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野々市スタイルブック2020
『ro o ms 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6 弾

×

私 の “ マイフェバ ” ノノイチはココ !
野々市のことを知り尽くした rooms 絹川商事のスタッフや野々市在住のみんなに、
“ マイフェバ ” ノノイチを聞いてみました。

野々市市コミュニティバス
のっティ

学びの杜ののいち
カレード

野々市市内には、100円で乗車できるバス

本の種類が豊富なところもお気に入りで

「のっティ」があるので、お出かけする時
roomsスタッフ

土山さん

すが、夜10時まで開いているので仕事帰

に便利！ 車のない方や学生さんにもやさ

roomsスタッフ

山本さん

しいのが好きですね。

大谷さん

GOLD'S GYM

メニューの種類も多く、和洋中のメニュー

ジムや水泳・テニスなど様々なスポーツを
楽しむことができるだけでなく、24時間

ん！ 気軽に食事できるアットホームな雰

roomsスタッフ

高間さん

囲気だから、リピートしています。

越多さん

MY

明文堂書店

化粧品や 生活雑貨・食品など、何でも揃

野々市は学生も多く住んでいるせいか、本

マイフェバ ノノイチ

会社員

中川さん
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映画館にボウリング場・マンガ喫茶・カラ

大学生

伊藤さん

ほんわかした雰囲気がたまりませんね～。

りをする事が多いです。美味しいパン屋さ
山本さん

など、友達や 彼女と遊びに行けるところ
がいっぱいで困りません！

AQUA&BABY

パンが大好きなので、休日はパン屋さん巡

会社員

ーズもあるので、のんびり読書できますね。

オケ・バッティングセンター・スーパー銭湯

コーヒーやホットサンドを楽しんでます。

全国的に見ても住 みや すいと評 判で、
「 住 みよさランキング 」では

で営業していて、よく利用しています。タリ

アミューズメントスポット

カフェにはよく行きます。お 気 に入りの

NiOR

NONOICHI ST YLE BOOK 2020

石田さん

「Y‘s home」さんでは、いつも淹れたての

たくさんの人であふれている野々市 市 。
常に上位にランクインする常連シティ！

会社員

すごく生活しやすいところがお気に入り！

まち全 体に活 気があり、若い方から年 配の方まで

そんな野々市の、住 みや すいだけじゃない魅力をここでご 紹 介します。

屋が充実しています。特に明文堂は深夜ま

利です。あと、スーパーも色々あるので、

café Y’s home

RITE NONOI
FAVO
C
DUCTION HI
INTRO

営業だから、幅広い年代層の方が通って

ます！

ドラッグストア
うドラッグストアが多くあるのですごく便
会社員

階にある学習室を利用しています。

定食屋かえで
が揃っているので、何度行っても飽きませ

roomsスタッフ

りに立ち寄れて便利！ 試験前には、よく２

子ども服を取り扱うお店が野々市近辺に

は結構そろっていて、かわいいセレクトの

んが多いのも野々市が好きなポイントで、

主婦

高本さん

特に「二オール」のパンが大好きです！
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お店ばかりなんです！
（オシャレママも多

い！）出産祝いを買う時にも困りませんね。
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野々市のアレコレをアルファベットで紹介 !

賃貸、戸建て、土地、アパマン経営、相続…
そのお困りごと、rooms 絹川商事が解決します！

・新築戸建住宅
・アパート
・戸建賃貸住宅
・リフォーム
・リノベーション

建設・
設計

HAPPY SMILE なまちを創ろう！
人とまちに HAPPY SMILE!
“HAPPY SMILE” をコンセプトに、ア

文具店・洋服店などがあり、自然を身

現在は様々な開発が進み、歴史や伝

パート・マンションのお部屋紹介・管理

近に感じられるゆったりとしたまちでし

統は残しながらも、学生や若年層が住

から、夢のマイホーム建築まで、ワンス

た。ここで昔から住んでいる人たちは、

みやすいまちへと発展していっていま

トップ・ソリューションで 行っている

このまちを大切に想っている人がとて

す。市民が気軽に交流できる「野々市

rooms 絹川商事。創業以来こだ わり

も多く、町から市へ変わった時も「こん

カレード」や「カミ―ノ野々市」などもそ

続けている “ 野々市 ” というまちをベー

な市になったらいいなぁ」と、みんなで

の一つです。私たちは、地域社会と強

スに、明るく元気な野々市コンシェルジ

夢や希望を語っていました。そういう姿

調し、市民を主体に考えたまちづくり

ュとして、お客様の暮らしを提案してい

を見て、なんだかとても嬉しくなり、野々

で、HAPPY SMILE な人をもっと増や

る会社です。もともと野々市は、田園風

市市のさらなる発展と大きな魅力づく

していければと考えています。明るい未

景が広がり北国街道沿いには魚屋や

りに貢献していきたいと考えました。

来を創る担い手として行動します！

A

ACTION

［ 行動］
］
50周年を迎える

rooms 絹川商事は、
課題解決型企業へ
変革します！
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・賃貸物件の家賃管理
・入居者管理
・契約管理

・賃貸経営や資産活用の提案
・入居促進・リフォーム提案
・空室対策・相続支援
・不動産投資コンサルティ ング
など

管理

不動産
コンサル・
相続

野々市で1R のアパ
ートを探しているん
だけど、なんかいい
場所ない？

ようこそ！

土地の有効活用に
ついて相談したいな…

HAPPY SMILE
のあふれる

野々市へ！

代表取締役社長
絹川 善隆

専務取締役
絹川 忠宏

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。野々市市を中心に、
次世代のためのまちづく
りを行っている。

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、金沢工大前支店にて
相続サポートセンターを
開設。
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賃貸仲介

・アパートやマンションなどの
入居斡旋
・入居契約の賃貸仲介事業

不動産
売買・
開発

商品管理

オリジナリティあふれ
た家を建てたいと思っ
ているんだけど。

・土地・建物の売買仲介
・開発分譲事業
・建売住宅の販売

・物件管理
・ハウスクリーニング
・メンテナンスなど

アパート経営を行ってい
るんだけど、なかなかう
まくいかなくて…

B

ラジオ は76.3MHz や、
インターネット・アプリ
から聴けます！

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。高濃 度 炭酸 泉も併
設！

〈GOLD’S GYM〉
野々市市横宮町67-1

BREAD

［ パン］
］

石川県のなかでもレベルの高い
パン屋さんが多い野々市は、

パン好きにはたまらないまち！

NiOR
伊・仏産小麦など厳選された素
材を使用。噛むほどに旨味溢れ

ン達が揃います。
a 野々市市御経塚3-237
☎076-269-0603

お弁
持っ 当を
て
出か 公 園に
けよ
う！

CHILL
TIME

ブレッドハウス エピ
お惣菜パンからおやつ系、定番
パンなどバラエティに富んだパ

［ チルタイム］
］

C

るハード系パンは必食の逸品。
a 野々市市白山町392
☎076-256-2021

住みよさランキング全国

全国

11 番目

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。a 野々
市市二日市町６４街区Ａ

経塚公園
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〈α floor〉
野々市市二日市4-23

番組や、地元店主がパーソナリティーとして登場したりと、ロー
カル情報満載！スマホ・パソコンで聴けます。

☎076-248-7555

るので手ぶらで通えるところも
魅力！

世帯数

23,531世帯

野々市市はベッドタウンとしても

D
人気！

D ATA

住みよさランキングで常に

HOKKOKUK AIDOU

レトロな街［
［ 北国 街 道 ］

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野々市を通

る北国街道。現在は「本町通り」と呼ばれ、
「喜多記念館」
など藩政期の町家が残る。

☎ 076 -294-5885

☎ 076 -294 -1011
☎ 076 - 246- 8555

● ケーズデンキ金 沢 本 店

a 野々市市御経塚 4 -107-1

●アプライド金沢店

a 野々市市二日市町 3-86

☎ 076 -240 -1011
☎ 076 -294 -1601

［ 家電 量 販 店］
］

困ったときのお助け家電量
販店はコチラ！

GYM

［ ジム］
］ ジムやスタジオをご紹介。

pocapoca ice pop

I
苺パフェ
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！
〈JOHN かりおすとろ〉
野々市市横
宮町8-11 ☎076-248-8484

