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野々市スタイルブック2021
『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7弾
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WELCOME TO
NONOICHI 
CITY

そもそも、
野々市ぐらしの
メリットって… ???

2020年版全国「住みよさランキング」1位！

「住みよさランキング」とは、自治体ごとに「住みよさ」を表す
各指標について偏差値を算出し、その平均値を総合評価と
して順位付けしたものです。ランキング対象となる自治体は、
全国にある792市と、千代田区・中央区・港区を除く特別区
（東京23区）を含めた812市区。その中で野々市市は、「安
心度」・「利便度」・「快適度」・「富裕度」の4つの視点のうち、
「利便度」が全国10位と非常に高い結果となり、総合評価と
して全国1位となりました。

生活が便利で、暮らしやすいまち！

13.56㎢というコンパクトな面積には、公園や児童館、お店、
医療機関が立ち並び、「市（いち）」という名前のとおり、にぎ
わいにあふれています。工場やスーパーマーケット・コンビ
ニ・飲食店などがたくさんあり、カフェや雑貨屋など散策つ
いでに立ち寄れるようなスポットも充実！大型の複合施設も
あるので、日常生活は市内だけでも十分解決できます。

子育てがしやすく若い世代の家族に人気！

県内では人口に対して子供の割合が最も高い野々市市。市
内には小児科4か所、保育園・認定こども園17か所、幼稚園２
か所、子育て支援センター７か所、児童館が５か所あり、母子
が必要とするサポートが適切に受けられるよう支援されてい
ます。「子育て支援医療費助成」もあり、0歳～18歳までは１カ
月の病院の通院・入院費用の合計が1,000円以上になった
場合、1,000円を差し引いた分の金額が助成されます。

公園も多く、自然と歴史がいっぱい！

あらみや公園やつばきの郷公園をはじめ市内にはたくさん
の公園があり、子ども向けの遊具やお昼寝ができそうな芝
生スペースも充実。一方で、市内北部の御経塚遺跡からは
様々な縄文時代の土器や石器が出土し、南部には白鳳時代
に造営された北陸最古の寺院末松廃寺跡が存在します。ま
た旧北国街道沿いの本町地区には数多くの歴史的町並み
や史跡も見られ、歴史が息づくまちとも言えます。

ひとり親や低所得でも
暮らしやすい経済的な
サポートがある！

人口に合った病院や介護施設・保育
施設数があるだけでなく、

障害者・介護福祉サービスも
充実している！

素敵なカフェが
たくさんある♥

内科や眼科・耳鼻科など、
病院関係の施設が
なんと80件もある！
　　　　 （H27国勢調査）

一軒家はもちろんですが、
アパートがとにかく多いので、
お部屋探しには困りません！

市内全域をくまなく網羅し
4つのルートを一周45分間隔で運行
しているコミュニティバス「のっティ」が、市民
の足として多くの人に愛されている！

建築系の「金沢工業大学」をは
じめ、生物資源環境系の「石川
県立大学」、生涯学習系の「放送
大学石川学習センター」の

３校の大学が立地している
学園都市！

不妊治療に対する費用を
一部助成してもらえる！

のっティのツイッターもチェック！

@notty_nonoichi

野々市市公式キャラクター のっティ
いつのまにか野々市に住みついていた不
思議な生き物。どこで生まれたのか、どこ
から来たのかは謎に包まれている。

野々市市（ののいちし）は、2011
年11月11日に市として誕生した
石川県で11番目の市です。石川
県の中部に位置し、自治体として
の人口密度は本州日本海側で最
も高く、注目を集めています。

WHAT ’S 野々市

・人口 / 53528人（R2.12月末現在）
・面積 / 13.56㎢
・市花木 / 椿
・特産品 / キウイ、ヤーコン

ようこそ、野々市
へ！

「住みよさランキ
ング」では、上位

にランクインする
常連シティの野々

市。

その魅力をここで
ご紹介しちゃいま

す！

人口増加率
6.19％（H27国勢調査）

平均年齢（若さ）
41.18歳（R2.12月末現在）

女性の平均寿命
88.6歳（H27市区町村別生命表）

面積に対する一般診療所数
3.47軒 /㎢（H27）

面積に対する事業所数
175.9㎢
（H26経済センサス・基礎調査）

野々市の県内No.1！

野々市市内で新築のマイホームを
建築・購入した資金について、

3年間市が利子の一部を補給する
勤労者住宅支援補助金制度もある！

「カミーノ」や「カレー
ド」を活用した

イベント等が充実
している！

100リットル100円で
家庭に持ち帰られる

「温泉スタンド」がある！

Nature

Happy!
Suku

Suku

Enjoy!

ルールを守れば、24時間
無料でゴミ出し可能な
「エコステーション」が、
野々市市役所の裏手にある！

NONOICHI 
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roomsスタッフの『MY BEST OF    NONOICHI』教えて！ 野々市のことを知り尽くした、roomsスタッフが
個人的なお気に入りを全部教えちゃいます！

寺尾さん
roomsスタッフ　家主様担当課

金森さん
roomsスタッフ　総財務課

山本さん
roomsスタッフ　賃貸仲介課

河越さん
roomsスタッフ　不動産課

川村さん
roomsスタッフ　賃貸仲介課

荒舘さん
roomsスタッフ　管理課

…

YA
MAMOTO… …KANAMORI… …TERAO…

…

KAWAGOSHI……

KAWAMURA……ARADACHI…

桃花片
化学調味料を使わない、スープや調
味料まで全て手作りの自然派中華が
楽しめます。特に麻婆豆腐は絶品！
野々市市押越2-18　☎ 076-209-6335

和食処 山ごぼう
うなぎやズワイ蟹など季節の食材を
使った釡めしが自慢のお店。炊きたて
ホクホクで、おこげが美味しい！
野々市市横宮町14-46  ☎ 076-246-5105

エクラタン
石川の食材をふんだんに使った地元愛
あふれるスイーツが豊富！能登塩や五郎
島金時を使った「iパウンド」が人気！
野々市市粟田6-494  ☎ 076-220-7008

居酒屋こよみ
写真は、「居酒屋こよみ」名物の社長盛り！
8種×3切れついて999円（税別）と、びっく
りする鮮度とボリューム・価格です！！
野々市市押越1-47　☎ 076-294-4210

経塚公園（泉の広場）
噴水がとってもきれいな公園で、芝生
にごろんと寝転がってうたた寝したり、
読書したりと休日の癒しスポットです。 
野々市市御経塚2

毎年7月末から8月はじめに祭りが行
われ、多くの市民が輪になってじょん
からおどりを楽しんでいます。

野々市じょんからまつり

開催場所：野々市市文化会館周辺

「蘇るピカレスク」など、独学で学んだ
世界各国の料理からインスパイアを受
けた概念を覆す1杯が楽しめます。

金澤流麺 らーめん南

野々市市稲荷4-85 

金沢工業大学横にある、チョコレート菓
子の名店。口の中でとろけるショコラや
マカロンは、一度食べてみる価値あり！

サン二コラ 本店

野々市市扇が丘10-26  ☎ 076-248-6327

名物のカレーうどんは、濃厚で後引く美
味しさに熱烈なファン多し！夜は焼肉店
に変身する一風変わったお店です。

カレーうどん 獅子家 

野々市市本町1-3-1  ☎ 076-246-5367

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・ヤンニョムチキンなど、
焼酎やマッコリに合うメニューが豊富！

韓国居酒屋 Pocha

野々市市高橋町5-28  ☎ 076-294-6085

Quán ăn Việt Nam ムサク☆
ベトナムの人気料理「バインセオ」や
「フォーボ」をはじめ、現地でしか味わ
えない珍しい料理がずらり！
野々市市本町6-14-43  ☎ 076-248-7377

愛と和 花のギャラリーののいち椿館
約300種・約700本の中から厳選した椿
が、1年を通して鑑賞できるスポット！山
一面が椿に覆われた「椿山」は必見！
野々市市下林3（野々市中央公園内）

ぽん太
リーズナブルな価格で旨い焼き鳥が
食べられる、隠れ家人気店。チャーミン
グな大将もこの店の名物です！
野々市市菅原町8-36  ☎ 076-248-3370

プリン専門店 D'or
地元の卵と牛乳にこだわり、カラメル
から一つひとつ丁寧に作っています。
プリンと旬の果物との相性は抜群！
野々市市御経塚1-525　☎ 076-287-3877

OJICO 金沢店
遊び心あふれたオリジナルTシャツ
の専門店。ベビーから大人サイズまで
揃っているのでギフトにもぴったり！
野々市市押野2-66  ☎ 076-246-0066 

秘伝の自家製ダレが食欲をそそる「牛
ステーキ重箱」をはじめ、店主の愛情
たっぷりなメニューが充実しています。

お食事処 ZIPANG

野々市市高橋町6-8  ☎ 076-248-7277

もっちりとした薄めの生地に、自慢の
あんこがはみ出すくらい入ったたい焼
き。季節限定のあんも見逃せません！
野々市市三納2-178  ☎ 076-294-5053

たい焼き工房 土九
煮物・炒め物から2品選んで550円~の
日替わり定食や、お手製の「スーパー
ジャンボハンバーグ」が人気！
野々市市高橋町24-3　☎ 076-246-5842

きっちん再来る
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NONOICHI
YELLOW PAGE

1の1 NONOICHI

学びの社ののいち カレード
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暮らしを楽しむアイテムや褒められギフト選びならココ！

頼れる、オシャレライフスタイルショップ
02

NO.

