聞き逃
しなく！！

好評放送中！

山本美鈴の
HAPPY SMILE

rooms 絹川商事プレゼンツ！

僕は2017年の4月に仙台から野々市へ移り「ヴィン
セドール白山」へ入団しました。所属しているヴィン
セドール白山は、チームはもちろん、応援してくれる
サポーターも含めて、とにかく温かいクラブ。たくさ
んの地元の方が応援してくれているので、本当に嬉
しいです。試合で、全員が同じ気持ちで戦っていく中
で、しっかりとチームのことを思って戦える選手にな
りたいと思っています。週に1度大人向けのスクール、
月に1～2度ほど子どものスクールでも教えています。
フットサルをやっている子どもたちの憧れの存在に

なれるよう、Fリーグ
に上がる為に全力で
頑張っていきます！

金沢工業大学
富岡 晃大さん

06ヴィンセドール白山所属
渡邊 一城さん

04

information

過去の放送をホームページから視聴するこ
とができます。詳しくは rooms 絹川商事の
ホームページ 内、「 山本美鈴 の HAPPY 
SMILE」のバナーをクリック！

www.kinukawashoji.com

検索絹川商事

2016年1月からスタートした番組も3年
目となり、登場していただいたゲストの
方も100人を超えました。まだまだ石川
県を拠点に頑張っている人は沢
山います。皆さんにちょっとでも
その方たちの活動やハッピーな
ポイントを知ってもらえたら
と思っていますので、ぜひ
聴いてみてくださいね。

学 生 が 活 躍 できる
環 境 が あるの が

嬉しい で す。

サ ポ ーター の 方 々が
温 かく応 援してくれるの が

うれしい で す！

県内に在住する外国人籍の住民が、人種や国籍、
言語、宗教、文化などの背景にとらわれることな
く、活躍できる場をつくることを目指して『YOU-I』
を立ち上げました。インターネットや18言語の言
語力を活かし、翻訳・通訳事業や、日本の方と在
日の方をつなぐ様々な交流イベントを開催してい
ます。今年で活動は13年目になりますが、現在の
メンバーは8割が外国人。海外メンバー含む18ヵ
国以上40人の方が所属しています。メンバーが、
笑顔で楽しく活動している姿を見るのが一番嬉し

い で す。外 国 人 の
皆さんに心から「日
本にきて良かった」
と思ってもらえるよ
う、さまざまな企画
を計画中です。

さまざまな 国 籍 の 住 民 が
活 躍 できる場 所 を
つくっていきた い 。

特定非営利活動法人 YOU-I
山田 和夫さん

05
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入居者にお配りしている
「ルームズメイトカード」を
利用して、お得に楽しく
野々市暮らしを始めよう！

rooms絹川商事の物件に入居している方や家主様、売
買・新築・リフォームのお客様、関係業者様を対象に、
野々市暮らしがもっと楽しくなるサービスを提供する取
り組みです。野々市という街に根差したrooms絹川商
事が、「もっと皆さんに野々市を好きになってもらいたい」

「野々市に住む人がたくさん増えて欲しい」という願いを
込めたサービスです。会員カードを持って加盟店に行く
とオトクな特典が受けられたり、ルームズメイトさんを対
象にした楽しい教室やイベントもたくさん企画中です。
また、仲介手数料割引などのサービス特典もご用意して
いるので、これからの活動に是非ご期待下さい。

