
076-278-3516

　町工場としてはいち早く自
動化に着手。ブロック材の削り
出し・穴あけ加工を主に手が
ける。扱うサイズも大中小と
幅広く、1600mmの大型ワー
クにも対応。小回りのきく小規
模チームで、量産はもとより短
納期・小ロットのオファーにも
応じられる技術力が武器。

角材の削り出し・穴あけ

米澤鐵工所

軽快な足回りで高難度オファーにも

白山市湊町子4-111 ●8:30～17:00 ●日曜、隔週土曜営 休

076-278-3337

　地元はもとより県外にもファンが多
い焼豚が名物。国産豚肩ロース肉を、大
野醤油をベースにした秘伝のタレで
じっくり煮込み、柔らかさと濃厚な旨み
を引き出す。脂身付きと赤身の2種類が
あるのでお好みで。お肉屋さんならでは
のコロッケも人気。

焼豚 100ｇ426円

スミヤ精肉店

柔らかジューシーな名物の焼豚

白山市井関町ヌ51-10
●9:00～19:00 ●月曜、木曜営 休

076-278-2641
090-2035-8853

　美川・小松など近隣の市場か
ら仕入れた地元産の鮮魚を主に
販売。早朝は車で移動販売、昼頃
からは店舗で提供している。鮮度
の良さはもちろん、焼き魚、南蛮
漬け、ぶり大根などの季節の惣
菜から自家製の干物や塩麹漬け
まで、手作りの加工品も大好評。

鮮魚・加工品販売

魚屋マルト

新鮮な地元の魚をおいしく手軽に

白山市湊町レ37-60 ●店舗は11:00～16:00頃 ●水曜、日曜、祝日営 休

076-278-2227

　職人の実直な手作りにこだわ
る蒲鉾やちくわを直販。吟味した
素材と白山の伏流水、昔ながら
の石臼ですり身を作り、もっちり
柔らかく風味豊かな蒲鉾に。菜
種油で揚げるさつま揚げやボー
ル揚げも人気があり、揚げたて
は午前中がねらい目。

焼かまぼこ 1本170円
ちくわ 2本200円など

大西蒲鉾

旨みが弾ける手作り蒲鉾

白山市美川和波町北221 ●8:00～18:00 ●月曜営 休

076-278-2041

　明治創業の味噌蔵で、まる
いち味噌でおなじみ。美川の
気候風土を生かしおよそ１年
かけてじっくり天然醸造する
味噌は、大豆の旨みと香りが
生きた豊かな味わい。昔なが
らの板折で作る糀はしっかり
とした甘みが特長だ。かぶら
寿しや甘酒、塩糀などに。

おかえり味噌 900ｇ750円

一川商店

木桶仕込み、天然醸造の味噌

白山市美川神幸町ソ408 ●8:00～18:00 ●土・日曜営 休

076-278-7761

　50余年におよぶキャリアを
生かし、産業機械本体や建設
機械の部品などの溶接加工を
数多く手がける。小物から大
物まで、特に30ｔまでの重量
物の加工を得意としており、
最近は３D用大型モニターや
３Dプリンターを導入、さらな
る技術向上に意欲を燃やす。

溶接加工

マイテック

30tまでの大物溶接はおまかせを

白山市湊町丁86-1 ●8:00～16:45 ●日曜、祝日、隔週土曜営 休

076-255-7078

　1958年創業、建設機械で
緩衝のために使われる円筒形
のすべり軸受部品「ブッシュ」
加工のスペシャリスト。熟練
の両親と新技術を身に着けた
息子との3人4脚のものづく
りは、フットワークも軽快。高
難度のオファーにも迅速に対
応できる実力が魅力。

ブッシュの油溝切り

西川鉄工所

高い技術と機敏なチーム力が武器

白山市湊町子4-118 ●8:30～19:00 ●日曜、土曜不定休営 休

（真空パック 100g 442円）
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※各商品・サービス等の掲載価格はすべて税込です。

伴走型小規模事業者支援推進事業

掲載商品・サービスの詳細については
各企業にお問い合わせください。

TEL.076-278-3328美川商工会

※このチラシに掲載されている情報は令和3年1月現在のものです。

このチラシは中小企業庁の補助事業を活用しており、美川商工会の支援を
受けて事業計画を策定した小規模事業者の販路開拓を対象としています。　

美川商工会　企業
https://mikawa.shoko.or.jp/kigyou/

きらりと輝く
美川の企業

　目を上げれば神の山とも称される霊峰白山の雄姿が見渡せる地。白山市
美川は、その白山を源に流れる手取川の河口沿いに広がる平野部に位置。
魚介の宝庫・日本海に面しているため、自然豊かな資源を利用した地域の
料理や特産品はもちろん、地場の強みを生かしたモノづくりなどが得意。
さまざまなお店や企業が、多彩な商品やサービスをご用意しております。

※各商品・サービス等の掲載
　価格はすべて税込です。

詳細情報は
WEBをチェック!



