ご利用の際は、北國総合研究所会員である旨、加盟店にお伝えいただき、サービス内容、利用方法をご確認ください。また、ホテル・
旅館をご利用の際はご予約の際に北國総合研究所会員である旨をお伝えいただき、チェックイン時に会員証を提示してください。な

会員特典加盟店一覧（順不同）

お、特典内容に「グループ全員」の表記がある場合は、総研会員が含まれたグループであれば、全員が特典を受けられます。

【 グルメ】のつづき
◆鮮魚店 鹿渡島定置

七尾市府中町員外13-1(能登食祭市場内)
☎0767-53-1234
【特典】
カニ２杯以上購入の方はカニの総額から１０％オフ

◆金沢和食 みんなのまなぶ

金沢市片町2丁目22番16号
☎076-222-9520
【特典】お食事の方、生ビール一杯かワンドリンク
サービス

◆ベジタリアンカフェ TASTE&SCENT

金沢市寺町5-5-75 ロイヤル広小路1F
☎076-255-7062
【特典】
お食事の方、デザートサービス

◆大樋呑場ヤマハゼ

金沢市大樋町3-11 ☎076-256-5440
【特典】乾杯ワンドリンク1杯サービス

◆ポポラマーマ アピタ松任店

白山市幸明町280 アピタ松任店1F
☎076-220-7131
【特典】御飲食代金より5％割引 ※他割引との併用不可

◆ハムアンドゴー 香林坊アトリオ店

金沢市香林坊1-1-1 アトリオB1F
☎076-225-8018
【特典】全品5％割引

◆あたらよ金沢

金沢市片町1-9-2 ☎076-225-8885
【特典】
ドリンク１杯無料

◆侍家ＢＡＲ

金沢市片町1-7-23 金劇パシオン1F
☎076-254-5030
【特典】
お会計10％OFF

◆リンガーハット イオンモールかほく店

かほく市内日角タ25番 ☎076-213-5227
【特典】薄皮ぎょうざ5個以上の御注文で1コ増量

◆コメダ珈琲店 イオンモールかほく店

かほく市内日角タ25番 ☎076-289-3181
【特典】会員ご本人に限り、通常サイズの値段で
たっぷりサイズをご提供いたします

◆和牛肴 ヒラサワ

魚津市上村木１丁目８-５ ジョイフルビル1F
☎0765-55-1883
【特典】お食事の方、ソフトドリンク１杯サービス
（１,０００円以上注文の方、ハイボールまたはレモ
ンサワー１杯サービス）

◆TMKキッチンサロン

野々市市太平寺３丁目１４９-４
☎090-2039-0510
【特典】ストア（https://tmkkitchensalon.
stores.jp/）から注文の方にバルーンプレゼント

【芸術】
◆茶道具・古美術・工芸品 大村古物店

金沢市瓢箪町13-18 ☎076-221-2168
【特典】
ご来店での購入者に、10％割引
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◆かゆう堂 本店

金沢市寺町5-5-3 ☎076-242-3769
【特典】会員証のご提示により全商品10%～20％
割引

◆かゆう堂 松任店

白山市三幸町85 ☎076-274-3711
【特典】会員証のご提示により全商品10%～20％割引

◆アークオアシス 金沢店

金沢市高柳町1−1−1（スーパーセンタームサシ金
沢店内） ☎076-251-1634
【特典】アークオアシス教室の受講生は専用のカル
チャーカードご提示で2割引。それ以外の受講生は会
員証のご提示で1割引（一部商品・サービスは対象外）

◆かわさき画材

金沢市幸町3番14-1 ☎076-231-0288
【特典】会員証のご提示により商品の10％～20％
割引

◆加賀友禅工房 長町友禅館

金沢市長町2-6-16 ☎076-264-2811
【特典】加賀友禅制作体験学習講座秋季講座（9月
～11月、月2回第1、第3水曜日9：30～15：00、随
時）講習料割引、①デザイン講習5,000円→3,000
円、②ストール制作18,000円→12,000円、③加
賀友禅きもの制作（受講料・外注費実費）