Q . ル ームズメイトとは ？

ルームズメイトカードが利用できるお店はこちら！
グルメ アイテム ライフ その他ビューティー

YELL CAFE エールカフェ

翌4時まで営業してい
るダイニングカフェ＆
バー。パスタやピザな
どイタリアンから居酒
屋メニューまで幅広く
楽しめます。おいしい
お酒と一緒にどうぞ！

お会計から10％ OFF！
※同伴者含む

DATA 野々市市堀内3-14、☎076・294・3014、 18:00～
翌4:00、火曜定休

定食屋かえで

和食・中華・洋食と幅
広いラインナップがう
れしい、金沢の人気
店プロデュースの定
食屋。おふくろの味
が恋しくなった時に
ぜひ利用してみて！

お食事ご注文の方に、
ソフトドリンク1杯サービス！

DATA 野々市市横宮町9-18、☎076・248・3292、 11:00
～23:00、無休

菓子工房 エクラタン

素材と質にこだわっ
たケーキや焼き菓子
で人気のパティスリ
ー。夏はパフェやゼリ
ーなど品揃えも豊富！
お祝い事やイベント
にぜひ利用してみて。

喫茶ご利用の方には、焼き菓子1個もしくは、
自家製アイスプレゼント！

DATA 野々市市粟田6-494、☎076・220・7008、 10:00
～21:00（カフェタイム 10:00～19:00L.0.）、水曜定休

INFORMATION

いそや菓子舗

甘味が恋しくなった
ら野 々市市 の 花木
である椿がモチーフ
の可愛い最中や お
饅頭はいかが？ 手
土産 や お 茶請菓子
にも喜ばれています。

1,000円以上お買上げで
名物キウイ大福1個プレゼント!

DATA 野々市市本町2-15-6、☎076・248・0154、 7:00
～19:00、日曜定休

ごちそう こよみ

全130席 の 大型居酒
屋で、2階には60名様
対応の大宴会場あり！
圧巻は990円の刺身盛
り合わせ「社長盛り」。
コストパフォーマンスの
良さは抜群です。

お会計から5％ OFF！
※他券併用不可 ※宴会コースは使用不可

DATA 野々市市粟田5-430、☎076・225・3034、
17:00～翌1:00（L.O.0:00）、水曜定休

居酒屋こよみ

リーズナブルだけど、
手づくりの味にこだ
わった気軽に通える
居酒屋で す。9 9 9
円のお造り社長盛り
はボリューム満点で
必食の一品！

お会計から5％ OFF！
※他券併用不可 ※宴会コースは使用不可

DATA 野々市市押越1-47、☎076・294・4210、 17:00～
25:00（L.O.24:00）、年中無休

※カードの協賛内容は、予告なく変更となる場合がございますのでご容赦下さいませ。

寿司割烹 金水

平日ランチがお得で
美味しいと評判！魚
介料理が2品選べる
日替わりは必見！夜
は旬の魚を中心とし
たメニューが味わえ
ます。

800円のランチを
ワンコイン（500円）でご提供！

DATA 金沢市長土塀2-2-2、☎076・221・0070、 11:30
～13:30、18:00～22:00、水曜夜・日曜昼定休

串こよみ 押越店

カップルやグループ・
ファミリー層まで、幅
広く利用できる人気
店。看板メニューの

「殿の唐揚げ」をは
じめ、低価格で多彩
なメニューが魅力！

お会計から5％ OFF！
※他券併用不可 ※宴会コースは使用不可

DATA 野々市市押越2-57、☎076・227・8910、 17:00～
24:00、金土日17:00～25:00、年中無休
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nuit ニュイ

体にやさしいマクロ
ビメニューが美味しく
味わえる、女性に人
気のカフェ。生パス
タを使ったメニューも
評判！ フラワーリー
スのワークも人気。

ランチご注文の方に、
ソフトドリンク1杯サービス！

DATA 野 々市市太平寺3-42 ヴィラー ジュ2F、☎050・
3637・2221、 11:30～18:00、木曜定休

フルーツショップフタバ

鮮度の高いフルーツ
がいっぱい！ 目利き
の 店主 に 美味しい
旬を教えてもらおう！
甘くてジューシーな
フルーツは、ギフトに
もオススメです。

お会計より８％ OFF!

