
アコフレマルシェアコフレマルシェ
営業 3/6(Sun) start 10:00 - closed 17:15

親子四世代の老舗、
創業 80 年の味。 春
はさくら餅やいちご
大福、 夏はくずもち
と季節の生菓子揃

えております。 看板商品のどら焼きと、
コーヒー大福を是非、 ご賞味ください。
金沢市笠市町6-3宮川ビル　宮川嘉彦

076-231-1323　 fb.me/miyakawakashiten

みや川菓子舗

最中の餡は保存料、
添加物を使用せず、
素材にこだわり、 そ
のものの味を活かし
ながら 1つ1つ手作

りしています。 「難関突破の縁起最中」
を是非ご賞味ください。
野々市市本町３丁目 8-9   松尾博行

076-214-6634　 @fugakudou.monaka

ふがく堂

町 家 を 改 装 し た、
時がゆっくりと流れ
る 癒 や し の 空 間。
古本とカフェと手作り
ジャムのお店です。

厳選素材で作る身体に優しいメニュー
を提供しています。
小松市八日市町 46   金田奈津代

0761-27-1205　https://machiya-bunko.com

こまつ町家文庫

フランス ・ ロレーヌ
地方の卵を使った
田舎料理の調理方
法をベースに白山

の麓で収穫されるコシヒカリの米粉を
使用したキッシュ専門店です♪
白山市八幡町ヌ 26-1 クゥーイ   高田

076-214-6939　 https://bit.ly/3FrBBeC

白山キッシュハウス

フランス語で 『メリメ
ロ』 と呼び、 『ごちゃ
まぜ』 という意味。
ポリマークレイ （オー
ブン粘土） やヴィン

テージボタンなどを使い枠にハマらない
特別感のあるアクセサリーが特徴です。

@c.meli_melo

Meli-Melo

「ヘアアレンジしてみ
ませんか？」 さくっと
髪をアレンジします。
お店の特徴はカラー
会員、 トリートメント

会員が年間通してとてもお得です☆　
是非ヘアアレンジでを楽しんでみて。

金沢市諸江町 37-20   大谷　歩
076-262-2002　 airy095@gmail.com

エアリーヘア

手作り大好きなス
ナックのママが作る
母直伝の笹寿司が
美味しい♪　鯖や鮭
と大根の薄切りを酢

で〆て挟み込んでいるからとても食感
がいいんですよ。 是非食べてみてね♪

白山市辰巳町169   吉田てるみ
090-2031-8644

スナック てるみ

プリザートフラワーと
身体にいいお茶を５
種類。 体に優しい
健康茶はきっと心も
体も温かくしてくれ

ます。 症状にあった手軽で美味しいお
茶を各種ご提案させていただきます。

金沢市四十万6-105-3   越田
080-3042-6206

日々亭

好日庵 花と茶

石川県小松市にあ
る服飾補材を扱う
商社です。 綿麻素
材 マ ス ク、 マ ス ク
ケース、 メガネがく

もりにくいマスク、 受注によるオリジナ
ル T シャツなどの販売をします。

小松市問屋町 20   武田　競
0761-24-2281 https://bit.ly/3A5nCtJ

株式会社タケダヤ

台湾カステラ専門店。
じっくり焼上げまし
た。 プ レ ー ン、 抹
茶、チョコ、ほうじ茶、
本日の日替わりカス

テラ。 フワフワ ・ プルプル ・ シュワシュ
ワの不思議な食感をご堪能下さい。

金沢市竪町 86 ( 商店街中程 )
076-260-0089　 @taiwan_pakupaku

台湾カステラ

PAKU PAKU

ドライフラワー、 プリ
ザーブド、 アーティ
シャルフラワーなどの
花材を使用した雑
貨を主に制作して

います。 日常に花がある暮らし、 また
お友達への贈り物にいかがでしょうか。

@m.c_handmade_c

M&C zakka

多彩なランチメニュー
が楽しめるイベント
カフェです。 イベン
トやレンタルスペース
としても利用でき、

整体の施術も行っています。 10分ワン
コインでリフレッシュしませんか。

金沢市高尾南2-29-1   近松明子
076-298-2444　 https://bit.ly/3GvmNN8

整体体験 A dayA day

中能登町谷農園、
古代米入りの大判
焼で、 生地が美味
しく外側の生地もそ
のまま付けていて、

甘過ぎないクリームとあんが美味しい
とリピーターも多い。 ハートもあります。

鹿島郡中能登町移動販売専門
090-3888-9345　 @oobanyakianyato

キッチンカー ( ベイサイド )