076-278-3424

　成人式の衣裳として、母か
ら娘へと受け継ぐ「ママ振袖」
が人気。母親世代の着物は質
が良く、ラメ入り半衿やカラ
フルな帯締めなど小物の現代
風コーディネートでモダンな
着こなしに。寸法直しから小
物選び、着付けまで丁寧にサ
ポートしてくれる。

ママ振袖のアレンジ

もと江呉服店

着物のことは気軽に相談を

白山市美川和波町ソ542 ●9:00～19:00 ●月曜、第1火曜営 休

076-278-2021

　人気が復活中の牛乳配達。アイ・ミル
ク北陸、森永乳業、雪印メグミルクと信
頼の3社を専用保冷箱で届けている。最
近特に好評なのが、ガセリ菌やグルコサ
ミン、ヒアルロン酸入りなどの機能性表
示製品。宅配でしか入手できない牛乳・
乳製品で健康づくりを。

牛乳・乳製品の宅配

美川冷菓

信頼の牛乳3ブランドをお届け

白山市美川浜町ソ458
●8:00～18:00 ●日曜営 休

076-278-5885美川タンパク

ひたすら懸命に豆腐づくりと向き合う

白山市長屋町ハ7-4 ●●販売店舗により異なる営 休

御酒最中（中） 1個152円
ごんしゅう も　 なか

フタマサ御酒堂
ごんしゅうどう

076-278-3310

　祝事や仏事、進物に、またお茶請けにと、
地元でおなじみの御酒最中。爽やかに香
る柚子餡、深い味わいの抹茶餡、上品な風
味の薄口餡の３種類があり、大きさも大・
中・小が揃う。ムースのような口どけの栗
抹茶羊羹・茶通箱（さつばこ）も全国にファ
ンが多い逸品。

美川の代表銘菓、御酒最中

白山市美川新町ソ212
●7:30～19:00 ●月曜、第3木曜営 休

076-278-5488

　マーブル模様のフラワーブ
レッドはカスタード、チョコ、
コーヒー、抹茶の4種類。しっ
とりと風味豊かで、スライス
したりちぎって食べたりとつ
い手が伸びるおいしさ。耳ま
で柔らかい食パンや甘いおや
つパン、ボリューミーな惣菜
パンまで多彩に揃う。

フラワーブレッド 480円

ぱんだふる

生地のおいしさに自信あり

白山市平加町ハ25-1 ●7:00～19:00 ●月曜営 休

076-278-2144

　早朝、漁から戻った美川丸が港
に入る時間が美川きときと市の
スタート。質の高い定置網の魚を
水揚げ直後だけ販売、店では買え
ない味と鮮度を待ちわびるプロ
や遠来客も多い。市が開かれるか
どうかは天候次第だが、早起きは
三文の徳、ぜひお出かけを。

美川きときと市

浜辺漁業 美川定置

早朝の美川漁港でピチピチの鮮魚を

白山市美川永代町甲88 ●4:30頃～5:30頃（4月～10月初旬の漁のある日）
●不定休（10月中旬～3月は休漁）

営
休

076-278-4895

　味付の油揚げや高野豆腐、
かんぴょうの製造で有名なワ
コー食品工業。なかでもふっ
くらジューシーな加賀いなり
は、伏流水を使う旨み出汁が
染みて加賀伝統の上品な味わ
いに。化学調味料や保存料、着
色料も無添加。「道の駅めぐみ
白山」でも購入可能。

加賀いなり 12枚入 250円

ワコー食品工業

旨みあふれる幸せの味

白山市鹿島町1-7-5 ●8:30～17:00 ●土・日曜、祝日営 休

076-278-5862

　店主自ら美川漁港で目利き
した新鮮魚介や旬の地物野菜
を、素材の味を生かしたシン
プルな料理で、また時にはひ
と手間加えて味わい豊かに楽
しませてくれる大衆割烹。日
替わりの一品料理が30～
40種類揃う。マフグのふぐ料
理（要予約）も人気。