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、健康をサポートしてくれる

J

JYONK AR A

［ 野々市じょんから祭り］
］

「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
が入った最高傑作。
〈サン二コラ 本店〉
野々市市扇が丘
10-26 ☎ 076-248-6327

E

ELECTRICAL

G

☎ 076-287-5886

ラファロ

上位にランクインする野々市

● ジョーシン野々市 店
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5位

野々市市の女性の平均寿命が
88.6歳で、
全国5番目に長生き！

H

［ データ］
］ 市を、データでチェック！

a 野々市市三日市町 2-52

a 野々市市三納 1 - 144

52,895 人

平均寿命 全国

● 家 電 住まいる館 YA M A DA

a 野々市市野代 2 -11

計

男 26,757人 女 26,138人
※令和元年12月末日現在

● 100満ボルト金 沢 本 店

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！
a 野々市市御経塚2

不要）で参加できる人気スタ
ジオ。

〈RACH GYM〉
野々市市三納2-129

人口

県で11番目の市に！

野々市市役所庁舎に併

つばきの種をイメージした

F M - N 1 ［えふえむ・エヌ・ワン］
］

野々市のコミュニティ・ラジオ局 FM-N1とは金沢工業大学内
にスタジオをもつ、野々市の地域密着ラジオ局。学生がつくる

3位

2011 年 11月11日 に、石 川 郡
野々市町が市制を施行し、石川

あらみや公園

大きな芝生広場の中に、

F

ヨガやピラティスなどスタジオ
レッスンが、
1 回 700 円（予約

質の高いトレーナーが在籍。
必要なものはジムに揃ってい

「利便度」で全国11位となり、総合は3
位と評価されました。

公園まで、いろいろ巡ってみて。

つばきの郷公園

気の「つのパン」は必食！
a 野々市市三納1-9
☎076-246-7715

2019年版全国「住みよさランキング」
で 野々市市 は、算出 する指標 のうち

ゆるーく過ごせる公園も多い！ お子様向けの遊具が

お散歩にぴったり！
a 野々市市三納１

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

ののいち 住みよさデータ！

たくさんあるところから、のんびりお昼寝できそうな

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

フレッシュベイク野々市店

☎ 076-294-1965

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

I N S TA G R A M

［ インスタ映え］
］

野々市のインスタ映えフードはこれだ！
金沢たい焼き
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
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みんなで盛り上がれる一大イベント！

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。

K

KIWI

［ キウイ］
］

ビタミン豊富なキウイが野々市の
特産品なんです！

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。

L

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

LIBR ARY

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

［ ライブラリー］
］

から、休日はのんびり音楽三昧ってのもあり！

市民の図書館「カレード」には、

The Beatles
（ビートルズ）の
「REVOLVER」

お子様向けの絵本や児童書も充実！

M
MUSIC

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〉

N

野々市市太平寺4-156

☎076-248-8099

O

O M I YA G E

［ おみやげ］
］

David Bowie
（デヴィッド・ボウイ）
の「Heroes」

掘り出しもののレコードが

NOT T Y

［ のっティ］
］

公式キャラクターは
「のっティ」
です。

（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。

このまちならではのお土産たち。

i パウンド

ジェラート
素材をそのまま食べているかのような
〈ジェラート&
濃厚ジェラートが人気！
ケーキ KAORU〉野々市市下林4-493
☎076-248-3170

8つ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

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

休日には映画を観たり、時には体を思いっきり動かしたり。
思い思いに過ごせる施設がコチラ。

イオン御経塚内にあるので、ショッ
ピングのついでに気軽にボウリング

で きま す。毎 週月曜 は 全 作 品
1,100円均一。

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

が楽しめます。お得なパックもあり！
〈御経塚グランドボウル〉

〈イオンシネマ 御経塚〉野々市市
御経塚2-91イオン御経塚内

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？

野々市市御経塚2-91 イオン御経
塚内

☎076-269-0740

〈レオン野々市〉
野々市市堀内4-70

☎076-269-8324

☎076-246-0006

Q.スーパーは市内にどれくらいある？

Q.こどもの医療費助成制度はある？

A.

A.

12 軒

Q.コンビニの数は？
A.

32 軒

特に大学付近はコンビニ激戦区！？どこに住んでも
お近くに一軒は必ずある充実っぷり。

R

RULE

窓口で負担した額（健康保険適用分）の 1カ月の合計から
1，000 円を差し引いた金額を助成します。保険適用された
歯科治療や院外処方箋によるお薬代も助成の対象です。

A.

53 軒

内科や眼科、耳鼻科などの医療機関の軒数です。

のっティの
ツイッターも
チェック！
@notty_nonoichi
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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！

〈カラオケスタジオ 飛行船 工大
前店〉野々市市扇が丘４-８

Q

QUESTION

［ 質問］
］

暮らしにまつわるアレコレを、
数字でお答え。

※令和 2 年 3 月現在

ルールを守れば、

［ ルール］
］ 24時間ゴミ出し可能なスポット！
野々市市役所の裏手にある「エコス
テーション」は、ナント24時間ゴミ出し
が可能！空き缶やペットボトル・雑誌・
牛乳パック・古着など、きちんと分別す
れば無料で捨てられるので便利です。
〈エコステーション〉野々市市三納
1-1市役所東側

S

☎076-227-6052

S PA

野 々市 の 市花木 で ある

「椿」
。江戸時代の僧侶・茶

毎日通いたい天然温泉は、

人である安楽庵策伝も、椿
の美しさと力強さに徳を照
らし合わせ「椿十徳」をつく

［ 温 泉］
］ 日々の疲れを癒す極楽スポット！

「 椿 最 中 」と「 椿 饅
頭」も大人気！
〈いそや菓子舗〉
野々市市本町2-15-6
☎076-248-0154

ったとされる気品ある花で
す。市内菓子店やメーカー
では椿にちなんだ華やかな

抹茶のティラミス
しっとり焼き上げた
バウムクーヘンなど
自慢のこだわりケー
キが充実！
〈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

持ち込みＯＫ！フリータイムは900
円〜と、老若男女問わず人気 !８

☎076-227-8870

あります

Q.病院関係はどのくらいある？

石川県ならではの食材をふんだんに。
地元愛 たっぷりの パウンドケーキ。
〈菓子工房エクラタン〉野々市市粟田
6-494 ☎076-220-7008

純米吟醸酒 i c hi 椿

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

贈り物にも自分用にもぴったりな、

のっティどら焼
ふんわり生地に、や
さしい甘さのあんこ
の相性が絶品。
〈御菓子司 加幸庵〉
野々市市中林1165-1
☎076-294-1112

［ 遊び場］
］

県内の市町村の中で最もコンパクトな面積ながら、
スーパーは 12 軒もあるのが野々市なんです。

［ ミュージック］
］ザクザクな PMC！

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。

P

P L AY G R O U N D

お菓子やお酒を販売中。

バナナパイ
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

高濃度炭酸泉や純米酒風呂など、保
温・保湿・美肌効果の高いお風呂が
充実！ 整体・足つぼ・韓国式垢すりも
あり。
〈極楽湯 金沢野々市店〉
野々市市若松町18-1
☎076-294-2641

サウナ・お食事処も人気だが、見所
はなんといってもお肌潤う源泉かけ
流し。サービスが行き届いたホスピ
タリティ溢れるお風呂です。
〈しあわせの湯〉野々市市横宮町6-3
☎076-248-1126
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T

TSUBAKI

［ 椿］

秋冬に映える椿は野々市の

まちづくりの象徴。

U

UNIVERSIT Y

［ 大学］
］

大学生キブンで学食も味わえます。

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 ハントンが人気の「イルソーレ」、どちら
「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！