毎日でもたべたい美味しいパン屋さんやケーキ屋さんが多い
野々市。中でも人気のお店をピックアップしてみました。おいしい、おやつとパン03

NO.

WELLSPRING 無印良品 zuiun

家具や雑貨を中心に、他店にはない独自の
ルートで仕入れたアイテムが豊富！経験豊富
なスタッフがお部
屋コーディネートの
相談にものってくれ
るので、気軽に相談
してみて。
〈WELLSPRING〉
野々市市押野1-371  ☎076-255-7024

〈無印良品 野々市明倫通り〉
野々市市堀内4-126 　☎076-294-1147

〈zuiun 野々市本店〉
野々市市野代1-8   ☎076-213-5505

毎日の生活をちょっぴり上質にしてくれる
家具や雑貨たち。

約7000種類ある商品のほぼフルラインナッ
プが揃う同店では、食品やヘルス＆ビュー
ティーアイテムが特に充実！
家具や家電・衣類など、新
生活にかかせないアイテム
もここでゲットしよう！

北陸最大級の「無印良品」には、
欲しいものがいっぱい。

「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、家具や照明・グリーン・雑
貨など心地よいライ
フスタイルを叶える
インテリアを提案。
オリジナル表札も販
売中！

手仕事による生活道具から、
デザイン性に優れたアイテムまで。

野々市のアレコレがわかる！

シンボルとなるブックタワーは、1階から2階
天井までの高層本棚。子どもの絵本コーナー
も広々としているので、親子連れにも人気の
スポットです。野々市市在住の方は、パソコン
やスマホを使って電子書籍が読める電子図
書館も利用できとっても便利！
〈学びの杜ののいち  カレード〉
野々市市太平寺4-156　☎076-248-8099

図書館と市民学習を融合させた、
新しいカタチの生涯学習施設。

〈1の1NONOICHI〉
野々市市本町2-1-21   ☎076-259-1167

仕事・遊び・食・出会い
みんなの学び舎。

〈マルガージェラート 野々市店〉
野々市市野代1-20-101　☎076-246-5580

ジェラートマエストロ
が作る五感で感じる
ジェラートが自慢の
お店。コンテストで
優勝したピスタチオ
とマスカルポーネの
ジェラートは後引く美
味しさ！

〈Nior〉
野々市市白山町392  ☎076-256-2021

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
使い分けて焼き上げ
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。

〈Sweets cafe ののん〉
野々市市粟田5-394 アルエットⅠ  ☎076-205-2085

定番の苺パフェから
チーズケーキ・ガトー
ショコラ・プリンなど、
女子の心を鷲づかみ
するパフェがいっぱ
い！見た目にも華や
かでまさにフォトジェ
ニック！

マルガージェラート Nior ののん

〈cake‼hacohana〉
野々市市粟田1-159　☎076-207-4336

ハーブやエディブル
フラワーでデコレー
ションした、記念日
ケーキが大好評！人
気のカットケーキは、
無くなり次第終了な
ので早めにチェック！

〈金沢匠菓 タナカラ〉
野々市市粟田6-208  ☎076-259-1628

その日の天候や気温
などに合わせて炊き
上げた粒あんをベー
スにしたひと口おは
ぎ。定番の味から、モ
ンブランや抹茶・五郎
島金時など変わりダネ
もあり！

〈カエデ珈琲〉
野々市市三納3-63 ☎076-214-6446

ハンドドリップで提
供するコーヒーのお
供に、焼きたてふわ
ふわのワッフルや、バ
ニラアイスが添えら
れたアップルパイが
おすすめ！

cake‼hacohana 金沢匠菓 タナカラ カエデ珈琲
当番制で毎日違う料理が登場するシェア
キッチンと、様々な定食が楽しめる「1の1
食堂」をはじめ、野々市メイドな商品が並
ぶ「ののいち物産館」などが併設した「1の
1NONOICHI」。定期的にワークショップや
マルシェなども開催されており、とにかく“楽
しい”がいっぱいのスポット。
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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
リーマンも大好きな一品。
〈カレーのチャンピオン 野々市本店〉
野々市市高橋町20-17　
☎ 076-248-1497

E.どろっと濃厚なルーに
サクサクなカツをトッピング！

時速65㎞～135㎞まで球の速さが選べ、増量日やプ
レミアムパスポート提示で５プレイ1,000円になるの
で、お見逃しなく！1プレイ200円で22球とお得！
〈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

C.解放感あふれた屋外でバッティング !

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！お食事処をはじめ、無料
の寛ぎスペースや韓国式垢すりも大好評。
〈極楽湯 金沢野々市店〉
野々市市若松18-1　☎ 076-294-2641

B.至れりつくせりの極楽スポット！

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、初心者も安心。
〈クライミングジム TRIPOD〉
野々市市横宮町13-15　☎ 076-294-3717

A.ボルダリングでリフレッシュ！

キッズに大人気のカードゲームコーナーをはじめ、
景品やメダルゲームも充実！明るい店内で、小さな
お子様連れもお客様も安心して遊べます！
〈APINA 野々市店〉
野々市市白山町4-1　☎ 076-272-8100

D.ファミリーに大人気のゲームセンター！

朝食から夕食までボリューム満
点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
らも制覇したい！（※現在は一般
利用不可）
〈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

F.「お得でウマイ！」が
いっぱいの、学生食堂。

ふわふわなパンにはみ出るほどの
具がサンドされた、ボリューム満点
なサンドイッチ。お惣菜系からス
イーツ系まで常時20種類以上
並び、午前中には売り切れて
しまうこともあるとか…。
〈かものニュージョイス〉
野々市市高橋町10-22
☎ 076-248-6206

G.美味しくてコスパ抜群な
サンドイッチ専門店。

H.木のぬくもりあふれる、
ママ達の癒され空間。
週替わりのプレートやスモーブ
ローなど、有機野菜をたっぷり
使ったヘルシーなランチが楽し
める人気カフェ。店内にはキッ
ズスペースもあって、お子さま
連れもウェルカムなお店です。

〈OUCHI CAFÉ Catatsumuri〉
野々市市太平寺1-6-1
☎ 076-205-9554

I.アスレチックプールが
ちびっ子に大人気！
室内には年中楽しめる、児童・
幼児用温水プールがあり、屋外
には流水プール・アスレチック
プールが夏限定でオープン！家
族や友達同士で訪れても楽しい
スポットです。

〈野々市市スポーツランド〉
野々市市中林5-1-1
☎ 076-294-5800

J.安全で豊かなライフ
スタイルを発信するお店。
動物性油や卵・乳製品などを使
わない“ビーガン”をコンセプト
に、地元で採れたオーガニック
野菜や無添加調味料を使ったメ
ニューが楽しめる同店。他にも、
日用品やデリ・フェアトレードの
衣類・雑貨なども販売。
〈NOPPOKUN〉
野々市市本町2-1-1
☎ 076-246-0210

K.シンプルでかわいい、
ベビーサイズの洋服が充実！
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
サイズの洋服が充実！飽きのこ
ないシンプルなデザインのもの
が多いので、出産祝いなどで利
用する方も多い。

〈AQUA＆BABY〉
野々市市堀内3-44
☎ 076-205-2448

C.APINA野々市バッティングスタジアム

A.TRIPOD

B.極楽湯

H.Catatsumuri

J.NOPPOKUN

K.AQUA＆BABY

I.野々市市スポーツランド

D.APINA野々市店

E.カレーのチャンピオン

F.金沢工業大学

G.かものニュージョイス

「どこ行こうか？」「何しよう？」に
困らないくらい、遊べるところが多い！休日の過ごし方リスト04

NO.

子どもがのびのび遊べる場所がたくさんある野々市で、
ママ必見の人気スポットをご紹介！

お子様連れ
ウェルカムな４軒06

NO.

