
高砂大学校同窓会　会員証　協力事業者リスト
会員証を必ず提示ください　　

１．石川県 令和4年2月現在

NO 協力事業者名 区　　分 電話番号 所在地 内　　　　　　容
1 県立美術館 美術館・記念館 231-7580 出羽町2-1 シルバー料金
2 歴史博物館 美術館・記念館 262-3236 出羽町2-1 シルバー料金
3 四高記念文化交流館 美術館・記念館 262-5464 広坂2-2-5 シルバー料金
4 金沢城・兼六園 美術館・記念館 234-3800 丸の内1-1 入場料無料　　　　　　　　 (会員証は６５歳以上の証明)

2.　 金沢市
NO 協力事業者名 区　　分 電話番号 所在地 内　　　　　　容
1 金沢市くらしの博物館 美術館・記念館 222-5740 飛梅3-31 シルバー料金
2 金沢ふるさと偉人館 美術館・記念館 220-2747 下本多町6-18 シルバー料金
3 金沢蓄音機館 美術館・記念館 232-3066 尾張町2-11-21 シルバー料金
4 金沢能楽美術館 美術館・記念館 220-2790 広坂1-2-25 シルバー料金
5 金沢湯涌夢二館 美術館・記念館 235-1112 湯涌イ144-1 シルバー料金
6 金沢江戸村 美術館・記念館 235-1267 湯涌荒屋35 シルバー料金
7 泉鏡花記念館 美術館・記念館 222-1025 下新町2-3 シルバー料金
8 卯辰山工芸工房 美術館・記念館 251-7826 卯辰町ト１０ シルバー料金
9 鈴木大拙館 美術館・記念館 221-8011 下本多町3-4-20 シルバー料金
10 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館 美術館・記念館 247-3031 寺町5-1-18 シルバー料金
11 徳田秋声記念館 美術館・記念館 251-4300 東山1-19-1 シルバー料金
12 寺島蔵人邸 美術館・記念館 224-2789 大手町１０-３ シルバー料金
13 中村記念美術館 美術館・記念館 222-0751 本多町3-2-29 シルバー料金
14 前田土佐守資料館 美術館・記念館 233-1561 片町2-10-27 シルバー料金
15 室生犀星記念館 美術館・記念館 245-1108 千日町3-22 シルバー料金
16 安江金箔工芸館 美術館・記念館 251-8950 東山3-10 シルバー料金                           (会員証は６５歳以上の証明)

3-1 ホテル・旅館等宿泊施設　　　　　　　　　　　　　　令和4年2月現在

NO 協力事業者名 区　　分 電話番号 所在地 内　　　　　　容
1 　ANAホイデイイン金沢スカイ 　レストラン 233-2233 　武蔵15-1 平日（土日祝を除く）昼食（11時～14時）

   16階　兼六（KENNROKU) シニア割引1600円宴会コース（要予約）季節特設メニュー
高砂弁当2900円　高砂ミニ懐石4100円
季節の昼御膳：壺屋御膳他各種御膳　　５％引き

2 　KKRホテル金沢 264-3261 　大手町2-32
　１F　白梅亭 和　食 264-7857              全て、５％割引
　２F　アイビス 洋　食 264-7870
Bar　Ten＆Ten　他、各種宴会場 264-7860

3 　ホテル金沢 223-1111 　堀川新町　1-1.
　　１F　ピコ コーヒーラウンジ              全て、10％割引
　　１F　北の庄屋 レストラン
　１６F　ラズベリー スカイレストラン

4 　金沢ニュウーグランドホテル 233-1311 　南町4-1   ご飲食代の５％割引



　　２F　友禅 和食
　　３F　犀江 中華料理   但し、特別メニュウーは除く
　　１２F　ロワ 洋食   他の割引との併用は不可
　　M2F　トレド 軽食・喫茶

5 　金沢国際ホテル 296-4706 　大額町ル８
　　加　能 加賀料理   高砂御膳２３００円（コーヒー付）　　他５％引き
　　高　尾 鉄板焼き 　５％引き
　　宴会場 　５％引き

6 　ホテル   翠  湖 温泉宿泊施設 0761- 　加賀市   お手軽、おすすめ、グルメコース
74-5588 　柴山町れ９０   宿泊利用　日本酒又はソフトドリンク１本サービス

