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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。

SPECIAL 

INTERVIEW!

ようこそ！ ハッピーとスマイルのあふれるまち、
野々市へ！

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。

専務取締役絹川忠宏

代
表
取
締
役
社
長

絹
川
善
隆

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。

“HAPPY SMILE”をコンセプトに、アパート・マンショ
ンのお部屋紹介・管理から、夢のマイホーム建築まで、
ワンストップ・ソリューションで行っている会社です。創
業以来こだわり続けている“野々市”というまちで、明
るく元気な野々市コンシェルジュとして、お客様の暮ら
しの提案をさせて頂いております。

rooms絹川商事とは…？

野々市ぐらしをサポ
ートしてくれるスタッ

フたち。

明るく元気なスタッフが、野々市コンシェルジュとして暮らしのお手伝いをさせて頂きます。
お部屋探しはもちろん、「野々市で評判のランチ教えて！」など、困ったことがあれば何でも相談を！

渡邊 亜津沙
WATANABE AZUSA
［経理課］

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。

待機児童ゼロの野々市には、公
園が大きくてたくさんあるので子
どもも大喜び！

VOICE

倉林 雅幸
KURABAYASHI MASAYUKI

［広報室］

ホームページの管理、広告物の作
成業務を行っています。お客様
や地域の皆様に喜んでいただけ
るルームズメイトイベントの企画
運営も行っています。

野々市は隠れた名店や個性的な
お店も多く、僕の中では中古カメ
ラ屋がアツイです！

VOICE

町端 夢
MACHIBANA YUME
［賃貸仲介課］

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！

学生価格のお店があるのが魅力
的だし、オシャレな飲食店もたく
さんあるのがいいですね。

VOICE

河越 渉
KAWAGOSHI WATARU

［管理課］

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。

飲食店も、スーパーも、本屋も、銭
湯も、たくさんお店があるので休
みの日も退屈しません！

VOICE

大谷 昌大
OTANI MASAHIRO
［設計課］

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。

地域イベントが多く、学生とともに
市を盛り上げている雰囲気がとて
も好きです！

VOICE

金山 采花
KANAYAMA AYAKA
［賃貸仲介課］

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。

オシャレなカフェも多いし、野々市
のどのエリアに行ってもコンビニ
やドラッグストアが充実！

VOICE

成川 智志
NARIKAWA SATOSHI
［管理課］

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。

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！

VOICE

HAPPY SMILEなまちをつくろう！
当社は、これまで野々市市や金沢市南部エリアといった
「まち」にお世話になってきました。まちが元気なところ
は、「住んでみたい」と思う魅力がたくさんあり、私たち
はその魅力づくりをまちの人たちと一緒に行っていま
す。2017年には入居者やオーナーや地域の人たちと
一緒に田植えから稲刈り・収穫も楽しみました。そのほ
か、地産地消を推進する芋づくりや各種ワークショップ
などを開催し、まちの魅力を増やしています。

私たちは、これまでお世話になってきた野々市だからこ
そ、社員と共に「このまちをもっと良くしていきたい」と

未来をつくる担い手として。

「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。

いう熱い気持ちを胸に、これからもチャレンジし続けて
いきたいと思っています。このまちに住まわれた方の新
たな故郷として愛されるよう、明るい未来の担い手とし
て尽力していきます。

北村 椋
KITAMURA KEI
［商品管理課］

お客様が退去された後の部屋を
紹介出来る状態にするための工
事管理、入居時のトラブル対応や
トラブルを未然に防ぐ為のメンテ
ナンス等を行っています。

野々市は学生が多い街なので、
若い人たちの活気で満ち溢れて
いますよ！

VOICE
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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。

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。グッズやのっティスイーツもたくさん市内で
販売されています。

0302 公式キャラクターは
「のっティ」です。

[NOT T Y IS THE OFFICIAL MASCOT]

こんなお祭りあります。
[FESTIVAL LIKE THIS]

01
数字で知る、野々市ってこんな街。
東洋経済新報社が全国の都市を対象に毎年公表している「住み
よさランキング」で、常に上位にくい込む野々市市。若年層やフ
ァミリーに暮らしやすい街として人気を集めており、学生も多く居
住していることから市民の平均年齢が若いのも特徴です。

[NUMBER OF NONOICHI]

NONOICHI LIFE

野々市暮らしを始め
るための19の知って

おくこと

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！

野々市じょんから祭り

04おいしいパン屋さんが多い街。
みんなが大好きなパン屋さんも、野々市市にはたくさんあります。
ずらりと並んだパンを目の前に、どれにしようか迷っちゃいそう…！

[PLENT Y OF BAKERIES]

毎日石窯で焼いたパンが、約150種
類も並ぶ野々市の人気店。「ツナス
ペシャル」（写真）など、人気の調理
パンもお見逃しなく！〈フレッシュベ
イク 野々市店〉 野々市市三納1-9、
☎076-246-7715

01

卵を一切使わないのに、ちぎって
そのまま食べられるほど柔らかく
て、ほんのり甘い高級生食パン。
一度食べたらヤミツキに。〈乃が
美 はなれ金沢店〉野々市市御経
塚1-218、☎076-259-0854

02

イタリア・フランスで修業を積み、
生地によって2種類の窯を使い分
け焼き上げるなど、店主のこだわり
が詰まったパンが常時40種類ほど
並びます。〈NiOR  ニオール〉野々市
市白山町392、☎076-256-2021

04

全国5位
野々市市の女性の平均
寿命が88.6歳で、全国で
5番目に長い！

平均寿命

世帯数も毎年増加してお
り、金沢市のベッドタウン
として人気！

世帯数

23,531世帯
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
市となりました。

野々市市誕生！

11番目

@notty_nonoichi

のっティのツイッターも
チェック！

どのお店も個性的！

石川県産コシヒカリを85％使用
し、研究を重ねたこだわりの「米
粉パン」。もちもちな食感がたま
らない、完売必至の一品。〈ブレ
ッドハウス エピ〉野々市市御経塚
3-237、 ☎076-269-0603

03

※平成31年1月末日現在

人口

男
26,587人

女
26,002人

計 52,589人
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07

08

06

05

野々市市の市花木である「椿」を愛
でるイベントを毎年開催！新しく完
成した野々市椿館の紹介をはじめ、
楽しいステージイベントや美味しい
グルメが楽しめる「つばき食堂」な
ど、椿一色のお祭りです。

花と緑ののいち椿まつり

厨酒房 龍菜 HUM＆Go＃ Coffee and Stock カフェ ぶどうの木 ののいちカレード店

Sweets café ののん SOL FLA café nuit

「パーティするようにマラソンしよう！」
をコンセプトに、お揃いのTシャツを
着た参加者がまちへ繰り出し、給水・
給グルメなど街ナカの補給ポイント
を巡るイベント。アフターパーティで
は、シャルソン中に集めたまちの魅
力を共有して更なる交流を深めます。

野々市シャルソン

ほめられ野々市手みやげ6選。

全国の愛好家から寄贈されたレコード等が25万枚以上揃う、ポピ
ュラーミュージックの宝庫。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だから、休日はのん
びり音楽三昧ってのもあり！

野々市市の特産品を使ったものから石川らしい商品まで、
どれも贈れば喜ばれる手土産スイーツをご紹介！

02

椿の花から採取した
酵母を活用した、白
ワインのようなフルー
ティーな日本酒。〈中
村酒造株式会社 〉
野々市市清金2-1、
☎076-248-2435

和菓子職人が焼き
上げるあんこたっぷ
りなたい焼きは、能
登の塩と甘めな大野
醤油が隠し味！〈たい
焼き工房 土九〉野々
市市三納2-178、☎
076-294-5053

フレッシュな果物と
野菜を使ったアイス
キャンディは、カラフ
ルな見た目がフォト
ジェニック！〈ぽかぽ
か御経塚の湯〉野々
市市御経塚 4-38、
☎076-240-4126

野々市市の市花木
である椿をかたどっ
た、ふかふかで愛ら
しいおまんじゅう。
〈いそや菓子舗〉野々
市市本町 2-15-6、
☎076-248-0154

香りの良いバニラ生
地を焼き重ねた、しっ
とり上品な味のバウ
ム。〈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