◆箔一本店 箔巧館

金沢市森戸2-1-1 ☎076-240-8911
【特典】本店 箔巧館にてお買い物の方に金箔打紙
製法あぶらとり紙一冊プレゼント

【健康】
◆倶利伽羅塾

津幡町竹橋西270 ☎076-288-8668
【特典】日帰り入浴 大人350円→300円、町内
65歳以上250円→200円、小人（小学生）200円
→150円、小学生未満 無料

◆クリニカルカイロ ねま～る

野々市市新庄6丁目496 ムートンウエストA棟102号
☎090-2376-3020
【特典】体験施術（30分）1,000円

◆白鷺湯たわらや

加賀市山中温泉東町2丁目ヘの1
☎0761-78-1321
【特典】貸切大浴場（内湯＋渓流野天風呂）
「 菊香」
45分3,300円を2,200円に割引

◆大桑おんま温泉 楽ちんの湯

金沢市大桑2丁目115番地 ☎076-245-1126
【特典】大人入浴料100円引き（650円→550円）

◆げんき堂整骨院 リラックス アピタ松任店

白山市幸明町280 アピタ松任店1F
☎076-274-3428
【特典】ボディリラクゼーション 60分以上のコー
ス50％オフ（他割引と併用不可）

◆（株）スポーツクラブ ヴィテン
ヴィテンかなざわ

金沢市泉野4-8-8 ☎076-244-3434
【特典】
ヴィテンオリジナルグッズプレゼント

◆フィットネスクラブ エイム
エイム21

野々市市御経塚4-10 ☎076-240-0210
【特典】入会金100％割引

◆フィットネスクラブ エイム
エイムムーンフォート

金沢市戸水2-140 ☎076-268-6000
【特典】入会金100％割引

◆フィットネスクラブ エイム
エイムスカイシップ

金沢市田上さくら2-7 ☎076-232-8000
【特典】入会金100％割引

◆フィットネスクラブ エイム
エイムフェイス

白山市西新町1114 ☎076-274-7111
【特典】入会金100％割引

【ライフ】
◆アーク引越センター

金沢市高畠3-237 ☎076-291-0003
【特典】基本料金の20%割引、ダンボール50枚ま
で無料（但し、繁忙期適応外）

◆石川県柳田星の観察館「満天星」

鳳珠郡能登町上町ロ1-1 ☎0768-76-0101
【特典】プラネタリウム110円割引（グループ全員）
大人550円⇒440円、小中学生330円⇒220円
（他の割引券との併用はできません。プラネタリ
ウムの投影開始時間はお問い合わせください）

◆お茶屋美術館 金沢市指定文化財

金沢市東山1丁目13-7 ☎076-252-0887
【特典】入館料50円引き（一般500円→450円、
小・中学生300円→250円）

◆国指定重要文化財 志摩

金沢市東山1丁目13-21 ☎076-252-5675
【特典】入館料50円引き（一般500円→450円、
小・中学生300円→250円）

◆シマタニカバン店

金沢市安江町11-39 ☎076-221-4211
【 特 典 】全 商 品 1 0％o f f 、C O A C H の 新 作 入 荷
（33％～55％off）

◆写真の光画社

金沢市尾張町1-7-8 ☎076-264-3288
【特典】1、サービス対象は、一般証明写真撮影とス
タジオ撮影とする。
2、一般証明写真撮影、スタジオ撮影共に撮影ご利
用時の消費税5％サービス致します。
3、一般証明写真、スタジオ写真の各撮影後に発生
する焼き増しはサービス対象外と致します。
尚、撮影時に会員カードの提示がない場合はサー
ビスが受けられません。