3-2 ホテル・旅館等宿泊施設　　　　　　　　　　　　　令和4年2月現在

NO 協力事業者名 区　　分 電話番号 所在地 内　　　　　　容
7  金沢東急ホテル 231-3913 香林坊2-1-1 　ダイニングバー＆ラウンジ

　２Fマレードール ダイニングバー 　料飲利用額の５％割引
8  ANAクラウンプラザホテル金沢 224-6111 昭和町16-3 　レストラン精算時に１０％割引

　ｶｽｹｲﾄﾞダイニング・ラウンジ レストラン 224-9802 　　但し、朝食及び店頭販売品は除く
　中国料理　花　梨 中国料理 224-9804 　　　又、シニア価格、その他との併用は不可
　日本料理　雲　海 日本料理 224-9805
　鉄板焼　　加　賀 ステーキ 224-9806
　スカイバー　ラ・ブリ 　バ　ー

9  ㈱　浅田屋 管理本部 255-6800 武蔵町5-1
　浅田屋旅館 和風旅館 231-2228 十間町２３
　金沢石亭 日本料理 231-2208 広坂1-9-23 料理飲料小計に対して5％割引
　松魚亭 日本料理 252-2271 東山1-38-30
　六角堂（本店） ステーキ 252-0629 東山1-38-27
　六角堂（東山） グリル＆バー 252-0629 東山1-38-31
　六角堂（せせらぎ通り） グリル＆バー 222-6109 香林坊2-1-1

10  ㈱西インターレストハウス 天然温泉 269-2211 松島１７ ①お料理は人気メニュウのミニ懐石　②送迎無料
　テルメ金沢 リラックスパーク ③宴会場カラオケサービス④お茶ペットボトル

⑤入浴無料（タオルセット）⑥テルメ無料券一人１枚プレゼント

11  ㈱宝仙閣 温泉宿泊施設 0761- 加賀市山代温泉 ①平日１５名以上１万円（税込）日本酒１本・カラオケ
　　山代支店 77-1143 桔梗丘1-80-1 　サービス②平日４～１４名１３，２００円（税込）

　１，０００円引き③６名以下当日の基本料金より
　１，０００円引き　　但し、全員会員証持参

3-3 ホテル・旅館等宿泊施設　　　　　　　　　　　　令和4年2月現在

NO 協力事業者名 区　　分 電話番号 所在地 内　　　　　　容
12 　㈱いこいの村能登半島　 温泉宿泊施設 0767- 志賀町 宿泊料金５００円引き（パック商品除く）

32-3131 上野１８－１ 割引特典併用は不可
13 うまい魚の宿　サンヒルズ　 温泉宿泊施設 0767- 七尾市 大人日本酒１号又はソフトドリンク１本サービス

　　サンヒルズ　の　と 59-1388 大泊町藤巻３８ 大人１０人以上カラオケサービス
平日宿泊１０名以上、日帰り１５名以上送迎無料

４－１　食事処・軽食喫茶



1 　ここちや 　　和　食 224-5518 十間町１８ 前日予約　食事メニュー１３００円未満コーヒー無料
１３００円以上コーヒー・デザートサービス

2 　キュリオ カフェ・雑貨 安江町１－１３ ドリンクのポイントカード２倍（コーヒー・紅茶）
3   安心院（あじむ） 　　和　食 231-8123 安江町４－９ １５００円利用　ドリンク・デザートサービス

１８００円以上１０％引き
4 ㈱ル・キューブ金沢（金沢はこまち） 袋町１－１

　２F　和茶寮「一の月」 　　和　食 254-1268 飲食代金３％引き
　２F　天ざる「そば久」 　　そ　ば 254-1616 他の割引との併用は不可

5 　きたま 和風レストラン 261-7176 片町2-3-2 ご利用料金５％引き
6 　集　Tsudouh（つどう） 音楽と喫茶 080- 彦三町2-6-23 飲食代金10％引き・ランチ１００円引き（前日予約）

8697-3685 各種イベント特典あり、カラオケ謡い放題・
ソフトドリンク飲み放題または１曲１００円

４－2　食事処・軽食喫茶 令和４年２月現在

NO 協力事業者名 区　　分 電話番号 所在地 内　　　　　　容
7 　かすみ 　田舎料理　　090 2177-6357 彦三町2-1真和ビルB１利用飲食代金１０％引き
8 　全開口笑 　チャイナフーズ 222-4262 柿木畠５－７ 昼夜コース５名様以上予約に限り１０％引き
9    コリヤンガーデン 　焼肉＆和食 221-8100 本町1-3-32 ①昼ランチメニュウ１００円引き②宴会メニュー５％引き