毎朝焼き上げるサク
サクなシュー生地に、
自慢の口どけなめら
かなカスタードをた
っぷり！〈ケーキ工房 
gouter〉野々市市押
野 6-198、 ☎ 076-
246-8989

純米吟醸酒 ichi 椿

金沢たい焼き 野々市椿まんじゅう

のっティバウム

朝焼きシュー

01_お仕事帰りのひとり飲みからデートまで、
オシャレな店内で本格中華料理や絶品創作
料理が味わえます。人気はヤミツキになる辛
さの「四川麻婆豆腐」。昼は麺屋として営業
中！◯野々市市粟田2-16、☎076-246-1102

04_定番の苺パフェからチーズケーキ・ガトー
ショコラ・自家製プリンなどを盛り込んだパフ
ェまで、女子の心を鷲づかみするパフェがいっ
ぱい！プレートランチやオムライス、ドリアな
どお食事も揃っています。◯野々市市粟田
5-394 アルエットⅠ 1F、☎076-205-2085

02_トマトベースでしっかりスパイスの効いた
人気No１のバターチキンカレーで人気の同
店。朝9時からオープンしているので、ハンドド
リップ珈琲やマフィンで美味しいモーニングも
楽しめます。◯野々市市住吉町14-56、
☎076-256-3386

05_芝生の上でピクニック気分を味わいなが
ら、美味しいサンドイッチが楽しめる同店。
BLTをはじめ、ツナ＆アボカド、プルコギなど
のお食事系からフルーツサンドまで種類も豊
富！ ◯野々市市下林4-264、☎076-214-
6330

03_“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ドック
が豊富！カルボナーラやラタトゥイユなど、フ
レンチ・イタリアンの技を効かせた自慢の一品
が揃います。◯野々市市太平寺4-156、
☎076-214-6330

06_元看護師のオーナーが作るメニューは、全
て手作りで動物性食材不使用のからだにやさ
しいごはん。人気のドライフラワーを使ったレ
ッスンも好評！◯野々市市太平寺3-42 ヴィラ
ージュ２F、☎050-3637-2221

グルメ店やカフェが充実。
お店選びに困らないくらい、野々市にはバラエティに富んだ飲食店がずらり！
どのお店も店主自慢のメニューぞろいで、思わずリピートしたくなっちゃう。

[PLENT Y OF RESTAURANTS AND CAFÉS]

掘り出しもののレコードが
ザクザクなPMC！

[LUCK Y FIND RECORD]

変わりダネイベントにも注目！
野々市市では、市民同士が交流できるイベントがたくさんあります。
その中で、ちょっと他にはない変わりダネイベントをご紹介！

[EXCEPTIONAL EVENTS]

01

04

02

05

03

06

[SIX CHOSEN NONOICHI SOUVENIRS]

01
Jimi Hendrix（ジミ・ヘン
ドリックス）の「Electric 
Ladyland」

David Bowie
（デヴィッド・ボウイ）
の「Heroes」

03
Queen（クィーン）の「QueenⅡ」

オススメの3枚
はコチラ！

pocapoca ICEPOP
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09

新鮮野菜を使ったフレッシュスム
ージーやコールドプレスジュース
は、栄養と酵素がたっぷり！〈菜じ
ゅーくらたや〉野々市市新庄5-９ 
KANADEⅧ、☎076-220-7520

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！〈かものニュージョイス〉
野々市市高橋町10-22、☎
076-248-6206

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！〈Delica kitchen 
デリカキッチン〉野々市市本町
5-124-1、☎076-294-0126

「ラファロ」は、柔らかいム
ースショコラの中に、オレ
ンジのクレーム・ブリュレが
入ったサンニコラの最高傑
作。〈サン二コラ 本店〉野々
市市扇 が 丘10-26、☎
076-248-6327

フレッシュバナナをこだわ
りのカスタードクリームで
包んだ「バナナパイ」は、
オープン当初からの人気
ケーキ。〈カエデ珈琲〉
野 々 市市三納 3-63、
☎076-214-6446

軽い口当たりのふわふわ
スポンジが美味しいショー
トケーキをはじめ、10種類
以上あるジェラートもおす
すめ。〈KAORU〉野々市
市下林4-493、☎ 076-
248-3170

素材の持ち味を活かした
ケーキに定評あり！野々
市の食材を使った焼き菓
子なども充実しています。
〈菓子工房 エクラタン〉
野々市市粟田6-494、☎
076-220-7008

しっとり焼き上げたバウム
クーヘンなど手土産に最
適な焼き菓子が充実して
おり、新作スイーツも続々
登場！〈トゥール・モンド・シ
ュシュ 野々市店〉野々市
市三納1-144、☎ 076-
246-1818

モンブランロール
…400円

抹茶のティラミス
…378円

タルトポワール
…378円

バナナパイ
…432円

ラファロ
…496円

450円 399円 507円 594円 453円

オシャレな暮らしや贈りものなら、このショップをチェック。
新生活には欠かせないインテリア。お部屋や家は決まったけど、テーブルやソファーにキッチン雑貨などどこで買ったらいい
の…？ 「引っ越し祝いをもらったけど、お返しは？」と迷ったら、まずこの4件へ。

WELLSPRING
圧巻の商品点数と他店には
ないセレクトで人気。お部屋
のコーディネートにかかせな
い雑貨も豊富！ ◯野々市市
押野 1-371、 ☎ 076-255-
7024

THE GIFT SHOP
Blu Mare 野々市店

ギフト専門のスタッフが、予
算やシーンに合わせてぴっ
たりの品をセレクトしてくれ
る。ラッピングも無料！◯野々
市市三納 1-144 アクロスプ
ラザ内、☎076-294-2942

ルネファミーユ
毎日の生活をちょっぴり上質
にしてくれる、「あったらいい
な」と思える雑貨を中心にセ
レクト。◯野々市市上林
4-528、☎076-294-8858

zuiun 野々市本店
「シンプル、ナチュラル、機能
的、どこか温かい」をコンセ
プトに、ライフスタイルにあっ
たインテリアを提案。◯野々
市市野代1-8、☎076-213-
5505

[CHECK THESE STORE FOR ST YLISH GOODS AND GIFTS]

12

13
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美味しいグルメをテイク
アウトしてピクニック！
公園も多い野々市市だからこそ、美味しいグル
メをテイクアウトしてお外でピクニックがおすす
め！人気のデリやサンドイッチなど、バスケット
に詰め込んで、さぁ出かけよう！

[TAKE OUTS FOR PICNIC]

〈金沢工業大学 ガクショク〉野々市市扇が丘7-1 金
沢工業大学21号館、☎076-248-3464

大学生キブンで
学食が味わえます。
実は一般の方も利用できる、金沢工業大学内の学生
食堂。朝食から夕食までボリュームたっぷりなメニュ
ーが楽しめる「ラテラ」と、ふわとろオムライスやハン
トンライスが人気の「イルソーレ」、どちらも制覇した
い欲が湧いてきますね。

[SCHOOL CAFETERIA]

野々市メイドな食材。
豊かな食文化に彩られた街、野々市市。お漬
物や銘菓をはじめ、ご当地食材を使った新商
品も続々登場！まろやかな甘みが特徴な、
「野々市ヤーコン焼酎 うまいがいね」や、完熟
キウイをふんだんに使用した、「キウイキウイワ
イン」と「キウイ・ベリーワイン」など、気になる
商品が目白押しです。

[MADE IN NONOICHI]

05

「KITランチ」は、日替わりおかず+小鉢+
ご飯+味噌汁が付いて、ナント380円！

果実が大きくて甘みのある、「ヘイワード」と
いうキウイの栽培が盛んな野々市市。その
ままでも美味しいが、ワインやビネガー・ス
イーツなど加工して使用するのにも向いて
いるので、野々市みやげとしてこのキウイを
使ったたくさんの商品が生まれています。

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。生食もOKで、
ジュースやサラダにして美味しく味わえま
す。市内では、保育園や小中学校で給食の
メニューとしても出されているのだそう。