V

も制 覇したい 〈
! 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2 1 号館

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

困ったときの救世主的存在である

「無印良品」が昨年オープン！

サムやヤンニョムチキンな
ど、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

野々市に新たにオープンにした北陸最大級
の「無印良品」には、全商品約7000種類のう

和・洋・中にエスニックの
要素を加えたフュージョ

ち、ほぼフルラインナップがそろう。食品や
ヘルス＆ビューティーコーナーも充実してお

ン料理がコンセプト。
〈亜細亜全域厨房 一 茶
屋〉野々市市堀内5-139
☎076-227-1515

り、新生活に欠かせないアイテムはここでゲ
ットしよう！〈無印良品 野々市明倫通り 〉
☎076-294-1147

脚付マットレス・高密度ポ
ケットコイル・シングル
脚付マットレスはソファの

フォーや生春巻き・バイン
セオなど、本場の屋台の
味が楽しめる人気店。

ようにも使えるので、さら
にお部屋を広く使えます。

掃除用品システム
ポールとアタッチメントを組み合
わせることで、床や窓・お風呂な
ど様々な場所がお掃除できます。

X

インド人シェフが作る本格
カレーと、ビッグサイズの
ナンが絶品！

〈ベトナム屋台めし ムサク〉 〈インドダイニング シャルマ
野々市市本町6-14-43
野々市店〉
☎076-248-7377
野々市市横宮13-22
☎076-272-8897
オーガニックコットン混し
なやかスモールバスタオ

ル・中厚手
普段使いにほどよい厚
みと吸水量が特長です。

XXX

W

ナニナニと言えば…！ で始まる、

［ X X X なお店］
］ 知らなきゃ損なグルメ店を紹介！

デカ盛り な定食屋
秘伝の自家製ダレが食欲をそそる「牛
ステーキ定食 」は、柔らかくてジューシ
ーでコスパも最高！他にも、
「厚切りベ
ーコン定食」など、手作りにこだわった
店主の愛情たっぷりなメニューがずら
り！ 〈お食事処 ZIPANG〉
野々市市高橋町6-8
☎076-248-7277

NONOICHI ST YLE BOOK 2020

10

WORLD GOURME T

［ ワールドグルメ］
］

旅キブンが味わえる、
野々市ワールドグルメ！

金沢カレーを代表する『カレーのチャンピオン』発祥の
地は、実はここ野々市本店なんです。オーダーの8割以
上を占める看板メニューの「Lカツ」は、学生もサラリー

［ 活 発で 新しいスポット］
］
野々市の新名所

『１の１NONOICHI』が面白い！

「仕事・遊び・食・出会い みんなの学び舎」をコ
ンセプトに、ボリューム満点な定食などが楽しめ

〈かものニュージョイス〉
野々市市高橋町10-22

る「1の1食堂」やシェアオフィス、野々市の特産
品などを扱う物販コーナーを兼ね備えた市民が

☎076-248-6206

集う憩いの場。シェアキッチンでは「給食当番」
として出店した様々な店の限定メニューを楽し

な居 酒 屋

大盤振る舞い

［ バラエティ］
］

野々市市堀内４-126

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。午前
中で売り切れてしまう日もある人気店。

☎0 7 6 - 2 4 8 - 3 4 6 4

VA R I E T Y

Y

コスパ抜群 なサンドイッチ

YOUTHFUL

めます。

看板メニューのコスパ抜群な刺身盛
り合わせ「社長盛り」や「殿のから揚

げ」を中心に、低価格で多彩なメニュ
ーが好評。手作りの味にこだわった

美味しいメニューが揃います。
〈居酒屋こよみ〉野々市市押越１-47
☎076-294-4210

おふくろな味

の洋 食 屋

種類豊富な煮物・炒め物からお好き
な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で
す！
〈きっちん再来る〉

1番人気は
「チキン南蛮
のり弁当」
！

野々市市高橋町24-3
☎076-246-5842

根強いファン がいる店、
獅子家

鯖のり弁当

お昼は丼もの、夜は焼肉。中でも人
気は名物のカレーうどん！ 濃厚で、後
引く美味しさに熱烈なファン多数。

〈カレーうどん 獅子家〉
野々市市本町1-3-1
☎076-246-5367

Z

Z A K K A［ 雑 貨 屋 ］

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。

マンも大好きな一品。
〈チャンピオンカレー 野々市工大
前店〉野々市市高橋町20-17 ☎076-248-1497

ご当地で人気

のカレー店
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。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

子どもから大人まで幅広い年齢の客層に支持

されているお店。文具やキッチン用品から洋服
まで、毎日の生活をちょっぴり上質にしてくれる
お洒落でココロくすぐるアイテムが揃う。
〈ルネファミーユ〉
野々市市上林4-528
☎076-294-8858

11

「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とって
おきのインテリアを提案。ワークショップ等のイ
ベントも行っているので、様々な人々と交流する
ことも！
〈zuiun 野々市本店〉
野々市市野代1-8 ☎076-213-5505

staff

山本さん

人気の、家具付きリノベーション物件
「ハピスマ賃貸」
！
人気インテリアショップ『WELLSPRING』が、リノ
ベーションしたお部屋の雰囲気に合わ せてソファー

HAPPY SMILE
OICHI LIFE
NON

やラグ・テーブルなどをコーディネートした、お得な
家具付き物件です。部屋の奥の間仕切りや、上下に
稼働する造作棚など、機能性や使い勝手も抜群！
野々市市若松町
間取り―1K（K3畳、洋室10畳）
構造―木造

妄 想 野 々 市 ぐ らし

上／女性が憧れるガーリーな雰囲気の家具が
付いてくる物件だから、
「オシャレ部屋に住ん

建築年月―1993年5月

− r oo ms 絹川 商 事の お 部 屋＆マイホームづくり案 内−

家賃

3.9

でみたい！」という方にオススメ！
下／キッチンもグリーンにペイントされていて、

万円

明るい雰囲気に。

staff

「野々市に住んで みたいな～ 」という人たちを応 援する、
r o o m s 絹 川 商 事の おすすめ物 件紹 介 。

成川さん

リビングの大きな窓から
たっぷり光が差し込む、明るいお部屋。

オシャレなリノベ部 屋から憧れのマイホームまで、

自分が 住んだ時のイメージをどんどん膨らませながら読んで みて下さいね。

シンプルな作りだけど、2LDKなので広々と使える物件。
収納が多いので、友達とシェアして住むのにも最適で
す。北陸で暮らす時にありがたいサンルーム付きなの
で、洗濯物の干し場所にも困りません！家賃に1台駐車
代も込みとなっているので、とにかくお得な物件です。

staff

寺尾さん

上／大きな窓からはたっぷり光がさしこん

女性の住みやすさを
たくさん取り入れた
お部屋に。

で、気分を上げてくれます。
下／たっぷり入る収納は、荷物が多めの方
にもおすすめ！

野々市市本町
間取り―２LDK（洋室6畳・8畳、LDK11畳）
構造―木造
建築年月―1998年2月
家賃

5.5

万円

キッチンはゆとりのある3つ口 IH に広々とし
たシンク、冷蔵庫も十分におけるスペースを

CH

確保しました。リビングダイニングと洋室の
間にあるすりガラス調の仕切りを開けると

AIR

お 部 屋のオシャレ度を上げるイス

インテリアとしても楽しめる、デザイン性と座り心地を重視した一脚をチョイス！

開放的な空間のつながりを感じさせます。オ
ートロック電子錠や TV モニターインターホ

読書し
たり、
映画
デスク を見たり、
ワーク
したり
…

ン、インターネットも完備 !
野々市市本町
間取り―新築1LDK（洋室4.5畳 LDK12.5畳）
構造―木造
建築年月―2020年2月
上／明るいお部屋で女性にオススメ！ 下左／オール電化でキッチンも広々！
下右／浴室はなんと1坪も！