DATA 野々市市本町1-4-15、☎076・246・5530、 9:00
～18:30、日曜・祝日定休

カレーうどん 獅子家

熱烈なファンも多い、
カレーうどんが名物
のお店で昼には列が
出来ることも。夜は
焼肉も楽しめる2面
性のある一軒。野々
市住人なら必見！

次回来店時に使用できる
200円分のトッピングクーポンプレゼント！

DATA 野々市市本町1-3-1、☎076・246・5367、 11:00～
14:00、18:00～22:00、月曜定休※祝日の場合は翌日

たい焼き工房 土九

小腹が減ったら土九
に行こう！もっちり生
地の中に、あんこや
クリーム、抹茶の他
に、季節 の 餡など、
お好きな味のたい焼
きが楽しめます。

商品お買上げの方に、お手軽もなか
（100円相当）1個プレゼント！

DATA 野々市市三納2-178、☎076・294・5053、 10:00
～売切れ次第終了、火曜定休

のっぽくん - オーガニックとフェアトレードのお店 -

有機・自然農法の野
菜を中心に、オーガニ
ックな暮らしが楽しめ
るアイテムが揃うお店。
元気な野菜と拘りの
調味料で作ったランチ
やスイーツも人気！

2Fカフェ「アル」のジュース
100円 OFF！

DATA 野々市市本町2-1-1、☎076・246・0210、 10:00
～19:00、第3月曜定休

中華そば 桜三四郎

昔ながらの中華そば
スタイルを貫く、どこ
か懐かしさを感じる
美味しさがウケてい
ます。新作が限定で
登場することもある
ので要注目！

100円分のトッピングを
人数分サービス！

DATA 金沢市高尾南3-7、☎076・298・0346、 11:00～
15:00、18:00～22:30※月・水は昼のみ営業、不定休

ベトナム屋台めし ムサク

本場 の 屋台 めしや
国際文化 を気軽 に
体感できる食空間。
ベトナム料理は野菜
たっぷりで健康的だ
から、女性にも人気
です！

1,000円以上お食事の方に、ベトナムの
代表的な蓮の花のお茶を1杯プレゼント！

DATA 野々市市本町6-14-43、☎076・248・7377、 11：30～14：30
（ランチは平日のみ）、17：30～23：00、木曜定休（ランチは木曜も営業）

すしめん屋 koyomi

みんなが大好きな、
美味しいうどんと寿
司がボリューム満点
に味わえます。アピ
タ松任１F にあるの
で、お買いものつい
でに是非！

お会計から5％ OFF！
※他券併用不可

DATA 白山市幸明町280 アピタ松任店1F、☎076・277・4543、
11:00～21:00（L.O.20:00）、アピタ松任店の定休日に準ずる

Melon de melon

外はカリカリ・中はふ
わふわの焼きたてメ
ロンパン専門店です。
茶色やピンクの可愛
いメロンパンは、イン
スタ映えもバッチリ！

700円以上お買い上げの方に、
当店人気のクロワッサンを1個プレゼント！

DATA 野 々 市 市 御 経 塚 1-525、7076・287・3877、
10:00～20:00、年中無休

JOHN かりおすとろ

野々市でパフェと言
えばこのお店。季節
のフルーツを活かし
たパフェ必見！ 懐か
しい洋食メニューも
豊富でお腹いっぱい
楽しめる人気店。

単品メニューご注文で、
ドリンク1杯サービス !

DATA 野々市市横宮町8-11、☎076・248・8484、 11:30
～22:00（21:30L.O.）、火曜定休

洋食厨房 レンガ館

オススメのふわとろ
チーズオムレツライス
が人気の洋食店。手
間暇かけて作られた
シェフ自慢のビーフ
シチューも絶品です！

オムライスご注文の方に、
コーヒー1杯サービス！

DATA 金沢市四十万北イ50、☎076・298・7388、 10:30
～21:00、水曜定休

魚串と手羽先の大衆居酒屋 和傘

名物の魚串（うおく
し）や 手羽先・季節
の食材を使った料理
は絶品！ カウンター
席もあるので、おひと
り様でもお気軽に。

お会計から10％ OFF！
※同伴者含む

DATA 野々市市押越2-60、☎076・294・0296、 17:30～
翌1:30、金土祝 17:30～翌2:00、火曜定休
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かあてんや

北陸最大級 のカー
テン専門店。お部屋
のお好みや、お部屋
の雰囲気に合 わ せ
た商品選び の お手
伝いもお任せ！見積
り・採寸も無料！

ご契約頂いた方に、かあてんやオリジナル
ファブリックパネル1枚プレゼント！（1組1枚）

DATA 金沢市大豆田本町甲555、☎076・234・2244
10:00～18:00、水曜定休

株式会社 花楽利屋 からくりや

花のある暮らしの楽し
さを教えてくれるフラ
ワーショップ。お部屋
用、ギフト用など様々
な場面に彩と癒しを
与えてくれますよ！

1,000円以上お買い上げの方、
毎月20名様に記念品プレゼント！

DATA 野々市市若松町23-24、☎076・248・4023、 8:00
～19:00、第2・第4木曜定休

サカイ引越センター

“まごころこめておつきあ
い”のサカイ引越センター
は、3年連続日本一を達
成しお客様に一番選ばれ
ている引越会社です。徹
底した品質・安心・サービス
をご提供させて頂きます！