【ヤーコン】【キウイ】

おいしい3時の
おやつならコレ！
おすすめの美味しいケーキ屋さん。
ふわふわなクリームとスポンジが、
至福の時間を提供してくれます。

[DELICIOUS SNACKS]
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16

17

北陸初の美に特化したホットコ
ラーゲンスタジオ。ヨガはもちろ
ん、コアトレなどを取り入れたク
ラスもあり。◯野々市市白山町
95-1、☎076-294-5552

日本最大級のフロア面積で、
365日24時間営業のフィットネ
スクラブ。美肌効果も高い、高
濃度炭酸泉風呂も併設！◯野々
市市横宮町67-1、☎076-294-
1965

ヨガやピラティスなどスタジオレ
ッスンが、1回600円（予約不要）
で参加できる人気スタジオ。毎
日の健康づくりにぜひ！◯野々
市市二日市4-23、☎076-248-
7555

VELLA 野々市店 GOLD’S GYM α floor

お部屋にグリーンを。 公園案内。
商業施設や住宅地も多いけど、公園もたくさんあります！お子様向けの遊具がたくさんあるところから、の
んびりお昼寝できそうな芝生広場まで、いろいろ巡ってみて。

01_A MART
オーナー自らが韓国で買い付けたものを
中心に、デザイン性があってリーズナブル
なアイテムを幅広く展開。大人顔負けの
コーデが楽しめます。◯野々市市藤平田
1-452-1、☎076-227-9058

02_OJICO 金沢店
「仕掛け」や「物語」が隠れた遊び心のあ
るオリジナルブランドのTシャツは、ベビ
ーから大人サイズまで揃っているので、親
子でペアルックも可能！◯野々市市押野
2-66、☎076-246-0066

03_AQUA＆BABY
韓国ベビー服を中心に、男女ユニセック
スで使える７０・８０・９０サイズのお洋服が
充実しているので、出産祝いで利用する
方も多い。◯野々市市堀内３-44、☎
076-205-2448

〈バーンズガーデンセンター金沢南店〉
野々市市上林4-354、☎076-294-8111

スタッフ
竹野さん

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

あらみや公園
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

つばきの郷公園
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
　

経塚公園

[ADD GREENERY TO YOUR SPACE] [PARK INFORMATION]

キュートな子ども服のお店を紹介！
ママには嬉しいおしゃれキッズ服のお店も多数。ショッピングスポットが充実している
野々市は、お買い物にも困りません！

[CUTE KIDS' APPAREL]

14

19
カラダを鍛える
ためのスポット。
体を動かす習慣作りから本格的に
トレーニングができる施設まで、あ
なたの健康をサポートしてくれるジ
ムやスタジオをご紹介。

[GYM AND FITNESS]

〈明文堂書店TSUTAYA金沢野々市店〉
野々市市粟田5-461、☎076-294-0930

雑誌はもちろん、小説やビジネス書・趣味本など、あ
らゆる書籍が30万冊以上揃うモンスター書店。朝7
時～深夜2時まで営業しているので、とっても便利！

「部屋を飾ろう。」（1,382円）
/主婦の友社 発行
雑貨やアートの選び方やデ
ィスプレイ収納のコツ・家具
とのバランスなど、素敵な事
例がいっぱい！

「北欧テイストで楽しむ100人の
家づくり」（1,380円）/ NEKO 
PUBLISHING CO.,LTD. 発行
日本における、北欧インテリア
の“今”と家づくりのメソッド
がたっぷり詰まった保存版。

「カフェみたいな暮らしを楽
しむ本 おしゃれテーブル編」
（1,296円）/ Gakken 発行
人気アイテムを使ったテーブル
コーデなど、カフェのような
お部屋を作るノウハウが満載！

15

韓国から取り寄せた大きな鍋で頂く、本格チーズタッカル
ビやイイダコを炒めた激辛チュクミが人気。ポッサムやヤ
ンニョムチキンなど、焼酎やマッコリにも合う居酒屋メニュ
ーも豊富！〈韓国居酒屋 Pocha〉◯野々市市高橋町5-28、
☎076-294-6085

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◯
野々市市本町6-14-43、
☎076-248-7377

ベトナム屋台めしムサク

インド人シェフが作る野
菜たっぷりの本格カレ
ーと、ビッグサイズの焼
きたてのナンが絶品！
◯野々市市横宮13-22、
☎076-272-8897

シャルマ
インドダイニング

野々市店

和・洋・中にエスニック
の要素を加えたフュージ
ョン料理がコンセプト。
バリ風の店内もステキ！
◯野々市市堀内5-139、
☎076-227-1515

一 茶屋
亜細亜全域厨房

オススメは、とて
も育てやすい「ク
ワズイモ」です！

県内最多の植物量を誇る「バーンズ ガーデンセ
ンター」では、お部屋に置くだけでグッとオシャレ
になる観葉植物をはじめ、日々の暮らしに密着し
たグリーンを提案してくれます。季節を問わずた
くさんの種類の植物を販売しており、お手入れ方
法なども親切丁寧にレクチャーしてくれるので、
初心者さんは気軽に相談してみて。

お弁当を持っ
て公園に出
かけよう！

18書店でお部屋関係の
本を探す。

旅キブンが味わえる、
野々市ワールドグルメ！

[WIDE VARIET Y OF GOURMETS]

[LOOK FOR HOME AND ROOM REL ATED BOOKS]

10 11NONOIC HI S T Y LE BOOK 2019



野々市市商工会女性部 部長、六日町かふぇ オーナー
田中 陽子さん

田中さんは、週末限定で北国街道沿いに
ある資料館の中で「六日町かふぇ」を営
業。昔は街のあちこちで井戸端会議をし
ているのを見かけたが、だんだん地域の
交流自体が薄れてきている事に対し、何
かできる事はないかと考え、みんなが集
まれるコミュニティを作ることを考えた。
今では、様々な世代の方の情報交換の場
となっており、ガイドブックに載っていな
い観光地として旅行客の方にも注目され
ているのだそう。

いろんな人を巻き込んで、
もっと野々市を

盛り上げていきたいです。

CLOSE UP 

PEOPLE
気になるあの人にイ

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

あふれたエネルギッ
シュな人たちをご紹

介。

今年で40周年を迎える野々市市商
工会女性部に所属しています。全
国各地から商工会女性部の皆様
に集まってもらって、野々市市が行
っている草木染め事業を体験しても
らったり、お互いの街を活性化する
ためにどうしたらいいかと意見交
換をする交流の場を設けるなど、カ
フェ経営の傍ら、女性部のまとめ役

的な業務をしています。野々市の
PRに草木染めだけでは足りないの
ではと考えて、おみやげにもなる
「地域の特産品」企画も始動しまし
た。第1弾は、市内の菓子店と共
同開発した「ののこってぃ」。野々市
のお米を使ったお菓子で、地元の
売れゆきは上々。今後は、県外に
向けて積極的に発信していきたい

ですね。そして、現状の課題と言え
ば、若い世代の部員不足でしょうか
…。最近では横のつながりを絶って
しまう若者が増えていますが、万が
一の時、「つながりは必ずチカラに
なる」ということをもっと知ってもら
えるよう、今、私のできることを精一
杯やっていきたいです。

「オーガニックな暮らしを愛する人
のために」と、オーガニックとフェア
トレードのお店を経営しています。
大学時代に、奥能登から野々市に
引っ越し、結婚を機に移住して約30
年経ちますが、昔も今も街のみなさ
んが本当に親切。人間関係がオー
ガニックだと感じます。昔ながらの
旧市街なので面影と歴史を残す
「香り」があります。この街で本当に
安心して使えるもの、食べるものを
たくさんそろえていきたいです。

NOPPOKUN　取締役
小浦 むつみさん

オーガニックは無農薬・減農薬と
いう意味だけではなく、「自然、あ
りのまま」という意味もあると考え
る小浦さん。店内には野菜、お米
などの食品のほか、衣類、雑貨も
ずらり。カフェもあります！

暮らしを楽しめるように
「手作りされたいいもの」を
コンセプトに多彩に展開。

大阪から来て、12年。観光でも来
たことがない、初めての場所でイン
テリアショップを開店するも、3ヶ月
で資金難に…。心配するお客様の
言葉を受けて一念発起し、尽力し
てきました。だからこそ、12年続け
られたことの意味が重い。僕は「全
員社長主義」を掲げており、スタッ
フが責任感ある人間に育ち、お店
を作ってほしい。それが「地域のラ
イフスタイルを豊かにする」と信じ
ています。