野々市の名物をモチーフに
したグルメも必見！

「のっティどら焼」は、
やさしい甘さのあんこが絶品！やさしい甘さのあんこが絶品！
〈御菓子司 加幸庵〉野々市市中林
1-165-1　☎  076-294-1112

「椿最中」とふわふわ生地の
「椿饅頭」が大人気！「椿饅頭」が大人気！
〈いそや菓子舗〉野々市市本町
2-15-6　☎ 076-248-0154

「純米吟醸酒 ichi椿」は椿の花から採取した
酵母を活用した、フルーティーな日本酒。酵母を活用した、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

したグルメも必見！

「椿最中」とふわふわ生地の

野々市市本町

「のっティどら焼」は、
やさしい甘さのあんこが絶品！
〈御菓子司 加幸庵〉
1-165

「純米吟醸酒 ichi椿」は椿の花から採取した
酵母を活用した、フルーティーな日本酒。酵母を活用した、フルーティーな日本酒。

Aramiya
Park

Tsubakino-

sato Park
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お肌潤う
源泉掛け
流しの湯

3Fにある「こ
とこと家」で
は、おいしい
定食が楽し
めます。

出店の勢いが止まらない焼肉店。そんな、大人も、学生も、子どもも
大好きなお肉が食べられるお店をクローズアップ！

野々市周辺は、焼肉パラダイス★

07
NO.

肉のやわらかさと旨味をたっ
ぷり堪能できるカルビやロー
スをはじめ、女子会に大人気
のサムギョプサルなど韓国ス
タイルでお肉が楽しめます！
オシャレな店内も必見！！
〈韓国焼肉7〉
金沢市横川3-19
☎ 076-241-6818

A.韓国焼肉の
本場の味が堪能できる！

数種類の野菜や果物・スパイ
スでつくる自家製ダレで頂く
お肉は、とにかく絶品！サン
チュなどの葉物野菜をはじめ、
お米などできる限り自家栽培
するこだわりが満載です。
〈焼肉 びーとん〉
野々市市住吉町14-60
☎ 076-294-0212

B.リーズナブルに焼肉が楽
しめる！

仕入れにこだわった良質な
お肉がリーズナブルと早くも
話題！感染予防も意識した設
計の店内で、安心してお子様
連れも食事が楽しめます。
〈焼肉ホルモン 金閣〉
野々市市矢作1-142
☎ 076-255-7577

C.人気No1の
「ネギタン塩」は必食！！

肉の目利きや仕込みなど幅
広い知識や技術を活かし、一
番美味しい状態で肉を提供
してくれる同店。「厚切り牛タ
ン」は、この店に来たら外せ
ない一品です。
〈焼肉 岳〉
野々市市粟田6-413
☎ 076-227-8329

D.元精肉バイヤーが手が
ける人気焼肉店。

日本各地の厳選したお肉を
直送で仕入れ、その日にさば
いて、その日に売り切るスタ
イルだから、美味しいのにコ
スパ抜群！ウーロン茶無料な
ど嬉しいサービスも！
〈ホルモン光 松任店〉
野々市市郷町290-1
☎ 076-227-8446

F.洗いダレで頂く、
名物のぷるぷるなホソ焼。

「今宵限りの盛り合わせ」は、
その日の一番美味しい肉をラ
インナップした名物メニュー。
焼肉はもちろん、和牛もつを
使った鍋も実は常連さんに好
評なんだとか。
〈和牛焼肉 大黒〉
野々市市横宮町3-5
☎ 076-294-2915

E.ハラミやランプなど、
赤身肉に自信アリ！

自信があるからこそタレでご
まかさず、肉本来の味が堪能
できるよう山葵と塩で提供す
るこだわり。特別な日には、
お祝いの肉ケーキも人気で
す！
〈焼肉koba〉
野々市市郷町280-1
☎ 076-287-5252

G.A5ランク黒毛和牛を
圧倒的なコスパで提供！

旨味を凝縮した「熟成サム
ギョプサル」や「韓国風焼き
しゃぶロース」など、ヨダレも
ののお肉メニューが満載！韓
国にトリップしたかのような
お店の雰囲気も抜群です。
〈韓国焼肉 レントン〉
金沢市米泉町1-65
☎ 076-272-8940

H.本場韓国で愛される
焼肉や料理を提供！

私だけのお気に入りにしておきたい、
ステキカフェがいっぱい！

ご近所カフェで、
まったり♥08

NO.

野々市のコミュニティ・
ラジオ局FM-N109

NO.

サウナーの聖地！
サ活するならココ！11

NO.

マチナカで1年中キャンプや
BBQが楽しめる話題のスポット！10

NO.

〈HUM＆Go＃ coffee&stock 
野々市店〉野々市市住吉14-56
☎ 076-256-3386

おいしいコーヒーやサンド
イッチをはじめ、バターチキン
カレーやローストビーフ丼な
どごはんもちゃんと楽しめる
人気店。全メニューテイクア
ウト可能！

ハムゴーで、ちょっと
素敵な暇つぶし。

金沢工業大学内にス
タジオを持つ、野々市
の地域密着ラジオ局。
学生がつくる番組や、
地元店主がパーソナリ
ティーとして登場する
など、野々市がとこと
んわかるラジオ！

〈Tree+ing Cafeフクロウの森〉
野々市市末松1-56　☎ 090-1394-1002

完全貸し切りのプライベートキャンプ場
が昨年オープン！おひとり様キャンプか
ら、最大20名でのBBQ利用も可能で、
キャンプ道具などのレンタルもできる、
まさにアウトドア好きにはたまらないス
ポット。木登り体験なども行っているの
で、ファミリーにもおすすめです。

女性オーナーが作る、ボリューム満点のサ
ンドイッチが人気のオシャレカフェ。4人以
上のランチ予約でホールシフォンケーキ
サービスの特典もあり！

まったり過ごせる、ゆるカフェ。

〈HALE café〉
野々市市横宮町8-11　☎ 076-207-7512

からだにやさしいご飯を提供する「nuit」
に、スイーツ専門店の「Brown Drop」が併
設！ブランチメニューなども加わって、ます
ます使い勝手の良いカフェに。

からだ想いのマクロビごはん。

〈nuit/Brown Drop〉野々市市太平寺3-42
☎ 050-3637-2221

美容効果の高い黄土サウナが、サウナ―達に大人気！
サウナストーン中央には薬草エキスが入った鍋が設置
されており、1時間に1回蒸気サービスも。水風呂はもち
ろん、マイナス10℃に設定された冷凍サウナも必見！

〈源泉掛け流し しあわせの湯〉
野々市市横宮町6-3　☎ 076-248-1126

A.韓国焼肉7

E.和牛焼肉 大黒
F.ホルモン光 松任店

G.焼肉 koba

H.韓国焼肉 レントン

B.焼肉 びーとん

C.焼肉ホルモン 金閣

D.焼肉 岳

HUM＆Go＃

HALE café

FM-N1

しあわせの湯

nuit

〈BRICKS〉野々市市上林3-66-1　
☎ 076-287-0301（店舗）

NYのコーヒーショップ「ブラ
ウニーコーヒー」の日本1号
店。人気のカフェラテは、ほ
ろ苦く豆本来の味が楽しめ
ます。

おいしいオーガニック
コーヒーならココ！

BRICKS

フクロウの森ラジオは76.3MHzや、スマホ・
パソコンから聴けます！
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clover
松井 愛子さん
今出 彩子さん

2

パンをもっと好きになってもらえるよう、
パンの美味しさを伝えていきたい。
❶自宅でパン教室を開く傍ら、週1回「1の1 NONOICHI」のシェア
キッチンでパン屋さん出店しています。自宅の庭で工房を作るの
が夢です！

❷昔からパンが大好きだったのですが、子どもがアトピーだった事
がきっかけで、米粉などからだに優しい素材を使ったパン作りを
始めました。

❸空いた時間には、小麦や水・イーストなどの配合を変えて試作し
ながら、美味しいパンが作れるよう研究しています。お客様の意
見を聞いたりして日々私たちのパンはアップデートしていってま
すね。

❹「1の1 NONOICHI」に出店してからは、お客様の反応が直接わか
るので、とても勉強になります。実際に購入されたお客様が「美味し
かったよ！」とメッセージを下さったりするとすごくパワーをもらえる
し、次はどんな商品で喜んでもらおうかワクワクします。

❺野々市市はゴミの出し方ひとつとってもそうですが、小さなこと
でも便利な点が非常に多いまちだと思います。

❻雨が降っても子どもたちが遊べるような、屋内施設やサッカー場
があるといいですね。あとは、ドライブインシアターみたいなイベ
ントをやって下さると嬉しいです！

注目！
CLOSE UP！

若手からベテランまで、活気あるまちづくりに貢献している人たちにクローズアップしてみました。 

❹ この活動を行っていて楽しいところは？
❺ 野々市ってどんな街だと思いますか？
❻ 野々市に欲しい施設は？

❶ どんな活動をされていますか？
❷ 始めたきっかけは？
❸ いま頑張っていることを教えて下さい

Q

❶野々市でベトナム料理店を経営し、今年で20年目になります。ベ
トナム料理を通して、「少しでも外国の文化を知ってもらえたら」
と活動しています。

❷ベトナムへ行った際に料理の美味しさや日本と全然違う文化に
感銘を受け、日本人にも親しみやすい味なのにまだまだ認知度
が低かったベトナム料理をもっとを広めたいと思い、お店をはじ
めました。

