
  ６５歳以上の高齢者が、このチラシが    

  貼ってあるお店で「運転経歴証明書」   

    を提示すると、お店ごとに料金割引等  

    のサービスが受けられます！         

 提示 提示 

  ６５歳以上の高齢者がタクシー  

   やバスを利用する際、「運転経       

   歴証明書」を提示すると、 

 料金割引等のサービスが 

 受けられます！ 
 

◇◆◇ 運転経歴証明書 ◇◆◇ 
 運転免許証を返納した際に、警察署 
 又は運転免許センターで申請すれば 
 交付されます。 

見本 

※ ６５歳以上の高齢者が対象です。 
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令和元年11月1日現在
支援協賛店417店

◇◆◇ サービス内容の一例 ◇◆◇

　県内のバス会社３社（中央交通、羽後交通、秋北バス）では、バス回数券（とくとく回数券）の割引を実施しており、１,200
円分の回数券を1,000円で購入できます。

　県内のホームセンター「サンデー」では、商品配達が無料となります。

　バス料金、バス回数券、乗合タクシーの割引制度などを導入している自治体もあります。
　（詳細は、各自治体に問い合わせるか、各自治体のホームページにて御確認願います）

　その他、代金割引、宅配、送迎、ポイントカードなどの優遇、粗品の進呈などのサービスを受けられます。

　タクシー利用時に「運転経歴証明書」を提示すると、乗車運賃が10％割引になります。県内すべてのタクシーで利用でき
ます。

サービス内容については変更の場合もありますので、各協賛店等に確認して下さい。

鹿角警察署　　　0186-23-3321 秋田東警察署　　018-825-5110

大館警察署　　　0186-42-4111 由利本荘警察署　0184-23-4111

能代警察署　　　0185-52-4311 にかほ警察署　　0184-43-2935

北秋田警察署　　0186-62-1245 大仙警察署　　　0187-63-3355

五城目警察署　　018-852-4100 仙北警察署　　　0187-53-2111

男鹿警察署　　　0185-23-2233 横手警察署　　　0182-32-2250

秋田臨港警察署　018-845-0141 湯沢警察署　　　0183-73-2127

秋田中央警察署　018-835-1111 警察本部（交通企画課）018-863-1111

支援サービス店を募集しています。

お問い合わせは各警察署/警察本部交通企画課まで

鹿角警察署　　　0186-23-3321 秋田東警察署　　018-825-5110

大館警察署　　　0186-42-4111 由利本荘警察署　0184-23-4111

能代警察署　　　0185-52-4311 にかほ警察署　　0184-43-2935

北秋田警察署　　0186-62-1245 大仙警察署　　　0187-63-3355

五城目警察署　　018-852-4100 仙北警察署　　　0187-53-2111

男鹿警察署　　　0185-23-2233 横手警察署　　　0182-32-2250

秋田臨港警察署　018-845-0141 湯沢警察署　　　0183-73-2127

秋田中央警察署　018-835-1111 警察本部（交通企画課）018-863-1111

支援サービス店を募集しています。

お問い合わせは各警察署/警察本部交通企画課まで鹿角警察署　　　0186-23-3321 秋田東警察署　　018-825-5110

大館警察署　　　0186-42-4111 由利本荘警察署　0184-23-4111

能代警察署　　　0185-52-4311 にかほ警察署　　0184-43-2935

北秋田警察署　　0186-62-1245 大仙警察署　　　0187-63-3355

五城目警察署　　018-852-4100 仙北警察署　　　0187-53-2111

男鹿警察署　　　0185-23-2233 横手警察署　　　0182-32-2250

秋田臨港警察署　018-845-0141 湯沢警察署　　　0183-73-2127

秋田中央警察署　018-835-1111 警察本部（交通企画課）018-863-1111

支援サービス店を募集しています。

お問い合わせは各警察署/警察本部交通企画課まで

鹿角警察署　　　0186-23-3321 秋田東警察署　　018-825-5110

大館警察署　　　0186-42-4111 由利本荘警察署　0184-23-4111

能代警察署　　　0185-52-4311 にかほ警察署　　0184-43-2935

北秋田警察署　　0186-62-1245 大仙警察署　　　0187-63-3355

五城目警察署　　018-852-4100 仙北警察署　　　0187-53-2111

男鹿警察署　　　0185-23-2233 横手警察署　　　0182-32-2250

秋田臨港警察署　018-845-0141 湯沢警察署　　　0183-73-2127

秋田中央警察署　018-835-1111 警察本部（交通企画課）　018-863-1111

支援サービス店を募集しています。

お問い合わせは各警察署/警察本部交通企画課まで
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

1 (株)ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ佐渡史跡尾去沢鉱山 鹿角市尾去沢字獅子沢 入場料金から10％割引 0186-22-0123

2 (株)龍門亭千葉旅館 鹿角市十和田大湯字上ノ湯
入浴料金600円を400円に
(同伴者割引。入浴可能日：日曜日､連休最終日)