WELLSPRING代表取締役
井川 正志さん

「WELLSPRINGの品物がイイ」
と、感性に合うお客様が多く来店
してもらえるよう、あえてテイスト
を決めずに幅広く取りそろえた店
内。新生活のインテリアの提案や
相談もおまかせあれ！

過ごしやすい野々市の街で
あえてテイストを決めずに
ライフスタイルを柔軟に提案。

VOICE

VOICE

VOICE
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「金沢武士団」に入団するために
野々市に移り住んだのは、4年前。
当時の「住みよさランキング（東洋
経済）」で上位と知って選びました。
野々市は利便性や安心度などが高
いだけでなく、バスケ人気も高い
街。僕たちのプレーが街を元気づ
けることになると信じて、B1昇格を
目標に練習と試合を積み重ねてい
ます。より多くの人に愛されて必要
とされるように、最高のプレーで戦
い続けます！

金沢武士団
与那嶺 翼さん

キャプテンである与那嶺さんのポ
ジションは「コート内の司令塔」と
も呼ばれるPG。チームでトップリ
ーグを目指すかたわら、オフもき
ちんと充実させています。特に温
泉施設がお気に入り！

※与那嶺選手は、2/27に「島根スサノ
オマジック」にレンタル移籍しました。

野々市市のイベント情報や魅力をweb
上で発信するようになったきっかけは、
いしかわ観光特使の就任です。住んで
いるのに知らない事も多く、野々市を知
れば知るほど魅力が深まりました。今
は、野々市で活動する人やイベント主催
者たちを取材し、私が担当するラジオ
番組「ナマステ・スパイス」（FM-N1）で
放送し、多くの人に伝えています。イベ
ントなど、どこにでも出没しているので、
見かけたら気軽に声をかけてください！

いしかわ観光特使 
米谷 義浩さん

現在、私は建築学科の4年生で
『Toiroプロジェクト』に所属し、「学
生が住みたくなるような部屋」がテ
ーマのアパートのDIYリノベーショ
ンに挑戦しました。rooms絹川商事
さんとはプロジェクトでの物件仲介
でお世話になり、また、お店で図面
修正や住宅モデルの3Dデータ作成
などのバイトもさせてもらっています。
実際の現場で得た知識と経験を、
就職先でも活かしていきたいです。

金沢工業大学
小林 茉柚子さん

野々市はとてもコンパクトな街で、公
共交通機関をはじめ、スーパーなどの
商業施設や病院が充実していて住み
やすいんです。昔と比べて、市全体の
約8割が市街化された今、人と人との
コミュニケーションが最重要。町内会
として、その一助になるべく、積極的に
地域住民を巻き込んだイベントなどを
開催しています。この街に誇りを持っ
て住めるよう、魅力ある街づくりをさら
に進めていきます！

野々市市本町6丁目町内会

野々市の防災士会や「北国街道
野々市の市」に参画。今後もさら
に“選ばれる街”になってほしい
と願い、日々野々市市のために活
動中。高齢者のごみ出しなどの
お手伝いも行っています。

バスケを愛する街の人たちが
誇りに思えるチームとなるため
B1昇格をめざします！

VOICE

様々な顔を持つ米谷さ
んは、ナマステという名
前でカレーの魅力を発
信する「北陸カレー物
語」というwebサイトも
運営している。

『Toiroプロジェクト』や
バイトを通して、野々市
は学生と企業の距離
が近い街だと実感。
「野々市は就職していく
上で建築の知識と経
験が詰めるし、さまざま
な面から勉強も深めら
れます」

何もないと思っていた
街が、実は魅力だらけの

街でした。

学生にやさしい野々市の街で
建築の知識と経験を

たくさん詰むことができて
充実！

VOICE

VOICE

野々市に住んでいる
ということが誇りであり、

ブランドです。

VOICE

神奈川県でらーめん屋を営んでいた
時は、こってり豚骨スープ１本でした。
でも、石川でお店をやるなら、「毎日
食べても安心・安全で健康な一杯を
作りたい、石川の詩的な美しさをら
ーめんで表現したい」と思い、挑戦を
開始。初めは理想の味にならず苦労
しましたが、独学で学んできた世界各
国料理の技を活かし、らーめんの固
定概念を覆した1杯を作ることに成
功！地元の人にこそ、このらーめん
を食べて、地元の素晴らしさを再認
識してもらいたい。そのためにも、
日々探求を続けていきたいです。

金澤流麺 らーめん南 店主
南 大祐さん

まるでレストランでらーめんを食べ
ているかのようなオリジナリティ溢
れた一杯がそろう。人気は、「プログ
レッソ」「蘇るピカレスク」。

安い、早い、旨いだけじゃ
語れない、ここにしかない
「南」ならではの味がある。

VOICE
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rooms絹川商事
スタッフが教える
休日の過ごし方。
野々市を知り尽くしたrooms絹川商事ス
タッフが、休日のお出かけスポットをご紹
介します。世代別にオススメをピックアップ
したので、ぜひ参考に！

rooms絹川商事スタッフ
北村さん・金山さん

お子様向けの絵本や
児童書も充実！

ボタニカルデッキで、
まったりランチ♪

〆は銭湯で、極楽キブンに！

パパもママもバッティング
でストレス発散！
解放感あふれた屋外でバッティング
が楽しめるAPINAでは、時速75㎞～
135㎞まで球の速さが選べたりソフト
ボールのボックスもあるので、ちびっ
子でもバットにボールが当てやすくな
っています。しかも1プレイ200円で22
球打てるお手頃価格も魅力的！
〈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、無休

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オープンした、
文化交流拠点施設。図書館としての機能はもちろ
ん、ギャラリー・料理・音楽・陶芸と創造活動も楽し
めます。〈学びの杜ののいち カレード〉野々市市
太平寺4-156、☎076-248-8099、水曜定休

カジュアルリゾートスタイルの店内
には、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
な空間があって、お子様連れのマ
マたちに大人気！「ミックス＆マッ
チ」をテーマに、様々な国の料理
や文化を融合した空間で、非日常
的なひとときを楽しんでみては？
〈ボタニカルデッキ〉野々市市
粟田6-377、☎076-220-6682、
9:00～21:00、無休

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
ペースや整体・足つぼ・韓国式垢すりもあるの
で、至れりつくせりでのんびり過ごせます。
〈極楽湯 金沢野々市店〉野々市市若松町18-1、
☎076-294-2641、無休

ファミリーに大人気のゲームセンター！
キッズに大人気のカードコーナーをはじめ、景品ゲーム
やメダルゲームも充実！店内には待合椅子が多数設置
されているので、お子様が遊んでいる近くで見守ることが
できます。毎月行われる「ビンゴ大会」などのイベントも
お見逃しなく。〈APINA 野々市店〉野々市市白山町 4-1 
イオンタウン野々市内、☎076-272-8100、無休

ボルダリングで心地よい
汗をかいてリフレッシュ！
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いくボルダリング。スタッフが親
切に教えてくれるので、初心者でも安心してトライできま
す。一度やると、登りきった後の達成感がクセになります
よ！〈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、不定休

