
Li fe  Support

● フォーシス アンド カンパニー 富山メゾン… ☎（076）433-1122
● フォーシス アンド カンパニー 高岡メゾン… ☎（0766）23-4122
● フォーシス アンド カンパニー 砺波メゾン… ☎（0763）33-4522
● フォーシス アンド カンパニー 金沢メゾン… ☎（076）256-0009
● 能登エリア 貸衣裳ご相談窓口（あっぷる七尾店内）… ☎（0767）53-0108

● セレモニーホール富山 ………… ☎（076）421-1194
● セレモニーホール北 …………… ☎（076）438-1194
● セレモニーホール平安 ………… ☎（076）443-1194
● セレモニーホール呉羽 ………… ☎（076）434-1194
● セレモニーホール二口 ………… ☎（076）493-1194
● セレモニーホール太田 ………… ☎（076）424-3009
● セレモニーホール西 …………… ☎（076）466-1194
● セレモニーホール八尾 ………… ☎（076）455-1194
● セレモニーホール立山 ………… ☎（076）463-4594
● セレモニーホール上市 ………… ☎（076）472-1194
● セレモニーホール滑川 ………… ☎（076）407-4410
● セレモニーホール魚津 ………… ☎（0765）23-1194
● セレモニーホール黒部 ………… ☎（0765）52-5111
● セレモニーホール東部 ………… ☎（0765）74-1030
● セレモニーホール高岡 ………… ☎（0766）26-1194
● セレモニーホール北部 ………… ☎（0766）27-1194
● セレモニーホール新港 ………… ☎（0766）82-4194
● セレモニーホール野村 ………… ☎（0766）24-9211
● セレモニーホール射水 ………… ☎（0766）55-4194
● セレモニーホール氷見 ………… ☎（0766）72-5111
● セレモニーホール砺波 ………… ☎（0763）33-1194
● セレモニーホール小矢部 ……… ☎（0766）67-5594
● セレモニーホール福光 ………… ☎（0763）52-0983
● セレモニーホール金沢 ………… ☎（076）253-1194
● セレモニーホール藤江 ………… ☎（076）223-1194
● セレモニーホール七尾 ………… ☎（0767）52-1194
● セレモニーホール七尾別館 …… ☎（0767）53-1999
● セレモニーホール羽咋 ………… ☎（0767）22-1194
● セレモニーホール中能登 ……… ☎（0767）76-1194
● セレモニーホール志賀 ………… ☎（0767）32-4194

● ご予約・お問い合わせ ………… ☎（076）432-2000

● フラワー富山 …………………… ☎（076）431-0878
　　ショップ ……………………… ☎（076） 431-1187
● フラワー高岡 …………………… ☎（0766） 25-0878

● あっぷる今泉店 (富山市民病院横 ） … ☎（076）493-4199
● あっぷる金沢店 ………………… ☎（076）251-9939
● あっぷる七尾店 ………………… ☎（0767）53-1199

貸衣裳
貸衣裳20%割引
紋服・留袖・喪服・成人式衣裳・
七五三衣裳・ゲストドレス
※新郎・新婦の婚礼衣裳を除くレンタル品

セレモニーセンター

納骨・回忌法要時
ドリンク10％割引
※セレモニーホールを
　ご利用いただいた場合のみ適用

フラワー
フラワーギフト
10％割引
※ブーケ、供花を除く

福祉用具・介護用品５％～20％割引
※一部商品を除く

住宅改修工事が10％割引

ライフケア

カナルパークホテル富山
［宿泊］
 宿泊通常料金より10％割引
［レストラン］
 利用代金5％割引

※掲載内容は令和４年7月１日現在のものです。予告なく変更する場合がございます。詳しい内容は各加盟店にお問い合わせください。

※平日ランチを除く
※会計時にメンバーズカードをご提示ください
※その他特典との併用はできません

オークスメンバーズクラブ

Members Club
ご利用のご案内



※掲載内容は令和5年1月1日現在のものです。予告なく変更する場合がございます。詳しい内容は各加盟店にお問い合わせください。

Members Club

便利でお得な生涯カード
オークスメンバーズカードを発行

オークスメンバーズクラブご入会の手続き

ご利用の際は、カードのご提示を

オークスメンバーズクラブにご入会されると、この「オークス
メンバーズカード」が発行されます。
皆様の生涯を通じてお役に立てる、とても便利なカードです。

家族みんなでご利用になれるオークスメンバーズカード。
ご利用の際は、このカードを店頭にて提示してください。

1
お申込

2
ご契約

3
発　行

所定の入会申込書に
必要事項をご記入
ください。

※一部店舗はメンバーズカード名義の本人のみ特典適用

メンバーズクラブ入会金
として 1,000 円が必要です。
尚、年会費は無料です。
2枚目の発行をご希望の方は、
500 円必要となります。

メンバーズカードをお客様の
ご自宅に郵送いたします。
お手元にカードが届いた時点
からご利用になれます。

オークスメンバーズクラブ

オークスメンバーズクラブは、
「オークス＆加盟店」がお得に利用できる
トータルライフサービスシステムです。
あなたとご家族の生涯にわたり、
これからの冠婚葬祭と快適生活を提案し、
安心して暮らせる快適な毎日を実現いたします。