0186-37-2211

3 八幡平グリーンホテル 鹿角市八幡平字熊沢国有林 入浴料金100円引き 0186-31-2111

4 ふけの湯温泉 鹿角市八幡平字熊沢国有林 入浴料金100円引き、宿泊料金10％割引 0186-31-2131

5 銭川温泉 鹿角市八幡平字トロコ 入浴料金100円引き 0186-31-2336

6 (株)ホテル滝の湯 鹿角市八幡平字湯瀬湯端 入浴料金500円を300円に(同伴者割引) 0186-33-2331

7 (株)鹿角観光ふるさと館 鹿角市花輪字新田町 入館料を200円のところ170円に 0186-22-0555

8 (株)サンデー花輪店 鹿角市花輪字蒼前平 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 0186-23-4220

9 イトウ時計店 鹿角市花輪字下中島 メガネ一式購入の方はレンズ代半額、レンズのみは30％割引 0186-22-0029

10 メガネ・時計宝石のタカヤ 鹿角市花輪字八正寺 レンズ代30～50％割引 0186-23-2441

11 康楽館 小坂町小坂鉱山 入館料金10％引き 0186-29-3732

12 小坂鉱山事務所 小坂町小坂鉱山 入館料金10％引き 0186-29-5522

13 小坂鉄道レールパーク 小坂町小坂鉱山 入園料金10％引き 0186-25-8890

14 ホームマート小坂店 小坂町小坂字中前田 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 0186-30-7900

15 小畑理容館 大館市赤石字伊勢堂岱 理容料金の10％割引 0186-49-5578

16 カットハウスサクマ 大館市字大田面 理容料金の10％割引 0186-43-5520

17 メガネのタカヤ｢ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ内大館店｣ 大館市字大田面 本人又は家族のメガネ一式購入時の５％割引 0186-43-4442

18 眼鏡市場　大館樹海モール店 大館市字大田面
メガネ・サングラス・補聴器　店頭価格より５％割引
（備品は除く。他割引との併用不可）

0186-44-6018

19 メガネのタカヤ「大館西店（ファンファン）」 大館市根下戸 本人又は家族のメガネ一式購入時の５％割引 0186-57-8947

20 (有)メガネの千修 大館市字大館 メガネ一式購入時メガネクリーナー１本サービス 0186-49-3461

21 石田眼鏡店 大館市字長倉 メガネ一式購入時代金の10％割引 0186-42-0444

22 メガネ職人のお店プリーマ 大館市字部垂町 メガネ一式購入時オリジナルメガネクロス１枚サービス 0186-49-0276

23 ひない温泉　比内のゆ 大館市比内町扇田字上中島 入浴回数券の１回分無料サービス 0186-45-4588

サービス内容は各協賛店が提示したものです。ご不明な点は電話でご確認願います。

◆◇◆運転免許自主返納高齢者支援サービス店一覧表◆◇◆
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

24 ヘアーサロンＡＢＵ 大館市川口洞バミ４ 理容料金の10％割引 0186-49-0614

25 さくら理容館 大館市桜町 理容料金の10％割引 0186-42-9347

26 ヘアーサロン幸 大館市釈迦内字館 理容料金の10％割引 0186-48-2656

27 三浦理容所 大館市釈迦内字商人留 理容料金の10％割引 0186-48-2344

28 谷地田理容館 大館市住吉町 理容料金の10％割引 0186-42-5797

29 ヘアーサロンＹ’Ｓ 大館市常磐木町 理容料金の10％割引 0186-42-1100

30 理容アブカワ 大館市常磐木町 理容料金の10％割引 0186-43-0153

31 わたなべ理容室 大館市常磐木町 理容料金の10％割引 0186-42-4232

32 タナカ理容室 大館市長木川南 理容料金の10％割引 0186-49-3763

33 サクラダ理容館 大館市花岡町字前田 理容料金の10％割引 0186-46-2538

34 きむら理容所 大館市花岡町字根井下 理容料金の10％割引 0186-46-1155

35 小畑理容館 大館市早口字上野 理容料金の10％割引 0186-54-2091

36 理容鳥潟 大館市早口字深沢岱 理容料金の10％割引 0186-54-6405

37 理容サチコ 大館市比内町扇田字庚申岱 理容料金の10％割引 0186-55-1824

38 ヘアーサロンシミズ 大館市比内町扇田字下扇田 理容料金の10％割引 0186-55-1211

39 ホームマート比内店 大館市比内町扇田字長岡下 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 0186-45-4171

40 理容スガワラ 大館市御成町一丁目 理容料金の10％割引 0186-42-5362

41 おしゃれサロンサイトウ 大館市御成町二丁目 理容料金の10％割引 0186-42-1313

42 酒のマルジュウ 北秋田市大町 DONDONカード(商店会)サービス（購入千円分）ポイント２倍 0186-63-0028

43 のーそん（農産物販売） 北秋田市材木町 DONDONカード(商店会)ポイント５個サービス（購入千円分） 0186-62-3499

44 (株)サンデー鷹巣店 北秋田市栄字中綱 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 0186-62-6101

45 千秋軒カメラ　東店 北秋田市栄字東中綱 ティッシュBOX１個プレゼント 0186-67-8216

46 ナリタヤ 北秋田市栄字前綱 DONDONカード(商店会)ポイント５個サービス（購入千円分） 0186-62-2059

47 威風DODO 北秋田市住吉町 DONDONカード(商店会)ポイント５個サービス（購入千円分） 0186-62-5258

48 田中屋(酒店） 北秋田市住吉町 商品配送無料 0186-62-2126

49 日活書店 北秋田市住吉町 DONDONカード(商店会)ポイント５個サービス（購入千円分） 0186-62-1666

50 晩梅(菓子店） 北秋田市住吉町 DONDONカード(商店会)ポイント５個サービス（購入千円分） 0186-62-1066

51 マルキン商店 北秋田市住吉町 DONDONカード(商店会)ポイント５個サービス（購入千円分） 0186-62-1530
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

