会員特典加盟店をご利用、あるいは商品をお買い上げの際に「北國総合研究所会員証」
をご掲示いただきますと、加盟店独自の割引、もしくは優遇制度がご利用いただけます。

◆自家焙煎の店くらうん

高岡市古定塚9-33 ☎0766-22-6100
【特典】
コーヒー1杯50円引き

◆金沢料理 兼見御亭

金沢市東兼六町2-37 ☎076-222-1600
【特典】会員証提示で、お連れ様5名までお食事の
お客様ソフトドリンク1杯サービス

◆喫茶＆ギャラリー さんさんごご

金沢市木越町ソ1-1 ☎076-238-1377
【特典】当店内多目的レンタルスペースを2時間以
上ご利用で1時間無料サービス

◆四季のテーブル

金沢市長町1-1-17 青木クッキングスクール1F
☎076-265-6155
【特典】飲食料金5％割引

◆近江町 じもの亭

金沢市上近江町27-1 ☎076-223-2201
【特典】
ソフトドリンクをサービス

◆菓子工房シャールベルベ（洋菓子）
和倉店

七尾市和倉町ひばり2-14 ☎0767-62-4561
【特典】
お店のポイント2倍進呈

◆菓子工房シャールベルベ（洋菓子）
七尾店

七尾市小丸山台2-49 ☎0767-53-4568
【特典】
お店のポイント2倍進呈

◆スイーツ屋 ハレルヤ

加賀市田尻町北28 ☎0761-75-7661
【特典】
ハレルヤタルト
（エッグタルト）
1つプレゼント

◆寿司Dining SHINSEn

金沢市片町2-23-12中央コアビル1階
☎076-260-6002
【特典】2名様以上でワイン1本サービス

◆（株）ダートコーヒー岡田屋
めいてつエムザ店

金沢市武蔵町15-1 ☎076-260-2226
【特典】コーヒー豆お買い上げ10％割引（ただし、
他の割引との併用不可）

◆（株）ダートコーヒー岡田屋
香林坊アトリオ店

金沢市香林坊1－1－1 ☎076-220-1002
【特典】コーヒー豆お買い上げ10％割引（ただし、
他の割引との併用不可）

◆（株）ダートコーヒー岡田屋
イオン小松店

小松市平面町ア69 ☎0761-23-5614
【特典】コーヒー豆お買い上げ10％割引（ただし、
他の割引との併用不可）

◆味処 高崎

金沢市長町1丁目2－22 ☎076-231-0116
【特典】かに甲羅揚700円を400円に割引（カード
払い不可）

◆タベルナ・ピノリ

金沢市大額2-38 ☎076-296-3736
【特典】
ソフトドリンク1杯サービス
（会員本人に限る）

◆茶屋 見城亭（兼六園・石川門前）

金沢市兼六町1-19 ☎076-263-7141
【特典】お食事のお客様に限り、会員証ご提示でお
一人様コーヒーまたはソフトドリンク1杯サービス
（お連れ様5名様まで）

◆つば甚

金沢市寺町5-1-8 ☎076-241-2181
【特典】全員に乾杯酒サービス（但し、予約時に申告
必要です）

◆煎りたて珈房ディーズ

金沢市中央通町20番14号 ☎076-222-1333
【特典】
コーヒー豆（200g以上）購入で、
「コーヒー
1杯200円値引きチケット」プレゼント

◆柚餅子総本家中浦屋

輪島市河井町わいち4部97番地
☎0768-22-0131（代）
【特典】
お茶とお茶菓子をサービス

◆舶来酒場 ふたがみ

金沢市片町1-7-19 ☎076-223-8245
【特典】2名までカクテルまたはグラスワイン一杯
無料サービス

◆はざま

金沢市下本多町6-6-1-2 ☎076-224-5088
【特典】ディナーでグラスワインまたは生ビールま
たはソフトドリンクサービス

◆和乃食 はねや

内灘町向陽台1-12 ☎076-239-0007
【特典】会員ご本人様に限り、日替わりデザートを1
品サービス

◆ベーカリーカフェパンドーネ

加賀市源平町84 ☎0761-74-3652
【特典】
ラスクプレゼント

◆ビタルコーヒー

金沢市俵町サ甲8番地 ☎076-229-0910
【特典】店内喫茶ドリンク類50円引き

◆株式会社ぶどうの木
本店イタリアンカフェ

金沢市岩出町ハ50-1 ☎076-258-0231
【特典】本店イタリアンカフェでお食事ご利用のお
客様に、ランチタイム：ドルチェプレゼント ディ
ナータイム：ドリンクプレゼント ※ゴールデン
ウィーク、お盆、クリスマス、年末年始などの特定日
は除く ※10名様以上でのご利用は事前にご予
約お願いいたします