家賃

6.2

万円

1. 背もたれの緩やかなライ
ンと大きな座面は、長時間
座っていても疲れない設計。
（SWALLOW CHAIR）

2.カイ・クリスチャンセンに
よってデザインされた、短
いアームが 特徴 の椅子。
（NO.42）

3. 座面が360°回転し、立
ち座りの動作がスムーズに
行えるハイスツール。
（REVOLVER BAR STOOL）

店舗の詳細は P11で紹介。１・４・５ WELLSPRING、
２・３ ZUIUN
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4. 半世紀に渡り培われて
きた技術が注がれたメイド
インジャパンの一脚。
（RUDDER CHAIR）

5. 座るだけでなく、
リビング
やキッチンなど様々な場所
でインテリアとしても活躍！
（COLLECTED・WOOD
ROUND HIGH STOOL）

妄 想 野 々 市 ぐ らし
staff

staff

寺尾さん

縁側も付いた、ファミリーにおすすめの
純和風の貸家。

大谷さん

低家賃なのに、
見せる収納棚も兼ね備えた
学生向けアパート！

全室和室だった間取りを、
１部屋だけ洋室にリノベーショ
ンした物件。奥の和室スペースには床の間があり、和の
ある暮らしが楽しめます。近所の小学校まで徒歩５分な
ど、子育てファミリーにおすすめの戸建ての貸家です。ト
イレ・キッチン改装済みで、押入れ収納スペースも充実！

学生さんにもおすすめのお部屋です！仕
切りのあったサンルームをリノベーション

野々市市菅原町
間取り―4DK（1階：和室8畳、洋室6畳、DK6畳、
2階：和室6畳、和室6畳）

し、窓から日が差し込む開放的な空間に
変身しました。和室と洋室の２部屋あり、
居室と寝室を分けて使用可能。洋室は特

構造―木造

に日当たりが良いので、サンルームにして
も良いですね。

家賃

5.5

上／奥の和室にある縁側では、休日に子供と
一緒にのんびり読書を満喫したり…。

建築年月―1976年10月

万円

野々市市菅原町
間取り―2K（和室6畳、洋室4畳、K3畳）
構造―木造
建築年月―1984年12月
家賃

2.9

万円

staff

高間さん

開放的な空間を確保した
フルリノベーションのお部屋。

下左／洋室には備え付け棚を設置して、新生活を始めた学生さんの勉強をサポートす
る作りに！ 下右／落ち着いた雰囲気の和室スペースで、のんびり寛げます。

もともとの構造を活かしたコンクリートの無機質な
質感を天井に残し、シックな壁紙や明るい色調で統
一した床面など、随所にこだわりのあるアーバンス
タイルなお部屋に。便利な共同宅配 BOX 付き！

staff

河越さん

上／奥のスペースに、ウォークインクロー

サンルームや
ベランダ 付きの
リノベーション部屋！

ゼット完備。ベランダとサンルームが使い
分けできるのも便利！
下／アイランドキッチン新設なので広々と
料理ができます！

野々市市横宮町
間取り―1R（22畳）
構造―鉄筋コンクリート
建築年月―1979年2月
家賃

5.2

万円

ゆったり寛げるリビングダイニングに、和
室付きで4万円台のお値打ち物件。サン
ルームやベランダ付きだから、部屋全体
を広々と使う事ができます。また、北陸の
冬 にありが た い、敷地内駐車場 に融雪
装置付きなので慣れない雪の暮らしにも

ZA

KKA

あると便 利なオシャレキッチン家 電＆グッズ！

毎日の食卓が 楽しくなっちゃう、オシャレな家電やキッチン雑貨をピックアップ！

安心！
野々市市横宮町

間取り―1LDK
（LDK14畳、和室６畳、サンルーム１畳）
構造―鉄筋コンクリート
建築年月―1979年2月
上／広々リビングダイニングだから、友達を呼んでパーティも◎
下左／和室を仕切る格子模様のふすまがオシャレ！
下右／キッチンもリフォームされており、使い勝手抜群！

家賃

4.9

万円

BRUNO のマルチスティックブレン
ダーは、鍋やボウルの中でそのまま
使えるので使い勝手抜群！

1台7役！ おろす・泡立てるなど、
お 料理 の 下ごしらえに 便利 な
recolte のカプセルカッター。

recolteのコンパクトライスクッカー
なら、6種の調理メニューで鍋・
フライパンいらず！？

煮る・炒めるなど色々な使い方が
1台で 可能な、ガス・IH 対応 の
マルチポット。

取り扱い：Aming 高尾店 金沢市三馬1-373 、Tel.076-280-7266
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妄 想 野 々 市 ぐ らし

条 件 を 決 め て ラ ク ラ ク 見 つ か る！
新 生 活を迎えるにあたって、どんな順 番で何を決めたらいいのか 、

お 部 屋探しの手引き
手引き
n
f Looki
Guidance o

step

01

どんなことに気を付けたらいいのかを3ステップでご 紹 介 。
まずは暮らしの条 件を考えてみましょう。

g for room

住 み た い 部 屋 のイメージを 持 つ
お部屋探しをする前に、まずはどんな部屋を希望している
のか条件を決めましょう。ただし勤務先や学校へのアクセ

1位 . 立地条件

1位 . 立地条件

2位 . 家賃

2位 . 間取り

3位 . 間取り

3位 . 家賃

スを基準にしすぎると、自分に合った物件を見落とすこと
も。また、引越し後の生活スタイルを想像して、必要な施設

Boy

などをリストアップしておくことも大事。スーパー・コンビニ

Gir

l

などの商業施設や、病院・図書館などの公共施設があると

入居中のトラブル

Q& A
Q1.

故障かな？ と思ったら、
「どうしよう！」とあたふたする前に、まず自分でチェック！
今回は入居してからのトラブルで、よくある質問を集めてみました。ぜひ参考にして、
日々の生活を快適に過ごしましょう。

エアコンが 効きません！

A. 次の3点をまずチェック！
❶コンセントが差し込まれているか

生活しやすいので、自分に必要な施設をリストアップして、
家や駅の周辺にあるか確認してみて。

❷室内機の操作部の電源が
入っているか

step

02

家 賃 以 外にかかる主な諸 費 用

予 算 を 決 める

・共益費
（管理費）
・・・毎月3千円～5千円
・光熱費
（電気、ガス、水道）
・・・平均約1万円

お部屋選びの条件の中で一番重要なのが、家賃の上限

03

出し口がふさがれていないか、または

・通信費・・・携帯電話やインターネット使用料

探すと家賃が高い物件を選びがちなので、家族や一人暮

・その他

ら、
もしかした
物件が
掘り出し
かも！
見つかる

お 部 屋 候 補 を 選 んで 現 地 見 学！

Q2.

エアコンから

室 内に水 漏れします！

みたいお部屋の候補が決まったら、内見する事も忘れず

内見したお部屋で申し込みたいと思った物件は、できるだけ寸法を測ろう。

さらに写真に残しておくと、家具などの生活用品選びがスムーズに！

Q6.

2

check

カーテン丈

洗濯機＆冷蔵庫置き場

入居してまず必要なのが、プライバシ
ーを守ってくれるカーテン。長さを図っ
ておけば、すぐに取り付けられて便利！

お部屋によっては寸法が合わないタ
イプの製品もあるので、幅や高さ・奥
行きは買う前に必ずチェック。

3

check

収納

→グランドナットの順に外し、スピンドル

収納をいかに確保するかが快適なお
部屋作りのポイント。クローゼット・押
し入れの大きさは忘れずに確認しよう。

Q4.