52 和田時計眼鏡店 北秋田市住吉町 DONDONカード(商店会)ポイント５個サービス（購入千円分） 0186-62-1621

53 カメラの科学模型店 北秋田市東横町 DONDONカード(商店会)ポイント５個サービス（購入千円分） 0186-62-2147

54 福助堂 北秋田市東横町 商品配達無料サービス 0186-62-2611

55 理容室　竹美 北秋田市花園町 ハンカチプレゼント　特別割引 0186-62-3075

56 池田屋 北秋田市松葉町 DONDONカード(商店会)ポイント５個サービス（購入千円分） 0186-62-2411

57 プレピュア美容室 北秋田市宮前町 ポイント３個サービス 0186-62-4898

58 らーめん　麺次郎 北秋田市米内沢字大野岱 一部を除き１％～５％割引 0186-72-4331

59 秋田クマゲラ会 北秋田市米内沢字楢岱 飲食代金50円引き 0186-72-5008

60 えびすや食堂 北秋田市米内沢字薬師下 飲食代金１％～５％割引 0186-72-3380

61 あゆっこ温泉 北秋田市米内沢字柳原 入浴料金50円引き 0186-60-5522

62 エステコスメLINK 北秋田市米代町 DONDONカード(商店会)ポイント５個サービス（購入千円分） 0186-63-0480

63 高橋旅館 上小阿仁村沖田面 十割そばに関する献立半額 0186-77-2507

64 メガネのサンキ 能代市青葉町 メガネ一式５％割引 0185-54-6373

65 (株)サンデー能代店 能代市字寺向 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 0185-52-8481

66 蜂屋時計店 能代市上町 商品割引（商品により割引率が異なる） 0185-54-6696

67 和田時計店 能代市昇平岱 商品１％～10％割引 0185-53-2310

68 タナカ時計店 能代市機織轌ノ目 商品１％～10％割引 0185-58-2416

69 カモヤめがね 能代市畠町 レンズのみ10％割引、メガネ一式10％割引 0185-54-1061

70 (有)クドウ時計店 能代市畠町 商品10％割引 0185-52-4718

71 羽後信用金庫　能代支店 能代市畠町 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0185-52-3226

72 ハラダ時計店 能代市東町 メガネ20％割引、時計関係10％～15％割引 0185-53-4086

73 羽後信用金庫　能代南支店 能代市出戸本町 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0185-89-1500

74 羽後信用金庫　二ツ井支店 能代市二ツ井町字比井野 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0185-73-2911

75 カメラ店ライカ堂 能代市二ツ井町字太田面 カラープリント50枚まで10％割引 0185-73-3120

76 (有)時報堂 能代市二ツ井町三千刈 モックンカード・ダンクカードのポイント２倍サービス 0185-73-2525

77 森岳温泉ホテル 三種町森岳字木戸沢 本人及び同伴者１名まで入浴料100円引き（450円に対して） 0185-83-5522

78 羽後信用金庫　森岳支店 三種町森岳字長田 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0185-83-3005

79 羽後信用金庫　八竜支店 三種町浜田字上浜田 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0185-85-2155
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

80 ゆめろん 三種町大口字上の沢 入浴料金100円引（400円に対して） 0185-85-4126

81 ハタハタ館 八峰町八森字御所の台 入浴料金100円引（500円に対して） 0185-77-2770

82 あきた白神温泉ホテル 八峰町八森字磯村 入浴料金100円引（500円に対して） 0185-77-2233

83 湯元　和みの湯 藤里町藤琴字下湯の沢 入浴料金100円引き 0185-79-2710

84 鷺舞工房 潟上市飯田川飯塚字大面 購入価格の10％割引 018-877-4023

85 たまごの樹　追分店 潟上市天王字長沼 1,000円以上購入時、卵２個サービス 018-853-4510

86 坂市 五城目町字上町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-2046

87 トケイ・メガネ小林 五城目町字上町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-2332

88 (株)あったか五城目 五城目町字鵜ノ木 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-5300

89 菅生精肉店 五城目町字鵜ノ木 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-2464

90 荒要商店 五城目町字下タ町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-2237

91 伊藤鮮魚店 五城目町字下タ町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-3405

92 今彦呉服店 五城目町字下タ町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-2219

93 良兵衛堂 五城目町字下タ町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-2342

94 Y 's Hair　やまくら 五城目町字下タ町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-3830

95 五城目中央ドラッグ 五城目町字下タ町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-3217

96 小森敬商店 五城目町字下タ町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-2221

97 長栄堂菓子舗 五城目町字下タ町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-3241

98 パンの店あったか小町 五城目町字下タ町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-4848

99 ファミリーデパート長源 五城目町字下タ町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-2069

100 渡部陶器店 五城目町字下タ町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-2022

101 渡辺時計店 五城目町字下タ町 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-2462

102 ﾊｯﾋﾟｰﾊｳｽあらかわ リカー　いそのめ 五城目町字西磯の目 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-3456