◆珈琲亭ぼんくら

金沢市保古1丁目86 ☎076-240-2828
【特典】暖かい飲み物（ホットドリンク）400円に割引

◆割烹 みや川

金沢市額新保1-431 ☎076-298-2225
【特典】ご予約のお客様のみ、夕食時乾杯ドリンク
サービス（会員証提示で）

◆純手打ちそば処 村田屋

金沢市諸江町上丁307-15 ☎076-231-6900
【特典】そばアイスサービス

◆（株）味一番フード（めん房本陣）

金沢市久安2-334 ☎076-245-3118
【特典】飲食代金からの10％割引（めん房本陣〈東
力・鞍月・大桑・松村・小松・野々市・高柳・白山・砺波〉
にて利用可能）

◆味噌専門 麺屋大河

金沢市堀川町6-3 ☎076-260-7737
【特典】100円のトッピングサービス

◆焼き鳥こしむら

金沢市諸江町6-17 ☎076-221-9708
【特典】会計より10％引き（現金支払のみ）

◆焼肉2000ねん

白山市手取町カ2-1 ☎076-278-2000
【特典】5％引き

◆おでん「よし坊」

金沢市香林坊2-4-21 ☎076-221-8048
【特典】小鉢一品サービス

◆ル・ミュゼ・ド・アッシュKANAZAWA

金沢市出羽町2-1 ☎076-204-6100
【特典】季節の焼き菓子をプレゼント

◆和風レストランきたま

金沢市片町2丁目3-3 北間楼1階
☎076-261-7176
【特典】各定食にコーヒーサービス

◆今川酢造

金沢市野町3-19-1 ☎076-241-4020
【特典】全商品5％割引（一部商品を除く）

◆上林金沢茶舗

金沢市下新町1-7 ☎076-231-0390
【特典】お茶5％割引（茶fe・ジェラート除く） ※本
店のみ

◆御朱印

小松市八日市町34 ☎0761-21-8311
【特典】10,000円以上の宅配は送料無料

◆自家焙煎 松風園茶舗

金沢市長土塀1丁目18-36 ☎076-261-5879
【特典】
ご来店1,000円以上お買い上げで8％割引
（一部商品除く、
フェイスブック特典との併用は不可）
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北國総研会員特典加盟店一覧（順不同）
予告なしに、特典を変更させていただく場合がございますのでご了承ください。

【グルメ】
◆ANAクラウンプラザホテル金沢

金沢市昭和町16-3 ☎076-224-6111
【特典】館内レストラン利用10％割引（ただし、朝食
時間帯及び一部商品、ビアテラスの利用は除く）

◆ANAクラウンプラザホテル富山

富山市大手町2-3 ☎076-495-1111
【特典】館内レストラン、バー利用10％割引（ただ
し、ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス、年末年
始などの特定日は除く。一部割引対象外あり）

◆ANAホリデイ・イン金沢スカイ

金沢市武蔵町15-1 ☎076-233-2233
【特典】宿泊料10％割引、料飲5％割引（ただし、朝
食時間帯及び一部商品は除く）

◆KKRホテル金沢

金沢市大手町2-32 ☎076-264-3261
【特典】
「和食処 白梅亭」
「レストラン アイビス」
5％割引

◆片町ツアーホテル

金沢市木倉町2-11 ☎076-223-3636
【特典】
ソフトドリンク1杯をサービス（来館時）

◆【加賀屋グループ】
料理旅館 金沢茶屋・割烹つづみ

金沢市本町2-17-21 70120-378-223
【特典】お酒1合またはソフトドリンク1杯をサービ
ス

◆金沢国際ホテル

金沢市大額町ル8番地 ☎076-296-0111
【特典】館内レストラン利用10％割引（但し、ゴール
デンウィーク、お盆、クリスマス、年末年始は除く）

◆金沢東急ホテル

金沢市香林坊2-1-1 ☎076-231-2411（代）
【特典】お会計時に会員証をご提示いただいた会員
ご本人に限り、レストラン・ラウンジご利用10％割
引 ※一部商品などにはご利用いただけない場合
がございます。 ※ほかの割引との併用は不可