❸「本場より美味しい！」と、日本人にもベトナム人にも認めてもらえ
るような料理を提供していきたいです。

❹「ただ美味しい」だけでなく、料理をきっかけにベトナムそのもの
引いては外国に関心を持ってくれる人が増えてくれると嬉しいで
すね。そのきっかけづくりを、「ムサク」が担えればと思います。

❺暮らすにはとても便利で若い人も多く、活気のある街だが、古い
街並を大切に残しているなど、歴史も大事にしているところが良
いと思います。

❻外国の文化が学べる講座や料理教室など、日本人に外国文化を
発信できるような場所やイベントがもっと増えたらいいなと思い
ます。

❶野々市市の教育や文化の方針・施策に携わる教育委員をしてい
ます。学校現場を視察したり、校長先生などと意見交換をしなが
ら野々市市の教育面を支える役割を担っています。

❷もともと野々市市出身で、大学教員をしていた経緯もあり、任命
を受けました。

❸将来野々市市を担っていく若者をどう育てていくかを考え、大学
教員の経験から学んだことを、どんどん小中学校にフィードバッ
クしていきたいです。

❹学校を訪問していると、自分が学生時代に教わった先生に偶然
出会う事もあって、とてもワクワクします。

❺様々な人と交流する場が多く、人とのつながりが強い街だと思い
ます。

❻定年退職された先生たちが、夏休みに小学生の補習授業を行う
活動をされています。そこでは、子どもたちが勉強に興味を持っ
てくれるような面白い授業を展開しており、素晴らしい取組みだ
と思いました。野々市には、金沢工業大学や県立大学があり、現
役の学生の中にも教員を目指している人もいると思うので、大学
生と経験と技術をもった熟練先生たちが一緒に知恵を出し合っ
て子どもたちに教えられる場が作れたらいいですね。

外国の文化をもっと身近に知ってもらえる
ような、きっかけを作りたい。

❶板前をしていた父親の影響で物心がついた時から料理の道を志
していました。最初はお菓子づくりが好きだったので、パティシエ
を目指していましたが、父親から「和食から学んでみたらどうだ」
と言われ、この世界に飛び込みました。

❷将来自分のお店を持つという大きな夢があるので、日々の修行
に励みながら、さらに料理の技術を高めるために「技能五輪全国
大会 日本料理部門」に挑戦しました。

❸「技能五輪全国大会」では見事優勝することができ、とても自分
に自信がつきました。今は味付けの勉強を少しずつ学びながら、
調理師免許やふぐ調理師免許が取れるよう猛勉強中です。

❹同じ食材でも、自分の知識や技術次第でいろんな料理に仕上が
るので、とても楽しいです。自分の思っているような味付けが一
発でできた時は、本当に嬉しいです！

❺駐車場で困っていたら、雪かきを率先して手伝ってくれたり、人
のあたたかさを感じる街だと思いました。

❻「1の1NONOICHI」のようなシェアキッチンは、とても素晴らし
い施設だと思います。私のように将来お店を持ちたいと考えてい
る人が、気軽に挑戦できるような場所をもっと作っていって欲し
いと思います。

「技能五輪全国大会  日本料理部門」で
見事優勝に輝いた、料理人期待のホープ！

野々市市の未来を担う子どもたちを、
教育の面からバックアップ！

野々市にまつわるこの人に

1
Quán ăn Việt Nam
ムサク☆ オーナー
作平 樹芳さん

4
割烹みや川
料理見習い
松嶋 由希乃さん

野々市市教育委員
安嶋 是晴さん

3
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パティシエ
東山 桃子さん

6

将来は洋菓子の店を持って、
みんなに幸せを届けたい。
❶製菓の専門学校を卒業後、いろんなお店で修行し、フランスの
学校にも通って本格的にお菓子作りを学びました。今は「1の
1NONOICHI」のシェアキッチンを利用しながら、独立開業に向
けて準備しています。

❷小さい時にケーキ屋さんごっこをして遊んでいた頃から、夢はパ
ティシエになって自分のお店を持つことと決めていました。お菓
子作りが好きで、自分が作ったものでみんなが喜んでくれた時
が嬉しくて、その夢に向かって頑張っています。

❸オーナーシェフになりたいので、お菓子作りの技術だけでなく、
経営の事についてもこれから勉強していきたいです。

❹シェアキッチンのお店を始めてから、特にお客様との距離が近く
なりました。「美味しかった」と直接言ってもらえたり、SNSで購入
した商品を投稿してくれたりするのを見ると嬉しいですね。

❺野々市は住みやすくて何でも揃っているので、不自由なく暮らせ
る街だと思います。

❻学生さんも多い街なので、クラブなどパーティーイベントができ
るスペースがあると、もっと楽しくなりそうですね。

❹ この活動を行っていて楽しいところは？
❺ 野々市ってどんな街だと思いますか？
６ 野々市に欲しい施設は？

❶ どんな活動をされていますか？
❷ 始めたきっかけは？
❸ いま頑張っていることを教えて下さい

Q

身体を鍛える事で自分に自信がつき、
気持ちがポジティブに！

お茶を飲む気軽な感覚で ITスキルが
身に付けられるような場所を作りたいです。

RACH GYM 店長
山川 直城さん 

5

Lino ~with Vegan~
菊地 代緒恵さん
了津 裕子さん

8

パソコン教室あじあ
主宰
東 亜沙美さん

7

❶ボディメイキングや食生活の指導・ケアをトータルで行い、お客
様のなりたい姿に近づけるお手伝いをしています。

❷もともと痩せ型で食も細かったのですが、トレーニングを始めて
から自分の身体がどんどん変化していくのが楽しくて、大会にも
挑戦するようになりました。「自分に自信が付くと、こんなに気持
ちが前向きになれるんだ」と強く感じ、たくさんの人にこの想い
を伝えたいと思ってトレーナーの仕事を始めました。

❸筋トレや栄養についての正しい知識は、どんどんアップデートし
ていってるので、より新しい知識を持ってお客様に接客できるよ
う努力しています。

❹自分が大好きな事を仕事にできているのは、本当に楽しいです。
当店は女性のお客様も多く、皆さんが努力してだんだんキレイに
なっていく姿を見るのも楽しいですね。

❺歩道がきちんと整備されているところが多く、歩く人にもやさし
い街だと感じました。

❻金沢市や白山市のように市が運営するトレーニングルームがあ
ると、もっと気軽にいつでも身体を鍛えることができるので、そう
いう施設があると嬉しいです！

❶“聞きたい事が聞ける、オーダーメイドなパソコン教室”をコンセ
プトに、パソコン・スマホの教室運営や写真整理アドバイザーの
資格を活かしたサービスを行っています。さらには、カフェ感覚で
気軽に来店できるITのコミュニティーを作りたいと、クラウドファ
ンディングにも挑戦中です。

❷大手パソコン教室のインストラクター時代に、マニュアル通りの
事しか指導できない事に疑問やストレスを感じ、「パソコン教室
を自分でやろう！」と一念発起したのがきっかけです。

❸シニアの方向けに体のフィットネスはあるけど、脳のフィットネ
スってあまりないと思うので、ぜひ教室を開いてみたいです！さ
らに、働きたいママにITのスキルを身に付けてもらい、スタッフ
として働けるような人材育成もがんばりたいです。

❹一番は、いろんな方に出会えるところです。わからない所がわ
かって喜んでいる生徒さんの姿を見るのも嬉しいですね。

❺人と人のつながりを感じられる、暮らしやすい場所です。

❻今ある児童館などをリニューアルして雨の日でも遊びやすい環
境を作って頂けると子育てママにはありがたいです！

食のバリアフリーをテーマに、野菜・豆・
海藻などを使ったおいしい料理を提供。
❶「1.2.3ラボ」という農家さんとお店を繋いだり、農業の6次化をプ
ロデュースしたりする団体を運営しながら、了津さんと「Lino」とい
うユニットでからだがよろこぶごはんとおやつを提供しています。

❷野菜農家さんが愛情を込めて育てた野菜が規格外で流通しな
かったり、ロスとなって捨てられたりしているのを目の当たりに
し、何か自分ができる事がないか考え始めたのがきっかけです。

❸野菜を使った商品開発に力を入れています。例えば、野々市市の
特産品であるヤーコンを使ったクッキーは、人間はもちろんペッ
トも一緒に食べられるおやつとして商品化しました。

❹ヴィーガンのお料理をたくさんの人に食べてもらい、野菜の美味
しさを知ってもらえる事はとても嬉しいし、自分たちも色んなアイ
ディアを出し合ってメニューを考えるのが楽しいです。

❺野々市はちょうどいいサイズ感で住みやすいです。住んでいる人
も煩わしくなく、あたたかな人が多い印象ですね。

❻お年寄りがこれからもっと増えていくので、市やスーパーなどが
連携して買い物のための移動手段を提供してあげたり、検査機
関の充実した大きな病院ができると良いと思います。
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8番らーめん