103 セゾン・ド・ヒロ 五城目町字東磯ノ目 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-852-2002

104 R285ショップハラキュウ 五城目町内川黒土字下河原 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-854-2538

105 内藤理容店 五城目町馬場目字蓬内台 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-853-2125

106 ヘアースタジオHIRANO 八郎潟町川崎字嘉美 理容料金から200円引き 018-875-4888

107 (有)斎藤家具店 八郎潟町字上沖谷地 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-3032
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

108 電気の松屋 八郎潟町字大道
1,000円以上購入時4ポイントサービス
販売料金5％割引（特売品を除く）

018-875-2616

109 ヤスダ文具 八郎潟町字大道 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2525

110 加満多 八郎潟町字中嶋 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-3336

111 将棋寿司 八郎潟町字中嶋 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-4403

112 高原商店 八郎潟町字中田 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2356

113 安田洋品店 八郎潟町字中田 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-3004

114 (有)丸銀 八郎潟町字中田 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2828

115 イトウスポーツ 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2032

116 オヤナギ時計店 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-3240

117 さくらば洋服店 八郎潟町字一日市
1,000円以上購入時4ポイントサービス
販売料金5％割引（特売品を除く）

018-875-2312

118 さとう電気 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-4118

119 三戸大正堂 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2212

120 シモノキンケ 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2140

121 土橋開正堂 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-3236

122 藤井青果店 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2542

123 柳田酒店 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2003

124 (有)こばやしスポーツ 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2236

125 (有)佐藤薬局 八郎潟町字一日市 購入価格の５％割引 018-875-2707

126 (有)森川商店 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2009

127 洋風居酒屋シャポー 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-3645

128 吉田畳店 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2608

129 よしのや 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-5056

130 渡部時計店 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2403

131 渡忠商店 八郎潟町字一日市 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2372

132 くすりのはたけやま 八郎潟町字昼寝下 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-2534

133 (有)小林生花店 八郎潟町川崎字嘉美 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-3857
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

134 (有)斎藤仏光堂 八郎潟町川崎字昼寝 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-5455

135 真つり 八郎潟町夜叉袋字松ノ木 1,000円以上購入時4ポイントサービス 018-875-4924

136 理容いかわ 井川町北川尻字海老沢樋ノ口 理容料金から200円引き 018-874-2124

137 ホテルサンルーラル大潟 大潟村北一丁目 本人及び同伴者５名まで入浴料金100円引き 0185-45-3332

138 薄田商店 男鹿市五里合鮪川字轟木沢 お買い上げ額の5％相当品サービス（酒、たばこ除く） 0185-34-2149

139 セイコーグランドホテル 男鹿市北浦男鹿温泉郷 館内で使用できる10％割引券を進呈 0185-33-2131

140 北浦ドライクリーニング 男鹿市北浦北浦字出口野 市内全域無料集配サービス 0185-33-2909

141 なまはげ館 男鹿市北浦真山字水喰沢 入館料500円を450円に 0185-22-5050

142 入道崎観光商事ドライブイン灯台荘 男鹿市北浦入道崎字昆布浦 土産・食事10％割引 0185-38-2121

143 (株)萬盛閣（男鹿　萬盛閣） 男鹿市北浦湯本字草木原 地酒1本付（直接予約者のみ） 0185-33-3161

144 元湯雄山閣 男鹿市北浦湯本字草木原 宿泊代1,000円引（旅行業者、ネットエージェント予約は除く） 0185-33-3121

145 男鹿水族館ＧＡＯ 男鹿市戸賀塩浜字壺ケ沢 入館料1,100円を1,050円に 0185-32-2221

146 （資）嵯峨自動車 男鹿市福米沢孫八 休憩場所提供 0185-46-3121

147 （有）由利時計店 男鹿市船川港字元浜町 眼鏡25%割引、その他20%割引 0185-24-3401

148 （有）澤木材木店 男鹿市船川港金川字留山 タクシー呼び出し無料サービス 0185-23-3311

149 お食事処　省吾 男鹿市船川港船川字片田 一品サービス 0185-24-2610

150 （資）清水文具 男鹿市船川港船川字栄町 タクシー呼び出し無料サービス 0185-24-5181

151 ＯＧＡ福祉用品レンタルセンター 男鹿市船川港船川字栄町 お茶等無料サービス 0185-23-2277

152 近藤家具店 男鹿市船川港船川字栄町 宅配・送迎サービス 0185-23-2701

153 （有）鈴信商店 男鹿市船川港船川字栄町 宅配・送迎サービス 0185-24-3520

154 （有）夏井家具店 男鹿市船川港船川字栄町 お茶等無料サービス 0185-23-2277

155 伊藤時計店 男鹿市船川港船川字船川 メガネ代20％割引 0185-23-2021

156 お菓子のかまだ 男鹿市船川港船川字船川 配達サービス、ポイント2倍サービス 0185-24-2711

157 ＡＭＡＮＯ 男鹿市船越字内子 タクシー呼び出し無料サービス 0185-35-2225

158 (株)コニシ時計店コニシ男鹿店 男鹿市船越字内子 メガネ代30％割引 0185-35-3816

159 （有）武田代行男鹿げんきタクシー 男鹿市船越字那場掛 タクシー料金10％割引 0185-35-4192

160 グリーンショップかまだ 男鹿市船越字船越 缶コーヒーサービス 0185-35-2151

161 ひらつか薬局 男鹿市船越字船越 タクシー呼び出し無料サービス 0185-35-2765
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