　　桜はなび ③夜一般メニュー５％引き午後4：30～6：30　４名様以上
宴会予約１０％引き。　他の割引と併用不可

10 　仙　桃（近江町市場館２F） 　広東料理 256-3116 青草町88 コーヒー又は杏仁豆腐サービス
11 　㈱金城楼 　会食・宴会・宿泊221-8188 橋場町２－２３ 利用代金の５％引き

　金城楼　　天　金 　天麩羅専門店 224-2467 橋場町２－２４ 利用代金の５％引き（但し、昼の５０００円コースは除く）
12 　㈱　壺　屋 　　佃煮（食品） 223-0551 尾張町2-16-4 佃の佃煮姉妹店：壺屋付、壺屋の佃煮

　㈱　壺屋壺亭 　和　食 季節の昼御膳：壺屋御膳他各種御膳　　５％引き
13 　ぶどうの木　　エムザ店 　イタリアン 260-1717 武蔵町１５－１ 食後　コーヒーサービス

　ゆげや萬久　　エムザ店 　蒸し物 224-8989 武蔵町１５－２

５  　横安江町商店街振興組合　　　　　　　　　　　　令和４年２月現在

NO 協力事業者名 区　　分 電話番号 所在地 内　　　　　　容
1 　近八書房 　古書店 231-6148 安江町1-11 １０００円以上５％引き、５０００円以上１０％引き
2 　山岸花器店 　花器 221-1871 安江町1-12 全商品１０％引き
3 　沢田神具結納店 　神具・結納品 221-7251 安江町3-13 全商品１０％引き
4 　竹内洋装店 　婦人服 231-0567 安江町3-14 セール品以外　１０％引き
5 　㈱沢田仏壇店 　仏壇・仏具 263-4765 安江町3-15 ３０００以上５％引き
6 　㈱もとせ屋 　紳士・婦人服 231-5534 安江町3-17 全商品１０％引き
7 　黒川仏壇店 　仏壇・仏具 263-4765 安江町4-6 １０％引き（一部商品除く）
8 　岩本工房 　工芸品 231-3627 安江町15-43 ３０００円以上消費税サービス
9 　山田仏具店 　仏壇仏具 221-2306 安江町13-32 定価の８％引き（一部商品除く）
10   くつのセブン 　靴 221-2071 安江町11-37 全商品５％引き
11   ブテック・ミドリヤ 　婦人服 231-2788 安江町11-38 全商品１０％引き（一部奉仕品除く）
12   カバンのシマタニ 　カバン 221-4211 安江町11-39 全商品１０％引き（一部奉仕品除く）

６　横安江町商店街
NO 協力事業者名 区　　分 電話番号 所在地 内　　　　　　容



1 　吉村洋傘店 　傘・雨具 231-5181 安江町3-8 全商品１０％引き
2 　アサヒ堂靴店 　紳士・婦人靴 231-5330 安江町4-19 全商品１０％引き（一部奉仕品除く）
3 　GRACE　ヘアースタジオ・グレース 美容院・着付け 222-4188 安江町15-44 １０％引き

７　　旅行会社 令和４年２月現在

NO 協力事業者名 区　　分 電話番号 所在地 内　　　　　　容
1 　北陸鉄道 　旅行会社 287-5139 割出町　559 当社募集型企画旅行（あすなろ、スプリング、サマー、謝恩企画）

に適用、但し、会員限定、同伴者割引なし）
旅行代金２万円以上５００円引き、１万円以上２万円未満
３００円引き、１万円未満１００円引き。

2  　北日本観光旅行 　旅行会社 266-2533 佐奇森町88-3 当社募集型企画旅行参加の場合、会員一人１日２０0円日帰り
１泊２日２００円、２泊３日３００円引き
他の割引にとは併用できません。
「貸し切りバス」につきましてはご相談に応じます。

3 　㈱富士トラベル金沢 　旅行会社 252-6668 浅野本町ニ150 シャボン玉ツアー当社申込で会員限定（同伴者半額）

①５千円以上１万円未満２００円引き②１万円以上２万円未満

３００円引き③当社取り扱いの国内・海外パック旅行３％引き

4 　北国観光 　旅行会社 263-3565 南町　2-1 北国観光が企画する募集型企画旅行に限り（国内外）３％引き
（クレジットカード支払い・他の割引、１部商品除く）