わりばし

止まりません。

にあり）
カラーキャップ→ビス→ハンドル

給 湯 器の お 湯がでません。

シでこまめに掃除することが大切。

蛇口からの水漏れが

取り除いてもらえばひと安心。

にしましょう。

プや目皿を割り箸や使い古したハブラ

目皿

ーカーまたは販売店に連絡して、ゴミを

すいので、月に一度、必ず掃除するよう

お風呂の水が

流れにくいです。

く繰り返せば治ります。

住宅の場合は玄関横のパイプペース内

毎日使用する換気扇は汚れがたまりや

16

いよく手前に引いたり押したりを根気よ

入ったゴミのつまりが主な原因です。メ

A. 多くは、換気扇の油汚れが原因です。

握しておくことが大事です。
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いっぱいにラバーカップを押し付け、勢

A. 水道の元栓が自分の部屋のものか
確認した上で、完全に閉めます。
（集合

キッチンの換気扇が

に！ 日当たりの良し悪しや騒音・臭いなど周辺環境も把

1

A. 配水管のつまりが原因なので、汚れ
を取り除けば OK。普段から排水トラッ

A. エアコン不使用時に、ドレンホースに

Q3. うまく吸いません。

はり不動産屋さんに直接訪ねて聞いてみるのが一番！住

check

A. 水を流さずに市販のラバーカップで
つまりものを吸い上げて。便器の排水口

を外してコマを交換しましょう。その後閉

Web やアプリなどでも物件を探すことはできますが、や

お部屋見学チェックポイント

Q7.

トイレがつまって

フィルターが汚れていないか

・食費・・・最低3万円

額です。家賃以外の出費も考慮して決めましょう。一人で
らし経験者と一緒に物件探しをするとスムーズです。

step

❸室内機・室外機の吸い込み口や吹き

Q5. しまいました！

め直して完了です。
カラーキャップ

コマ

ビス

わんトラップ

Q8.

ブレーカーが

すぐ落ちてしまいます。

A. ブレーカーが落ちるのは数種類の電
気製品を同時に使用した際などの電力
容量がオーバーしていたり、漏電による
ものです。ブレーカーの種類によって、何

ハンドル

が原因か探ることできます。

グランドナット
グランドパッキン
（三角パッキン）
パッキン受け
スピンドル

パッキン受け
ナット

スピンドル

コマ

A. 給湯器のコンセントが差し込んである

か、給湯器下のバルブが開いているか確

Q9.

テレビの写りが

悪いのですが …。

A. ❶テレビ用端子がきちんと
接続されているか

❷近隣者も同じような状況か？

認を。それでも出ない場合はメーカーか、

以上の2点を確かめてから、取扱説明書

最寄りのガス会社まで連絡しましょう。

を読んでみましょう。
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妄 想 野 々 市 ぐ らし

SEN

野

々

の
市市

住 人 に 聞 きま

PAI

SEN

飯干 美和さん

した

パパと2人の子どもととも
に野々市で暮らして約4

！

年。初めての土地だけど、
ずいぶん慣れてきた。

野々市暮らしの楽しさは、
野々市暮らし
どこにある？

金沢市と白 山 市の間にあるこぢんまりした市 、それが 野々市 。
暮らし始めると「とってもイイ！」と快 適の声が 続 出 。
野々市に暮らしたり、通 勤・通 学している野々市ライフ先 輩たちに、
その本 当のところを語ってもらいました。

Q. 皆さん野々市ライフが長いです

PAI

SEN

酒井 真由子さん
金沢工業大学2年生で、
プロジェクト
「Toiro」のメ

ンバー。野々市ライフ歴
は3年目突入。

酒： 建物も文化も歴史も、新旧混在

嶋田（以下：嶋）友人と一緒に遊べ

して美しく共存している。そんなとこ

るまちだけど、ひとりでふらっと行け

ろも好きですね。

おひとり野々市ライフを
満喫して約1年。野々市

の活気と暮らしやすさ、ア
クセスの良さを実感。

ちゃう施設やお店、イベントも多いん
です。プライベートも充実できるまち

Q.じゃあ、お気に入りスポットは？

ってなかなか無いですよ。

酒： 私は雑貨屋さんかな。オシャレ

飯干（以下：飯）ただ住むのでなく、

で 個性的な お 店 が 多くて、自分 の
「好き」が広がる感覚が楽しい！

Q. 皆さんが感じる野々市の「色」って？
酒： まちの色かぁ…私は、祖母の家
が野々市にあるから、ほっこりあた

よね。

嶋： 私も休日はカフェとか雑貨屋さ

酒井（以下：酒）ホントそれ。住居周

んめぐりが多いですね。いいお店が

りに何でもそろっていて便利だし、金

たくさんありますよね～。

嶋： オレンジですね～。活気がある

沢へもすぐいけちゃう。金沢は観光

飯： キレイで明るいし、子どもと一緒

明るいまちだから。

客が多いけど、野々市は地域の人と

にのびのび過ごせるから『学びの杜

飯： えええ…1色に決めづらいなあ

学生さんがほとんど。何かと便利な

ののいち カレード』がお気に入りス

…明るくてカラフルな色かな。

のに慌ただしくなく、ゆったり暮らせ

ポットかなぁ。

るのが魅力ですよね。

嶋： あっ、あと私はおいしいものが

飯： そうなんですよ。うちは子どもが

大好きなので、
『のっぽくん』
『 HUM

んでるまちなので、皆の色がうまく混

いるから、始めは他の市も視野に入

& Go』
『 1の1 NONOICHI』も好き。

ざり合って、溶け込んで、キレイに調

れて住む所を探してたんだけど、
「あ、

よく利用してるんですよ。野々市は学

和してるイメージ。

いろんなお店がキュッとそろってる」

生のまちでもあるから、学生向けの

嶋： あ、そう聞くとなるほど～って思

お得メニューも多い ( 笑 )

っちゃいます。だって、お店に行って

って気づいて野々市に来ました。初
すっごい便利で。

たかい茶色のイメージかな。

酒： どうしてですか？
飯： 子どもも学生もご年配も皆が住

も、カレードに行っても、まちを歩い

めての土地だけど、暮らし始めると
Q. お部屋探しをお手伝いしてくれた
rooms スタッフはどうだった？
飯： 全く知らない土地でのお部屋探

18

嶋田 侑香さん

的建造物もありますし。

ね。野々市のいいところって？

充足感も味わえる…って、大切です
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PAI

ても、野々市のまちにはいろんな世
代の人がいますから。
嶋： 顔なじみになって、
「おはようご

しは不安だったけど、対応がとても

ざいます」とか、ちょっとしたあいさ

親身！ こちらの条件や希望を聞い

つを交わしたりね。なじみのお店や

て、
「では、あのお部屋はどうですか」

知り合いがいるって、ひとり暮らしに

酒： 遊びに来るだけでも便利だなっ

って即座に提案してくれて、内見もガ

とって心強いし。

て思うのに、暮らすとますます便利さ

ンガン連れて行ってくれました。おか

飯： そういった、コミュニケーション

を実感できますよね。

げで住みたいお部屋が見つかり、家

が取れるくらい、あたたかいまちで

嶋： 新しい建築物もありつつ、歴史

族で満足しています。

すよね。野々市って。
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rooms が作る

住宅 紹介！

戸建

rooms 絹 川 商 事 内にある「 設 計デザイン室 f i l l 」。

1 級 建 築 士が、施 主 様のご 要 望に合 わ せ１棟ずつオーダーメイドで造り上げた家をご 紹 介します。

戸建

01 「K 邸 全部でひとつ」

建物の中央に光が差し込む吹抜を設けて、これを共用媒体にして必要な各部
屋を配置しました。人が集まる空間が欲しいとの施主様からの要望で、1階の
サロンコーナーは前面の天井を高くし解放感のある空間に仕上げました。2階
には、看板娘の猫3匹のリビングウィンドウにする遊び心も…。広さの制約の

街並み景観に少しお洒
落さを醸すファサード、

丹色の縦ライン、ステン
レス 小庇、玄関 は 鍵型
縁取り( アッパーライト)
です。

ある中、内外共に住み手が求める必要性を多重的に織り込みました。

02 「融通自在 日本人の家の記憶」

環境に配慮した性能の高い家がスタンダードになっている現在。必要な機能
を洗い出した上で「家族にとって本当に大切なことは何か」を考えた結果、そ
の答えの一つが昼と夜の空間演出でした。昼は自然な光が木の風合いに反
射し、ゆったりとした気分に。夜は必要な場所に必要な明るさを配すること

軒下空間がシンボライ
ズして、足元ラインの

緑化、イセ石の段鼻ラ
イン、洗い出しの床、
シラス材外壁が自然
体で形作る外観。

で、かつて家族が灯のある炉辺に集まるように演出しました。

staff
staff

上／「窓辺に外を見下ろす猫のいる家」これ
を家族みんなで印象付けにしようと考えまし

た。
下左／ アイランドキッチンを囲んで、料理をし
ながらゲストと一緒に食べる場も作りました。
下右／ 密度の高い家だけに、逆に日常は部
屋を素通しで開けて広く見えるように工夫。
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高間さん

土山さん

みどころ !