162 （有）ホーコー地所 男鹿市船越字船越 仲介料10％割引 0185-35-3143

163 糸井電機商会 男鹿市船越字本町 蛍光灯・電球取替手数料無料 0185-35-3036

164 リラクゼーションＳＯＲＡ 男鹿市船越字杉山
ソフト整体30分間2100円を1,000円、
60分間4,000円を2,000円に。連れて来た方も割引

0185-35-2574

165 熊谷ボディー 秋田市飯島大袋 レッカー移動、車検整備３％割引（家族を含む） 018-846-8399

166 大滝山温泉　神乃湯　 秋田市上新城道川字愛染 入浴料金100円引き（400円） 018-870-2003

167 眼鏡市場　サンフェスタ外旭川店 秋田市外旭川字小谷地
メガネ・サングラス・補聴器　店頭価格より５％割引
（備品は除く。他割引との併用不可）

018-868-8211

168 (株)サンデー秋田土崎店 秋田市土崎港相染町字家の下 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 018-857-0301

169 (株)サンデー土崎港北店 秋田市土崎港北二丁目 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 018-880-0530

170 村上印刷 秋田市土崎港北七丁目 はがき印刷５％割引 018-845-0706

171 港の銀水 秋田市土崎港中央一丁目 食事代10％割引 018-845-0157

172 ホテル　大和 秋田市土崎港中央一丁目 宿泊料金等の基本料金10％割引 018-845-0151

173 粂川クリーニング 秋田市土崎港中央二丁目 クリーニング料金５％割引 018-846-2652

174 ナベシマ時計店 秋田市土崎港中央五丁目
1万円以上の商品（但し一部商品を除く）をお買い上げの場合
５％割引

018-845-0947

175 菓子園中野屋土崎駅前店 秋田市土崎港中央六丁目 ポイント２倍サービス 018-847-5722

176 ビーエルエス東北 秋田市土崎港西一丁目 小型船舶免許取得費用５％割引（家族を含む） 018-816-0712

177 秀寿し 秋田市土崎港西三丁目 宴会３％割引 018-845-0529

178 有限会社　久保田石油 秋田市寺内後城 ガソリン、軽油料金２円引き（会員以外。会員には粗品進呈） 018-845-0440

179 かおる堂 大町店 秋田市大町四丁目 商品購入代金の5％割引 018-823-8377

180 奥羽住宅産業株式会社 秋田市大町二丁目 バリアフリー工事等の５％割引 018-865-1511

181 めがねの平和堂 秋田市御野場新町二丁目 メガネ購入時の20％割引、補聴器・時計購入時の５％割引 018-839-5482

182 株式会社カーチス秋田店 秋田市川尻大川町
現金2万円プレゼント
（本人名義の車両を3万円以上で売却）
（本人または紹介された方が21万円以上の車両を購入）

018-896-6521

183 玉屋眼鏡店　アイラック店 秋田市千秋久保田町
メガネフレーム・レンズ・サングラス購入額の10％割引
　（セットメガネ・一部商品を除く）

018-832-0065
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

184 玉屋眼鏡店　中央店 秋田市中通二丁目
メガネフレーム・レンズ・サングラス購入額の10％割引
　（セットメガネ・一部商品を除く）

018-834-4329

185 玉屋眼鏡店　有楽町店 秋田市南通亀の町
メガネフレーム・レンズ・サングラス購入額の10％割引
　（セットメガネ・一部商品を除く）

018-834-4328

186 東天紅（秋田キャッスルホテル内） 秋田市中通一丁目 食事代金10％割引 018-832-1010

187 ワタナベ時計店 秋田市中通二丁目 購入時全商品10％割引（電池交換を除く） 018-832-7216

188 メガネのゴトウ 秋田市中通六丁目 メガネ購入時の10％割引、補聴器購入時の５％割引 018-835-5530

189 (株)サンデー秋田御野場店 秋田市仁井田本町五丁目 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 018-829-1464

190 (株)サンデー八橋店 秋田市八橋大道東 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 018-865-0600

191 (株)ダイヤプラザ 秋田市茨島四丁目 ﾋﾞｼﾞﾀｰのゴルフ遊技代金（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ購入代金）の割引等 018-864-5111

192 眼鏡市場　秋田茨島店 秋田市茨島六丁目
メガネ・サングラス・補聴器　店頭価格より５％割引
（備品は除く。他割引との併用不可）

018-866-5815

193 カモヤメガネ店 秋田市保戸野通町 メガネ購入時1,000円引き 018-862-6837

194 コバヤシ時計店 秋田市八橋本町三丁目 メガネ類購入時の10％割引、メガネの調整クリーニング無料 018-864-0040

195 (株)ヨシケイ秋田 秋田市新屋鳥木町
食材宅配サービス（プチママすまいるごはん）10％割引
（本人及び同居家族）　※ 配達地域要確認

0120-15-8407

196
(株)協栄製作所
（セリオ秋田営業所）

秋田市泉中央一丁目
電動アシスト付き四輪自転車購入時、車体カバー・杖カバー
（15,000円相当）贈呈

(株)協栄製作所
053-425-2513

197 たまごの樹　河辺店 秋田市河辺北野田高野字黒沼下堤下 ポイント２倍サービス 018-882-3015

198 小野寺つくし堂 秋田市河辺三内字外川原 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2029