刺身盛り合わせ 900円～

大衆割烹 五展

美川の新鮮魚介と旬の一品料理

白山市美川末広町ソ525 ●17:00～21:30LO ●水曜営 休

076-278-5335

エビチリ・フォンデュ 880円

御料理 こめや

漁港直送の食材と料理人の腕前が魅力

白山市美川浜町ソ426 ●11：30～14：00（要予約）、17：00～22：00
●水曜（祝日の場合は営業）

営
休

080-5907-6750

　自家製の米や野菜、地元食
材を使った手作り惣菜を販売。
日替わりで10～15種類揃い、
好きな分だけテイクアウトで
きるほか、店内での飲食もでき
る。おかず2品が付く660円か
らバイキング形式の1,650円
までお好みで。玉ねぎの甘み
たっぷりのカレーも人気。

手づくり料理 1品 108円～

和の里

おふくろの味をテイクアウト

白山市長屋町ト23-4 ●7:00～14:30LO ●水曜、日曜、祝日営 休

　地元の魚屋で育ち、魚の目利きに
自信を持つ店主が腕を振るう。本格
的な日本料理から創作メニューま
で、美川漁港で仕入れる魚介類を生
かした料理が揃い、お昼の松花堂弁
当2,200円～やテイクアウト料理も
評判。トラフグやマフグのコース料
理（3日前までに要予約）も楽しめる。

076-259-5566

　美川漁港そばの人気店。春
～秋の漁期には美川漁港で揚
がる魚介を使い、地元産の米
を美川の名水で炊き上げてい
る。寿しにサラダ、茶碗蒸し、味
噌汁、コーヒーかふぐの子アイ
スが付くボリュームあるラン
チが人気。トラフグのフルコー
ス8,800円も要チェック。

美川県一丼 2,200円

鮨 美浜

ネタも主人もとびっきりイキがいい

白山市美川永代町甲1-46 ●11：00～13：30LO、17：00～21：30LO ●水曜、第3木曜営 休

朝生菓子 おはぎ2個216円など

谷保屋菓子舗
たに ほ や

076-278-2786

　地元の契約栽培米や国産小豆など、吟
味した材料で作る和菓子はどれも風味
豊か。おはぎや団子といった作りたての
朝生菓子が並ぶほか、手取川の鮭にちな
んだ鮭サブレは美川みやげにおすすめ。
しっとりとした生地で餡を巻いたうず
巻も人気。

真心こめた作りたて朝生菓子

白山市湊町レ37-56
●7:30～18:00 ●火曜営 休

076-278-5016

　木目が美しい熨斗袋や折り
樹、マウスパッドなど天然木
でできたアイテムを販売。木
を薄くスライスしたつき板に
特殊な加工を施してあるた
め、自由に折ったり曲げたり
できる。おしゃれで個性的な
小物として、また企業のノベ
ルティグッズとしても人気。

樹の熨斗袋 1,100円

ヨシダ木工

天然木のエコプロダクト

白山市美川中町ロ34-3 ●8:00～17:00 ●日曜、祝日、隔週土曜営 休

き の し

076-278-5499

 　一日の始まりは淹れたて
コーヒーとトーストのモーニ
ング600円はいかが。昼は野
菜たっぷりの家庭的な日替り
ランチがおすすめ。名物のお
好み焼は、鰹と昆布だしを加
えた生地を表面はカリッと、
中はもっちりと焼き上げた逸
品。テイクアウトもできる。

日替りランチ 850円

喫茶ピース

モーニングやお好み焼が評判

076-278-6203

　種類豊富でコスパもボリュー
ムも抜群のランチや、手軽に利
用できる弁当、オードブルが人
気の店。こだわりのブレンド
コーヒーはホットもアイスも生
クリーム付きで、ウインナー
コーヒー用に豆を独自ブレン
ド。豊かな風味と癒やしの時間
を届けている。

ブレンドコーヒー 400円（ホイップ付）

あんず乃森

名物コーヒーやランチでほっこり

白山市平加町ハ8-1 ●8:30～22:00（夜は予約） ●月曜営 休

076-259-6289

　美川温泉「安産（やすまる）の湯」内に
ある休憩処。美川漁港に揚がる鮮魚の刺
身や唐揚げをはじめ、おでん、漬物など、
地物をふんだんに使った家庭料理が人
気。1品400円～という気軽な価格で常
連客も多い。1個から配達OKのお楽し
み弁当600円も好評。

地産地消料理 1品400円～

いっぷく処 はりんこ

旬味と温泉でやすらぎの時間を

白山市平加町ワ6-2
●12:00～20:40LO ●金曜営 休白山市鹿島町ち16-１ ●8:00～17:00 ※ディナーは要予約 ●日曜（応相談で営業）営 休

（写真は1,200円）

　1891年創業。「豆腐づくりへ
の姿勢が味に出る」という信念
のもと、厳選した国産大豆と白山
の伏流水、天然のにがりを使用
した豆腐・油揚げの製造一筋に
歩んできた老舗。食べれば納得
の味はファンが多く、おかずにも
なるオリジナル納豆も人気だ。