休みの日の「どこ行こ」「何し
よ!」に困らない街、野々市。

HOLIDAY TOPICS

毎週水曜は
レディースデーで、
1プレイがなんと
100円！

タコミートライスや
ガパオなど、種類豊
富なランチボックス

が人気！

2本の大きな柱は「ブック
タワー」と名付けられ、図書館

のシンボルに！

福光屋の
純米酒を使った
酒風呂がおすすめ！

お子様に大人気の
乗り物系も

たくさんあるよ！

初めてでも
楽しく運動
できたよ！

お酒の香りに癒される
純米酒風呂

お子様連れで楽しめるスポットが多いのも、
野々市の魅力のひとつ！

ファミリーにおすすめな、
おでかけスポット！

Let's go！

休日が待ち遠しい！
小さなお

子様連れ

に嬉しい
、キッズ

スペース
も完備！

あそこも
楽しもう！

今度の
休日は

、

ここに出
かけよう

！

そんな私たちがよく休日を過ごしたりし
ているスポットを、今回は野々市ぐらし
初心者さん達にご紹介しちゃいます。金山

rooms絹川商事で働いてから野々市のこ
とに詳しくなったからかも知れないけど、
お客様にどこがオススメって聞かれたら、
絶対野々市ぐらしをオススメするね～。

金山

私はやっぱり友達とランチに行ったりカ
フェに行ったりが多いかな。のんびりで
きるところが多くて、ついつい話込んじ
ゃいます（笑）

金山

金山さんは休みの日どんなとこによく出
かけてる？

北村

そうだよね、野々市には飲食店がメチャ
クチャあるからお店選びにも困らないよ
ね。しかも、体を動かしたい時やじっくり
読書したい時など、気分に合わせて休日
を過ごせるスポットがあるから、僕も休
みの日はもっぱら野々市で過ごしてます。

北村

出た！職業病！？（笑）でも、お世辞抜き
でそうだよね。

北村

お休みの日に色んなところに出かけて
もらって、野々市ぐらしを余す事なく楽
しんでもらいたいですね。北村
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おしゃれなカフェや雑貨屋さんも多く、
野々市はデートするのにピッタリな街！

幅広い世代が住む野々市だからこそ、
老後を楽しむ為のスポットも充実してます。

専用のビューイングスペー
スで、フットサル観戦！
全天候型で楽しめるフットサル場。お
一人さまからフットサルが楽しめる「個
サル」システムもあるので、予約して
プレイを楽しんでみては？その他、ヨ
ガやバランスボールといったスタジオ
プログラムもあり！
〈レオン野々市〉野々市市堀内4-70、
☎076-246-0006、無休

ゴルフは一人でできる最高の趣味！
年齢、性別に関係なく楽しめるゴルフは、肩こり解消
やダイエットなど健康面でもいいことずくめ！『野々
市ゴルフセンター』では、30打席を完備しており、早
朝6：00～23：30（冬期は7：00～23：00）まで営業。
夫婦で一緒に楽しむ人も増えているので、ぜひ運動
がてらゴルフの打ちっぱなしを楽しんでみては？〈野々
市ゴルフセンター〉野々市市若松町17-5、☎076-
246-1196、無休

ノスタルジックな
雰囲気たっぷりの、
歴史スポット巡り。
野々市を通る本町通りは、江戸時代
に「北国街道」として五街道に次ぐ重
要な街道でした。また、野々市は金
沢城下から京都方面へ向かう最初
の宿駅として栄えました。現在も藩政
期以降の町家が残る街並みは、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！〈北国街道〉

お肌がしっとりスベスベになる
天然温泉。
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、昼間から温泉に
浸かってちょっぴり贅沢キブンが味わえます。
厳選かけ流しの湯だから、入浴後はお肌がつ
るつる！〈しあわせの湯〉野々市市横宮町6-3、
☎076-248-1126、第3木曜定休

カラオケで日頃のストレスを発散！
持ち込みＯＫ！フリータイムは900円～と、老若
男女問わず人気の『飛行船』。８のつく日は「シ
ルバーデー」で、60歳以上の方は昼１時間200
円というお得なサービスも！〈カラオケスタジオ 
飛行船 工大前店〉野々市市扇が丘４-８、
☎076-227-8870、無休

愛らしい野々市の市花
木である椿を鑑賞！
野々市中央公園内にある「ののい
ち椿館」には、約300品種・約700
本の中から厳選した椿を展示。一
年を通して多種多様な椿を鑑賞す
ることができます。山一面が椿に覆
われた「椿山」も必見！〈愛と和 花
のギャラリー ののいち椿館〉野々
市市下林３、12/29～1/3休み※
椿の病害虫発生・消毒のため、予
告なく臨時休館する場合もあり

デートの定番と言えば、
やっぱり映画！
8のスクリーンで お好みの最新作を最高のシ
ステムで見ることができます。毎週月曜は全作
品1,100円均一、毎日20時以降は全作品
1,300円均一など、お得なサービスも多数！
〈イオンシネマ 御経塚〉野々市市御経塚2-91
イオン御経塚ショッピングセンター内
☎076-269-4477、無休

ストライクの爽快感が
たまらない！
30レーンを有する『御経塚グランドボウル』。
ピンに向かってボールを投げるだけだけど、
みんなでワイワイ楽しめるのがボウリング
の魅力です。イオン御経塚併設だから、シ
ョッピングのついでに立ち寄ってみては？
〈御経塚グランドボウル〉野々市市御経塚
2-91 イオン御経塚ショッピングセンター
内、☎076-269-8324、無休

お部屋を素敵にコーディネートして
くれるアイテムがぎっしり！
家具・雑貨を中心に、他店にはない独自のルートで仕
入れたアイテムが店内にずらり！特に、職人が作るソ
ファーが人気で、座面の種類も豊富です。スタッフに、
お部屋のコーディネート相談も気軽にしてみよう。
〈WELLSPRING〉野々市市押野1-371、
☎076-255-7024、無休

カップルにおすすめの
デートスポット！

シニア世代におすすめの、
のんびりチルスポット！

3Fにある「ことこと家」
の定食メニューも
美味しいよ！

ソファーやラグがセットに
なった、お得な新生活
スタートプラン（150,000

円～）もあるよ！

各種サービスに対応した
便利な券売機！

「彼がフットサルする姿
を、彼女はビューイン
グスペースで観戦」な
んてのもいいですね！

高スコアを狙って、
真剣勝負！

食器やオブジェ
なども充実の品
揃え！

定食もお
得で人

気！
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C HE
CK THE ROOM!

DATA

野々市市押野
間取り―1K（洋室8.3、K3.6）
構造―木造
建築年月―平成31年1月

洋室
8.3帖

キッチン
UB

玄

N

4.6 万円家賃

DATA

野々市市押野
間取り―1LDK(洋室4.3、LDK11.5)
構造―木造
建築年月―平成31年1月

洋室
4.3帖

LDK 11.5帖

玄

UB

N

5.1万円家賃

Favo編集部の
おすすめ物件チェック！

野々市に住みたい！でも、その前にFavo編集部が
アナタの代わりに厳しく物件チェックさせて頂きます！

DATA

野々市市本町
間取り―1LDK（洋室５.5、LDK1４）
構造―鉄骨
建築年月―平成元年8月

洋室
5.5帖

N

LDK
14帖

Ｗ
Ｉ
Ｃ

サ
ン
ル
ー
ム 玄

7.0 万円家賃

広々とした白い大きなカウンターが特徴的！キッチン周りに収納棚
や収納庫もあるので、食材やキッチンツールを片付けられて便利。

洋服好きさんには嬉しい、大型のクローゼットスペースも完備。しっか
り収納スペースが確保されているので、お部屋をスッキリ見せられます。

とにかく古さを感じさせない
オシャレ物件！

3DKのお部屋を1LDKへリノベーションし、大きなキッチンカウンターを
設置。壁に設けられた擦りガラスの窓枠やスモーキーなグリーンの壁紙
がアクセントになった、オシャレ部屋が完成。インターネットWifi対応で
月々のネット使用料が無料など、機能面も充実しています。

01
リノベ
物件

ネットコンテンツ
としてネットマガ
ジンや雑誌・漫
画が読み放題の
サービスもあり！

テーマカラーのインディゴ
でまとめられた、シックな
キッチンスペース。

十分な調理スペースも確保された使い勝手の
良いキッチンだから、毎日の食事準備も楽しい！

清潔感あふれた洗面スペースも広 ！々

壁に小窓があっ
たりと、女性の一
人ぐらしにぴった
りなお部屋ね！

光もたっぷり入り込む、
内装の色にもこだわった新築物件。
1階2階共に単身者向けフラット＋メゾネットタイプの新築物件。お部屋のポ
イントカラーを、インディゴ(ブルー）、スカーレット(レッド）でまとめ、内装の
カラーコーディネートにもこだわりました、スタイリッシュなシステムキッチン
や大型シューズクローゼットが備え付けられているのも魅力です。