食器・ガラス等専用梱包紙をプレゼント！
（単身様200枚、家族様500枚）

DATA 金沢市千木町ル67-1、70120・388・141、無休

かわきや

大切なスーツや衣類
など、いつでもキレイ
に仕立ててくれる頼
れるクリーニング屋
さん。お洗濯が苦手
な人はぜひ頼りにし
てみて！

男女スーツ・礼服の
クリーニング10%OFF！

DATA 野々市市本町2-17-13、☎076・248・0316、 8:00
～20:00、日曜・祝日定休

御経塚グランドボウル

御経塚イオン２F で
深夜12時まで営業！
1ゲーム（大人）300
円～と、お手頃価格
でボウリングが楽し
めます！

ルームズメイト特別パック ボウリング2ゲーム＋貸靴
＋ジュースが999円（税込） ※毎日（平日・休日問わず）

DATA 野々市市御経塚2-91 イオン御経塚店2F、☎076・
269・8324、 9:00～24:00、無休

理容室タカヤマ

創業45年。中高年の
カラーや白髪染を得
意とする、イケメン夫
婦が営む理容店。学
生から素敵なおじさん
まで、幅広い年代層か
ら支持されています。

初めてご来店の方、
カット（通常4,100円）が1,000円 OFF！

DATA 野々市市本町5-17-5、☎076・246・0088、 8:30～19:00、
土日祝8:00～19:00、毎週月曜、第1月・火、第3日・月曜定休

HAIR&MAKE cocosia ココシア

県立大・工大生も多
く通うヘア サロン。
店内 には 男女それ
ぞれのスペースをご
用意！お客様の髪と
ココロがシアワセに
なりますように。

cocosiaカード
ポイント2倍進呈！

DATA 野 々市市住吉町12-19、☎076・294・6188、 火水金曜9:00～
19:00、木曜11:00～22:00、土日曜9:00～18:00、月曜・第1・第3火曜定休

BIKE ROUTE バイクルート

「スペシャルライズド」
や「ジャイアント」の
正規ディーラーで、
初心者向けのクロス
バイクから本格的な
ロードバイクまで豊
富に揃っています！

修理代10%OFF!!

DATA 野 々 市 市 高 橋 町 15-12、☎ 076・294・3380、
12:00～20:00、木曜定休

VECTOR ベクトル 8号線野々市店

断捨離 なら おまか
せ！洋服を中心にバ
ッグや靴、時計など
身 に付ける物 は 全
般買取 OK！随時買
取キャンペーンも実
施中！

買取全品20%UP!!
※2万円以上の場合は一律4,000円アップとなります

DATA 野々市市蓮花寺81-1、☎076・259・0429、 10:00
～20:00、無休

健友館整体院

筋肉 の 硬直 や 背骨
の歪みなど、不調の
原因となる痛みを取
る即効性重視の施術
を行っています。一緒
に、身体の根本改善
を目指しましょう。

初回の方、施術料
通常4,100円⇒2,500円！

DATA 金沢市高尾南3-114、☎076・298・8140、 9:15～
20:00※土日祝は～17:00、水曜定休

WELLSPRING

家具や雑貨・食器に
フレグランスアイテム
など、暮らしにまつわ
るアイテムが何でも
揃ってます。お部屋
のコーディネートの
相談もお気軽に！ 

オリジナルのお餅「ポールMOCHIファクトリー」
を1袋プレゼント！ ※初回来店時に限る

DATA 野々市市押野1-371、☎076・255・7024、 10:00
～20:00、無休

株式会社 米屋

石川県輪島市門前町
のみで生産された、冷
めても美味しい産地
限定「能登門前米」を
はじめ、石川県のコシ
ヒカリを販売。できた
ておむすびも販売中！

お会計から8％ OFF!!