こだわり豆腐あんやと 143円
堅どうふ 275円など

工場（現地販売はなし）
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076-278-4077

　新しい生活様式を見据えて
感染症対策は万全にしたいも
の。タッチレスの自動水栓へ
の交換や、和式トイレの洋式
化、空気清浄機内蔵型エアコ
ンの取付といった設備導入や
リフォームならお任せ。水漏
れや排水詰まりなど水まわり
のトラブルは24時間受付可。

感染症対策工事／リフォーム

白山設備

水まわりリフォームの専門家

白山市湊町3-38 ●8:00～20:00（夜間対応可） ●不定休営 休

076-278-4847

　生涯設計、資産運用で30年以
上の実績に基づき、企業や個人
のライフプランをオーダーメイ
ドでご提案。毎月お客様にお届け
するＦＰ通信では、金融市場動
向、世界経済動向など日々変化す
る経済情報を提供。お客様の人
生を豊かにするため、夢の実現に
むけた『ありたい未来』を応援。

各種生命保険・損害保険

中村FPコンサル

将来設計士にできること

白山市湊町3-38（本社） ●9:00～18:00 ●不定休営 休

076-278-2695

　空き家の管理や遺品整理な
どに悩む方たちの、頼もしい
味方が当社。空き家の見回り
や庭の草刈り、修理の手配な
どを持ち主に代わって実施。
また、認定の遺品整理士とし
て法令を遵守した不用品処理
も行っている。困りごとは、地
元のプロにおまかせを。

空き家管理／遺品整理

ナデシコエステート

困ったら不動産のプロにご相談を

白山市美川今町レ111-3 ●9:00～18:00 ●不定休営 休

スタジオ撮影／出張撮影

076-278-3320

　七五三や成人式など、大切な家族の記
念写真をはじめ、建築写真、商品や料理
写真といった企業・店舗の出張撮影にも
幅広く対応。印刷会社や編集プロダク
ションとのネットワークを生かし、各種
パンフレットや冊子、ホームページ制作
などの依頼にもこたえる。

シンヤ写真館

白山市美川中町ソ25-2
●9:00～19:00 ●水曜営 休

企業の情報発信をお手伝い

076-278-3688

　工場内にはビッグサイズの
NC立旋盤機や高性能の計測
器などがずらり。直径400～
2000mmの丸物の立旋盤や
ロータリー研磨加工を手がけ
ている。とりわけ芯出しや測
定の技術に優れ、異形物でも
誤差10μ以内。精密・精巧な
仕事ぶりへの信頼は厚い。

丸物の立旋盤／研磨加工

鹿南精工

精鋭の大型設備と高い技術が武器

白山市鹿島町ヘ７ ●8:00～17:00 ●日曜、隔週土曜営 休

076-278-5651

　長年にわたって旧美川町内
のゴミ収集を担当。豊富な実
績を生かし、一般家庭で生じ
た不用品の回収サービスも
行っている。見積り無料で価
格もリーズナブル。タンス・
ベッドなどの大型家具やタイ
ヤ、遺品の処分など何でも、
1個からでも引き受ける。

不用品の回収

美川清掃

タンスもタイヤも、一つでも回収

白山市湊町レ48-28 ●7:00～20:00 ●無休営 休

076-278-5352

　ある日突然やってくる水の
トラブル。一般住宅では築30
年を目安に給水管の交換を視
野に入れ、点検やメンテナン
スを行うのがおすすめ。地域
で信頼される設備屋として、
確かな技術と経験で、漏水な
どのトラブル対応やリフォー
ムにも迅速・丁寧に対応。

水回りの修繕／リフォーム

二口設備

水回りの困りごとをすっきり解決

白山市美川浜町ル218-1 ●8:00～17:00営

076-278-2630

　無垢材や珪藻土など自然素
材をふんだんに使い、お客様の
こだわりに寄り添った家づく
りを提案。断熱材を外から包み
込む外張り断熱工法で、夏は涼
しく、冬は暖かい室内空間を実
現。白山市鶴来朝日町にある山
小屋風の展示場で木の温もり
や空間の広がりを体感できる。

新築住宅／リフォーム

アカイホーム

体に優しい自然素材の住まい

白山市平加町83-1 ●9:00～17:00 ●土・日曜営 休

090-2374-6102（北川）

空手教室
空手に挑戦！見学や体験も受付中！

076-278-6607

　丹精込めて作られる料理は、地
物食材の持ち味を生かした滋味
あふれる味わい。昼は御膳2,200
円～、夜は4,400円～で、本格的
な会席コースを落ち着いた店内
でゆっくりと楽しめる。マフグを
使うふぐのおやこコース4,400円
（2日前までに要予約）も味わえる。