富山県 加盟店 Life Suppor t

施設・店舗 住　所 T E L 特　　典

 1

魚津市本江浦田クリニック スコール魚津 (0765)23-5080 入会金無料（通常6,600円）

富山市南中田カターレ富山 (076)461-5200

ホームゲーム会場において前売価格の200円割引
メイン指定席 　 　 　 大人2,200円→2,000円　小・中・高校生1,100円→900円
メイン自由席 　 　 　 大人1,400円→1,200円　小・中・高校生   700円→500円
ゴール裏自由席（ホーム）　大人1,200円→1,000円　小・中・高校生   500円→300円
※ホームゲームチケット売場のみ　※他企画特典との併用不可

高岡市早川富山サンダーバーズベースボールクラブ (0766)50-8980 当日券200円割引  大人1,500円→1,300円 小人（小・中・高校生）500円→300円

滑川市中川原タラソピア (076)476-9303 入場料870円→770円　※本人含む4名様まで　※ダイナミックゾーンの利用限定

富山市大町

高岡市昭和町

ホリデイ   　富山店
   　高岡店

(076)492-2555

(0766)28-1222
入会金50％割引

富山市豊田町ダイビングショップ海遊 (076)442-2285
店頭商品については表示価格より3～５％割引
スキューバダイビングスクール入会金無料

富山市太郎丸本町富山インドアテニススクール (076)491-3600 入会金無料（通常5,400円）

富山市婦中町分田

富山市堀川本郷

高岡市野村

砺波市中神

JSSスイミングスクール 　富山校
   　本郷校
   　高岡校
　　　　　　　　　　　 となみ校

(076)491-3491

(076)491-6406

(0766)25-4046

(0763)34-7326

入会金無料（通常2,200円）

富山市稲荷元町アピアスポーツクラブ (076)431-3321 入会金無料　※事務手数料は別途
スポーツ施設（健康）

射水市三ケクァトロブーム   　小杉店 (0766)57-8200 ボウリング通常1ゲーム  一般価格500円→会員価格450円にて1プレイ可能

高岡市北島マンボウ   　高岡店 (0766)25-8208 平日（月～金）18時以降と土・日・祝日ボウリング1ゲーム500円→450円
※1レーンのみで同伴者5名様まで　※他の割引との併用不可　※特別営業日は除く

富山市千歳町富山地鉄ゴールデンボウル (076)431-2131 大人のみ1ゲーム50円割引　※団体適用不可　※本人のみ
レジャー

富山市掛尾栄町

富山市本町

カラオケ館 　　富山掛尾店
 　　富山本町店

(076)493-1166

(076)431-5113
ルーム料金30%割引（フリータイムは25%割引）
※詳細については店頭にて確認

カラオケ

富山市窪新町

富山市明輪町

富山市桜町

高岡市下関町

高岡市丸の内

魚津市釈迦堂

砺波市表町

アパホテル   　　富山
   富山駅前
　　　 アパヴィラホテル富山駅前
   高岡駅前
 　　高岡丸の内
   魚津駅前
   砺波駅前

(076)432-1111

(076)444-5111

(076)431-3111

(0766)23-5811

(0766)27-2111

(0765)22-8111

(0763)33-3111

ベストレート（最安値）で提供

ホテル

砺波市庄川町金屋三楽園 (0763)82-1260 宿泊料金10％割引　※4名様まで、休前日・GW・お盆・お正月の期間は除く
※電話での予約時にカード利用の旨を伝え、受付時に提出してください