DATA 野々市市稲荷1-88、☎076・246・6000、 8:30～
18:30、土曜午後、日曜・祝日定休
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仕事の転勤で石川県で住むことになり、rooms 絹
川商事さんにお世話になりました。金沢でも家を
探していましたが、野々市は住みよさランキングで
も上位に入る街だし、お店もいろいろあって便利
そうだったのでここに決めました。実際に2LDK の
物件に住んでいるのですが、寝室も広いし、ウォー
クインクローゼットもしっかりあるから収納力も抜
群！ お風呂も足がラクラク伸ばせるくらい広く、と
っても快適です。これから出産も控えているので、
家族が増えてもココなら安心して暮らせますね。

金沢工業大学 toiro プロジェクトのメンバーとして、古いアパート
を学生たちでデザインしセルフリノベーションする活動を行なって
います。昨年の春に住み始めた新しい住居は、使いや すい導線
に間取りを変えたり、壁に這わ せるように作ったオリジナルの棚
など、工夫がいっぱい！ 飲み会やちょっとしたホームパーティなど
もよく行うので、誰かを呼びたくなるそんなワクワクするお部屋に
してみました。

もともと木をふんだんに使った造りの家が好きで、自分の想いを形
にしてくれる業者がないかと、何社か設計を提案してもらっていまし
た。rooms 絹川商事さんのプランは他社と違い、傾斜のかかった
土地を活かしたプランになっていて、とても気に入りました。完成し
た家は、やわらかな光を通す建具や美しい木組みの天井など、実
にしっくりと落ち着く空間に仕上がり、家で過ごす時間がもっと好
きになりました。

F I L E

01

FILE.01

rooms 絹川商事でお部屋を借りたりお家を建てて、
ハッピーな暮らしをしている住人さんたちにインタビュー！

Q. rooms絹川商事でお部屋探しをしてみてどうでしたか？

A. スタッフさんの対応がすごく良かったです。お部
屋探しについてはもちろんなのですが、美味しい
お寿司のお店を教えてくれたり、土地勘がないの
で通勤に最適な道も丁寧に教えてくれてとても助
かりました！

Q. 野々市での暮らしはどうですか？

A. 歩いていける範囲に大きなスーパーなどもあっ
て、生活するには本当に便利で住みやすいです。
休みの日は散歩がてら2人で、パン屋さん巡りを
したりして楽しんでます。新しくできた図書館やま
だまだ行ったことのないお店もたくさんあるので、
これから楽しみです！

A. 前に住んでいた野々市の家
を確実に売却して建築費に
充てねばならなかった為、
rooms 絹川商事なら地元の
状況に精通した不動産部も
あったのでお願いしました。

Q. rooms 絹川商事にお願いして
良かった点は他にもありますか？

A. お気に入りは、リビングの大
きな造作棚とキッチンのカウ
ンターです。料理を作る事
が多いので、自分の身長に
合わせてキッチンに収納ス
ペースを作ったりしました。

Q. DIYで工夫したところや、お
気に入りの場所はあります
か？

TITLE DATE RESEARCH

野 々 市
暮 ら し
実態調査

思い切ってアパートでは
なく貸家を選んだことで、

“ 住む楽しさ” を
実感しています。

F I L E

02

築30年の古いアパートを、
自分たちで DIYした

こだわりルーム。

越 智さん 夫 婦

金沢工業大学大学院生
寺 島さん

Nさん

F I L E

03

「シンプルだけど
複雑な家を建てたい！」

という難題を
見事叶えてくれました。
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4.4 2.55.0 4.8

女子には嬉しい、ちょっぴり
シャビー感のあるお部屋。

キッチンの周りにトイレや浴室などがあるので、家事導線もよく
住みやすさ抜群！ 白い石のレンガをモチーフにしたクロスが、お
部屋のアクセントになっていて明るい雰囲気を作ってくれていま
す。また、スーパーやホームセンターも近隣にあり、過ごしやすい
三日市エリアのおすすめ物件です。