199 田口呉服店 秋田市河辺三内字外川原 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2135

200 日清堂 秋田市河辺三内字外川原 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2253

201 ニューあかひら 秋田市河辺三内字外川原 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2428

202 (有)石川 秋田市河辺三内字外川原 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2046

203 (有)山源商店 秋田市河辺三内字外川原 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2414

204 (株)ファミリーストア佐々木 秋田市河辺三内字野崎 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-883-2243

205 河辺地域振興(株)(ユフォーレ) 秋田市河辺三内字丸舞 入浴料金20％割引 018-884-2111

206 佐々征商店 秋田市河辺和田字上中野 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-882-2545
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

207 ショップ正八 秋田市河辺和田字和田 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-882-2130

208 竹屋商店 秋田市河辺和田字和田 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-882-2135

209 やなぎわら 秋田市河辺和田字和田 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-882-2104

210 (有)佐々木商店 秋田市河辺和田字和田 金額に応じ「へそ丸くん」ポイント２倍サービス 018-882-2023

211 お菓子の郷ジロー 秋田市御所野下堤 1,000円以上購入時、ポイント２個サービス 018-889-6260

212 一ノ関時計店広面本店 秋田市広面字昼寝
商品の５％割引（一部除外品を除く）
メガネの修理、調整、視力検査無料

018-832-4533

213 一ノ関時計店桜店 秋田市桜二丁目
商品の５％割引（一部除外品を除く）
メガネの修理、調整、視力検査無料

018-833-9033

214 (株)秋田温泉さとみ 秋田市添川字境内川原 入浴料金を100円引き 018-833-7171

215 お菓子のたかすぎ 秋田市手形からみでん 粗品の進呈 018-835-6372

216 洋菓子の店　トリアノン　ヤシマ 秋田市手形新栄町 商品の５％割引 018-832-6929

217 藤井主食販売店 秋田市手形山崎町 あきたこまち５％割引 018-832-4098

218 やしち 秋田市手形山崎町 お通しのサービス 018-833-9955

219 欧風菓子モン高砂堂 秋田市広面字土手下 商品の５％割引 018-835-5252

220 フレッシュベーカリージロー３10店 秋田市広面字蓮沼 1,000円以上購入時、ポイント２個サービス 018-832-3100

221 メガネのアオヤギ広面店 秋田市広面字蓮沼 商品の５％割引 018-832-0188

222 多恵＆要蔵 秋田市広面字糖塚 1,000円以上購入時、ポイント２個サービス 018-884-7071

223 株式会社クラシアン 秋田市広面字堤敷 作業料金１割引 0120-583-587

224 眼鏡市場　広面店 秋田市広面字樋ノ沖
メガネ・サングラス・補聴器　店頭価格より５％割引
（備品は除く。他割引との併用不可）

018-893-3842

225 お菓子のアトリエ　ア・ドゥマン 秋田市雄和石田 500円以上購入時、商品の10％割引 018-886-8141

226 佐伊商店 秋田市雄和下黒瀬 購入商品に応じた割引 018-886-2230

227 バナフィショップ 秋田市雄和椿川 購入商品に応じた割引 018-886-8039

228 時計・メガネのサカイ 秋田市雄和妙法寺 購入商品に応じた割引 018-886-3286

229 菓子園中野屋空港ロード店 秋田市四ツ小屋字中野 ポイント２倍サービス 018-839-6060

230 羽後信用金庫　石脇支店 由利本荘市石脇字田尻 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-22-8778

231 羽後信用金庫　岩城支店 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-73-2020
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

232 羽後信用金庫　大内支店 由利本荘市岩谷町字日渡 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-65-2057

233 (株)スダキ 由利本荘市裏尾崎町 購入額の20％割引 0184-22-2422

234 (有)メガネの和光 由利本荘市裏尾崎町 販売価格から10％割引 0184-22-0339

235 羽後信用金庫　川口支店 由利本荘市川口字八幡前 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-24-5755

236 羽後信用金庫　御門支店 由利本荘市御門 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-24-3131

237 (有)マルイ時計店 由利本荘市中堅町 時計電池交換５％割引 0184-22-2269

238 フォレスタ　鳥海 由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前 室料10％割引　　　　 0184-58-2888

239 羽後信用金庫　鳥海支店 由利本荘市鳥海町伏見字赤渋 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-57-2320

240 (有)トミヤ眼鏡店 由利本荘市中横町 レンズ代金を半額に 0184-22-0850

241 羽後信用金庫　西目支店 由利本荘市西目町沼田字新道下 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-33-2244

242 羽後信用金庫　東由利支店 由利本荘市東由利老方字老方 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-69-2330

243 (有)メガネの和光　東バイパス店 由利本荘市東梵天 販売価格から10％割引 0184-23-7750

244 羽後信用金庫　本店 由利本荘市本荘 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-23-3001

245 羽後信用金庫　由利支店 由利本荘市前郷字前郷 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-53-4195

246 羽後信用金庫　矢島支店 由利本荘市矢島町七日町字羽坂 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-55-3140

247 羽後信用金庫　本荘支店 由利本荘市谷地町 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-22-1234