温泉

富山市婦中町下轡田富山西総合病院 (076)461-7700 人間ドック利用時、検診料5％割引　※団体特別契約の方除く

富山市豊田豊田魚津クリニック (076)426-1551 人間ドック利用時、検診料5％割引

病院

＋冠婚
葬祭 ＝快適

生活 Members Club

加盟店の最新情報は
ウェブでも
ご覧いただけます。

生涯を通じたおつきあい
オークスメンバーズクラブです。

オークスメンバーズクラブ

富山市木場町ビビビとジュルリ (076)482-3037 ランチメニュー5%割引、アフタヌーンティー10％割引

富山市婦中町下轡田紅虎餃子房　　　　　 ファボーレ (076)466-1776 飲食代金5%割引　※テイクアウトは除く

富山市新根塚町博多もつ鍋 龍　　　　　　　富山 (076)422-4055 飲食代金5%割引　※テイクアウトは除く

小矢部市西中野PIZZA SALVATORE CUOMO  三井アウトレットパーク北陸小矢部 (0766)67-7764 飲食代金5%割引　※テイクアウトは除く

小矢部市西中野日本橋 天丼 金子半之助  三井アウトレットパーク北陸小矢部 (0766)30-2966 飲食代金5%割引　※テイクアウトは除く

富山市婦中町下轡田日本橋 天丼 金子半之助  ファボーレ (076)482-5002 飲食代金5%割引　※テイクアウトは除く

富山市新富町肉山 富山 (076)443-2955 飲食代金5%割引　※テイクアウトは除く

レストラン



施設・店舗 住　所 T E L 特　　典施設・店舗 住　所 T E L 特　　典

富山市新庄本町ワタヤ自動車 (076)451-3883 車検基本作業料金5％割引　※諸費用は別

富山市今泉西部町

富山市田中町

富山市呉羽町

魚津市大光寺

高岡市上四屋

高岡市京田

砺波市栄町

日産サティオ富山   富山南店
   富山東店
   　呉羽店
   　魚津店
   　高岡店
   高岡南店
   　砺波店

(076)425-1711

(076)425-2332

(076)436-6151

(0765)24-2332

(0766)21-2332

(0766)25-2350

(0763)33-2332

車検及び法定12ヶ月点検の技術料を10％割引　※他のカードとの併用不可

自動車

砺波市鷹栖出砺波自動車学校 (0763)32-2707 入学金5,000円割引

南砺市高宮南砺自動車学校 (0763)52-3000 入学金5,000円割引

氷見市窪氷見自動車学校 (0766)91-2255 基本受講料5,000円割引

高岡市蓮花寺高岡自動車学校 (0766)22-3950 入学金5,000円割引

入善町田中入善自動車学校 (0765)72-0636 入学金5,000円割引

黒部市犬山黒部自動車学校 (0765)52-1352 入学金5,000円割引

滑川市菰原滑川自動車学校 (076)475-1100 入学金5,000円割引

富山市婦中町田島富山県中央自動車学校 (076)466-3333 入学金5,000円割引　※普通免許取得時　※他の特典との併用不可

富山市新庄町富山自動車学校 (076)492-5533 入学金5,000円割引

自動車学校

富山市蜷川

滑川市上梅沢

黒部市荻生大門

高岡市野村

高岡市下黒田

高岡市福岡町本領

砺波市栄町

米原商事  空港前SS
　　　　　　     滑川バイパスSS
　　　　　　     黒部インターSS
  のむらSS
  高岡南SS
    福岡 SS
    砺波 SS

(076)429-7811

(076)475-9511

(0765)52-4811

(0766)25-1211

(0766)25-3055

(0766)64-4211

(0763)33-5311

現金会員価格にて取扱い　※セルフは除く

富山市窪本町

富山市町袋

深川石油  富山窪SS
  常願寺SS

(076)441-6061

(076)451-5530
オイル交換10％割引　ワックス洗車50％割引

富山市中島

富山市千原崎

富山市五福

北日本物産    中島 SS
    岩瀬 SS
     神通大橋SS

(076)432-5355

(076)437-8873

(076)442-8833

オイル交換20％割引
ガソリン（レギュラー・ハイオク）・軽油を現金会員価格にて取扱い
※本人のみ

ガソリン
富山市上冨居

近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社
近畿日本ツーリスト アピタ富山東営業所

(076)452-3381
メイト3％割引 ※国内旅行お一人様 3万5千円以上対象　
ホリデイ3％割引 ※海外旅行お一人様10万円以上対象

※オークスメンバーズクラブ
　 会員様同行時限定

旅行

富山市八尾町鏡町桂樹舎・和紙文庫 (076)455-1184 入館料　大人500円→400円　小・中学生250円→200円 ※本人のみ

伝統・文化

富山市下新町学研エデュケーショナル (076)431-1140 学研教室入会時「学研の辞典」をプレゼント

教育

富山市小西（株）相続手続支援センター富山 (076)452-2577 相続手続支援センターの手数料10％割引

魚津市吉島
富山市秋吉

(0765)22-5737
(076)461-7401

相続相談初回無料
相続税申告費用５％割引

富山市根塚町
高岡市中川本町

司法書士法人谷道事務所　富山店
　　　　　　　　　　　　高岡店
アシステム税理士法人　魚津本社
　　　　　　　　　　富山事務所

(076)421-7717
(0766)22-5511

相続相談初回無料　※その他の法律相談も初回無料

相続相談・手続

2 3※掲載内容は令和5年1月1日現在のものです。予告なく変更する場合がございます。詳しい内容は各加盟店にお問い合わせください。

黒部市三日市

魚津市友道

魚津市上村木

昌栄堂   黒部本店
　　　　　　　魚津本店（一笑庵）
　　　　　　 魚津アップルヒル店

(0765)54-0002

(0765)24-2525

(0765)23-1108

店頭商品5％割引

立山町沢端

南砺市吉江中

富山市金泉寺

高岡市赤祖父

ささら屋   立山本店
   福光本店
　　　　　　　　　 富山金泉寺店
　　　　　　　　　　　　 高岡店

(076)463-6011

(0763)52-6785

(076)451-4771

(0766)54-0014

商品お買い上げの方に粗品プレゼント

製菓

富山市太郎丸西町
富山市中川原
富山市新屋
高岡市野村
砺波市太郎丸

イエローハット   　富山店
    富山東店
  　富山飯野店
    　高岡店
    　砺波店

(076)491-5680
(076)492-1680
(076)471-7960
(0766)25-1680
(0763)33-7219

店頭商品の通常価格５％割引　※特価品を除く

カー用品

黒部市前沢ペットショップマーチ　　　黒部店 (0765)56-5911

　　　　　　　　　　　　滑川店 (076)475-4511滑川市上小泉

ペットショップ

ペットホテル宿泊費10％割引

富山市金屋富山県綜合警備保障 「みまもりサポート」設置初期工事費から3,000円キャッシュバック(076)443-5888

富山市五福
高岡市京田

光陽興産    　富山店
    　高岡店

(076)444-9988
(0766)25-1110

不動産、マンション、アパート仲介料5％割引　リフォーム工事3％割引
※本人のみ

富山市高畠町勝原塗装 (076)438-6262
外壁塗装工事8％割引　光触媒（防臭・抗菌）塗布工事8％割引　
塗装工事全般5年間保証

富山市今泉西部町タカノリフォーム富山蒼穹館     0120-198-488 住まいの増改築・内外装・エクステリア等の費用3％割引　お客様ポイント制度による特典あり