セブンイレブン

↑至 富山

ゲオ

イオン御経塚
ショッピングセンター

桃花片

D'or 豚炭一丁

餃子の王将
大黒

バロー

ブック宮丸

GS

マルエー

横川タイヤ
TRIPODAPINA

経塚公園

ムサク 極楽湯カタヅク

米屋

YELL
CAFE

ベクトル

ユニクロ

至
加賀↓

つばきの郷
公園

マクドナルド

野々市小学校
金沢工業
大学

北国街道野々市市
文化会館フォルテ

nuit

カレード
タカヤマ

Nior

cocosia

ぽん太 びーとん

ののいち椿館

APINA

健友館

明文堂書店
TSUTAYA

エクラタン
タナカラ

加幸庵

ごちそう こよみ

JOHN
かりおすとろ
ちむちむ堂

ののん

WELLSPRING

韓国焼肉7

ホームラン

HALE café

NOPPOKUN

いそや菓子舗

フルーツショップ フタバしあわせの湯

山ごぼう 1の１
NONOICHI

レントン

野々市写真館

獅子家

OJICO

野々市中学校

野々市
中央公園

ファミリーマート

AQUA＆
BABY

Catatsumuri
HUM&Go#

土九
RACH GYM

カエデ珈琲

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
あらみや公園

コート・ダジュール
金閣

バローはなまるうどん

ゲオ

サークルK

ラウンドワン

ジョイフル

スギ薬局

横川

横川南

久安2

高尾台2

住吉中

菅原

本町

新庄2

三納

矢作北

堀内町

堀内北

粟田5

粟田西

富奥

御経塚

二日市

新庄
加賀産業道路←至 加賀

至 富山

至 
金沢
駅→

8

157

野々
市駅

野々市小学校前

rooms絹川商事
野々市中央支店

zuiun

らーめん南
マルガージェラート

こよみ 串こよみ
和傘

無印良品

rooms絹川商事
野々市つばき支店

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

ZIPANG

バイク
ルート

飛行船

てまり
フィットネスカレーの

チャンピオン

Pocha

サンニコラ

セブンイレブン

rooms絹川商事
金沢工大前店

金沢工業
大学

三馬3

レンガ館

cake!!
Hacohana

焼肉岳

BRICKS上木水4末松1

県立大学

野々市スポーツランド

フクロウの森

koba

ホルモン光

NONOICHI ODEKAKE MAP
「NONOICHI STYLE BOOK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！

● オレンジ… ルームズメイト加盟店
● グリーン… NONOICHI STYLE BOOK掲載店

roomsスタッフの
突撃お部屋訪問！

ひと工夫で

くらしを

楽しく！

とっても

カンタン！

私が
調査！

賃貸仲介課　川村さん
ひとり暮らしをしているスタッフ
Nさんのお宅を訪問して、マネし
たい工夫を見つけてきました！

水400ccに対してミカンの皮4個
分をちぎって鍋に入れ、15分ほど
煮出すだけで完成するミカンスプ
レー。油汚れがスッキリ落ちるだけ
でなく、レザーソファーなども磨く
と汚れが落ちツヤがでます。

手づくりのミカンスプレーで、
おうちもピカピカ！

ローズマリーを煮出したもので、
窓や網戸・周辺の床拭きに。防
虫効果があるだけでなく、ハー
ブの良い香りも楽しめます。お気
に入りのアロマオイルを加えても
GOOD!

ハーブを
使って防虫に！

しまい込んでいた洋服やハギレをリ
ボン状に割いてまとめれば、かわい
いはたきに。同系色の色でまとめた
り、ストライプ柄やリバティプリント
柄をアクセントに加えれば、かざって
おいてもかわいいお掃除道具に。

着なくなった洋服を
カワイイはたきに。

ちょっぴりテンションが上がる、お掃除術も伝授してもらいました！

すご～い！
私もマネして
みよっと。

かさばるハンガー。室内の物干しにかけたまま
だとみっともないので、使わなくなったカゴバッ
グに入れて収納してみてはいかが？こうすると
キレイにまとまって、お部屋の片隅においても
ちょっとしたインテリアに！

Check ＃1

キッチンの収納スペースも、100円均一にある
ものなどを上手く利用してラックを作ったりすれ
ば、お皿がキレイに並べられ収納も増えます！

Check ＃2
中身のゴミが見えないようなふた付き
ゴミ箱は、統一したデザインのものを並
べるだけでオシャレに見えます。上部が
しっかりしたタイプのものを選べば、上
にちょっとした物を置くこともできて意
外と便利です！

Check ＃3

ちょっぴりテンションが上がる、お掃除術も伝授してもらいました！

すご～い！
私もマネして
みよっと。
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01.

02.

06.

rooms絹川商事の最新情報や取り組みを、ニュース形式でご紹介！

「絹川商事
50周年記念本が
発刊！」

H A P P Y 
S M I L E

ライスプロジェクト
が進行中！

「ハッピースマイルサ
ービス」の一環で、

高齢者宅にマスクを配布。

店頭でのコロナ対策も
強化中！

07.
ル
ー
ム
ズ
発
の
ラ
ジ
オ

番
組
が
大
好
評
！

創業者の生い立ちや野々市という地域との関わりに加え、祖
先の教えを引き継ぎ、これまで歩んできた記録を記した『善
を紡ぐ』を50周年記念プロジェクトの一環として発刊しました。
「人とまちと未来にHAPPY SMILE」をモットーに、これから
も野々市のまちを元気にしていきたいと思います。

rooms絹川商事が管理するアパートや賃貸に住む65歳
以上の方を対象に、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、高齢者宅に訪問する不動産会社
と町内会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」。先日担当者が1件ずつ訪問してマスクを配
布し、入居者の方たちに大変喜ばれました。

rooms絹川商事とお米作りの専門家
である稲ほ舎・プロフットサルチームの
ヴィンセドール白山が、食育の場として
行っている「HAPPY SMILE ライスプロ
ジェクト」。お米作りについて学び、地
域の方々と一緒に春
の田植え、夏は虫送
り、秋の稲刈りを経
て収穫まで、米作り
の1年間を体験して
頂きます。ぜひ自分
たちで育てた美味し
いお米を食べてみ
ませんか？

コロナ禍でも快適にお部屋
探しができるよう、積極的に
WEBを使ったサービス（動画
でお部屋内見やWEB申し込
み etc）も行っています。また、
店内では飛沫ガードやアル
コール消毒の設置、社員の検
温を実施しておりますので、
安心してご来店下さい。

入居者や大家さんを対象
としたルームズメイトの
サービス。協力店で特典
が受けられるだけでなく、
実は毎月会員限定で楽し
いワークショップも開催し
ています。季節に合わせ
たイベントやお料理教室
など、詳細はHPをチェッ
クしてみて。

03.
ル
ー
ム
ズ
メ
イ
ト

会
員
限
定
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
。

04.

05.

地元で頑張っている人たちを紹介している「山
本美鈴のHAPPYSMILE」をはじめ、毎回相続
のアレコレを詳しく紹介する「教えて絹川先
生！美寿々の知らない相続の世界」など、知っ
てハッピーになれるそんな番組を放送中です！

● 山本美鈴のHAPPYSMILE
エフエム石川 毎週土曜 9：25～O.A.

● 教えて絹川先生！
美寿々の知らない相続の世界
北陸放送 毎週木曜15：20～O.A.

O
N

 A
IR

!

過去の放送はHPから視聴する事ができます！

ROOMS NEWS PAPER

50
th Anniversary!

ルームズニュースペーパー20212021202120212021
04.0104.0104.0104.0104.0104.0104.012021
04.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.012021
04.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.01202120212021202120212021

人気ユーチュー
バーが会社訪問！ 
昨年より動画投稿サイトYouTubeで、高校生向けの企業仕事
紹介動画「地元で働こう」の配信がスタートしました。人気ユー
チューバーのまつみやまことさんが出演し、仕事を体験したり、
スタッフたちと対談し生の声を紹介するなど、rooms絹川商事
の会社の様子が伝わる内容になっています。ぜひご覧ください！

まつみやまことさん
ユーチューバー

『絹川久左衛門剣
善録  ～剣豪、絹
川久左衛門伝～』
は、剣の達人だっ
た祖先を史実に
基づき小説風に
描いた一冊です。

できあがったrooms米！
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「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