◆金沢ニューグランドホテル

金沢市南町4番1号 ☎076-233-1311
【特典】館内レストラン利用5％割引 宿泊正規料
金から10％割引

◆グランドホテル白山

白山市西新町152番地7 ☎076-274-0001
【特典】洋風キッチンanto、日本料理千代のご利用
でソフトドリンク1杯をサービス致します。

◆能登 島宿せがわ

七尾市能登島向田町118-1-1
☎0767-84-1022
【特典】
ソフトドリンク1杯サービス
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◆民宿能登半島

羽咋郡宝達志水町今浜ソ214
☎0767-28-2687
【特典】直接宿泊を申し込みに限りコーヒー1杯、デ
ザートサービス

◆株式会社のと楽 滝亭

金沢市末町23-10 ☎076-229-1122
【特典】お食事処「楽膳」でお一人5,000円以上の
昼食をご注文の場合、ソフトドリンク1本サービス

◆パレブラン高志会館

富山市千歳町1-3-1 ☎076-441-2255
【特典】直接申し込みに限り、宿泊料金16％割引。
館内レストラン利用時ドリンク料金10％割引。婚礼
は、割引特典あり

◆ホテル金沢

金沢市堀川新町1-1 ☎076-223-1111
【特典】
トップラウンジ「ラズベリー」ご利用10％割
引 ※一部企画商品などにはご利用いただけない
場合がございます

◆ホテルトラスティ金沢香林坊

金沢市香林坊1-2-16 ☎076-203-8111
【特典】宿泊料金：優待料金（日々料金変動の為、詳
細は電話での問い合わせにて）レストラン：カフェ
ファシーノ ランチ料金より5％割引

◆ホテル日航金沢

金沢市本町2-15-1 ☎076-234-1111（代）
【特典】館内レストラン10%割引（但し、一部商品は
除く、他の割引との併用は不可）

◆ホテルパシフィック金沢

金沢市十間町46 ☎076-264-3201
【特典】館内カフェのコーヒー100円割引き

◆やまじゅう

かほく市浜北ハ20-1 ☎076-283-3455
【特典】
ソフトドリンク1杯サービス

◆Irie Curry house

金沢市古府1-181 ☎076-259-5181
【特典】人数分のプチデザートプレゼント

◆寿し割烹 葵寿し

金沢市長田1丁目5-46 ☎076-221-8822
【特典】3,000円以上飲食でカニ、エビ、白身いず
れか一貫サービス

◆金澤フレンチ『西洋膳所 あおやま』

金沢市古府町1-138-3 ☎076-225-4307
【特典】ランチタイムはドリンク（生ビール、ワイン、
ソフトドリンク）1杯半額サービス、ディナータイム
はドリンク（生ビール、ワイン、ソフトドリンク）1杯
サービス

◆あまつぼ柿木畠本店

金沢市柿木畠4-7 ☎076-221-8491
【特典】夜17時以降ドリンク1杯サービス

◆自家焙煎珈琲豆 アリーカフェ

金沢市畝田西3-583 ☎076-268-7577
【特典】
お買い上げの方に限り、来店ポイントひとつ
押印します

◆インデアンカレー本店

金沢市三口町火353番地 ☎076-255-1710
【特典】金沢カレー名物の野菜玉子（やさたま）
トッ
ピング無料（150円相当） ※直営本店のみの対
応となります