248 かおる堂　由利本荘店 由利本荘市美倉町 商品購入代金の5％割引 0184-23-3731

249 (有)菊長商店 由利本荘市美倉町 粗品進呈 0184-22-0332

250 道の駅ねむの丘 にかほ市象潟町字大塩越 入浴料50円引き 0184-32-5588

251 (有)なるほど舎 にかほ市象潟町字源蔵潟 定価からの割引 0184-43-6273

252 さんねむ温泉 にかほ市象潟町字才の神 入浴料50円引き 0184-43-4960

253 見留サイクル にかほ市象潟町字二丁目塩越 粗品進呈 0184-43-3278

254 森　時計店 にかほ市象潟町字二丁目塩越 電池交換、修理代10％割引 0184-43-3497

255 羽後信用金庫　象潟支店 にかほ市象潟町字五丁目塩越 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-43-5840

256 (有)ホーム電気 にかほ市金浦字十二林 ポイント２倍サービス 0184-38-2732

257 温泉保養センターはまなす にかほ市金浦字中谷地 入浴料月１回100円引き 0184-38-2246

258 遠藤時計店 にかほ市平沢字旭町 各種割引（商品により割引率は異なる） 0184-35-2706

259 羽後信用金庫　仁賀保支店 にかほ市平沢字中町 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0184-35-4649
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

260 三衛クリーンサービス にかほ市三森字高田 廃棄物運搬費5～10％割引 0184-37-3711

261 セレクト 大仙市朝日町 ポイント２倍サービス 0187-62-2945

262 和台所花 大仙市朝日町 ポイント５倍サービス 0187-86-3311

263 グリーンホテル大曲 大仙市朝日町 宿泊料金５％割引 0187-86-3333

264 羽後信用金庫　太田支店 大仙市太田町横沢 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0187-88-2311

265 羽後信用金庫　大曲東支店 大仙市大花町 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0187-66-2601

266 羽後信用金庫　大町支店 大仙市大曲上大町 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0187-62-1805

267 羽後信用金庫　大曲南支店 大仙市大曲上栄町 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0187-62-7755

268 丸谷生花店 大仙市大曲黒瀬町 ポイント２倍サービス 0187-62-0652

269 オートセンター大曲 大仙市大曲田町 商品10％割引 0187-66-2969

270 おこめのさわた 大仙市大曲通町 米10％割引 0187-62-0414

271 株式会社ビジネス秋田 大仙市大曲通町 ポイント２倍サービス 0187-63-0765

272 堂本洋品店 大仙市大曲通町 商品５％割引 0187-62-3211

273 (株)カメラの春光堂 大仙市大曲中通町 デジカメプリント５％割引 0187-62-0627

274 シューズコバヤシ 大仙市大曲中通町 ポイント２倍サービス 0187-63-3762

275 大日向精肉店 大仙市大曲中通町 商品10％割引 0187-62-0290

276 花の店清花 大仙市大曲中通町 ポイント２倍サービス 0187-62-2223

277 山の手ホテル 大仙市大曲西根字仁応治 10％割引（一部特別企画商品を除く） 0187-68-2001

278 グランドパレス川端 大仙市大曲浜町 10％割引（一部特別企画商品を除く） 0187-62-0354

279 花こまち 大仙市大曲浜町 ポイント２倍サービス 0187-62-1874

280 照井商店 大仙市大曲日の出町 商品別に３～５％割引 0187-63-3013

281 羽後信用金庫　大曲支店 大仙市大曲福住町 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0187-62-3322

282 精巧堂印刷所 大仙市大曲丸の内町 ポイント２倍サービス 0187-62-2340

283 かざわ時計店 大仙市刈和野 ５％割引(補聴器関連商品及び一部商品を除く) 0187-75-0137

284 羽後信用金庫　西仙北支店 大仙市刈和野 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0187-75-0370

285 羽後信用金庫　中仙支店 大仙市北長野字野口前 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0187-56-3210

286 佐々木電器商会 大仙市協和境字野田 商品10％割引 018-892-3065

287 羽後信用金庫　協和支店 大仙市協和境字野田 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 018-892-3020
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

288 フォーシーズン 大仙市佐野町 10％割引（一部特別企画商品を除く） 0187-62-6000

289 羽後信用金庫　神岡支店 大仙市神宮寺 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0187-72-3355

290 焼き肉大同門 大仙市戸蒔福田 ポイント2倍サービス 0187-62-8929

291 理容うさぎ 大仙市豊岡字上野 帰宅送迎無料 0187-56-2298

292 小山理容所 大仙市豊川字大野中 帰宅送迎無料 0187-55-1382

293 太陽環境保全大曲工場 大仙市花館鶴田 ポイント２倍サービス 0187-66-2338

294 ワタナベギフトセンター 大仙市花館柳町 ポイント２倍サービス 0187-63-6892

295 カットハウス髪ｉｎｇ 大仙市鑓見内字幕林 帰宅送迎無料 0187-56-2240

296 ヘアーサロンキワコ 大仙市鑓見内字幕林 帰宅送迎無料 0187-56-2571

297 食彩館ひだまり 大仙市四ツ屋字上前村 ポイント２倍サービス 0187-63-0007

298 美・カレン 大仙市若竹町 ポイント２倍サービス 0187-63-6257

299 (株)サンデー大曲店 大仙市和合字坪立 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 0187-62-3993