休  木曜

バイクルート

BIKE ROUTE 

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4,200円
⇒2,500円！

DATA  金沢市高尾南3-114　
☎ 076-298-8140

 9:15～20:00※土日祝
～17:00　 休  水曜

健友館整体院

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
（通常税込 4,180円）が

1,500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　
休  月曜、第1火曜・第3日曜

理容室タカヤマ

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

クッション
2個プレゼント！

DATA  金沢市大豆田本町
甲555  ☎ 076-234-2244　

 10:00～18:00
休   水曜

かあてんや

ハンドレットゴルフ、松南ゴルフ、
小松ショウヨウ、小松インターゴル
フガーデン、各２時間のレッスンで
す。ご自由な時間に受けられます！

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！

DATA  白山市鶴来本町4ヌ
15-6　
☎ 090-2124-4779

 要問合せ　 休  不定休

太田ゴルフスクール

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 - 8 8　
☎ 076-246-6000

 8:30～18:30
休  土曜午後、日曜、祝日

株式会社 米屋

“まごころこめておつきあい”のサカイ引越セ
ンターは、7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
7 0120-383-141
休  年中無休

サカイ引越センター

店頭買取に加え、出張買取も随
時承り中！段ボール1箱の少量で
も可能です。洋服売るならベクト
ル！洋服以外もご相談ください♪

①買取金額20％UP!!
(※一部上限あり) 

②店内商品20％OFF
(※対象外商品あり)

DATA  野々市市蓮花寺町
81-1　☎ 076-259-0429

 10:00～20:00
休  無休

リサイクルショップ ベクトル
8号線野々市店 

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。

出張買取時
買取金額
10％ＵＰ！

DATA  野々市市若松町21-1　
☎ 0120-30-3489

 10:00～18:30
休  年中無休

野々市マルケットの出張買取サービス

カタヅク

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！

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 　☎ 076-220-6619　
 8:30～17:30

休  土曜（午後）、日曜

リハビリ型デイサービス

てまりフィットネス

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

 11:00～19:00
休   不定休

ウェルスプリング

WELLSPRING

思い出を写真に残しませんか？スタ
ジオ撮影・各種証明写真・古い写真
修整加工サービス、写真に関する事
は何でもお気軽にご相談下さい。

初めてご来店の方、
お会計から
10％OFF！

DATA 野々市市本町2-1-4
☎ 076-248-0466 

 8:00～20:00、 土日祝
9:00～17:00　 休  水曜

野々市写真館

愛車のタイヤを責任もって大切に保管
致します。地域に根差して72年、タイヤの
交換・保管・修理・診断などお任せくださ
い。プロの技術で安心をお届けします。

タイヤ保管料
1,000円OFF

DATA  野々市市若松町10-9
☎ 076-246-1345

 9:30～18:00
休  日曜、祝日

横川タイヤ株式会社

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！新型コロナ感染対策に徹底し
て取り組んでいるのでご安心を。

新規の方のみ
3,500円以上の
カット料金

2,000円off

DATA  野々市市住吉町12-19
☎ 0 7 6 - 2 9 4 - 6 1 8 8  9 : 0 0～
1 9: 0 0、木曜1 1: 0 0～2 2: 0 0、土日
9:00～18:00  休  月曜、第1・第3火曜

ココシア

HAIR&MAKE cocosia

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
休  日曜、祝日

フルーツショップフタバ

大手パーソナルジムで数多くのお
客様を理想のボディに導いた経験
と科学的知識を活かし、あなたの
ボディメイクをサポートします！

入会金無料！

DATA 野々市市三納2-129
☎ 076-287-5886

 9:00～23:00
休  予約制

ラッハジム

RACH GYM
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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を対象に、様々なサー
ビスを提供する取組みです。会員様は、加盟店で特典が受けられ
るだけでなく、会員イベントに参加できたり、全国のクラブネッツ
加盟店で共通のCNポイントを貯めたり使用できたりします。

ルームズメイトカード  で、
お得に野々市ぐらし！

IN
FO

RM
ATIO

N

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。四季折々
の季節商品など品揃えも豊富！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、
焼き菓子1個
プレゼント！

DATA  野々市市粟田6-494
☎  076-220-7008　  10:00
～20:00（カフェタイム～19:00） 
休  水曜、第2・第4火曜

菓子工房 エクラタン

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 - 5 7　
☎076-227-8910　

17 :00～24 :00（L .O.23 :
00）休  年中無休

串こよみ  押越店

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
5％OFF！
※同伴者含む

DATA  野々市市堀内3-14
☎ 076-294-3014   17:00～
翌3:00  ※コロナウイルスの状
況次第で時間変更有  休  火曜

エールカフェ

YELL CAFE

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

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）
休 アピタ松任店の定休日に準ずる

麺処 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999
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 :00～24 :00（L .O.23 :
00）休  水曜

ごちそう こよみ

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。

880円のランチを
100円引きで
ご提供！

DATA  金沢市長土塀2-2-2　
☎ 076-221-0070

 11:30～13:30、18:00～
22:00　 休  水曜夜、日曜昼

寿司割烹 金水

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。

単品メニュー
ご注文で、

ドリンク1杯サービス !

DATA  金沢市額新保2-251　
☎ 076-205-1437　

 月曜11:30～18:00、水曜～
日曜11:30～21:30　 休  火曜

JOHN かりおすとろ /ちむちむ堂

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。999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

DATA 野々市市押越 1 - 4 7　
☎076-294-4210

17 :00～24 :00（L .O.23 :
00）　 休  年中無休

居酒屋 こよみ

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！

麺料理のトッピング
（一品）無料！

（麺増し・パクチー増し
など）※同伴者含む

DATA  野々市市本町6-14-43
☎  076-248-7377  11:30
～14:30（平日のみ）、17:30～
23:00 休 木曜（ランチのみ営業）

クァン アン ベトナム

Quán ăn Việt Nam ムサク☆

アイテム ライフ ビューティー その他グルメ

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
休 日曜

いそや菓子舗

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
休 火曜

たい焼き工房 土九

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

 10:00～18:00　 休  木・金曜

ニュイ

nuit

ルームズメイトカード  ルームズメイトカード

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　  17:00
～翌0:30※コロナウイルスの状
況次第で時間変更有 休  火曜

魚串と手羽先の大衆居酒屋

和傘

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  金沢市四十万町北イ50　
☎ 076-298-7388

 10:30～14:30（L.O.）、17:00
～20:00（L.O.）　 休 水曜

洋食厨房 レンガ館

で、
このカード

を持ってい
れば、

24時間365日

緊急サポー
ト付き！
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・Information・・Information・

金沢市横川　

間取り/3DK

（洋6畳、洋6畳、洋4.5畳、

DK6畳）
構造/鉄筋コンクリート

建築年月/1974年3月

前田マンション
家賃  4.3万円

05SeLect マンション最上階の
優良物件！

リノベーション済のお部屋には洋室が3室あり、最上階だか
ら明るく眺めも抜群！ 金沢・野々市にもアクセス良好な立
地で、駐車料も家賃に1台分込みです。

06SeLect

ブルーの壁がアクセントに
なった、コンパクトルーム。
目を引くアクセントクロスに、高さを調節でき
る可動棚が付いた使い勝手の良いお部屋。オ
ートロック電子錠・TVモニターホン付き・共同
部分に防犯カメラも設置されており、セキュリ
ティ面も安心です。

04SeLect 白を基調とした、
シンプルでかわいい
女子向けのお部屋。

広々した洗面脱衣所が魅力的で、水回りに窓がついて
いるため換気もしやすい物件です。出窓の高さもあるの
で、1Fでも人の視線を気にせず生活できます。共同の
宅配ボックスも設置されており、不在時でも荷物の受取
りに悩む必要もなく安心！

WORKING ON!WORKING ON!
rooms絹川商事が手掛ける建物紹介
設計デザイン室 Fillでは、新築戸建住宅からアパート・戸建賃貸住宅・
リフォームまで、お客様の暮らしづくりを提案しています。

HABITA みんなの家

思わず深呼吸したくなる
木の香りいっぱいの家。

大谷さん
工務課（設計）

古民家建築実績から学んだ200年住宅を実現する
「HABITAブランド」の家。国産材による強度の高い
五寸角の集成材を使用する事で、一般サイズの住宅
に比べ強度が大幅に増し、耐久性も抜群に優れていま
す。2階部分には、南北にそれぞれ90㎝せり出した床と
高い天井によって、広さと解放感もたっぷりの家に。

ライフスタイルの変化に合わ
せて、ひとつの空間を仕切り
で区切って使えるので、将来
的には書斎や子供部屋を増
やしたりとシフトが可能です。

金沢市の共同住宅  first note
ファースト・ノート

全住戸から公園が見える、
好立地の新築アパート。

柏さん
fill 一級建築士

「fi rst note」は、木造3階建て全6戸の建物で、スッキリし
た清潔感のある外観デザインが特徴。居住スペースは、
玄関ホール・リビング・キッチンと巡回しやすい動線に
なっており、伸びやかな空間の広さも感じます。新築の戸
建てだけでなく、アパート経営を始める際のお手伝いも、
ぜひ「fi ll」にお任せ下さい。

資産形成のためのアパート
建築は、rooms絹川商事に
ご相談ください！専門のス
タッフが親切丁寧にサポート
致します。

・Information・・Information・

金沢市新神田

間取り/１R（10.96畳）

構造/木造
建築年月/2020年7月

※ネット使用料無
料

（Wi-Fi対応)