◆能登花の寺 第十一番 平等寺

鳳珠郡能登町寺分2-116 ☎0768-76-1311
【特典】入山料200円を免除

◆石川県銭屋五兵衛記念館

金沢市金石本町ロ55番地 ☎076-267-7744
【特典】付属館の「銭五の館」と共通入館料 大人
500円→400円 小中高生350円→300円

◆Draw：Garden 本店

能美市徳久町84-2 ☎0761-51-4400
【特典】
お買い物された方に季節のお花プレゼント

◆伏見寺

金沢市寺町5-5-28 ☎076-242-2825
【特典】拝観料金大人50円引き

◆㈱フラワースポットいまむら

金沢市野町２-３３-２ ☎076-241-1321
【特典】会員証のご提示により3,000円以上のお買
い上げの方に300円分の切花か花の苗を差し上げ
ます（お客様が自由に選んでください）

◆妙成寺

羽咋市滝谷町ヨ1 ☎ 0767-27-1226
【特典】拝観料1割引（最大4名まで）

◆オーダースーツSADA 金沢香林坊店

金沢市香林坊1-1-1 香林坊アトリオ4F
☎076-254-1868
【特典】オーダースーツをお買い上げでオプション
3,000円分サービス

◆赤い靴べら 金沢工房

金沢市福久2丁目58 イオン金沢1F
☎076-256-0147
【特典】店内取扱品5%引き（一部除外品あり、現金
でのお支払いに限る）

◆赤い靴べら 杜の里工房

金沢市もりの里1-70 イオンもりの里1F
☎076-234-8721
【特典】店内取扱品5%引き（一部除外品あり、現金
でのお支払いに限る）

◆赤い靴べら 小松工房

小松市平面町ア69 イオン小松1F
☎0761-23-5618
【特典】店内取扱品5%引き（一部除外品あり、現金
でのお支払いに限る）

◆ミシンのナカガワ（株） 有松店

金沢市有松5-10-25 ☎076-245-3400
【特典】会員の方で3万円以上のミシンを現金で購
入の際、5％OFF（一部除外品あり）

◆メガネの王様 内灘店

内灘町旭ケ丘156 ☎076-238-6566
【特典】全商品5％引き

◆メガネのハラダ 増泉店

金沢市増泉1-16-11 ☎076-242-7300
【特典】全商品の5％割引

◆メガネのハラダ 鳴和店

金沢市春日町4-5 ☎076-251-6900
【特典】全商品の5％割引

◆メガネのハラダ 桜町店

金沢市桜町24-36 ☎076-223-8282
【特典】全商品の5％割引

◆メガネのハラダ 有松店

金沢市有松3-6-28 ☎076-247-6644
【特典】全商品の5％割引

◆メガネのハラダ 北安江店

金沢市北安江3-16-16 ☎076-222-5005
【特典】全商品の5％割引

◆メガネのハラダ 駅西本町店

金沢市駅西本町2丁目110 ☎076-221-9722
【特典】全商品の5％割引

◆メガネのハラダ 八日市店

金沢市八日市3丁目556 ☎076-269-1166
【特典】全商品の5％割引

◆メガネのハラダ 野々市店

野々市市本町4-7-8 ☎076-246-7400
【特典】全商品の5％割引

◆メガネのハラダ 小松店

小松市上小松町丙34-1 ☎0761-21-9300
【特典】全商品の5％割引

◆メガネのハラダ 七尾店

七尾市小丸山台1丁目138 ☎0767-52-0023
【特典】全商品の5％割引

◆和倉昭和博物館とおもちゃ館

七尾市和倉町九20-1 ☎0767-62-1161
【特典】1グループ 入館料大人100円引き（700
円→600円）、子供100円引き（500円→400円）

◆ヴィテン乗馬クラブ・クレイン金沢

金沢市粟崎浜町1－7 ☎076-239-0009
【特典】
・乗馬スクール（45分）通常5,500円→会員料
金3,850円。別途レンタル保険料として1,860円。
・シニアライディングスクール（60歳以上） 月4回
/13,500円×4ヵ月コース。別途レンタル保険料とし
て1,860円（1日）。