みどころ !

こちらの家は、
「LIXIL
メンバーズコンテスト

間仕切りを作ったりな
くしたりできるので、

2019 新 築 部 門 北

陸エリア賞」を受賞し
ました！ 街並の景観
との融合も考えた素
敵な佇まいです。

上／ 部屋の間仕切りは自由に開閉が可能。
すべての戸を開ければ階段を通じて家中の空

気が循環し、家族と暮らす一体感をも感じま
す。
下左／ 木をふんだんに使った階段スペース
には、武骨ながらもやわらかな雰囲気に。
下右／ 必要に応じ個室にすることもできる。
家族が親密に、そして自由に暮らせます。
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家族が集まる空間に

メリハリが生まれ、リ
ラックスした雰囲気と
ともに互いの親近感
も生み出しています。

edition
l
a
i
c
e
p
s

F リーグ 2 部で優勝して、フットサルを盛り上げる！

02

2018年より「ヴィンセド
ール 白山 」に所属し、
司令塔としてチームを
引っ張っている中嶋さ

ん。攻守の入れ替わりが激しくアグ
レッシブなのがフットサルの魅力

ヴィンセドール白 山 所 属
中 嶋 亮 人さん

NONOICHI
SMILE PROJECT
特集

ですが、そのすさまじい運動量に
は圧巻です。そんな選手たちも直
接指導するスクールには、現在3
歳～高校3年生までの生徒が入部。

野々市をハッピーで笑 顔あふれるまちにするプロジェクト！
野々市にゆかりのある人や、野々市で活躍する人たちに
インタビューし、みんなの笑 顔の源を聞いてみました。

「子どもたちの笑顔を見ると、自
分たちももっと頑張らなくちゃとパワーをもらえますね。」と、中嶋さん。得点をたく
さんとってチームの勝利に貢献し、今シーズンはなんとか優勝争いに食い込みた
いと意気込みを話していました。ホームゲーム戦は松任総合運動公園体育館

冒険教育で、子どもたちの人 間 力を UP させる

01

もともと趣味だった、山登りや
沢登りといったアクティビティの
へ行ったのがきっかけで、冒険

社

長が

質問
！

Q. 野々市市を色で例えると？
A. 白 ” ですね。街全体が整理され

ていてとてもキレイだし、新しさが
あります。

小学生からサッカーをはじめ、京
都久御山高校時代には全国大
会準優勝を経験。大学在学中に
フットサルと出会い、その魅力に
取り付かれプロ選手に！

教育と出会った古源さん。自然の中で非日常的な
体験をすることで、生きるための知恵や人間力が

専門学生の時にたまたま参加した試合がき

UP するだけでなく、想像力や判断力、コミュニケ

ヴィンセドール白 山 所 属
冨 田 祐 耶さん

アドベンチャードアーズ主 宰
フクロウの森 店 主
cafe
古 源 昭 宏さん

スキルを身に付けるため長野県

で行われているので、白熱した試合を生で体感してみて。

ーション能力、知力、体力が備わり、自分自身
の考えが大きく変わっていったのを目の当た
りにしたのだそう。現在は、子どもたちを中
心にツリークライミングやロッククライミング
体験のイベントを開催し、自然の中で、自分
と同じようにたくさんの事を学んで欲しいと
活動中。毎週土日には、運営するカフェ

りコートが狭い分ゴールのチャン
スも多いので、1点でも相手に
多く取られないよう集中力が大
事なのだとか。
「フットサルはキ

と熱い思いを語ってくれました。ぜひ、チームの柱として今までの経験を活か

ぜひトライしてみては。

22

ルキーパーがポジション。サッカーよ

あるので、もっと見せ場を作って応援してくださるサポーターの期待に答えたい！」

ング体験を行っているそうなので、
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んは、守備において重要な役割を持つゴー

ーパー自身が点数を決める事も

「フクロウの森」でもツリークライミ

長野県で冒険教育を学び、イ
ンストラクターとして活動。現
在は地元石川に戻り、様々な
イベントを主宰しながらカフェ
を営む。

っかけでフットサルの面白さを知った冨田さ

し、F２リーグ優勝へと導いて欲しいですね。

Q. 野々市を色で例えると？
社

長が

質問
！

A. 野々市のイメージは尖った色ではなく、丸

みを帯びた柔らかな色が似合うと思います。
黄色はいろんな色に染まれるので、いいとこ
取りができる野々市にはピッタリの色ですね。

小学校からずっとサッカーを続け、
プロに転身後は仙台や湘南・岩
手など様々なチームで活躍。2016
年よりヴィンセドールに入団し、GK
としてチームをまとめている。
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社

長が

質問
！

Q. 野々市市を色で例えると？
A. やっぱり野々市といえば、僕も働かせ
てもらっている rooms 絹川商事さんのオ
レンジ色ですね（笑）。ハッピーとスマイル
があふれているまちなので、明るいオレン
ジがぴったりです！

マンガで野々市の魅 力 発 信！
エク ラタン パティシエ
高 村 健 太 郎さん

野々市の魅力を発信
した漫画「ののって！

漫画家
寺 井 赤 音さん

03

おいしいスイーツで みんなの笑 顔を作る！

野々市」の作画を担当
した、寺井さん。漫画

の中では、野々市の良いところを紹介し

05

最初は軽い感じで始めたパティシエの仕
事だったが、お客様の喜ぶ顔を間近で見
ているうちに、この仕事を一生続けてい
きたいと思うようになり、修行に出た高

村さん。東京では、いかにたくさんの商品をキレイに効率

たり、ちょっぴりけなす場面もあります

よく仕上げていくかを学び、お菓子の都 フランスでは、機

が、実際に原作者の方と野々市を見て

械を取り入れた最新の技術を習得してきたの

歩き取材してみると、面白い場所やこだ

だそう。チョコレート菓子を作るのが得意だ

わりの商品がたくさんあって、野々市の

そうで、今後はチョコレートを使ったメニュ

良さを知るきっかけになったのだそう。

ーを増やしていったり、フランス時代に学

実在するお店や場所が登場するので、背景の絵はできるだけその空間の雰囲気が

んだ伝統的な焼き菓子をもっとたくさんの

出せるように工夫したのだとか。
「モデルになったお店の方に『漫画に出とれんよ！』

人に広めたいと意気込んでいました。

と笑顔で自慢してもらえたら嬉しい」と寺井さん。これからも、
「ののって！ 野々市」
の続編と寺井さんの活躍に期待が膨らみます。

社

質
長 が 問！

Q. 野々市を色で例えると？

高校卒業後に父の店でパティシ
エとして働いた後、東京・京都・フ
ランスの有名店で修業を積む。
現在は石川に戻り、新たなスイー
ツ作りに励んでいる。

石川県出身・在住の漫画家。現
在は、講談社の「月刊少年マガ
ジンエッジ」にて「あまちんは自
称♂」を連載。
「ののって！ 野々
市」の作画も担当。

「のっティ」や野々市市役所も
A. オレンジです。
あたたかい色味ですし、アットホームで家族が住
みやすいぽかぽかしたイメージだからです。

社

長が

質問
！

Q. 野々市を色で例えると？

A. 安全な街というイメージが強いので、黄色

です。どんどん発展していってるし、これから先

もどんどん発展していきそうなので、元気のあ
るカラーを選びました。

自転 車ライフで子どもも大人も快適な暮らしを！
「ただいま～」
「 おかえり～ 」のやり取りで、
地 域の安全を守る

に立ち、地域の安全を守る活動に貢献している向さん。地
域ボランティアが減り「手伝ってほしい」と頼まれた事がき
っかけで始めたのだが、今では子どもたちの「ただいま～」