ソワブランシュ
家賃  4.6万円（1F）

　　  4.7万円（2F）

・Information・・Information・

金沢市野町
間取り/1K（10畳） 構造/鉄骨　建築年月

/1995年3月

※ネット使用料無
料（Wi-Fi対応)

クレセント野町
家賃  4.0万円

やさしい木の肌触りや美しい木目が存分味わえるダイニングキッチン。

内装はグレイッシュベージュを基調としており、明るく落ち着いた雰囲気に。

1Fの軒下空間を利用したテラス。

暮らしやすさを重視した、キッチ
ンスペース。

部屋を仕切る事もできる、
特徴的な家具収納スペース。

階段を挟んで左右に1戸ずつ配さ
れた住戸が美しい。

洋室
10.96畳

浴室

玄関 ホール

洗

冷

洗面脱衣室トイレ

キッチン
クローゼット
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新築アパート
やオシャレな

リノベ物件な
ど、あなたの

ニーズに

合わせたぴ
ったりの物件

がいろいろ！

01SeLect フローリングやトイレまで
オシャレな新築アパート。

オートロック・防犯カメラ付きで、初めての一人暮らしや
女性・学生の方も安心の新築アパート。共同入り口が非
接触になるよう自動ドアになっていたり、トランクルーム・
自転車置き場・宅配ボックス設置など、設備も充実してい
るのが嬉しい！

02SeLect 立地も抜群な、人気の
平屋戸建て物件！

子育て世代に嬉しい平屋の戸建てで、敷地内には駐車
が3台可能！ 対面式のキッチンやデザインクロスが、オ
シャレ空間を演出してくれます。シューズクロークもある
ので、靴の多い方も収納に困りません。

03SeLect 段差をつけた
スキップフロアが技アリな、
リノベマンション。

2020年11月にリノベーションしたばかりの、おすすめ物
件！ 大きな窓から光がたっぷり差し込む、明るく広々と
したお部屋は、一人暮らしや新婚さんにぴったり♪リビン
グと段差をつけた対面キッチンや、大容量のウォークイ
ンクローゼットもあり！

おすすめ物件おすすめ物件
コレクション

rooms select

・Information・・Information・

野々市市菅原　

間取り/2LDK

（LDK17畳、洋8畳、洋7.5畳）

構造/木造
建築年月/2020年9月

※ネット使用料無
料

（Wi-Fi対応）

菅原町 K貸家
家賃  8.2万円

お部屋見学チェックポイント 内見の際は、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！

カーテン丈
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！

洗濯機＆冷蔵庫置き場
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。

収納
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。

1Check 2Check 3Check

・Information・・Information・

金沢市横川　
間取り/1R（洋9.4畳）　構造/木造　建築年月/2020年8月
※ネット使用料無料（Wi-Fi対応）

ZOPA（ゾーパ） 家賃  5.2万円

・Information・・Information・

野々市市菅原　
間取り/1R（（洋17.42畳）構造/鉄筋
建築年月/1976年10月※ネット使用料無料（Wi-Fi対応）

アルページュパ）
家賃  5.8万円

洋室
9.4畳

冷

浴室

玄関

トイレ

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

洗面
脱衣室

1R
17.42畳浴室

玄
関

トイレ

べ
ラ
ン
ダ

ホール

洗面
脱衣室

WIC

LDK
17畳

洋室
８畳

洋室
7.5畳

浴室

玄
関

クローゼット

ト
イ
レ

洗面
脱衣室

ホールシューズ
クローク
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Please tell me the recommended room!

オシャレだけど

家賃がお手頃な

物件ってありませ
んか？

Question

カウンターキッチンの
あるお部屋に
住みたい！

Question
窓からの

眺めがいい
物件

ありますか？

Question
とにかく賃料が
お手頃な物件
教えてください！

Question
家族で住むので
たくさん駐車できる
物件ありますか？

Question
日当たりも良くて

広いリビングの

お部屋を探しています
！

Question

金沢工業大学の学生がデザインし、
学生

たちと当社でリフォームした物件で
す。

キッチンやリビングには、壁付けの
棚が

いくつもあって、お皿を収納したりテ
レビ

台にもなって便利！大小の可動棚は
自由

にレイアウトできるので、自分のお
気に

入りのアイテムを飾って楽しめるお
部屋

です。ネット使用料無料です！

それなら「メープルハウス ココ」

がオススメです！

金森さんrooms スタッフ

Answer

野々市市住吉町
2.5万 /月

LDKが15.5畳あって窓も大きいので、

光がたくさん差し込む明るいお部
屋で

す。目の前に公園もあって緑が見
える

ので、とっても癒されます！和室や
洋室

に、広めの浴室もあるので、小さ
なお

子様のいるファミリーにもオスス
メの

物件です。インターネット使用料
無料

で便利！

窓も大きくてリビングも広い

「サンライフ」がオススメです！

寺尾さんrooms スタッフ

Answer

金沢市額乙丸町
5.2万 /月

5Fのバルコニーからは山がきれい
に

見えるので、椅子やテーブルを置
いて

自分だけの時間を過ごすのにも
オス

スメの物件です。徒歩圏内には
スー

パー・コンビニ・ドラックストアが
揃う

ので生活がしやすいのもポイント
！敷

地内にゴミBOX付きで、ゴミ出しも楽

チン！

「トライアングル3」は、
バルコニーからの景色が

キレイですよ！

河越さんrooms スタッフ

Answer

金沢市久安　4.4万 /月

人気のダウンライトが付いたカウンターキッチンは、シャビ―感もあって部屋をワンランク上の雰囲気に見せてくれます。造作棚・収納スペースもしっかりあって便利なだけでなく、室内物干しもあるので梅雨時の洗濯も安心です。ネットコンテンツとして、雑誌や漫画が読み放題のサービスもあり！

最近フルリノベーションした
「クエスト」があります！

川村さんrooms スタッフ

Answer

野々市市本町
6.7万 /月

家賃を安く抑えたい学生さんにおすすめの物件です！敷金・礼金・家賃1ヶ月分が無料（※1年未満の解約で家賃
1ヶ月分の違約金発生）なだけでなく、インターネット使用料も無料と嬉しい限り！！毎月水道料固定というのも、アツイですよね～。

家賃ジャスト2万円の
「アイハイツ」があります！

山本さんrooms スタッフ

Answer

野々市市扇が丘 
2.0万 /月

2006年に新築された一戸建ての貸家で、3台駐車可能な物件があります。
14畳の床暖房付きLDKの他、洋室も3室あってファミリーにピッタリ！コンビニ徒歩1分、スーパー徒歩6分、ののいちカレード（図書館）徒歩4分と、立地も好条件です。 

「バンブースクエア」なら、
3台駐車可能です！

荒舘さんrooms スタッフ

Answer

野々市市本町
9.5万 /月

豊富な物件数を誇るroomsだからこそ、あなたのニーズにあった一軒をピックアップします！

roomsさん！ 私にオススメの 　　　　 　   ありませんか?イイ イイ
物物 件件
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新生活を迎えるにあたって、どんな事をポイントにお部屋探しを
したら良いのかを roomsスタッフが教えます！ 失敗しない、お部屋探しの 手引き

川村さん

roomsスタッフ
賃貸仲介課

金森さん

roomsスタッフ
総財務課

「コロナ禍なので、あまり外出したくない」「急な引っ越しで部屋の下見を
する時間がない」「店舗に行く前に、どんなお部屋があるか見ておきた
い」。そんな声にお応えして、動画でお部屋を紹介するサービスを始めま
した。いつでも、どこでも、気になるお部屋の中をwebで確認できるので、
ぜひチェックしてみて下さい。

お部屋の動画は
ココからチェック！

rooms MOVIEも便利！
動画でお部屋紹介できる、03

GUIDE

山本さん

roomsスタッフ
賃貸仲介課

荒舘さん

roomsスタッフ
管理課

Guide for
room seaching!