◆えすかるご

金沢市片町1-8-20 GAZAビル1F
☎076-261-3717
【特典】オリジナルカクテルジェラートサービス（ド
リンクご注文の場合）

◆料亭 大友楼

金沢市尾山町2番27号 ☎076-221-0305
【特典】利用者全員にソフトドリンク1杯サービス

◆ひがし茶屋街 懐華樓

金沢市東山1-14-8 ☎076-253-0591
【特典】会員証提示で、お連れ5名まで入館料100
円割引

◆カガノトザワタリアン ラ フォレスタ

金沢市西泉1-66-12 ☎076-244-6610
【特典】会員ご本人様→アフタードリンク＆デザート
会員ご同伴の方→アフタードリンク 各々サー
ビス

◆（有）笠市寿し龍

金沢市笠市町9-7 ☎076-233-3411
【特典】2,000円以上飲食でグラスビール1杯サー
ビス

◆（有）割烹 むら井

金沢市香林坊2-12-15 ☎076-265-6555
【特典】乾杯用の生ビール（小）ワンドリンクサービ
ス

◆カフェ・アルコ メルカート

金沢市青草町88番地 近江町いちば館1F
☎076-262-0141
【特典】お食事ご注文のお客様にミニデザートを
サービス。同伴者にもサービスします

◆カフェサロン「銀」

加賀市大聖寺本町10-1 ☎0761-73-0019
【特典】
ドリンクに「日替わりお菓子」追加

◆菊よし さか井

金沢市長町2-1-1 ☎076-262-8131
【特典】小鉢一品サービス（予約時、又はご注文の際
にカードを提示など、お声をかけてください）

◆広東料理 金鼎

金沢市示野中町79街区1イオンタウン金沢示野
S.C.内 ☎076-268-3833
【特典】会員証提示で、杏仁豆腐サービス

会員特典加盟店一覧（順不同）
◆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

◆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100円割引（グループ全員）
大人500円⇒400円、小中学生300円⇒200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）

◆宇宙科学博物館 コスモアイル羽咋

羽咋市鶴多町免田25番地 ☎0767-22-9888
【特典】入館料20％割引

◆コメヤ薬局

白山市月橋町414 ☎076-273-9900
【特典】1,000円以上お買い上げの方に限り、コメ
ヤポイントカードのポイントを10ポイント追加（コ
メヤ薬局全店共通）

◆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】スタジオ撮影の時だけ、消費税を免除とす
る ※一般証明写真は適応外とします。

◆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はハーブティを無料で
サービス ※ご利用できない時間もあります

◆氷見あいやまガーデン

氷見市稲積112-1 ☎0766-72-4187
【特典】入園時に会員様とお連れ様の入園料を100
円引き（会員含め5名まで・会員証の提示が必要）

◆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

◆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

◆ホテル高州園

輪島市塚田町2字31番地6 ☎0768-22-8888
【特典】直接申し込みに限り、宿泊料金をグループ
全員10％割引（ただし休前日、ゴールデンウイー
ク、お盆、年末年始などの特定日は除く）

◆ミシンのナカガワ（株）

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

◆ヴィテン乗馬クラブ・クレイン金沢

金沢市粟埼浜1－7 ☎076-239-0009
【特典】体験乗馬1回コース通常5,400円→会員料
金3,780円。別途レンタル保険で1,296円。

◆（株）北國音楽センター

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

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

【関連】

◆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

◆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1F
☎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 ロッジ北陵

加賀市伊切町フ25-1 ☎0761-75-4334
【特典】宿泊料金（1泊2食付）10,140円をグルー
プ全員8,950円に割引。
（但し、洋室は2人のご利
用時、和室は3人以上のご利用時。要予約）

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200円引き（700
円→500円）、子供100円引き（500円→400円）

◆馬里紗 アピタ松任店

白山市幸明町280 アピタ松任店 1F
☎076-274-6656
【特典】全品5％off（一部除外品あり）
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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
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
◆叙々苑 金沢店

金沢市南町2-1 北國新聞会館21階
☎076-224-0089
【特典】
ランチタイム、ディナータイム、アラカルト、
コース問わず「おまかせ前菜小鉢（お通し）」サービ
ス