造作の飾り棚をうまく利用して、
見せる収納部屋に！

金沢工業大学の学生たちがリノベーションした、野々市で家賃3
万円以下のお得物件！ 白と紺のツートンカラーの壁がお部屋の
アクセントになっていて、様々な場所に飾り棚が取り付けられて
いるのも特徴的。気軽に野々市暮らしを始めたい人にはぴった
りの物件です。

バルコニーから明るい陽射しが
降り注ぐ、開放的なお部屋。

キッチンを挟むように8.3帖と4.5帖の洋室がある、新築アパートで
す。8帖の部屋には、大人っぽいシックなグレーのクロスやウッディ
ーな雰囲気の扉を使用。バルコニーもあって、部屋の大きさの割に
は広々とした空間が楽しめます。寝室とリビングがきちんと分けら
れる2Kの物件は、ちょっぴりリッチな一人暮らしにおすすめです！

デザイナーズマンション風に
リノベーションした貸家。

2つの部屋の壁を取り払い、10.5帖のリビングに。壁は一面、コ
ンクリートを打ちっぱなしにしたようなクロスを採用し、お部屋全
体がスタイリッシュな雰囲気に生まれ変わりました。大きなクロ
ーゼットタイプの収納スペースも新たに確保し、一人暮らしでもフ
ァミリーでも快適な住まいに。

 野々市市三日市
間取り―1K（洋8.3）
構造―木造
建築年月―平成29年12月

 野々市市三日市
間取り―2K（洋8.3、洋4.5、K3.8）
構造―木造
建築年月―平成29年12月

 野々市市菅原町
間取り―2DK（洋10.5、和6、DK6）
構造―木造
建築年月―昭和48年10月

 野々市市住吉町
間取り―1K（洋6、K2.5）
構造―軽量鉄骨
建築年月―昭和52年2月万円家賃 家賃 家賃家賃万円 万円 万円

玄
キッチン

玄洋室
8.3帖

キッチン
玄

収

K
2.5帖

洋室
6帖

玄
キッチン

洋室
8.3帖 洋室

4.5帖

玄

キッチン DK6帖

洋室
10.5帖

和室6帖玄

押

ARTICLE INTRODUCTION  TO A LIFESTYLE rooms 絹川商事が手がける新築アパートやリノベー
ション物件、戸建物件をドドンとご紹介！

お風呂や洗面所が広くて明
るいので快適！洗濯機を置
いても、広々と使えます。

02

DATA DATADATA DATA

POINT POINT

大型のクローゼットの他に
も、部屋の中に見せる収納
スペースもあり！よく着る洋
服などは、クローゼットの中
ではなく、外にかけておける
ので使い勝手抜群！

01

木柄の玄関の扉が温かみ
があってステキ！ お部屋の
中の引き戸も木ともマッチし
たデザインになっています。02

キッチンの調理スペースが
広く料理がしやすいのがポ
イント！ 大容量の収納棚も
あるので、炊飯ジャーやオ
ーブンレンジなどの家電を
設置したり、食材を保管し
たりできるので便利。コンロ
もIH だから安心です！

01

POINT POINT

リノベーションされた壁の部
分には飾り棚がいくつも取
り付けられているので、お気
に入りのアイテムを飾って楽
しめます。

クローゼットの扉は、壁の雰
囲気に合わせて紺色に。キ
ッチンの棚なども、同じ紺色
で統一されています。01 01

元々の間取りだと収納スペ
ースが少ないので、部屋の
上部のデッドスペースにも
収納棚を備え付けました。02

広々とした台所もポイント！
キッチンは新しく取り換えて
いるので、とってもキレイだ
から毎日のお料理が楽しく
なっちゃいそう。

02

※上記4物件のお部屋の家具コーディネート協力：WELLSPRING（詳細は P11へ）

新築
物件

新築
物件

リノベ
物件

リノベ
物件
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大きなオレンジ色の看板が目印の「rooms絹川商事
野々市中央支店」が国道157号線沿いにオープンしまし
た。オープニングセレモニーには野々市市長をはじめ、
多くの来賓の方に参列頂きました。さらに、roomsがオ
フィシャルサポーターとなっているフットサルチーム「ヴ
ィンセドール白山」の選手を迎えて、テープカットならぬ
キックオフイベントも開催！これまで以上に立ち寄りや
すくなったキレイな店内で、皆さんのHAPPY SMILEあ
ふれるお部屋探しをお手伝いさせて頂きます！