借りる前に知っておこう！

「ゼロかりくん」とは、賃貸物件の契約時にかかる初期費用を軽減できるサービス
です。ダブルゼロ（敷金0円・礼金0円）、トリプルゼロ（敷金0円・礼金0円・家賃1ヶ
月分0円）、クワトロゼロ（敷金0円・礼金0円・家賃1ヶ月分0円・仲介手数料0円）
と、rooms絹川商事ではお得な３つのプランをご用意しています。

新サービス「ゼロかりくん」がお得なんです！
お部屋選びの条件の中で一番重要なのが、家賃の上限額です。一人で探
すと家賃が高い物件を選びがちなので、家族やひとり暮らし経験者と一
緒に物件探しをするとスムーズです。家賃以外の出費も考慮するのがポイ
ントですよ！

家賃以外にかかる主な諸費用

・ 共益費（管理費） ････････････ 毎月3,000円～5,000円
・ 光熱費（電気・ガス・水道） ･･･ 平均約10,000円（一人暮らしの場合）
・ 食費 ･･･････････････････････ 最低30,000円
・ 通信費 ･････････････････････ 携帯電話やインターネット使用料
・ その他

家賃の予算を決めましょう02
GUIDE

1位 立地条件
2位 間取り
3位 家賃

お部屋探しの条件で
外せないのは？

お部屋探しをする前に、まずどんな
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。
引っ越し後の生活スタイルを想像し
て、スーパーやコンビニ・商業施設
など必要な施設をリストアップして
おくとお部屋探しに失敗しません！

見えていますか？
引越し後の暮らしのイメージはGUIDE

01

※rooms調べ

耳より情報
! !

roomsスタッフ

ゼロかりくんで
HAPPY SMILE
な新生活を！
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MEDETAI 50TH NEW TOPICS

令和の時代に誕生する明治の学び舎

「集学館」が、今春オープン！

絹川 善隆

絹川商事
代表取締約社長

大学時代に学ぶことは学
問だけではありません。
人と出会い、話をし、どん
な時間を過ごしたかが、
あなたの学びとなって、
大学時代を特別なものに
してくれます。大学とは違
うもうひとつの学び舎で、
たくさんの経験をしてもら
いたいです。

大谷 昌大さん

絹川商事
工務課（設計）

明治～昭和初期の建
築様式に見られるような
「学舎」の外観デザイン
を採用。階段にステンド
グラスを用いるなど、古
き良き、そして懐かしく
味わいのある独特なデ
ザイン様式にこだわりま
した。

集学館 壱番館（12戸）・弐番館（12戸）入居者募集中！
● 家賃 ･････････49,000円～51,000円/月
● 共益費 ･･････3,500円
● 敷金・礼金 ･･それぞれ家賃の1ヶ月
● 駐車場 ･･････有（4,000円）
● 入居 ･････････2021年3月下旬入居可予定
● 所在地 ･･････野々市市高橋町192番・193番

● 交通 ････［電車］北陸鉄道石川線：野々市工大前駅9分
　　　　　［バス］西三馬バス停徒歩約5分
● 学区 ････菅原小、野々市中
● 面積 ････壱番館 35.93㎡/弐番館 35.87㎡
● 建物構造････木造
● 取引形態････貸主

メデタイ50周年！

ニュー・トピックスニュー・トピックス

学び舎の顔「集学室」
中庭にある「集学室」は、入居者の学部・学年や性別を問わずいつでも無料で利用できるスペー
スです。部屋でひとり黙々と勉学や課題と向き合う時間が多い中で、ともに学ぶ仲間と気兼ねな
く話し合いながら学べるもうひとつの空間があったらと考えました。

こだわり.1

季節を感じる住まいづくり
「集学室」を囲む中庭を挟んで建つ住居棟は、ともに中庭側からアプローチを通り、ポーチをく
ぐって各戸の出入りを行います。アプローチの奥には植栽豊かな築山があり、緑を感じながら歩
くことのできる中庭は風の抜ける気持ちの良い空間です。

こだわり.2

ストーリーが生まれる部屋
集学館の洋館のような佇まいはモールと呼ばれる装飾が印象的ですが、部屋の内装には、擬洋
館様式を代表して使われる廻り縁を天井と腰に配し、木質ならではの温もりとクラシカルな雰囲
気をもたせることで、外と中をレトロな雰囲気で統一しています。

こだわり.3

（（ （（こだわりいろいろ

（（ （（「集学館」を作ったみんなの想い

綺麗なものをデザインす
るだけではない、理想を
描くだけではない、建物
が実際にどのように構造
物として成り立つのか、そ
の過程も学ぶことができ、
非常に貴重な体験ができ
ました。この経験が社会
に出た時、役立つものに
なると実感しています。

秋山 龍之介さん

金沢工業大学
建築学科 2年

門丹生 直也さん

金沢工業大学
建築学科 3年

絹川社長の「明治の時
代、学生が寄り集まって
ともに学び、切磋琢磨し
たあの熱さを再現した
い」という思いにとても
惹かれました。コロナ禍
の今だからこそ、こうい
う自然と集える場所を
作るお手伝いができた
らと思っています。

（（ （（集学館とは…

野々市市は、地域で協力し合いながら発展してきた歴史があり、文
化が根付いています。また、金沢工業大学の学生が多く暮らしている
ため、学生と企業が協力してものづくりを行うなど、学生が活躍でき
る環境があります。rooms絹川商事では4年前より、金沢工業大学の
DIYプロジェクト「toiro」メンバーとともに空き家アパートなどのリノ
ベーション事業を進めてきました。学生と事業をともにする中で、「学
ぶ人にとってより良い住まい」とはどのようなものか、私たちに何がで
きるのか改めて考えたことが、集学館プロジェクトのはじまりです。未
来を担う学生たちにより暮らしやすい住環境を提供し、創造性に富ん
だ活気あふれる街づくりを共に進めていけたらと願っています。

※上記の金額以外に、火災保険料（18,000円~）、ルームズメイトクラブ（1,000円/月）がかかります。
　家賃保証会社契約が必要です（初回保証料：総賃料50％、月額保証料：月額請求1.2％）

柏 卓男さん

絹川商事
設計デザイン室 fill

水害対策として床を1ｍ
30㎝上げ、防音性・耐火
性なども高め、安全性の
高い建物に。伸びやか
な広さを感じる室内や、
季節の移ろいを感じら
れるよう、中庭には植栽
豊かな築山を設け安ら
ぎの空間を作りました。

Kinukawa Akiyama OotaniKashiwa Kadonyu

集学館
HPは

こちらから  
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HAPPY SMILEがあふれる
まちを創りたい。
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のが、rooms絹川商事です。
創業以来こだわり続けている“野々市”というま
ちをベースに、明るく元気な野々市コンシェルジ
ュとして、お客様の暮らしを日々提案し続けてい
ます！歴史や伝統は残しながらも、学生や若年
層が住みやすいまちへと発展しているこの地で、
住んでいる人たちが主体となったまちづくりを
行い、HAPPY SMILEな人をもっと増やしてい
けるよう、これからも活動していきます。

そのお困りごと、
私たちが解決します！

アパート・マンション等の賃貸仲介をはじめ、大切な財産である不動産の管
理から資産コンサルティングまで、「困ったことがあれば絹川さんに…」と
言って頂けるような、そんな存在でありたいと思っています。賃貸・戸建て・土
地・アパマン経営・相続のことなど、何でもお気軽にご相談下さい。

❶ 相談カウンター
広々としたカウンターで、いろいろお部屋
のことを相談してみよう！明るく元気なス
タッフ達が、あなたにピッタリのお部屋を
提案してくれますよ。

❷ ブックラウンジ
雑誌から専門誌まで、衣食住に関する様々
な本を揃えた図書館のようなスペース。誰
でも気軽に利用できるので、お部屋づくり
のヒントを見つける事ができるかも！？

❸ CURU∞CURU
子ども服無料交換サービスCURU∞CURU
の指定交換所にもなっています。サイトで
欲しい商品を予約し、交換所で受け取るこ
とができます。

❹ 待合スペース
ゆったり寛げるソファーやTVもあって、
待っている間も退屈しません！

不動産
コンサル・
相続

建設・
設計

管理

賃貸仲介

商品管理

不動産
売買・
開発

・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

・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

・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

・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

roomsの店舗はどこにある？ 野々市市内に3店舗！
売るのも、買うのも、建てるのも、お任せ下さい！

金沢工大前支店
金沢工業大学のすぐお隣にある店舗。お
部屋探し以外の方も気軽に来店すること
ができるお店です。
野々市市高橋町2４-3  ☎ 076-248-1176

野々市中央支店
きれいで広々とした店内には、売買部門や
管理部門も併設！更新の手続きなどもこち
らの店舗で行います！
野々市市本町５-４-10  ☎ 076-248-8787

野々市つばき支店
こぢんまりしているけど、その分じっくりプ
ライベート感覚で相談できますよ！
野々市市粟田5-380-1  ☎ 076-287-3110

？

3

Meeting area

Working 
space

Book lounge

Consulting 
service 

Waiting space

1

Entrance

2

4

rooms金沢工大前支店店内図

This is rooms!不動産屋さんのroomsって、
こんな会社です！なんでも

ご相談
ください！

COMPANY INTRODUCTION
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私たちrooms絹川商事は、
「HAPPY SMILE」を
コンセプトに、あなたの
野々市ぐらしを応援します！

N O N O I C H I  C O N C I E R G E

A pa rt m e n t

R E A L  E S TAT E  A G E N T

G O O D  W O R K E R

C O M PA N Yrooms

G U I D E  B O O K !About the life of Nonoichi, 

leave it to me in "rooms"!

野々市
ぐらし

は

room
sに

おまか
せ！

Let’sGo！
LetGo

私たちrooms絹川商事は、

野々市ぐらしを応援します！