02
新築
物件

お風呂とトイレ
が別になってい
る物件は、やっぱ
りポイント高いで
すね。

C M!
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DATA

野々市市本町
間取り―1DK（洋室4.6、DK6）
構造―鉄骨
建築年月―平成元年8月

玄
キッチン

DK6帖
UB

洋室
4.6帖

廊下

WIC

玄

キ
ッ
チ
ン

バ
ル
コ
ニ
ー

N

4.3 万円家賃

DATA

野々市市住吉町
間取り―1K（洋室6、K2.5）
構造―軽量鉄骨
建築年月―昭和52年2月

玄

収

K
2.5帖

洋室
6帖

N

2.0 万円家賃

TVインターホンや人感照明センサー・ネット
使用料不要など、快適さを重視したリノベ物件！
3DKのお部屋を1DKへリノベーションした物件。インターネットWifi対応で、
月々のネット使用料が無料なだけでなく、ネットコンテンツとしてネットマガジン
や雑誌・漫画が読み放題のサービスもあり！また1階には、便利な建物内駐輪
場スペースも付いているから防犯上も安心！

03
リノベ
物件

右／外観同様、お部屋の壁
も黄色で統一されています！
左下／ドアが2つ付いている
ので、家具などで区切って2
つの部屋にする事も可能！

DATA

金沢市押野
間取り―2LDK（1階／LDK
14.3、2階／洋室６、洋室11.5）
構造―木造
建築年月―平成25年11月

LDK
14.3

洋室
11.5帖

洋室
6帖

N

9.1 万円家賃

DATA

野々市市若松町
間取り―1K（洋室10、K3）
構造―木造
建築年月―平成5年

洋室
10帖

K3

UB

N 4.0 万円家賃

遊び心たっぷりな、
南仏をイメージさせる貸家。

かわいい屋根にオレンジの外観が特徴的な、rooms絹川商
事プロデュースの貸家。南仏の明るい雰囲気は、これからの
生活をワクワクさせてくれます。「マイホームもいいけど、とに
かく一軒家に住んでみたい」という方や「友達とシェアしてみ
たい」という方にも貸家はおすすめ！

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。

04
オススメ
物件

06
リノベ
物件

たくさんの収納
スペースがあり、
実用的な面もし
っかり兼ね備え
た貸家です！

ウォークインクロー
ゼットがあったり、
お風呂が広 と々し
ているから、女子
には嬉しい物件！

壁には飾り棚がい
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。

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。

珍しい仕切り壁
がある部屋だか
ら、スペースを区
切って使う事が
できます！

05
オススメ
物件

女子も大歓迎！
シンプルで
飽きのこない
男らしい部屋。

雑誌のインテリア特集にも登場しそうなこちらのお
部屋は、リノベ+家具付きのハピスマ物件。壁紙
部分はもちろん、クローゼットやキッチンもキレイ
にリフォームされており、センスのいい照明や家具
まで付いてくるので、住んだその日からオシャレな
ひとり暮らしがスタートできます。

っかり兼ね備え

1F 2F
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左／明るい光が差し込む玄関に、軽やかさある階段
が、広々と開放的な印象をもたらしています。
右上／上部のデッドスペースを上手に使い、収納を
きちんと確保したシンプルな子ども部屋。遊び心あ
ふれる隠れ家的スペースが、子ども心を鷲づかみに！
右下／キッチン周りにあまり物を置かなくても済む
ように、造作の収納棚をたくさん作りました。ママに
は嬉しい、IHでオール電化仕様に。キッチン前にお
子さんお気に入りの勉強机。

日当たり、風通し、家事動線・家族動線をしっかりと設計した間取り。

狭小という制約の中でできた
デザイン、～知恵と工夫の家～。
狭小さをカバーできるものは、利便性とその工夫のおもしろさ。用
途的要素がリズミカルに連なり、体の動きもこれに合わさると、人
は生活空間の便利さと共に軽やかさのある楽しさを体感できます。
狭さを越えた家族同士の程よい距離感を保つことのできる間取り
を考え、広がりと奥行を確保した個性のある家が完成しました。

07
戸建
物件

08
戸建
物件

祖母と孫がハッピースマイルで
同居する住まい。
二世帯住宅ならではの、将来介護を必要とする生活を考えた
間取りに。バリアフリーはもちろん、介護に必要な部屋のそ
ばに、車いすで使えるトイレを設置したり、介護を行う人の部
屋を続き部屋にしたりと、様々な工夫を凝らしました。“ツイ
ン住宅”と名付け、お互いの独立性も尊重しつつ、玄関ホー
ル同士での往来で一つになった住まいに。

見せる収納ができ
るリビングの造作
棚もステキです！

高齢化社会が進
む中で、介護し
やすい家造りと
いう考え方も必
要だね。

CHECK

狭小住宅だとは思えないほど、
奥行きがあって開放的！

リビング・ダイニング・キッチンが幅4m、奥行9mの長手の空間にリニアな配置
をされています。 リビングの片面には大きな本棚（テレビ組込）があります。

右／洗面所・脱衣所スペースも、生活しやすいよう
考慮した収納・作り付け家具の配置をしました。
左上／広々としたキッチンからも、部屋が見渡せる
ようになっており、先々の介護のあり方を考慮した
部屋関係に。
左下／部屋の壁には、季節の乾湿調整を図る珪藻
（シラス）土を使った塗壁を使用。

60歳代のご夫婦と30歳代の息子さ
んのご夫婦の、ライフスタイルが異な
る2世帯住宅を想定した家造り。

CHECK
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Q.皆さんは、金沢工業大学の学生で
「toiroプロジェクト」のメンバーなん
ですよね？
小林（以下：小） はい、現在メンバー
は80名ほどいて、大所帯になりまし
た（笑）。僕たちは、古いアパートを
学生自身でセルフリノベーションす
る活動を行っており、1年は家具作
り、2年で指導役、3年で実践的な活
動としてアパートやオフィスの改装
活動をして、学年ごとにレベルアップ
を目指しています。

山下（以下：山） 今、私が住んでいる
部屋も、先輩たちが「rooms絹川商
事」さんと一緒に立ち上げた企画が
始まりで、それを引き継いで現在4つ
の部屋をリノベーション中です。

Q.「toiroプロジェクト」に参加した
きっかけは？
柳本（以下：柳） 建築系のサークル
を探していた時に、一番楽しそうだな
と思い参加しました。リノベーション
にも興味があり、学科では学べない

ことを実践で学べるのもいいですね。
山： 私は奨学生の決まりでサークル
に所属しなければいけなくて、どれ
にしようか迷っていた時にすごく面
白そうなプロジェクトがあることを
知って決めました！
小： 僕は先輩の誘いがきっかけで
す。最初は週２くらいのペースで参
加するつもりが、いつの間にか週５
で参加するほど楽しくてなっていま
した。

Q.お互いの部屋を見ての感想は？
小： 山下さんの部屋は、秘密基地
みたいな感じでわくわくしますね！
山： 柳本君の部屋は、趣味が活か
されていて男らしさが感じられます。
柳： 小林君の部屋は、ただオシャレ
なだけでなく、材質など細部にまで
こだわっていて、そういうところにセ
ンスを感じます。

Q.実際に住んでみてよかったことは？
柳： リノベーションをして、お部屋が
理想のカタチに仕上がり満足してい
ます。
小：僕はキッチンを改善したいのと、
部屋の壁紙の色を今後変えたいな
と思っています。
山： 私は、あともう少しインテリアの
装飾を変えたいなと構想中です！

Q.野々市ってどんな街だと思う？
柳： 地域の人と連携して取り組むイベ
ントもたくさんあって、学生を応援して
くれる街という印象が強いですね。
小：カメリア祭りのイベントや、学童
の図書館改装も「toiroプロジェク
ト」に依頼をくださったりするなど、
学生と協力してやっていこうという
空気があって、とても親近感が湧き
ます。
山： 私たちはみんな県外出身なの
ですが、スーパーや薬局もすぐ近く
に揃っていて、ひとり暮らしで困るこ
とが少なく、住みやすい街だと思い
ます。