rooms 絹川商事野々市中央支店がオープン！

毎回大盛況の相続対策セミナー！ 街のあちこちで、
rooms 看板発見！

金沢工大前支店内に開設された相続サポートセンターでは、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なども行
っています。さらには、不動産オーナーはもちろん、これから不動
産を所有したいと考えている方のために、相続対策セミナーなど
も定期的に開催。相続・不動産両方の知識に詳しい税理士は少
なく、弊社で蓄積したノウハウを相続のプロが分かりやすく解説
します！

“ 人とまちに HAPPY SMILE”と書か
れたこの rooms 看板。最近野々市
周辺でたくさん出没しています（笑）！
またイオン御経塚映画館では、チケッ
ト売り場で roomsCMも放送中！ 映
画館に行った際は、ぜひチェックして
みて。

ATTENTION

rooms
NEWS
rooms 絹川商事 のニュー
スをご紹介！ 野々市暮らし
を楽しむために、こんな取り
組みも行っています！

ADVERTISINGSEMINAR

NEW OPEN

団欒と自分の空間をうまく引き戸で
混在させた、日本らしい家屋。

梁が美しい34帖あまりある広々とした LDK は、日本家屋のおお
らかさを体現してくれます。ポイントとなる大テーブルを家族みん
なで囲みながら、空間や時間の経過、季節の移ろい、光の移ろい
を共に楽しめる、そんな家族の接点を大切にした家です。

築年数の経った中古マンションが、
スタイリッシュな空間に。

築30年以上のマンションの水廻りを中心にリノベーション。施主
様の要望で斬新なデザインのキッチンに合わせ、リビングダイニ
ングへの出入り口も軽快なアルミ建具を使用。トイレや浴室も
広々と快適に仕上がりました。

キッチン・洗面室・浴室・トイレの
改修工事、配管の一部変更工事

REFORM DATA

木の温かみを活かした開放
的な階段スペース。光と影
がまじりあった絶妙な質感
が楽しめる明かり障子や、
家族のプライベートを守る
間仕切り代わりの引き戸な
ど、日本らしさも存分に取り
入れました。夜はとってもム
ーディーな雰囲気に…。

01

POINT POINT

足つきのこだわりキッチン
を取り入れるために、足元
の床面を広く取り開放的に
見せました。背後には大容
量の収納部も作成。

02

浴室の配管も一新し、最新
のユニットバスを採用。広
くて温かい快適な浴室とな
りました。

01

ARTICLE INTRODUCTION TO A LIFESTYLE

roomsカーで、
お部屋をご案内
させて頂きます！

野々市カレード前
の道路で発見！

戸建
物件

戸建
物件
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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