5 　ぶらっ湯ほくり 　旅行会社 249-8378 黒田　1-76 ①ウーロン茶１本サービス

   　カワグチトラベル株式会社 ②重大アクシデント対応旅行傷害保険担保

但し、弊社宿泊企画旅行商品に限ります。

8　　理容・美容 令和４年２月現在

NO 協力事業者名 区　　分 電話番号 所在地 内　　　　　　容
1 　御酒落屋 美容院 280-5020 窪　5-555 ①初回　半額　②次回から１０％引き
2 　パリスカットクラブ　 美容院 252-0314 東山　3-27-10 全メニュウ２０％引き

　パリスカットクラブ　クラタ理容院 女性エステ・シェービング２０％引き
3 　サロン　るーな 整体・リフレ・ 222-1173 玉川町　16-14 ３０分以上利用１０分サービス

アロマ （例　３０分＋１０分＝４０分）
4 　ネイルサロン　エタナール ネイルサロン 260-2698 武蔵町　15-1 割れや欠けを防ぐ「詰めのお手入れ」２７００円を利用

　エムザ店 すると血行促進「手」のマッサージ１５００円サービス
5 　髪切り処    マツバラ 理容院 261-7370 彦三　１－３３ 平日のみ　全商品１０％引き
6 　メナードフェシャルサロン 美容院 090- 武蔵　１３－２９①お試しスタンダードコースビジター６０００円＋税を２０００＋税で体験

　エセラ（澤田） 9447-484 ②当店利用または商品購入でメイクハンドマッサージ・肌質診断無料

９ー１　　各種販売・相談・他
NO 協力事業者名 区　　分 電話番号 所在地 内　　　　　　容
1 　石崎アルミ窓建㈱ 　アルミ建具 242-0055 久安　3-537 販売・施工・修理　５％引き
2 　村松商事（株） 　手芸品・旗 261-0165 尾張町　1-11-12 手芸材料・毛糸・旗・のぼり・のれん・幕　２０％引き
3 　おとたに電機 　家電 242-6282 久安　5-268 日々見回り、出張・見積無料
4 　米の　松本 　米穀店 231-2608 菊川　1-9-2 全商品５％引き
5 　㈱　俵屋本店 　　飴屋 252-2079 小橋町　2-4 全商品５％引き

　　　百番街店 260-3745 金沢あんと内
080- 長坂　3-12-22 墓地・墓石の購入、墓石のリホーム、墓じまい等の依頼



6    星山石材㈱ 　墓石・石材 0200-4114 でカエルの置物または亀の置物（３０００円相当）
プレゼント

９ー２　　各種販売・相談・他　　　　　　　　　　　　　令和４年２月現在

NO 協力事業者名 区　　分 電話番号 所在地 内　　　　　　容
7 　有限会社　　文真堂 書道用具 264-1836 尾張町　2-11-28 購入品１０％引き
8 　トミキライフケア　㈱ 福祉用具貸与・販売237-0708 問屋町　2-74 購入品１１％引き
9 　㈱木倉や　 加賀友禅　袋もんや222-4071 尾張町　2-9-12 加賀友禅趣味の小物１０％引き
10 　織田寝具　㈱ 寝具と打ち直し 237-4535 問屋町　1-88 ①商品２０％～３０％引き②打ち直し羽根布団リホーム

持参お引取りの場合１０％引き
11 　かわした税理士事務所 税の相談 256-2393 野々市市 相続相談無料

郷　1-97-102 金沢市内出張サービスいたします。
12 　相続贈与相談センター石川支部税の相談　　　0120258　810 疋田　1-33 相続の相談無料　市内出張サービスいたします。
13 　金沢おぐら座 大衆演劇場 255-2079 弥勒町　ロ68 入場料　１３００円
14 　㈱T・Sコーポレーション 家財整理業 225-2274 家財・遺品整理/不用品回収・買取（リサイクル）

　　　　　　担当者　本間さなえ物流事業 Fax 　無量寺　2-95 企業・オフイス引越/一般家庭引越/家電・家具設置
　　　　　　　　080-3711-1536コンストラクション事業   216-5789 エアコン設置・撤去　事務機器/什器全般　組立・解体

15 　㈱T・Sプラス ペットの葬儀 225-2274 　無量寺　2-95 出張ペット火葬/ペット火葬関連商品の販売
会員証提示により特典あり。



シルバー料金                           (会員証は６５歳以上の証明)