◆エステール 金沢店

金沢市諸江町30−1 アルプラザ金沢1F
☎076-263-5432
【特典】
・会員証のご提示により5％OFF（一部除外
品あり）
・ジュエリーの無料クリーニング

◆モントロンド アピタ松任店

白山市幸明町280番地 アピタ松任1F
☎076-274-7745
【特典】
・会員証のご提示により5％OFF（一部除外
品あり）
・ジュエリーの無料クリーニング

◆ザ・クロックハウス 松任店

白山市幸明町280 アピタ松任店1F
☎076-274-6126
【特典】会員カード提示で定価商品￥1,000円（税
別）以上の商品10％off。ただし割引商品対象外

◆イエローハット
イオンタウン野々市店

野々市市白山町4−1 ☎076-294-8080
【特典】全商品5％OFF（作業工賃、法定費用は除く）

◆イエローハット 金沢南店

金沢市久安4−422 ☎076-243-1414
【特典】全商品5％OFF（作業工賃、法定費用は除く）

◆イエローハット 金沢東店

金沢市福久町2−100 ☎076-257-8680
【特典】全商品5％OFF（作業工賃、法定費用は除く）

◆イエローハット 金沢田上店

金沢市田上の里1−134 ☎076-221-1188
【特典】全商品5％OFF（作業工賃、法定費用は除く）

【関連】

◆㈱北国音楽センター

金沢市若宮1-184 ☎076-265-3344
【特典】
ピアノ・エレクトーン他総合機器（ヤマハ・カ
ワイ等）10％～15％割引。ピアノ調律・修理・移動
15％割引

◆キンコーズ金沢尾山神社前店

金沢市南町 5-3 ☎076-234-5570
【特典】白黒＆カラーコピー10％OFF／名刺印刷
10％OFF／ポスター印刷10％OFF／封筒印刷
10％OFF ※他の割引と併用は出来ません

◆ミルフローラ イオンモールかほく店

かほく市内日角タ25番 イオンモールかほく1F
☎076-289-1720
【特典】
・会員証のご提示により5％OFF（一部除外
品あり）
・ジュエリーの無料クリーニング

◆ミルフローラ イオン金沢店

金沢市福久2丁目58番地 イオン金沢1F
☎076-258-7560
【特典】
・会員証のご提示により5％OFF（一部除外
品あり）
・ジュエリーの無料クリーニング

◆ミルフローラ イオンモール新小松店

小松市清六町315番地 イオンモール新小松2F
☎0761-58-1961
【特典】
・会員証のご提示により5％OFF（一部除外
品あり）
・ジュエリーの無料クリーニング

◆北國新聞社出版局

金沢市南町2番1号 北國新聞会館内
☎076-260-3587
【特典】北國新聞社刊行の出版物10％割引（北國新
聞文化センターでの購入に限る）

◆喫茶 杜

金沢市南町2番1号 北國新聞会館1F
☎076-260-3507
【特典】1品に限り100円引き

◆カフェラモーダ

金沢市香林坊2丁目4番30号 香林坊ラモーダ3F
☎076-293-1112
【特典】セットメニュー（パンセットは除く）でスタン
プ割増

◆ほっこく観光

金沢市南町2番1号 北國新聞会館12F
☎076-263-3565
【特典】ほっこく観光が企画実施する旅行商品は国
内、海外とも5％割引（一部商品を除く）

◆片山津ゴルフ倶楽部 ロッジ北稜

加賀市伊切町フ25-1 ☎0761-75-4334
【特典】宿泊料金（1泊2食付）10,353円をグルー
プ全員9,143円に割引（但し、洋室は2名のご利用
時、和室は3名以上のご利用時。要予約）

42