富山市西中野町ミサワリフォーム北陸 (076)493-8855 住まいの増改築・改装・エクステリア等の工事3％割引

住宅関連

富山市太郎丸西町
高岡市京田

(076)492-1350
(0766)24-7455

戸建、土地、マンション、賃貸アパート仲介手数料5％割引
リフォーム工事見積り金額の3％割引

（株）とやまサンホーム 　 富山店
    　高岡店

黒部市生地中区四十物こんぶ   生地本店 (0765)57-0321 店頭表示価格の5％割引　※大和富山店は除く

海産物

富山市宝町

富山市秋ヶ島

黒部市若栗

高岡市下黒田

日産レンタカー 　　富山駅前店
 　　富山空港店
　　　　　黒部宇奈月温泉新幹線駅前店
　　　　　　 新高岡新幹線駅前店

(076)442-2317

(076)428-2317

(0765)32-3723

(0766)23-5523

基本料金より10％割引　※一部車種除く

富山市本町

富山市宝町

富山市秋ヶ島

黒部市若栗

高岡市東上関

高岡市下黒田

富山市窪本町

トヨタレンタリース  　富山店
 　　富山駅前店
 　　富山空港店
　　　　　 黒部宇奈月温泉駅前店
   　高岡店
 　新高岡駅前店

Jネットレンタカー  　富山店

(076)432-0100

(076)433-0100

(076)429-8888

(0765)52-0100

(0766)21-0100

(0766)26-1070

(076)433-0960

富山市牛島町富山駅北口店 (076)433-0960

富山市秋ヶ島　　　　　　　　　　 富山空港店 (076)433-0960

基本料金より5％割引　※Ｐ0・P1・HV1・HW1・W1・T0・T1クラス除く

基本料金より10％割引

富山市新富町

富山市牛島町

富山市秋ヶ島

高岡市京田

オリックス・レンタカーサニクリーン北陸　富山駅南口店
オリックス・レンタカー松村物産　富山駅北口店
                                   富山空港受付カウンター

                                   新高岡駅前店

(076)442-3900

(076)432-0543

(076)432-0543

(0766)20-0543

基本料金より5％割引　※軽自動車・1300cc除く　※要予約

レンタカー

富山市豊若町山本自動車サービス (076)438-0838 車検整備工賃・修理工賃10％割引

車検・修理

八尾カントリークラブ (076)455-2611 ソフトドリンク券1枚プレゼント ※本人のみ富山市八尾町深谷京ヶ峰

ゴルフ

(オークスカナルパークホテル内)



射水市南太閤山スナダ石材 (0766)53-5145 本体価格の10％割引

施設・店舗 住　所 T E L 特　　典施設・店舗 住　所 T E L 特　　典

富山市天正寺
富山市千原崎
富山市掛尾町
富山市下堀
富山市山室
富山市西大泉
富山市上飯野
富山市婦中町宮ヶ島
富山市水橋市江
富山市千代田町
滑川市上小泉
魚津市住吉
黒部市牧野
入善町椚山
高岡市野村
高岡市千石町
高岡市赤祖父
高岡市姫野
射水市戸破元町
射水市本開発
氷見市窪
砺波市太郎丸

メガネハウス  富山本店
  富山北店
  富山南店
 　富山下堀店
 　富山山室店
 　富山大泉店
 富山上飯野店
 　富山婦中店
 水橋ミューズ店
 　富山奥田店
  　滑川店
  　魚津店
  　黒部店
  　入善店
 　高岡野村店
 　高岡横田店
 　高岡駅南店
 　　　姫野店
  　小杉店
 イータウン店
  　氷見店
  　砺波店

(076)422-8707
(076)438-8083
(076)422-8083
(076)492-8083
(076)495-8707
(076)413-8338
(076)482-3688
(076)466-1303
(076)479-1713
(076)432-8083
(076)475-8083
(0765)22-8707
(0765)32-5885
(0765)74-8083
(0766)21-8083
(0766)26-8083
(0766)25-8083
(0766)82-1303
(0766)56-8707
(0766)55-8733
(0766)91-8181
(0763)34-8707

メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴器 全品15％割引

富山市上袋
富山市金泉寺
富山市婦中町上轡田
魚津市上村木
高岡市本丸町
高岡市美幸町
砺波市太郎丸

眼鏡市場 　富山上袋店
 富山金泉寺店
 　富山婦中店
　　　　　　　アップルヒル魚津店
  　高岡店
 高岡昭和町店
           砺波店

(076)494-1478
(076)452-6288
(076)466-0558
(0765)24-0258
(0766)28-9948
（0766)28-8208
(0763)34-6808

メガネ一式5％割引　サングラス5％割引　※通常価格より

メガネ

富山市天正寺
富山市掛尾
魚津市吉島
高岡市本郷
高岡市下伏間江
砺波市中神

洋服の青山 富山天正寺店
 　富山掛尾店
  　魚津店
 　高岡本郷店
 　高岡駅南店
  　砺波店

(076)491-2148
(076)493-6107
(0765)22-8556
(0766)26-6278
(0766)26-2377
(0763)33-7381