04

いるのが、スポーツバイクやｅバイクと呼ばれる電動自
転車を試乗できるイベント。毎回お子様から年配の方
まで様々な年代の方が参加し、その良さ
を体感している。
「最近では趣味として自転

億劫になってきますが、こうやって家から出て、地域の人と関われる機会が
みおばあちゃん、これからも元気で長生きして見守り隊を続けていって欲し
いですね。

地域見守り隊として、下校する
小学生たちの安全を守るボラ
ンティア活動を昨年から始め
た、御年78歳になる元気印の
おばあちゃん。
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社

長が

質問
！

Q. 野々市を色で例えると？

A. 生まれは違いますが、野々市に住ん

でいる年月も長く、自分のふる里のよう
な場所になりました。野々市が私は大好
きなので、ピンク色です！

親しまれ今年で30周年を迎える。店

主の岡本さんが、自転車の普及活動として長年続けて

という声に元気をもらっているのだとか。
「歳を取るとだんだん外出するのが
増えたことは本当にありがたいです」と話してくれました。元気いっぱいのふ

の自転車まで幅広く取り扱う
「バイク
ルート」は、街の自転車屋さんとして

車を始められる方も多
いので、どんどんバックアップしていきたい」と、岡本さん。これからも自転
車の魅力をたくさんの人に伝えていってくれることだろう。

社

長が

質問
！

Q. 野々市を色で例えると？
A. 市花である椿の色・ピンクです！海外の自転

車イベントに参加すると半数以上が女性だった
りするので、野々市でももっと女性が進出して活
躍してくれたらという願いも込めてピンクです。

大正時代創業の老舗バイク店 2代
目。選手として活動する傍ら、自転
車の試乗会などの普及活動も行う。
「ツール・ド・のと」では、第1回目か
らメカニックとして参加。

25

バイクルート 店 主
岡 本 勇さん

地 域 見 守り隊
向 ふ みさ ん

小学校の通学路上にある、危険な交差点や横断歩道付近

06

日常的な自転車からスポーツタイプ

いそや菓子舗
アイコン説明

グルメ

ビューティー

アイテム

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。

ライフ

1,000円以上お買上げで
名物キウイ大福1個プレゼント!

その他

野々市市本町2-15-6
7:00～19:00、日曜定休

DATA

菓子工房 エクラタン

2 9 sh

ops

!

もっと楽しくなる、
ルームズメイトカード！
ルームズメイトカード！
「ルームズメイト」とは、rooms 絹川商事の物

店で共通の CN ポイントを貯めたり使用でき

フォームのお客様を対象に、様々なサービス

たりします。さらに嬉しい、24時間365日緊急

を提供する取り組みです。会員様は、加盟店

サポート付き！ さぁ、あなたもルームズメイト

で特典が受けられるだけでなく、会員イベン

カードで、オトクに暮らしを楽しもう！

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！

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

お会計から5％ OFF！

※同伴者含む

10:00

DATA

～21:00（カフェタイム 10:00～19:00L.0.）、水曜定休

個室居酒屋 旬菜と旬鮮魚

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。

880円のランチを
100円引きでご提供！
金沢市長土塀2-2-2

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

☎076-221-0070

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

11:30～13:30、18:00～22:00、水曜夜・日曜昼定休
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☎076-294-3014

けん六 片町本店
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。

DATA

野々市市堀内3-14

18:00～翌4:00、火曜定休

寿司割烹 金水

トに参加できたり、全国のクラブネッツ加盟

件に入居している方や家主様、売買・新築・リ
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エールカフェ

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。

INFORMATION

野 々市 暮らしが

YELL CAFE

☎076-248-0154
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居酒屋こよみ

串こよみ

nuit ニュイ

押越店

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！
野々市市押越1-47

お会計から5％ OFF！

※他券併用不可 ※宴会コースは使用不可

☎076-294-4210

DATA

17:00～25:00（L.O.24:00）、年中無休

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

ごちそう こよみ

お会計から5％ OFF！
野々市市粟田5-430

お会計から5％ OFF！

※他券併用不可 ※宴会コースは使用不可

☎076-225-3034

DATA

17:00〜翌1:00（L.O.0:00）、水曜定休

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

たい焼き工房 土九

JOHN かりおすとろ

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

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

DATA

DATA
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DATA

野々市市本町1-4-15

☎076-246-5530

9:00～18:30、日曜・祝日定休

洋食厨房 レンガ館

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！

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！

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

オムライスご注文の方に、
コーヒー1杯サービス！

11：30～14：30

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

DATA

（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）

魚串と手羽先の大衆居酒屋

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！

単品メニューご注文で、
ドリンク1杯サービス !

お会計より８％ OFF!

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

和傘

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。

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
たパフェは必見！ 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。
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ランチご注文の方に、
ソフトドリンク1杯サービス！

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！

※他券併用不可 ※宴会コースは使用不可

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。

ベトナム屋台めし ムサク

すしめん屋 koyomi
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。

DATA

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。

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！

※他券併用不可 ※宴会コースは使用不可
DATA

フルーツショップフタバ

太田ゴルフスクール

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。

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！

お会計から10％ OFF！

初回の体験レッスン(2,000円）
を1,000円に！

※同伴者含む

※スクール入会の場合、初回レッスン無料！

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

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

DATA
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かあてんや

リサイクルショップ ベクトル

株式会社 米屋
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！

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

野々市マルケットの出張買取サービス

野々市市若松町21-1

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）

7 0120-30-3489

DATA

金沢市千木町ル67-1

無休

WELLSPRING

BIKE ROUTE

「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！

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

11:00～20:00、不定休
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7 0120-388-141

バイクルート

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！

修理代10%OFF!!

☎076-255-7024

DATA

野々市市高橋町15-12

12:00～20:00、木曜定休
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☎076-259-0429

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

健友館整体院

てまりフィットネス

“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！

出張買取時 買取金額10％ＵＰ！

10:00～18:30、年中無休

野々市市蓮花寺町81-1
10:00～20:00、無休

DATA

※毎日（平日・休日問わず）

リハビリ型デイサービス

サカイ引越センター

専門のバイヤーが自
宅までお伺いし、その
場で買取査定！ 出張
費や査定料は一切な
しなので、気軽にお申
込み下さい。

ボーリング2ゲーム＋貸靴が税込1,000円

※2万円以上の場合は一律4,000円アップとなります

DATA

カタヅク

御経塚イオン２F で
深夜12時まで営業！
お手頃価格でボウリ
ングが楽しめます！

買取全品20%UP!!

お会計から8％ OFF!!

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

DATA

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！

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！

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）

御経塚グランドボウル

8号線野々市店

退院した後でもリハ
ビリに対する必要性
を 感 じて い ま せ ん
か？ 理学療法士・介
護福祉士 が あなた
を応援します！

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。

体験利用者（要介護認定の方）
をご紹介頂く
と、先着5名様に水素水ボトルプレゼント！
DATA

野々市市高橋町24-3-2

初回の方、施術料
通常4,200円⇒2,500円！

☎076-220-6619

DATA

8:30〜17:30、土曜・日曜定休、お盆、お正月

HAIR&MAKE

cocosia

☎076-298-8140

理容室タカヤマ

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。

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1,500円 OFF！

新規の方のみカット1,500円 OFF
☎076-294-3380

金沢市高尾南3-114

9:15〜20:00※土日祝は〜17:00、水曜定休

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

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
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ROOMS NE WS!

ル ームズニュース

Wel

come to nonoichi!