◆長保屋茶舗

小松市龍助町81-1 ☎0761-22-1079
【特典】1,000円以上お買い上げで10％OFF

◆佃の佃煮

金沢市下新町6番18号 ☎076-262-0003
【特典】1,000円以上お買い上げの方に限り、粗品
進呈 ※佃の佃煮本店のみ

◆本家かまどや 野村店

高岡市野村1552-1 ☎0766-28-1624
【特典】お弁当1個30円引き 1回につき5個まで
ご来店の方のみ 配達の場合は対象外

◆ヤマカ水産株式会社

金沢市下近江町30-1 ☎076-262-7774
【特典】近江町店（いちば館店）のみで商品2,000
円以上お買い上げの方100円引き。

◆洋菓子店ラ・ベル・ジャポネ

金沢市横川6-80 ベルコリーヌ横川
☎076-280-3300
【特典】商品5％引き ※現金でのお支払のみ

◆すしめん屋Koyomi アピタ松任店1F

白山市幸明町280番地アピタ松任店1F
☎076-277-4543
【特典】御飲食代金より5％割引

◆双囍亭松任店

白山市幸明町280アピタ松任店1F
☎076-277-4502
【特典】店内でのお食事会計15％引き。※お持ち帰
りは対象外です。 ※他券割引併用不可です。

◆築地銀だこ アピタ松任店

白山市幸明町280アピタ松任店1F
☎076-277-4511
【特典】
たこ焼き（8個入）お買い上げでドリンク1本
プレゼント

◆ドトールコーヒーショップ
アピタ松任店

白山市幸明町280 ☎076-277-4508
【特典】
ご注文時に会員証を提示された会員ご本人
に限り、ブレンドコーヒーのサイズ Sサイズの値
段でMサイズ、Mサイズの値段でLサイズでご提供
いたします。
（※但し予告なしでサービスを終了す
る場合もありますのでご了承下さい。）

◆焼肉蔵 アピタ松任店

白山市幸明町258 ☎076-275-7808
【特典】旨（うま）カルビ1グループ1皿割引 680
円を580円割引き→100円（税別）
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【芸術】
◆アークオアシスデザイン金沢店

金沢市高柳町1の1番地1 ☎076-251-1634
【特典】
アークオアシスデザイン教室の受講生は同
店の商品が2割引。それ以外の受講生は1割引（一
部商品を除く）。

◆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

◆かゆう堂

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%割引

◆かわさき画材

金沢市幸町3番14-1 ☎076-291-0003
【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】入館料 350円→320円
お客様おもてなしサービス（事前予約が必要）①加
賀友禅きもの購入希望者に友禅商品室ご案内 ②
加賀友禅研修希望団体に寺西一紘の講習ご案内

◆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 金箔打紙製法あぶらと
り紙一冊プレゼント

【健康】
◆リンパサロン エミアート

金沢市西大桑町17-31
☎090-3290-0042（完全予約制）
【特典】◆大人気◆背中の肩甲骨マッサージサービ
ス（通常：たるみ改善フェイシャル+デコルテソフト
マッサージ60分4,980円）

◆エル（ELLE）

高岡市大野316-5 ☎0766-73-2724
【特典】会計より10％OFF

◆倶利伽羅塾

津幡町竹橋西270 ☎076-288-8668
【特典】日帰り入浴 大人300円→250円 小人
（小学生および町内60歳以上）200円→150円
小学生未満 無料

◆クリニカルカイロ ねまーる

野々市藤平田1-206 ☎076-246-1401
【特典】骨盤体験20分1,000円で

◆金沢ゆめのゆ

金沢市藤江南3-26 ☎076-204-2627
【 特典 】健康ランドコース入館料大人1,050円
→840円

◆氣エナジーヒーリングサロン

金沢市高岡町12-45 ロイヤルシャトー南町1階
☎076-234-8077
【特典】
メニューより15％割引をいたします（特別セ
ラピーにはお使いいただけません）

◆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」
50分3,240円を2,160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（620円→520円）

◆（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

◆（株）スポーツクラブ ヴィテン
ヴィテンののいち

野々市市横宮町67-1 ☎076-294-3110
【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、登録手数料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、登録手数料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、登録手数料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、登録手数料100％割引

◆アジアンリラクゼーション
ハティハティ

金沢市香林坊1-1-1 香林坊アトリオB1F
☎076-221-1601
【特典】20分以上のコースご利用の方 5％割引い
たします

【ライフ】
◆リラックス松任店

白山市幸明町280アピタ松任店1階
☎076-274-3428
【特典】会員証のご提示により、40分以上のコース
で10分無料延長プレゼント。
（他の割引との併用
はできません。一部対象外があります。）