全商品5％割引　※「AOYAMAカード」との併用可

富山市今泉西部町
富山市本郷町
高岡市昭和町
高岡市京田

モリワン　モリワンワールド 富山本店
　　　　　　　フォーエル富山店
　　　　　　　フォーエル高岡店
　　　　　モリワンワールド 高岡店

(076)420-9111
(076)493-2533
(0766)28-7780
(0766)54-0081

取扱い全商品販売価格より8％割引（セール価格より更に値引）
※モリワン商品券及び修理代金、配送費、包装等の備消品代は対象外

富山市太郎丸西町
富山市秋吉
魚津市本江字中ノ坪
黒部市前沢
高岡市赤祖父
高岡市宮田町
射水市三ヶ
砺波市鍋島

AOKI（アオキ） 　富山城南店
 富山天正寺店
  　魚津店
　　　　　　　　　　　　黒部店
　　　　　　　　　　高岡駅南店 　
　　　　　　　　　　高岡横田店
  　小杉店
  　砺波店

(076)422-3868
(076)422-9088
(0765)24-7888
(0765)57-3488
(0766)21-1488
(0766)24-6888
(0766)57-1888
(0763)34-6888

全商品5％割引

紳士服

高岡市十二町島藤田仏光堂 (0766)63-8033 仏壇・神仏具・掛軸、自店価格の30％割引

高岡市泉町城戸仏壇店    　　本店 (0766)25-2917 仏壇・仏具・神具類、自店価格の30％割引　※消費税別　※広告の品、特価品は除く

高岡市美幸町
砺波市本町

加藤物産    　　本店
    　砺波店

(0766)23-9857
(0763)32-2162

仏壇・神仏具類、自店価格の20％割引　※消費税別

魚津市上村木新川仏壇センター    　魚津店 (0765)24-5066 仏壇・神棚、自店価格の15％割引　※特価品は除く　在家用仏具・神具10％割引

富山市掛尾町
高岡市末広町

山内神仏具店    　富山店
    　高岡店

(076)425-8881
(0766)24-2121

仏壇・神棚一式10％割引
※広告や店頭で既に割引された商品は除く

富山市上袋
高岡市本丸町

黒川仏壇センター 富山インター店
   高岡本丸店

(076)494-8234
(0766)23-7274

仏壇・仏具・線香・香・念珠定価の25％割引　※消費税別

富山市丸の内木本仏具店 (076)421-5047 仏壇仏具一式15％割引　神殿神具一式10％割引  在家用仏具10％割引

富山市太郎丸西町五十嵐仏壇店    　富山店 (076)421-7066 仏壇・神棚、自店価格の15％割引　※特価品は除く  在家用仏具・神具10％割引

仏壇

富山市三郷藤田石装株式会社 (076)478-3200 墓石・石材商品本体価格の10％割引

黒部市若栗
滑川市金屋
黒部市石田

丸田石材工業　　　　　　　本社
                        滑川インター店
                                    石田店

(0765)57-2255
(076)471-5148
(0765)52-1811

墓石・石材商品本体価格の15％割引

富山市上冨居山田清次石材店 (076)451-0313 墓石・建築石材工事・石製品10％割引 ※墓地紹介可（富山市内約300区画墓地所有）

富山市三郷
富山市清水町

堀石材工業    本社工場
 営業所・展示場

(076)478-5585
(076)423-5695 当社ご優待価格にて提供

富山市下冨居富山大理石工業    本社工場 (076)441-3228 本体価格の10％割引

富山市婦中町笹倉
富山市婦中町西本郷
富山市下堀

田中石材 　　　　本社
 工場・展示場
   　富山南店

(076)466-2860
(076)465-4517
(076)423-2295

価格については要相談

上市町正印
立山町大石原

杉本工業所    　上市店
    　立山店

(076)472-0472
(076)462-0472 本体価格の10％割引

富山市長岡新クラモト石材工業 (076)433-4056 価格については要相談

富山市八尾町杉田
富山市八尾町大杉

小原石材    　　工場
 大杉常設展示場

(076)455-1230
(076)454-3557 本体価格の10％割引

石材・墓石

富山市奥田町
富山市総曲輪
富山市上冨居
富山市婦中町下轡田
魚津市住吉
高岡市京田
砺波市太郎丸

エルサカエ   富山総本店
    総曲輪店
 アピタ富山東店
 ファボーレ店
 　　　魚津店
    高岡本店
　　　　MEGAドン・キホーテUNY砺波店

(076)431-3200
(076)493-8811
(076)452-3433
(076)466-1701
(0765)23-4211
(0766)28-3988
(0763)32-7888

宝飾品5～10％割引　時計3～10％割引　※ブランド品を除く

富山市総曲輪アイプリモ    富山本店 (076)493-6723
オリジナルジュエリーボックスまたはリングピロープレゼント
※他の特典と併用不可

宝飾

富山市中央通り米三 　Dスクエア (076)424-3231 全商品5％割引　※特価商品、一部割引除外品あり　
※ファニチャーパークケースリー、米三富山南店、米三魚津店、クロワッサンの店は除く

高岡市美幸町
富山市黒瀬

神島リビング　　　　　　 高岡店
　　　　　　　　　　　　富山店

(0766)23-0195
(076)422-7000 全商品3％割引　※特価商品、一部割引除外品あり

家具

4 5※掲載内容は令和5年1月1日現在のものです。予告なく変更する場合がございます。詳しい内容は各加盟店にお問い合わせください。

入善町入膳わしお生花店 　　入善本店 (0765)72-0766 フラワーギフト10％割引
※ブーケ、供花を除く　※他のギフト券、ポイントカード併用不可、配達不可