GS

マルエー

TRIPOD

APINA野々市

Melon de
melon

キッチン カルロ

御経塚
グランドボウル

ムサク
極楽湯 花楽利屋

米屋

YELL CAFE

ベクトル

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

nuit

カフェぶどうの木
カレード

Delica kitchen

カタツムリ タカヤマ

VELLA
cocosia

桜三四郎

健友館

明文堂書店

フレッシュベイク

エクラタン

ボタニカルデッキ

加幸庵

JAののいち
営農センター

ごちそう こよみ

WELLSPRING

gouter

エブリデイ
レコード

ホームラン

JOHNかりおすとろ
定食屋かえで

のっぽくん

いそや菓子舗
かねこ結納品店

しあわせの湯

フルーツショップ フタバ

六日町かふぇ

かわきや
樫田冨嶽堂

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

ANYTIME
FITNESS

SOL FLA
café

アルビス

野々市
明倫高校

しまむら

イオンタウン
野々市

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

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

中四十万

セブン
イレブン

ファミリー
マート

マルエー
久安店

うつのみや
金沢工大前店

V・drug

かもの
ニュージョイス

バイク
ルート

PMC

きっちん
再来る

セブンイレブン

rooms
野々市中央支店

rooms
金沢工大前店

金沢工業
大学

ぽかぽかの湯

zuiun こよみ 串こよみ

桃花片

和傘

菜じゅーくらたや

パウンドハウス野々市店
レンガ館 8番

らーめん

NONOICHI ODEKAKE MAP

『田んぼのことを知ろう！』を合言葉に、roomsスタッフとお米作りの
専門家である稲ほ舎のスタッフ、ヴィンセドール白山の選手たちと一
緒に、一般の親子24組、その他総勢120名がお米作りに挑戦！5月に
みんなで泥まみれになりながらの田植えをし、8月には植えた稲の生
育を観察しながら、田んぼについてのアレコレを学びました。日が沈
んでからは、みんなで提灯を片手に昔ながらの虫送りも体験！そして
いよいよ9月の収穫。黄金色に実った稲を大切に刈り取って精米し、
rooms米としてオリジナルパッケージに入れて参加者に後日お配りし
ました。自分たちで育てたお米は、とっても甘くておいしかったです。

rooms 絹川商事×稲ほ舎×ヴィンセドール白山
HAPPY SMILEライスプロジェクト！

祝・ヴィンセドール白山がF2リーグに昇格！
今シーズンからは、金沢武士団のオフィシャルパートナーにも！

兼六いもを使った、ホクホク
「roomsランチプレート」！

“フットサルで地域を盛り上げたい ”“ 子どもたちが目指せる夢
を作りたい”。そんな熱い想いで立ち上がったフットサルチーム

「ヴィンセドール白山」が、2018/2019シーズンより新設されるF
リーグディビジョン2への参入が決定！ また、今シーズンよりB
リーグに所属するプロバスケットボールチーム「金沢武士団」の
オフィシャルパートナーにも加入しました。スポーツで地域を活
性化する両チームの活躍を、rooms 絹川商事は応援します！！

幻の「兼六いも」を、石川県の新たな特産
として普及させるため、県立大学の坂本
教授とrooms 絹川商事が立ち上がりまし
た！ 今回はみんなで掘った兼六いもをラ
ンチプレートにし、野 々市市 のカフェ

「nuit」で3日間限定で提供して頂きました。
「美味しい！」と大好評だったそうです。

OFFICIAL SPONSOR EVENT

HAPPY PROJECT
参加した子供達は、

田んぼに生息する虫や生き物に
ついての話に興味深 ！々

「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
まずはこのマップをチェック！

みんなで、
さつま芋ほりも
したよ！

子どもたちは稲刈り体験をとても楽しんでいました！
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×

NONOICHI STYLE BOOK

TAKE FRE E¥0
保存版

『 r o o m s 』とフリーマガジン『 F a v o 』がコラボした
野々市を楽しむためのスペシャルブック! 第４弾

野々市スタイル
ブック2018

“ ハッピースマイルは人と人とを繋ぐ合言葉 ”を

サービスコンセプトに、私たちrooms 絹川商事は、

1万人の笑顔の輪を広げる活動を行っています。

これまでに、ルームズメイトのイベント参加者やラジオの出演者、

「ノノイチスタイルブック」で紹介した人たちなど、延べ2,000人以上の方が

“HAPPY SMILE” のコンセプトに共鳴して下さいました。

これからも、1万人を目指してどんどん “HAPPY SMILE” を

この街に広げていきます。

rooms絹川商事
野々市中央支店

石川県野々市市本町5-4-10
TEL 076-248-8787 
FAX 076-248-2486
営業時間 9：30～17：15
定休日 水曜

rooms絹川商事
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

◯宅建番号：石川県知事免許（13）第738号
◯国土交通省賃貸住宅管理業者：国土交通大臣（01）第2073号
◯建設業許可番号：石川県知事　許可（般 -26）第17153号
◯一級建築士事務所：石川県知事登録　第13624号

www.kinukawashoji.com検索絹川商事NONOICHI
ST YLE BOOK
2018
Presen ted by rooms

HP で
お部屋
検索（株）絹川商事

ヴィテンののいち極楽湯

高尾台→

HUM&GO

北陸銀行

金沢工業
大学

イオンタウン

マクド
ナルド

自遊
空間

↑金沢

←
松
任

↓小松

横
川
→ビッグ

モーター

わかばやし
眼科

野々市市
文化会館
フォルテ

8

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