生きた経済情報をお届けします。

北國総合研究所《会員加入のお勧め》
一般財団法人北國総合研究所は、
1994
（平成 6）
年 8 月に北國新聞社、
北國銀行と金沢学院大学が協力
して設立された民間ベースによるシンクタンクです。
石川県内を中心に経済・産業情勢、
企業経営、地域
開発に関する各種の調査・研究や情報収集を行うとともに、
県内外の関係団体、
企業、
あるいは個人に対
し情報提供することによって、
地域の健全な発展に貢献してまいりました。
季刊情報誌
『北國 TODAY』
の発行、週刊情報
『ウィークリーレポート』
の発信のほか、
北國総研ビジネス懇話会も開催しています。金
沢ケーブルテレビネットの
「北國総研のふるさと講座」
も制作、
放送しています。
また、
市場調査や経済活
動に関する各種調査もお引き受け致します。
会員になられますと、
以下のように多くのサービス、
特典を
お受けになれます。

事業内容

特

季刊情報誌の発行
● 季刊情報誌『北國 TODAY』＝特別企画（地元優良企業
の特集）
、研究員レポート、
「金沢学院大学 学びの窓か
ら」
、自主研究
「かなざわ 建築の博物館」、北國総研ビ
ジネス懇話会講演抄録、北國銀行の景気動向調査、有
識者のコラムなどを掲載しています。年 4 回発行します。
しょう ろく

週刊経済情報の発信
●『ウィークリーレポート』で地域の、最新の経済ニュース
を送信しています。
石川県内の政治・経済に関する週間
情報も掲載しています。原則、毎週月曜日に発信します。

調査・研究・コンサルティングの受託
● 国、地方自治体、商工団体などからの都市づくり、街づく
り、地域振興ビジョン、地域活性化などの各種調査・研
究などを受託しています。

北國総研のふるさと講座
● 金沢ケーブルテレビネットで毎週土曜日、日曜日に朝、
昼、夜と1日3回、ふるさと石川をテーマにした60分番組
を放送しています。2017年4月からは「かが・のと 建
築の博物館」です。

典

会員になられますと、割引など以下の各種サービスが受
けられます。
①季刊情報誌『北國 TODAY』
、週刊『ウィークリーレポー
ト』
をお送りします。
②
「インターネットセミナー」
が無料で視聴できます。
③法人でも個人でも、地銀ネットワークサービス㈱の最新経
済情報サイト
『北國いい情報』
に無料でアクセスできます。
「北國いい情報」
は、総合的な最新の経済情報で、金融から労務まで企業経
営に役立つ情報を満載。更新頻度の高いコーナーです。別途お申し込みが必
要です。
お問い合わせ・お申し込みは
（076）
263-2266 まで。

④片山津ゴルフ倶楽部利用のビジターには、プレー代を
3000 円割引します。
⑤北國新聞の過去記事データベースサービスで月間 30 記事
まで無料とします。
申し込みはメールでのみ受け付けます。
⑥金沢ケーブルテレビネット入会時の工事費を無料とします。
⑦北國新聞赤羽ホールで行う本社主催事業のチケット代金
を５％割引します。
⑧北國新聞文化センターの入会料（3000 円）が無料になり
ます。
⑨約 140 の会員特典加盟店で商品などのお買い上げの際、
北國総合研究所会員証を提示すると加盟店独自の割引
もしくは優遇制度が利用できます。詳細は会員特典加盟
店一覧を参照。

世界遺産推進運動や、金沢検定への協力
● 金沢経済同友会と連携し、
「城下町金沢の文化遺産群と
文化的景観」
、
「霊峰白山と山麓の文化的景観」の世界遺
産登録を目指した運動を推進しています。
毎年、金沢経
済同友会が実施している金沢検定の事務局を務めて
います。

講演会
● 北國総研ビジネス懇話会を偶数月に開催しています。
会員
制の懇話会で、
北國総研会員には会員割引特典があります。

会

費

個人会員／月額 1000 円 法人会員／月額 2000 円
※お支払いは 1 年分一括払いです。
※会費の払い戻しは致しません。
※退会のお申し出がない限り、毎年度自動的に継続されます。

● お申し込みは
（一財）北國総合研究所 ☎076-263-2266（9：30〜18：30 土日祝を除く）
北國総研ホームページ

http://hokkoku-souken.jp

地域に根ざした情報を盛り込んだコンテンツを作成し、会員の皆様に生きた
経済情報を迅速にお届け致します。
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