魚津市中央通り
黒部市三日市

沢井生花店　　　　　　   魚津店
　　　　　　  黒部店（ここはな）

(0765)22-0151
(0765)54-1187 フラワーギフト10％割引　※ブーケ、供花を除く

フラワーギフト

入善町椚山
朝日町平柳

(0765)74-9123
(0765)83-1235

イワタ靴店　　　　 コスモ21店
　　　　　　　　　　　アスカ店 店内商品5％割引　※特価品は除く

靴

入善町入膳ひまわり写真館 (0765)72-0239 証明写真（1,650円）を10％割引

写真館



施設・店舗 住　所 T E L 特　　典

7※掲載内容は令和5年1月1日現在のものです。予告なく変更する場合がございます。詳しい内容は各加盟店にお問い合わせください。

石川県 加盟店 Life Suppor t

施設・店舗 住　所 T E L 特　　典

七尾市富岡町恵寿総合病院 (0767)52-3211 人間ドック利用時、検診料5％割引

病院

小松市粟津温泉加賀伝統工芸村　ゆのくにの森 (0761)65-3456
入場料金 550円→450円
※大人のみ　※カード提示1枚につき5名様まで
定休日/木曜　営業時間/9:00～16:30

中能登町井田クァトロブーム (0767)76-2525 ボウリング通常1ゲーム　男性500円、女性450円→会員価格400円にて1プレイ可能

レジャー

金沢市もりの里イーストパーク (076)264-0330
部屋代20％割引　※1グループ全員適用、他のサービス券との併用不可
入会金無料

カラオケ

七尾市旭町ほっとらんどNANAO (0767)57-3988 入館料金 945円→745円

金沢市松島町テルメ金沢 (076)269-2211
入館料金 1,100円→880円
※1グループ全員適用
※他のサービス券との併用不可

サウナ・保養

6

金沢市大額金沢国際ホテル (076)296-0111
宿泊　正規料金の20％割引
金沢国際ホテルレストラン　正規料金の5％割引　※サービスメニューを除く

金沢市大手町

KKRホテル金沢  　白梅亭
  　　アイビス
　　　　　　　　  Bar Ten＆Ten

(076)264-7858 飲食5％割引　※ご法事利用に限り飲食10%割引

金沢市堀川新町

ホテル金沢   　　ピコ
   北の庄屋
  　 ラズベリー

(076)223-1111 飲食5％割引　※サービスメニューを除く

金沢市片町

金沢市池田町

金沢市片町

金沢市広岡

金沢市野町

金沢市古府

小松市飴屋町

小松市本折町

加賀市熊坂町

加賀市片山津温泉

アパホテル   金沢中央
   金沢片町
　　　　　金沢片町EXCELLENT
   金沢駅前
   金沢野町
   　金沢西
   　　小松
　　　　 アパホテル小松グランド
 　　加賀大聖寺駅前
 加賀片山津温泉佳水郷

(076)235-2111

(076)234-3111

(076)232-1001

(076)231-8111

(076)280-8111

(076)269-1111

(0761)23-1111

(0761)21-1111

(0761)73-4111

(0761)74-1200

ベストレート（最安値）で提供

ホテル

金沢市粟崎浜町ヴィテン乗馬クラブ 　クレイン金沢 (076)239-0009 体験乗馬1回コース　30％割引　5,500円→3,850円

乗馬

金沢市福久
金沢市田上町
金沢市久安
野々市市白山町

イエローハット    金沢東店
   金沢田上店
     金沢南店
　　　　　  イオンタウン野々市店

(076)257-8680
(076)221-1188
(076)243-1414
(076)294-8080

店頭商品の通常価格5％割引　※特価品を除く

カー用品

金沢市玉川町
金沢市菊川町
金沢市神宮寺
金沢市古府町
金沢市寺中町
金沢市西念
金沢市押野
金沢市泉野出町
金沢市南新保町
金沢市東力
金沢市大河端
野々市市三日市
野々市市上林
野々市市御経塚
白山市宮永市町
白山市松本町

三谷サービスエンジン　  長町 SS
      城南 SS
    東大通SS
                    金沢西インターSS
                    セントラル金石SS
                                西大通SS
                    マンサーナ押野SS
                  ライフステージ泉台SS
                  グリーンポート金沢SS
    東力町SS
                   セレンディピティ大河端SS
                   コーディアルののいちSS
                          加賀産業道SS
                   エコウイング御経塚SS
                         アサンテ宮永SS
                  ツインウェーブ松任SS

(076)262-1711
(076)231-4655
(076)252-8665
(076)249-6315
(076)267-4686
(076)265-5880
(076)245-4500
(076)241-9988
(076)237-3131
(076)291-6008
(076)238-3812
(076)248-2105
(076)248-0068
(076)249-5155
(076)275-8588
(076)274-3688

ガソリン（レギュラー・ハイオク）・軽油を現金会員価格にて取扱い
※セルフサービス店を除く

ガソリン

金沢市磯部町
小松市小島町
金沢市広岡

Jネットレンタカー 　　　金沢店
　　　　　　　　　　  小松空港店
 　　　金沢駅西口店

(076)433-0960
(076)433-0960
(076)471-5486

基本料金より10％割引

金沢市昭和町
小松市浮柳町
加賀市小菅波町
七尾市石崎町
輪島市三井町洲衞

日産レンタカー 　金沢駅前店
   小松空港店
 　　加賀温泉駅前店
   和倉駅前店
  能登空港内店

(076)232-4123
(0761)24-4123
(0761)73-1523
(0767)62-0323
(0768)26-8123

基本料金より10％割引　※一部車種除く

金沢市福久東
小松市安宅新町
金沢市駅西本町
金沢市広岡
金沢市此花町
小松市鶴ヶ島町

オリックス・レンタカーサニクリーン北陸　金沢東インター店
  小松空港西店
オリックス・レンタカー松村物産　金沢駅西本町カウンター
  金沢駅西口店
                           金沢駅兼六園口（東口）店
                               小松空港東店