インタビューを終えて、toiroプロジ
ェクトのメンバーをはじめ、これから
もますます学生と地域の人が連携し
て、明るく楽しい活気ある野々市市
になっていけばいいなと思いました。

金沢工業大学4年　柳本 紘基さん

洋服が大好きすぎて
お部屋までリノベーシ
ョンしてアパレルショ
ップ風にしちゃうくら
い、自称洋服大好き
人間。

金沢工業大学4年　山下 楓茄さん

ファッションにも興味
シンシンで、オシャレ
なひとり暮らしに憧れ
る。お部屋に小物を
飾って自分好みにカ
スタム中！

金沢工業大学4年　小林 光義さん

友だちをたくさん呼ん
でワイワイできるよう
な居心地のいい空間
を作りたくてお部屋を
リノベーション。

People
l ive in NONOICHI

NONOICHIの
住人たち

対談　DIYで楽しむ、野々市ぐらし。
金沢工業大学の toiroプロジェクトのメンバーである3人に、

セルフリノベーションの楽しさを聞いてみました。
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NONOICHIの 

住人たち
ハロー！ ルームズメイトさん

実際にrooms絹川商事の賃貸物件に住んでいらっしゃる2家族に、
「ぶっちゃけ、野々市ってどうなの？」をインタビューしてみました！

アパレルショップのような部屋の
中でまず目を惹くのは、見せる
収納とデスクを一体化させた造
作棚。落ち着いた木の色味と、
コンクリートを意識した床材が見
事にマッチし、好きな洋服を季節
ごとに並べる楽しさもできた。デ
スクはキッチンカウンターとL字
に配され、スペースを有効活用。
無駄な動線を省いた都会的な
部屋へとDIYしました。

先輩が残していった、大きなBAR
カウンターの木材を利用し、テレ
ビボードやキッチンカウンターを
制作。木の質感にもこだわった
というテーブルやソファーは、ま
るで売り物のようなクオリティに。
カウンター用だった椅子は、仲間
が揃った時に使う予定だそう。ま
だまだキッチンなども改良を加え
ていきたいと、頭の中でムクムク
と構想が湧き上がっている。

和室の畳を活かした小上がりス
ペースはそのままに、寝室スペー
スを自分流にDIY。木の落ち着
いた雰囲気が好きだったので、
もともと群青色だった壁を白色
に戻し、当初あった押し入れを
憧れのウォークインクローゼット
に見立てた、オープンクローゼッ
トに変身させた。木目をたくさん
見せることで、心落ち着く女性ら
しい寝室スペースに仕上がった。

野々市生まれで通学圏内に実家がありながらも、「社会に出た時に備えて」と秋から新生活を始めまし
た。約半年の間、友人の部屋を参考にしたり、rooms絹川商事のスタッフさんと一緒にいろんなパタ
ーンの物件を念入りに見て回り、ここに決定。白と黒で統一された壁、リモコン式で明るさ調節が可能
なダウンライト、足が伸ばせるほど広くてモダンなお風呂と、こだわったリノベーションで、どこも綺麗
なんです。家賃も良心的なのも決め手でした。理想通りの部屋で、居心地のよさを実感しています。

金沢工業大学
柳本 紘基さん

金沢工業大学
小林 光義さん

金沢工業大学
尾崎さん

子育てママ
浦さん

部屋の側面一体を飾る
作り棚で、見せる収納と
勉強デスクを一体化！

在るものを活かしながら、
自分らしい暮らしにFIT
させていくDIY。

先輩から受け継いだ部屋を
活かし、木の質感を残した
落ち着ける空間に。

生まれ育ったまちで新しい暮らしを開始。住み心地の良さを実感！

出産をきっかけに2LDKでサン
ルーム付きの物件に引っ越した
いとお部屋探しをしていた時
に、ちょうどぴったりなお部屋
をrooms絹川商事さんが見つ
けてくれました。実は他社でも
う1つ気になる物件があったの
ですが、スタッフさんの対応が
とても良かったので、安心して
お任せできると思いこちらにし
ました。野々市はドラッグストア
や子ども服のお店も充実してい
て、とても子育てがしやすい街
です。本当に住みやすい街だ
なという事を実感しています。

これから子どもを連れて、
支援センターや図書館デ
ビューしたいです。

FILE No.01

FILE No.03

FILE No.01

FILE No.02

Check!

好きな洋服をお店の様な見
せる収納で演出したこだわり

の収納ラック。勉強
用のデスクと一
体化させた大き
な造作棚。

Check!

部屋中央に置かれたテーブル
は、木の削り方や塗装にまで気

を配ったお気に入りの
品。質までこだわ
るのが小林流な
んだとか…。

Check!

人気のディアウォールを活か
し、押し入れをオープンクロ
ーゼットに！和室だっ
た部屋も、洋室の
様な空間に大変
身！

金沢工業大学
山下 楓茄さん

FILE No.02

Check!

父が建築士ともあって、
いろいろアドバイスをも
らいました。せっかく住
むならイイものを…と、
家具にもこだわりまし
た。赤が好きなので、イ
ンテリアは赤をメインに。
仲がいい人を呼んだり、
映画を見たりと、楽しく
住み続けたいです！

Check!

意外に収納スペースが
充実しており、廊下にも
クローゼットがあるの
で、掃除道具などを閉
まっておくのにとても便
利です。特にリビングに
ある可動式の棚が、子
どもの写真などを飾った
りできるのでお気に入り
です！

3人の学生たちが作った自慢のDIY部屋を拝見！
Check rooms!
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「ルームズメイト」とは、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。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
期待ください。

INF OR M AT ION

グルメ アイテム ライフ その他ビューティー

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

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!

特
典

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

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！

特
典

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

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

特
典

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

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

特
典

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

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

特
典

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

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！

特
典

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

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

特
典

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

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
※宴会コースは使用不可

特
典

DATA
金沢市高尾南3-7、☎076-298-0346、
11:00～14：30、18：00～22：30、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！

特
典

「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！
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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。

DATA
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

単品メニューご注文で、
ドリンク1杯サービス!

特 

典

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

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！

特 

典

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

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！

特 

典

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

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！

特 

典

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

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!特 

典

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）

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！

特 

典

DATA
金沢市片町2-21-10 片町コアビル1F、☎
050-2018-7672、 16:00～翌2:00、無休

めぐろ亭

地物食材を使った料理や炙り肉寿司・肉
炊き鍋など人気メニュー多数！完全個
室の落ち着いた雰囲気で、最大40名ま
で対応できる大宴会席も完備しています。

飲み放題2h800円(日曜
～水曜）又は、フードorド
リンク25%off！

特 

典

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

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

特 

典

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

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！

特 

典

DATA
野々市市高橋町20-17、☎076-248-1497、
11:00～24:00、年中無休

カレーのチャンピオン

ドロッとした濃厚なテクスチャーにガツン
とパンチのある味。一度食べたら必ずも
う一度食べたくなること間違いなしの、元
祖金沢カレーをぜひお楽しみください。

ポイントカード10枚集めて
甘口・辛口レトルトパック
1セットと交換

特 

典

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

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

特 

典

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

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！

特 

典
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DATA
白山市鶴来本町4丁目ヌ15-6、☎090- 
2124-4779、 要問合せ、不定休

太田ゴルフスクール

ゴルフは男女問わず多くの人たちと交
流でき、心の持ちようを変え、人生を変
えます。無料ラウンドレッスンや、月1回
受講生によるゴルフコンペも開催中！

初回の体験レッスン(2,000
円）を1,000円に！※スクール
入会の場合、初回レッスン無料！

特 

典

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

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！

特 

典

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

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!!特 

典

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

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）

特 

典

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

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！

特 

典

DATA
金沢市千木町ル67-1、70120・388・141、
無休

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）

特 

典

DATA
野々市市高橋町15-12、☎076-294-3380、
12:00～20:00、木曜定休

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!!特 

典

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

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）

特 

典

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

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。

新規の方のみ
カット1,000円OFF

特 

典

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

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

特 

典

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

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！

特 

典

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

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！

特 

典
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ご予算や条件に
合わせた物件が
たくさん揃って
いますよ！

