
【東金沢駅周辺】

定休日

駐車場

電話 座席数

ＨＰ

営業時間

定休日 駐車場
電話 座席数
ＨＰ

定休日
駐車場

電話 座席数
ＨＰ

定休日
駐車場

電話 座席数
ＨＰ

営業時間 10：00～20：00
なし

５台

お店の方からのＰＲ

ラーメンセット、餃子定食がおすすめです！
昼はランチ定食各種、夜は居酒屋スタイルで３０種類の

オリジナル餃子をお召し上がりください！

076-252-8384 ３０席

なし

住所 金沢市小坂町西74-1（東金沢から徒歩５分）

営業時間
ランチ 　  11：00～14：30
ディナー　17：30～22：00

店名 会員限定サービス

店名 会員限定サービス

中華ダイニング　赤ずきん 会計時１００円引き（ディナー時のみ）

金沢市神宮寺２丁目30-1（東金沢駅から徒歩５分）

５０台以上

076-251-8889

湯けむり屋敷　和おんの湯

アットホームな洋食屋さん！
本格的なデミグラスソースのふわとろオムライス、
金沢名物ハントンオムライスはラ・メールで！！

お店の方からのＰＲ

http://ｗｗｗ.lamere-kanazawa.com/

住所 金沢市神宮寺町１－４３　（東金沢駅から徒歩10分）

第2・4日曜日、祝日

お食事処あり

年中無休

5：00～24：00　月曜日は10：00～
月曜日が祝日の場合は翌日火曜日10：00～

朝５時～９時に入浴（早朝風呂）の方に番台で
歯ブラシプレゼント

挽きたてコーヒー１杯サービス

会員限定サービス

欧風家庭料理　ラ・メール

店名

火曜日

076-253-4656 30席

営業時間
ランチ　 11：30～14：00
ディナー 17：30～21：30 4台

お店の方からのＰＲ

うららかなる十五彩の名湯、ここにあり。
高濃度炭酸泉、漢方薬草泥パックサウナ、大型露天風呂が楽しめます。

住所

http://www.waonnyu.com/

店名 会員限定サービス

髪剪處　和おんの湯
白染め（￥3,240）された方に髪と頭皮を同時にトリート

メントできる酵素ローションをサービス

お店の方からのＰＲ

お風呂に入り来たついでにカット・パーマ・顔そりも出来て
身体も髪もリフレッシュできます。

http://www.waonnoyu.com/hair.html

住所 金沢市神宮寺2丁目30-1（東金沢駅から徒歩5分）

50台

076-251-1058 －

http://www.lamere-kanazawa.com/#
http://www.waonnyu.com/#
http://www.waonnoyu.com/hair.html#