(076)257-3900
(0761)23-3900
(076)223-4141
(076)221-3939
(076)221-0543
(0761)21-0543

基本料金より5％割引　※軽自動車、1300cc除く　※要予約

白山市幸明町オーシャンドリーム (076)274-3686 キャンピングカー＆レンタカー10％割引

レンタカー

金沢市福久東カーポイント金沢 (076)214-5168 中古車（乗用）10％割引 ※但し上限10万円　中古車（軽）8％割引 ※但し上限8万円
新車・未使用車、特別価格　

自動車購入 新車・中古車

金沢市青草町ヤマカ水産   近江町店 (076)232-1867 100円割引　※商品2,000円以上お買い上げの方に限る

海産物

金沢市尾張町 (076)235-5055 飲食代金5%割引　※テイクアウトは除く博多もつ鍋 龍　　　　 金澤尾張町
金沢市末町滝亭 (076)229-1122 記念品プレゼント

レストラン
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第１条（名称）
　本クラブの名称は「オークスメンバーズクラブ」と称します。（以下クラブといいます）
 
第２条（所在地）
　本クラブの所在地は、富山市中島４丁目2-14に置きます。
 
第３条（目的）
　本クラブは、オークス会員の冠婚葬祭や福祉関連事業を中心とした、生涯生活を快適に過ごす
ためのトータルライフシステムを提供することを目的とします。
 
第４条（入会手続き）
　本クラブ所定の入会申込書の記入及び登録入会金の納付をもって入会手続きとします。
（1）新規登録入会金1,000円（消費税込）
（2）追加の家族カード入会金は1枚500円（消費税込）
（3）入会金は、退会等いかなる事由においても返金いたしかねますのでご了承ください。
 
第５条（登録会員名）
　会員登録は、富山県、石川県に在住の世帯主を原則としますが、お客様の希望により、ご家族の
方であればどなたでもできます。
 
第６条（利用資格者）
　本クラブに登録された会員はオークスメンバーズカードを提示する事により、その特典を利用
することができます。
 
第７条（会員証の発行）
（1）会員には、「オークスメンバーズカード」を会員証として発行します。
（2）会員の家族が希望される場合、所定の手続きの上、別途有料で家族カードを発行します。
 
第８条（会員証の紛失）
　会員証を紛失された場合は、直ちに本クラブに紛失届けを提出しなければなりません。

第９条（会員証の再発行）
　会員の申出による会員証の再発行については、所定の手続きの上、1枚500円（消費税込）
にて再発行します。
第１０条（会員契約の解除）
（1）会員が本規約に違反したとき。
（2）本クラブの名誉、信用を損ない、又は秩序を乱したとき。
 
第１１条（住所変更等の通知）
　会員は、住所、電話番号、家族構成等に変更があった場合には、すみやかに本クラブへ届けてい
ただくこととします。なお、会員がこの届出を怠った場合に生じた会員の地位及び権利の喪失に
ついては、本クラブは一切の責任を負いません。
 
第１２条（退会）
　会員が退会を希望される場合、所定の手続きを行っていただきます。
 
第１３条（失効）
　会員が死亡した場合は、この契約は失効します。ただし、同一家族による名義変更を希望される
場合は、新たな名義でカードの再発行を行います。（無料）
 
第１4条（サービスの提供地域）
　本クラブのサービス提供地域は、富山県、石川県とします。
 
第１5条（クーリングオフ規定）
　入会申込者は本書及び入会申込書控えを受領した日を含む8日間は第１6条に規定する「お問
い合わせご相談窓口」宛に書面にて通知することにより、この入会申込を撤回することができま
す。その場合入会申込者には一切の費用の負担はなく、また既に支払されている入会金は遅滞な
く返金いたします。
 
第１6条（お問い合わせご相談窓口）
　この契約についてのお問い合わせ、ご相談等は次の場所で行っております。

オークスメンバーズクラブ規約

フリーダイヤル　　　0120-41-7711

金沢市片町

かほく市内日角

エルサカエ   金澤本店
 イオンモールかほく店

（076)216-8888

（076)289-8888
宝飾品5～10％割引　時計３～10％割引　※ブランド品は除く

金沢市片町アイプリモ   金沢本店 （076)263-8650 オリジナルジュエリーボックスまたはリングピロープレゼント　※他の特典との併用不可

宝飾

金沢市諸江町上丁

金沢市諸江町

花好   　　本店
 アルプラザ金沢店

（076)264-8744

（076)224-8744
ギフト商品10％割引　※但し冠婚葬祭品除く

金沢市弥勒町小西生花店  森本駅前本店 （076)258-0150 ギフト商品10％割引　※但し冠婚葬祭品除く

フラワーギフト

七尾市本府中町ミヤコ音楽堂   本府中店 （0767)53-0001
3％割引　楽器・CD・音楽ソフト・映像ソフト全般・家電・オーディオ
　　　　  ビデオ・パソコン・携帯電話・アウトドア用品・ウエア全般