大判焼 あんやと

白山市にある欧風
料 理 の お 店 で す。
カンティーヌとは食
堂という意味。 地
元の新鮮な食材に

こだわったランチやディナーが人気で
す！ ケーキのテイクアウトもできます。

白山市倉光6丁目 25   白松裕也
076-276-27 67　 @cantine613

欧風食堂

 カンティーヌ

我が国唯一の竹筆
専門店 “金沢竹筆
の里 生きる” です。
墨汁一度浸せば書
ききれる。 竹筆の

紹介と試し書きの体験ができます !! 是
非、 試し書きに挑戦してください。

金沢市野町1-2-6   岩下
076-205-5010 https://takehude-ikiru.jp

金沢竹筆の里
生きる

見て可愛い、 食べ
て 美 味 し い、 貰 っ
て嬉しいをコンセプ
ト に、 安 心 出 来 る
材料で焼き菓子を

作っています。 ふわふわのシフォンや
焼き菓子を持って行きますね。

小松市東町 110   西多洋子
0761-27-2259　 @sweetshomeicing

Sweets home

   

当店は金沢市幸町
のカフェレストラン。
オリジナルのオマン
ジュウは１０種類以
上。 TV 番 組 「 絶

好調 W」 で紹介されたハンバーグな
ど洋食も人気です。
金沢市幸町２-2 幸町スカイハイツ 1F 

076-223-0201

オマンジュウカフェ

souan （ソウアン）

お洒落大好き 4 児
のママが、 プチプラ
にこだわって手作り
しています。 お気に
入りのアクセサリー

を身につけてワクワクしてね。 育児に
忙しいママ達も笑顔になりますように。

@m.c.handmade_ac

M&C accessory

ふるさと小松を元気
に ! と活動する NPO
です。 小松の新たな
工産品開発として
パイロットを元気に

する小松基地の食堂の味をレシビ通り
再現。 こだわりの味をどうぞ。

小松市白松町155-6   山本義之
　info@machizukuri-komatsu.org

アコフレ代行販売
NPO法人まちづくり小松

金沢市 ・ 野々市市
中 心 に、 た こ 焼 ・
黒いたいやきの移
動販売をしていま
す。 今日の出店場所

や、 今日のMENU、 イベント等の出店依
頼など、お気軽にお問い合わせ下さい。
金沢市 ・ 野々市市 移動販売専門　盛田順也

090-1695-0649　 @mogu_mogu_smile

キッチンカー ( ベイサイド )

それぞれのカレー 
に合わせた出汁と 
の融合をお楽しみ 
下さい。 金沢カレー
と少しテイストの違

う手作りスパイスカレー をお届けします。

金沢市桜田町1 -23 ㈱スパイスフィールド
090-4648-3143

fiore.cuore.komoda@gmail.com

KOMO'S KITCHEN

「筆ペンで、 楽し
く文字を描いてみ
ませんか。 己書　　　　　
は、 豊かな心を育
んでくれますよ」

日本己書道場　公認　道場師範
　　　　『己書　紀代ちゃん道場』 代表　中川
『己書　あんやと美楽坊道場』 代表　崎田

ワクワク己書体験

ご 縁 を 結 ぶ な ど、 
縁起良い伝統の水
引。 代々伝わった技
を継承しつつ、 現代
スタ イルにマッチした

水引細工を新提案。 デザインから製
作 まで職人が手掛ける逸品です。

野々市市本町 2-13-5   金子佳代
076-248-0222　 @k_neko_034

double-2 
by かねこ結納品

手づくりと温かみのあ
る料理、 独特の風味
が魅力の自家製燻
製料理。 そんなダイ
ニングバーから、 能登

豚 100% 粗挽きパティ国産小麦全粒粉
バンズの魅力を少しだけ。
金沢市片町2丁目22-17幸楽ビル1F

076-221-7115　 http://bar-daisy.com

“耳元からHAPPYに”
をコンセプトに、 彩
り豊かな絵の具で
描いた絵柄のピア
スを心を込めて作

成、 販売している iROiro です。 耳元
からそっと気分を上げてみませんか☆

@accessory_iroiro   吉川

iROiro ( イロイロ )

“こんなのあったら可
愛いな” をコンセプ
トに独自のアクセサ
リーを制作している
東京の音楽仲間よ

り出品♪ 気になる一品があったら嬉し
いです。 商品は全て一点物です☆
北陸アコースティックフレンズ実行委員会 

アコフレ HP   https://bit.ly/3rlg7e6

アコフレブース販売
Handmade chakko

①ライブ会場

①ア コフレマルシェ

② 待合エリア

③自販機コーナー

④ターミナル事務室

⑤観光案内

▼

▲

①

① 出入口

正面入口

ベイサイドエリア