僕たちの
試合を見に来て
下さい！

rooms NEWS
1

NEW OPEN

3
ROOMS MATE

相続の事について知れる、
ラジオ番組も好評放送中！

ルームズメイト会員を集めた
ワークショップが大好評！

土曜の朝は、
エフエム石川をチェック！

毎週土曜のAM9：25～好評放送中の「山本美鈴
のHAPPY SMILE」。毎回地元で頑張っている方を
取材し、皆さんにハッピーと元気をお届け！過去の
放送はHPから視聴することができるので、ぜひア
クセスしてみて。

MROラジオの人気番組「おいねどいね」の木曜15：
20～好評放送中の「教えて絹川先生！文香の知ら
ない相続の世界」。この番組内では、相続支援コン
サルタントの資格を持つ、rooms絹川商事の専務 
絹川 忠宏と人気アナウンサーの大木 文香さんが、
毎週相続にまつわる疑問質問を展開。ためになる情
報が満載なので、お聞き逃しなく！

野々市の人とまちのにぎわいづくりを目的にサー
ビスを提供している「ルームズメイト」。その会員
様を集めて、毎月rooms絹川商事主催の様々な
ワークショップが行われています。誰でも気軽に
参加できるので、詳しくはHPをチェック！

5
ADVERTISING

6
ADVERTISING

rooms絹川商事のニュースをご紹介！野々市をもっと住みよい街にするために、こんな取り組みも行っています！

2018年冬にオープンした『野々市つばき
支店』は、野々市南部エリア、粟田交差
点近くにあります。金沢工業大学の学生
さんはもちろん、石川県立大学の学生さ
ん向け物件も、ぜひrooms絹川商事に
お任せください！

市内に3店舗目！
『野々市つばき支店』が
オープン！

スポーツで地域活性化を目指す２つ
の地元スポーツチームの想いに賛同
したrooms絹川商事が、オフィシャ
ルパートナーとして選手たちを応援！
『ヴィンセドール白山』はFリーグディ
ヴィジョン２へ参入し、『金沢武士団』
はBリーグのB2で、B1を目指して奮
闘中！どちらのチームもこれからの
活躍に目が離せません。

『ヴィンセドール白山』と
『金沢武士団』の
オフィシャル
パートナーに！

賃貸仲介課
國友 明美

「Transit Beans」さんによる、水出し珈琲飲み比べ＆フード
ペアリングワークショップ

2
PARTNER

2016年からスタートしたこの番組も
4年目となり、ゲストの方も1５0人を
超えました。まだまだ石川県を拠
点に頑張っているハッピーな
人がたくさんいるので、皆さん
お聞き逃しなく！

思わず口ずさんじゃいたくなっちゃう、
rooms絹川商事のCMが好評放送中！

「ハッピースマイル！ハッピースマイル！
人とまちにハッピースマイル！野々市
ぐらしはルームズへ～♪」と、一度聴い
たら耳から離れない「ハッピースマイ
ル」のフレーズと、総勢15名のスタッフ
による野々市中央支店前でroomsダ
ンスは必見です！

4
ADVERTISING

HPでは動画も
見れるので
チェック！

      
ATTENTION
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rooms金沢工大前支店が平成30年度いしかわ商工会ベスト店賞『特別賞』を
受賞！ベスト店賞とは、中小商店で魅力ある商品やサービスを提供するととも
に、店づくり・売場づくりの工夫、優れた接客などにより、地域の消費者や生活
者の支持を得て頑張っている
お店を表彰するものです。ま
た、全国企業品質賞で最優
秀賞も受賞。「人とまちに
HAPPY SMILE」を合言葉
に、業種を超えたサービスや、
地域との連携が評価されたと
言えます。

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

バロー

ブック宮丸

GS

マルエー

シャルマ
TRIPOD

APINA野々市
らーめん南

エピ

乃が美

イオンシネマ御経塚
御経塚グランドボウル

ムサク
極楽湯 花楽利屋

米屋 野々市
ゴルフセンター

OJICO

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

LEON
タカヤマ

Nior

VELLA
cocosia

桜三四郎

ののいち椿館
カエデ珈琲

APINA
野々市店

健友館

明文堂書店
TSUTAYA

フレッシュベイク

エクラタン

ボタニカルデッキ

バーンズ

ルネファミーユ

ごちそう こよみ

A MART THE GIFT SHOP Blue Mare
トゥールモンドシュシュ

ののん

WELLSPRING

gouter

ホームラン

JOHNかりおすとろ
GOLD’S
GYM

のっぽくん

いそや菓子舗

フルーツショップ フタバ

かわきや

獅子家

野々市中学校

野々市
中央公園

ファミリーマート

KAORU

HUM&Go#

土九SOL FLA
café

中村酒造

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

堀内町

堀内北

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

カラオケ
スタジオ飛行船

カレーの
チャンピオン

サンニコラ

セブンイレブン

rooms絹川商事
野々市中央支店

rooms絹川商事
金沢工大前店

金沢工業
大学

ぽかぽかの湯

zuiunαfloor こよみ 串こよみ
和傘

菜じゅーくらたや

龍菜

一　茶屋

rooms絹川商事
野々市つばき支店

AQUA&BABY

NONOICHI ODEKAKE MAP

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！

地域の方々にお米を作ることの大変さや喜び、食べることの
大切さを伝えようとrooms絹川商事、お米づくりの専門家で
ある北辰農産、プロフットサルチームのヴィンセドール白山
で始めたライスプロジェクト。2年目は総勢110名でお米作
りに挑戦し、田植えからかかし作り、虫送り、秋には収穫体験
と1年を通して参加者とお米作りについて学びました。

賃貸住宅の高齢者を支える、「ハッピースマイルサービス」

県内では珍しい、不動産会社と町内会などが協力した入居者サポート
制度、「ハッピースマイルサービス」がスタート。地区内でrooms絹川
商事が管理するアパートや賃貸に住む65歳以上の11世帯13人を対象
に、体調を崩した際の買い物支援や、電球交換・家具の移動などの相
談を受け、連絡を受けた町内会役員や市職員らが高齢者宅を訪問して
対応する。「日々の管理業務の中で巡回の途中に気になる高齢入居者
の顔を見にいくなどの対応ができ、孤独死の防止にも繋がる」とrooms
絹川商事・絹川社長は話す。

野々市じょんから祭りで、
「輝いたで賞」！

野々市市の代表的なお祭りとして知られる
「野々市じょんから祭り」で、rooms絹川商
事の毎年恒例イベントとなっている盆踊り
コンクールへ出場！お揃いの浴衣を着て、
見事昨年は「輝いたで賞」を頂きました。

地域貢献で様々な賞をいただきました！

MORE MORE NEWS！ 他にもアレコレ話題がいっぱい！

「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！

8 | PROJECT 

7 | SERVICE

9 |AWARD

10 |AWARD

特別賞で授与された
盾を持つ絹川社長企業品質賞受賞式
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『rooms絹川商事』とフリーマガジン『Favo』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5弾

野々市スタイルブック2019

×

Happy Smile
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Presen ted by rooms

www.kinukawashoji.com絹川商事 検索

建設業許可番号　石川県知事（般－26）第17153号
一級建築士事務所　石川県知事登録　第13624号

宅建番号：石川県知事許可（14）第738号　
国土交通省賃貸住宅管理業者：国土交通大臣（02）第2073号

Tel.076-248-1176／野々市市高橋町24-3

金沢工大前支店
Tel.076‐287‐3110／野々市市粟田5-380-１

野々市つばき支店

金沢
工業
大学

金沢
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大学 ケンタッキー

セブン
イレブン

金沢
赤十字
病院
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小学校V・drugうつのみや

↑有松

↓高尾台

スターバックスTSUTAYA

津田駒工業
ローソン

野々市
市役所

アルビススシロー8番らーめん

↑松任

↓大額

←
鶴
来

→
金
沢

H P で
お部屋
検 索

◯営業時間／9：30～17：15　◯定休日／水曜

Tel.076-248-8787／野々市市本町5-4-10

野々市中央支店

マクドナルド

↑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

上の画像をスマホでかざして
r o om s 絹川商事の CMを見てみよう！

野々市 暮らしは rooms へ

まずはアプリを
ダ ウン ロ ード。

C
H
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