楽器・家電・CD・アウトドア用品

金沢市藤江北やまもと仏壇店 （076)266-1238
仏壇・仏具出張修理、出張クリーニング20％割引
店内全商品10～20％割引

七尾市藤橋町高澤仏壇店   　藤橋店 （0767)53-2737 仏壇・仏具・神棚・神具15％割引

小松市長崎町城戸仏壇店　　　　　　　小松店 (0761)24-4717 仏壇・仏具・神具類、自店価格の30％割引　※消費税別　※広告の品、特価品は除く

仏壇

金沢市野田町押村石材   　　本店 （076)244-3326 墓石10％割引　※墓地分譲中

石材・墓石

羽咋市大川町大一家具 （0767)22-0876 5～10％割引（婚礼家具を含む）　※特価格は除く

家具

金沢市小金町
森司法書士・行政書士事務所
　　  （金沢みらい共同事務所）
（株）相続手続支援センター石川

（076)251-5980 相続・遺言に関する相談初回無料　相続ガイドブック進呈

金沢市松島 （076)269-8024 相続手続支援センターの手数料10%割引　相談は常時無料

相続相談・手続

金沢市戸水

金沢市有松

金沢市大桑

野々市市御経塚

小松市沖町

七尾市国分町

洋服の青山  　 金沢鞍月店
  　 金沢有松店
  　 金沢大桑店
   金沢御経塚店
   　小松店
   　七尾店

（076)267-5383

（076)245-3111

（076)251-0502

（076)240-2535

（0761)24-4658

（0767)52-0713

全商品5％割引　※「AOYAMAカード」との併用可

野々市市御経塚

金沢市近岡町

加賀市作見

野々市市御経塚

モリワン　モリワンワールド金沢本店
　　　　　モリワンワールド金沢近岡店
　　　　　モリワンワールド加賀店
　　　　　　  ビッグワールド金沢店

（076)269-3001

（076)225-7111

（0761)72-7101

（076)269-3003

取扱い全商品販売価格より8％割引（セール価格より更に値引）
※モリワン商品券及び修理代金、配送費、包装等の備消品代は対象外

金沢市高柳町

金沢市有松

金沢市田上町

金沢市松村

野々市市御経塚

野々市市粟田

小松市日の出町

七尾市藤橋町戌部

AOKI（アオキ） 　 金沢高柳店
　　　　　 　 　　  金沢有松店
  　 金沢田上店
  　 金沢松村店
   御経塚店
　　　　　　　　　 野々市粟田店
   　小松店
   　七尾店

（076)252-1888

（076)245-2188

（076)223-1288

（076)266-8858

（076)240-8288

（076)248-6588

（0761)22-0588

（0767)52-9588

全商品5％割引

加賀市中代町

羽咋市石野町

紳士服のはるやまチェーン    加賀店
   　羽咋店

（0761)77-3929

（0767)22-7471
全商品5％割引　※超特価品を除く

紳士服

金沢市戸坂西

野々市市高橋町

輪島市宅田町

メガネスーパー  イオンタウン金沢示野店
　　　　　　　　　　　 野々市店
　　　　　　　輪島ワイプラザ店

（076)268-4988

（076)294-2282

（0768)23-0900

メガネ・サングラス・コンタクトレンズ・補聴器全品15％割引

河北郡津幡町北中条

金沢市新神田

金沢市高柳町

金沢市戸水

金沢市もりの里

金沢市泉本町

野々市市粟田

野々市市高橋町

白山市美幸明町

白山市横江町

小松市沖町

加賀市作見町

七尾市藤橋町

羽咋市石野町

眼鏡市場　　　　　　　　 津幡店
   金沢新神田店
  　 金沢高柳店
   　金沢鞍月店
   金沢もりの里店
　　　　　　コレクトパーク金沢西泉店
   野々市新庄店
   金沢野々市店
   　松任店
 　　　　白山横江店
  　 小松沖町店
　　　　　　　　 フレスポ加賀店
   　七尾店
   　羽咋店

(076)288-2828

（076)292-3880

（076)253-0718

（076)237-7268

（076)263-0788

(076)280-3308

（076)246-7215

（076)248-8680

（076)216-6868

（076)276-7707

（0761)24-2988

（0761)72-4688

（0767)53-7008

（0767)22-8808

メガネ一式5％割引　サングラス5％割引　※通常価格より

メガネ

金沢市駅西本町ウエディングコレクション  モア （076)263-2525
貸衣裳20％割引（紋服・留袖・喪服・七五三衣裳・ゲストドレス）
貸衣裳  5％割引（成人式衣裳）
※新郎・新婦の婚礼衣裳を除くレンタル品　※第三役務との併用は除く　※写真パックは除く

貸衣裳

金沢市西都スリーピー (076)218-5577 10％割引　※一部商品を除く

寝具・インテリア

オークス株式会社 〒930-0801 富山市中島4丁目2-14　

金沢市問屋町光陽興産  　 　  金沢店 (076)238-1616 不動産、マンション、アパート仲介料5％割引　リフォーム工事3％割引

金沢市堀川町

小松市大領町

ミサワリフォーム北陸　 金沢本店
   小松営業所

    0120-033-287

(0761)24-4631
住まいの増改築・改装・エクステリア等の工事3％割引

住宅関連