日本料理 幸庵
白山市西米光町ト99-1 ●11:30～13:30LO、17:00～21:00LO（昼・夜とも前日までに要予約）
●月曜（祝日の場合は営業）

営
休

　「未来を担う子どもたちに、自分
が空手で学んだことを伝えたい」と
県内で５つの空手道場を開催中。強
くなりたい、楽しく学びたい、友達
をたくさんつくりたいなど、さまざ
まな目的に応じて、3歳から一般ま
で幅広い年代が稽古に励んでいる。

極真空手 北川道場
白山市平加町ワ-6-1（美川武道館）、白山市村井町441（松任青少年体育館）
●美川道場／少年部 18:30～19:30、一般部 20:00～21:30
　松任道場／少年部 19:30～20:30、一般部 20:30～21:30
●美川道場／水曜・金曜開催、松任道場／月曜・木曜開催

営

休

オリジナルプリントサービス

076-278-2117 

　チラシやハガキ、名刺などの印刷物は
もちろんのこと、ユニフォームやノベル
ティなどのオリジナルグッズづくりをお
手伝い。好きな絵やデザインを多様な素
材にプリントできる。１枚からでもOK。
線描や色合いの再現性も高く、耐久性が
良くて価格もお手頃。お気軽にご相談を。

イシダ印刷

白山市美川浜町ヨ138
●9:00～19:00 ●日曜営 休

自分だけのグッズが自由自在に

076-278-5919

　自家製麺とやさしい味わい
の出汁が人気。おすすめの安
産（やすまる）うどんは、地元
の安産日吉神社にちなんで安
産を祈念する一杯。長芋や梅、
卵、金箔などをトッピングし
た滋養強壮の逸品だ。ほかに
鳥みそうどんやソースカツ丼
などメニューも豊富。

安産うどん 1,188円

めん処 一休どん

安産の祈りを込めた絶品うどん

（妊婦さんは719円）

白山市蓮池町ア9-4 ●11:00～15:00、17:00～21:00 ●火曜営 休

076-278-2026

　長年、食通を魅了してきた
日本料理の老舗。活け締めタ
イや10kgを超えるブリなど
良質な食材の目利きは確か。
夜のコース5,500円～で、冬
期限定のふぐコース13,200
円～（座敷はサービス料別途）
も。カウンター席では昼は定
食、夜は一品料理が楽しめる。

昼の定食 1,900円

なべ長

手間暇かけた旬味が目と舌を幸せに

白山市美川南町ソ13-1 ●11:30～13:00、17:00～21:00 ●火曜営 休

御法要 会席コース 8,800円
地元客からの信頼も厚い美川の名店

076-278-2232

　日本海や手取川の幸、新鮮な地野菜な
ど地元の旬の食材を生かした料理を存分
に堪能させてくれる。気軽な松花堂弁当
から会席料理のコースまで、予算に応じ
て柔軟に対応。神代杉や屋久杉といった
銘木を随所にあしらった個室のほか大広
間も。5日前までの予約でふぐ料理も可。

会席料理 5,500円～

料理旅館 沢のや

季節の地元食材を丁寧に生かす

白山市美川南町ヌ154
●11:00～22:00（昼・夜とも要予約） ●不定休営 休

076-278-3313

　昼はランチやコーヒー、夜
はお酒も楽しめるレスト&ス
ナック。昼のれんげ定食は肉
の旨みたっぷりのヒレカツ
や、優しく味が染みた煮物な
どボリューム満点。笑顔が素
敵なマスターと気さくなママ
との会話も弾み、つい長居し
たくなる居心地の良さだ。

れんげ定食 1,300円

れんげ

会話が弾む“町の応接室”

（当日10時までに要予約）

白山市湊町レ37-41 ●12:00～23:00 ●日曜営 休

076-278-6304

　石川県中小企業診断士会長
も務める石井伸太郎中小企業
診断士が、悩める経営者を頼
もしく応援。売上増強のため
の販路開拓やマーケティング
はもとより、資金繰り、人材確
保、助成制度の利活用など、多
角的かつ親身な支援で事業の
前進を後押しする。

経営支援／人材教育

クリエイティブプロダクツ金沢

中小企業診断士が徹底サポート

白山市美川今町ソ290 ●9:00～20:00 ●土・日曜、祝日営 休

建設・設備建設・設備

建設・設備 鉄 工
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