03

P ro je c t

r oom s× 金沢工業大学
広見プロジェクト!

04

r o o m s 絹川商事が 取り組んでいることや、

野々市暮らしを楽しくするためのイベント情 報をご 紹 介します。

相続について学べる、
ラジオ番組も好評放送中

Radio

Annive

rs a ry !

01

MRO ラジオの人気番組「おいねどいね」にて、木曜
15:20～好評放送中の「教えて絹川先生！ 美寿々の

おかげ 様で
創 業 5 0 周 年を
迎えます !

知らない相続の世界」。番組内では、相続支援コンサ
ルタントの資格を持つ専務の絹川忠宏と、2代目パー
ソナリティを務める入江 美寿々アナが、毎回相続にま
つわる疑問質問にお答え！ 知っておいて損はない情

空地を有効活用するために立ち上げた、rooms 絹川
２０２０年 rooms 絹川商事は５０周年を迎

商事がプロデュースする「広見プロジェクト」。専門的

えます。このまちで善を紡いで５０年。こ

な指導のもと、金沢工大生の Toiro プロジェクトのメ

れからもこのまちで、不動産、建設、コン

ンバーたちが、協力して広場へと改修を行いました。

サルタントなど、社 員とともに HAPPY

四季の移り変わりを楽しむことができる落葉樹を植

SMILE あふれるまちをつくっていきます！

え、子どもたちが遊ぶことのできる組み椅子も設置。

金沢工業大学の お隣に、
「ののいち集 学 館 」を建 設 予 定！

News!

02

報が満載だから、ぜひ聞いてみて！

今年度も、
全国企業品質賞を受賞 !

今後は、さらに地域の人々に喜んでもらえる空間にな
るよう、野々市のシンボルである椿の木を植える予定
です。

P ri z e

05

歴史に根付いた趣のあるデザインの学生
向けアパート「ののいち集学館」を建設予
定！ 学習棟を配置した中庭を囲むように、

学生の間に実際の
お 仕事を経験でき

両サイドに個性ある住居を配置。特徴的

る 貴 重 な 機 会。
Toiro メンバーたち
も積極的に提案し、
意見を一致させて
真 剣 に取り組 みま
した。

なモールをデザインベースにした外観は、
しっかりとした存在感のあるポーチと渡り
廊下がポイントで、規律よく配置された窓
や装飾を施した屋根など、随所に見どころ

全国企業品質賞でなんと、
「最優秀特別賞」を頂きま
した !この賞は全国の経営革新に取り組む中堅・中小
企業を表彰するもの。今回、rooms 絹川商事の地域
に貢献する姿勢や人材育成への取り組みが評価され

が満載です。
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受賞に至りました。
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P ro je c t

NONOICHI ODEKAKE MAP

自分たちで作った
お米は格別な
美味しさ！

H APPY S M I L E

ライスプロジェクト 2 0 1 9！

至 富山

サークルK

ケーズデンキ

「ノノイチスタイルブックで

rooms 絹川商事と、お米作りの専門家である稲ほ舎、

紹介されているお店へ

8

プロフットサルチームのヴィンセドール白山による企画

エピ

「HAPPY SMILE ライスプロジェクト」が、今年で3年を

経塚公園

迎えました。子どもから大人まで楽しむことのできる食

まずはこのマップをチェック！

ぽかぽか

イオン御経塚
御経塚の湯
ショッピングセンター

イオンシネマ御経塚
御経塚グランドボウル

育体験として、たくさんの方がお米作りについて学び、

行ってみたい！」と思ったら

セブンイレブン

浪漫遊

GS

御経塚

至 金沢

ゲオ

地域の方々と一緒に、春の田植え・夏のかかしづくり・

豚炭一丁

秋の稲刈りを経て収穫までを体験しました。

横川南

野
々
市

駅

ブック宮丸

100満ボルト
αfloor

07

二日市

イエローハット

Wo

ルームズメイト会 員 限 定 !
大 好 評のワークショップ

ヤマダ電機

rooms絹川商事
野々市中央支店
157

ベクトル

一

堀内北

無印良品

茶屋

堀内町

野々市
中央公園

開催しています。季節に合わ せたイベントや お菓子教室、お掃除教
室などジャンルは様々! 詳しくは HP をチェック !

ムサク

極楽湯

カタヅク

マクドナルド
野々市市
野々市小学校前
文化会館フォルテ

フルーツショップ フタバ

JOHNかりおすとろ

GOLDʼS
GYM
のっぽくん
1の１
NONOICHI
北国街道

野々市小学校

カレード

LEON

ののいち椿館

タカヤマ

AQUA＆
BABY

ファミリーマート

イト」。毎月会員様限定で、rooms 絹川商事主催のワークショップを

シャルマ

米屋

本町

いそや菓子舗

菅原

cocosia

金沢工業
大学

nuit

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

しあわせの湯

餃子の王将

ユニクロ

久安2

獅子家

ホームラン

つばきの郷
公園

rk s h o p

ジョイフル

バロー

和傘
こよみ 串こよみ

zuiun

ラウンドワン

WELLSPRING

アプライド

8番らーめん

横川

マルエー

YELL
CAFE

Nior

野々市
明倫高校 野々市中学校

KAORU

イオンタウン
野々市

バロー

南ヶ丘病院

ゲオ

三納

HUM&Go#
はなまるうどん

カエデ珈琲
しまむら

土九

高尾台2
住吉中

健友館

コート・ダジュール

RACH GYM
野々市市役所

フレッシュベイク

あらみや公園
アルビス

08

P a rt n e

中村酒造

r

地 域で躍 進する
スポーツチームを、全力で応援！

ドール白山』
『 石川ミリオンスターズ』を応援しています。スポ
ーツを通して地元の魅力を高め、地域の活性化に貢献する彼
らのこれからの活躍に目が離せません !

ZIPANG

イオン野々市南店

Yʼs home

かもの
Pocha
ニュージョイス
バイク
ルート
金沢工業
カレーの
大学
チャンピオン

粟田5

エクラタン

加幸庵
ルネファミーユ

至 小松

34

ごちそう こよみ

粟田西

富奥

rooms 絹川商事は、オフィシャルパートナーとして『ヴィンセ
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明文堂書店
TSUTAYA
rooms絹川商事
野々市つばき支店

rooms絹川商事
金沢工大前店

ジョーシン
トゥールモンドシュシュ

セブン
イレブン

レンガ館

うつのみや
金沢工大前店

ホームセンタームサシ

てまり
フィットネス
きっちん
再来る

ファミリー
マート

飛行船

三馬3

PMC

V・drug

サンニコラ

マクドナルド

新庄2

モスバーガー

マルエー
久安店

新庄

セブンイレブン

35

加賀産業道路

中四十万

セブンイレブン

売るのも、買うのも、
建てるのも
私たちにお任せください

野々市暮らしは
へ

野々市中央支店

金沢工大前支店

野々市つばき支店

Tel.076-248-8787／野々市市本町5-4-10

Tel.076-248-1176／野々市市高橋町24-3

Tel.076‐287‐3110／野々市市粟田5-380-１

横川

↑金沢
→

8
ビッグモーター

NONOICHI
ST YLE BOOK
2020
Presented by rooms

うつのみや 金沢
工業
大学

金沢
赤十字
ケンタッキー 病院
伏見台
小学校

V・drug

↑松任

津田駒工業
ローソン

↓高尾台

絹川商事

検索

スターバックス

8番らーめん スシロー アルビス
↓大額

w w w.kinukawashoji.com

◯営業時間／9：30〜17：15
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

TSUTAYA

◯定休日／水曜

建設業許可番号 石川県知事（般−1）第17153号
一級建築士事務所 石川県知事登録 第13624号

H P で
お部屋
検 索

野々市
市役所

→金沢

↓小松

野々市市
文化会館
フォルテ

金沢
工業
大学

←鶴来

←松任

わかばやし眼科

マクドナルド

↑有松

セブン
イレブン