定休日

駐車場
電話 座席数
ＨＰ

【森本駅周辺】

定休日
駐車場

電話 座席数
ＨＰ

定休日
駐車場

電話 座席数
ＨＰ

定休日
ＨＰ

電話 座席数
駐車場

花ぞの食堂

ご飯処　かどや

住所 金沢市弥勒町ロ68（森本駅から徒歩１分）

営業時間
昼の部　12：30～
夜の部　17：30～

なし

http://oguraza.com/

お店の方からのＰＲ

食の安全・安心につとめてまいります。

店名 会員限定サービス

金沢おぐら座 当日（大人）1,800円　⇒　1,500円

お店の方からのＰＲ

小麦粉不使用！ 加賀れんこんお好み焼き

076-258-2183 40席

なし

住所 金沢市二日市町へ208（森本駅から車で１０分）

営業時間
11：00～15：00
17：00～20：30

水曜日

24席

http://www.gohan-kadoya.com/

住所 金沢市堅田町乙137-4（森本駅から徒歩１５分）

営業時間
ランチ　 11：30～14：00
ディナー  17：30～21：00

月曜日・第2火曜日

8台

076-255-1455 100席以上

ショッピングセンター「マイモール」の駐車場をご活用ください。

お店の方からのＰＲ

演目は日替わり、笑いと涙＆豪華舞踏ショー
日本のエンターテイメントをご覧あれ！

店名 会員限定サービス

ソフトドリンク１杯サービス

30台

店名 会員限定サービス

ソフトドリンク１杯サービス

076-257-6718

076-252-1771 24台

なし

3台

日曜日、祝日
営業時間

11：50～13：00
17：00～21：00

店名 会員限定サービス

おでんと寿司　はとや 会計時5％ＯＦＦ　※現金支払いのみ

６０年以上皆様に愛され続けてここまでこれました。
どうぞこれからも気軽におでんを食べに来て下さい。

住所 金沢市小坂町西83（東金沢駅から徒歩５分）

お店の方からのＰＲ

http://oguraza.com/#
http://www.gohan-kadoya.com/#


定休日
駐車場

電話 座席数
ＨＰ

営業時間
駐車場

電話 座席数
ＨＰ

定休日
駐車場

電話 座席数
ＨＰ

【津幡駅周辺】

定休日
駐車場

電話 座席数
ＨＰ

みろく屋

加賀藩たかくら

店名 会員限定サービス

全品５%OFF

お店の方からのＰＲ

代表銘菓「千寿大福」を一度ご賞味下さい。

住所 河北郡津幡町字加賀爪二５４番地（津幡駅から自動車で７分）

営業時間 8：30～20：00
－

８台

076-289-2030 －

http://www.kagahan.com

住所 金沢市岩出町ハ50-1（森本駅から車で３分）

http://www.budoo.co.jp

営業時間 9：30～19：00
元日

100台

076-258-0236 －

076-258-4000 －

http://www.azumaen.jp

お茶のあずま園

店名 会員限定サービス

お店の方からのＰＲ

香ばしい香りが自慢、自家焙煎の加賀棒茶、産地拘りの美味しい
日本葉。夏季限定の「加賀棒茶ソフト」が人気です。

住所 金沢市百坂町リ109（森本駅から徒歩５分）

定休日
　　  4月～9月：日曜日
　　10月～3月：日曜日、祝日

9：00～19：00

２台

076-258-0030 －

http://www3.spacelan.ne.jp/～miroku-ya/

店名 会員限定サービス

加賀棒茶・日本茶の試飲

お店の方からのＰＲ

お気軽にお茶飲みにご来店を！
洋服・きものの事なら何でもご相談下さい！

住所 金沢市吉原町ホ47　アローヒルズＡ（森本駅から徒歩１分）

営業時間 9：30～19：00
日曜日

1,000円以上（税別）お買い上げで5%引き

洋菓子工房　ぶどうの木
（森本本店）

商品をお買い上げいただいた方に緑のぶどうの
クリームサンドを1個プレゼント

お店の方からのＰＲ

広大なぶどう畑の中、四季豊かな自然とともに、
レストランや洋菓子工房を営んでいます。

数台

店名 会員限定サービス

http://www.kagahan.com/#
http://www.budoo.co.jp/#
http://www.azumaen.jp/#
http://www3.spacelan.ne.jp/～miroku-ya/#


定休日
駐車場

電話 座席数
ＨＰ

定休日
駐車場

電話 座席数
ＨＰ

定休日
駐車場

電話 座席数
ＨＰ

076-289-3321 20席

076-225-8183 10席

http://www.harmony-w.co.jp

店名

なし

お店の方からのＰＲ
1階はケーキ&レストランカフェ　2階はフランス料理の店

創業当時から変わらないモンブラン、サバランなどのちょっと
なつかしケーキとコーヒーで楽しいひと時に！

住所 河北郡津幡町加賀爪ヌ3-5（津幡駅から徒歩15分）

営業時間 9：00～21：00
第２・４月曜日

９台

会員限定サービス

レストランとケーキの店

マロニエ
 １階レストランカフェ「ランチコース（税別2,000円）」注文でソフトドリンクサービス

※11：30～14：00（ラストオーダー）

住所 河北郡津幡町南中条ト182（津幡駅から徒歩2分）

営業時間 11：00～18：00
水曜日

３台

店名 会員限定サービス

牧場アイス工房　ラグーン 全商品５０円引き（お一人様につき１点のみ）

お店の方からのＰＲ

搾りたての生乳と地元の旬の農産物で作った
新鮮さにこだわったアイスクリームをご賞味下さい。

火曜日　第2・4日曜日

４台

河北郡津幡町庄イ21-3（本津幡駅から徒歩１０分）

店名 会員限定サービス

お会計時５０円引き

076-299-5313 １２席

なし

おまん茶屋 / モカスタンド

お店の方からのＰＲ

津幡町特産「おまん小豆」を使用したフードメニューと
自家焙煎珈琲が楽しめます。

住所

営業時間 11：00～20：00

http://www.harmony-w.co.jp/