300 食楽館喰いしん房 美郷町六郷字新町 ポイント２倍サービス 0187-84-4823

301 鷹觜写真 美郷町六郷字新町 支払金額が1,000円以上の場合に５％割引 0187-84-1103

302 羽後信用金庫　美郷支店 美郷町六郷字馬町 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0187-84-1126

303 ヘアサロンワタナベ 仙北市角館町岩瀬 理容料金の10％割引 0187-55-2695

304 百穂苑（郷土料理店） 仙北市角館町川原町 料金の10％割引 0187-55-5715

305 高橋理容所 仙北市角館町川原町 帰宅送迎無料 0187-55-1010

306 (株)サンデー角館店 仙北市角館町下菅沢 配送料金無料券（10枚）贈呈（使い切ったら再申請可能） 0187-54-1530

307 バーバートシマ 仙北市角館町下新町 理容料金から400円引き 0187-53-3022

308 太田種苗店 仙北市角館町田町上丁 商品の10％割引 0187-54-3131

309 佐藤種苗店 仙北市角館町田町上丁 スタンプカードに通常の３倍スタンプ進呈 0187-53-3537

310 羽後信用金庫　角館支店 仙北市角館町中町 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0187-54-2176

311 矢作理容所 仙北市角館町西野川原 帰宅送迎無料 0187-55-1279

312 かじか瀬（食堂） 仙北市角館町細越町 料金の10％割引 0187-53-2878

313 ヘア・サロン高橋 仙北市田沢湖梅沢字森腰 帰宅送迎無料 0187-44-2913

314 高橋理容所 仙北市田沢湖岡崎字内村 帰宅送迎無料（遠方の方を除く） 0187-44-2254

315 山のはちみつ屋 仙北市田沢湖生保内字石神 商品の５％割引（一人につき、１ヶ月３回まで） 0187-43-3838
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

316 長谷川時計店 仙北市田沢湖生保内字浮世坂 商品の10％割引 0187-43-0121

317 山幸園（生花店） 仙北市田沢湖生保内字高野 商品10％割引 0187-46-2235

318 田沢湖共栄パレス 仙北市田沢湖生保内田沢字春山 商品10％割引 0187-43-0701

319 田沢湖レストハウス 仙北市田沢湖生保内田沢字春山 商品・飲食代５％割引 0187-43-0274

320 藤原理容所 仙北市田沢湖刺巻字大道 帰宅送迎無料 0187-43-2173

321 小林理容所 仙北市田沢湖神代字街道南 帰宅送迎無料 0187-44-2282

322 長四郎 仙北市田沢湖卒田字柴倉 商品10％割引・飲食代10％割引 0187-43-2266

323 木内理容所 仙北市西木町門屋字六本杉 理容料金の10％割引、帰宅送迎無料 0187-47-2921

324 大沢商店 仙北市西木町桧木内字松葉 商品の10％割引（食料品を除く） 0187-48-2331

325 福龍 横手市旭川１丁目 100円引き 0182-32-5750

326 藤本乳業 横手市蛇の崎町 牛乳１本10円引き 0182-32-5620

327 麻田呉服店 横手市蛇の崎町 購入者の帰宅送迎無料 0182-32-0640

328 ラーメンへのかっぱ 横手市駅前町 全品100円引き 0182-36-0882

329 (株)ヨシケイ秋田　横手営業所 横手市駅南一丁目
食材宅配サービス（プチママすまいるごはん）10％割引
（本人及び同居家族）　※ 配達地域要確認

0120-15-8407

330 秋田リオン補聴器販売(株)横手店 横手市鍛治町 ボックスティッシュ１箱サービス 0182-33-5250

331 (有)中野慶吉商店 横手市鍛治町 酒の配達等無料 0182-32-1555

332 モトヤ写真館 横手市鍛治町 証明書撮影料２割引 0182-32-1039

333 佐藤ボデー 横手市清水町新田字街道下 修理代３％割引 0182-36-1332

334 ほぐしや 横手市台所町 通常料金から1,100円割引 0182-32-7565

335 居酒屋日本海 横手市中央町 ３％割引 0182-32-6124

336 石松寿し 横手市中央町 全ドリンク１杯サービス 0182-32-1565

337 ふれあいセンターかまくら館 横手市中央町 売店で商品購入５％割引 0182-33-7111

338 七尾雑貨店 横手市平城町 10％割引 0182-32-3996

339 もりや食堂 横手市平城町 全品30円引き 0182-33-1037

340 魯句彩亭 横手市婦気大堤字西野 ５％割引 0182-36-2551

341 佐々木整骨院 横手市婦気大堤字下久保 クイックマッサージをサービス 0182-33-2883

342 羽後信用金庫　横手西支店 横手市婦気大堤字下久保 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0182-33-2700
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番 号 協賛店名 所在地 サービス内容 電話番号 備 考

343 眼鏡市場　横手南店 横手市婦気大堤字下久保
メガネ・サングラス・補聴器　店頭価格より５％割引
（備品は除く。他割引との併用不可）

0182-35-4118

344 イシトヨ（衣料品） 横手市本町 自宅へ出張サービス、送迎、配達 0182-32-3854

345 七尾商店（酒店） 横手市本町 購入料金に応じてティッシュ、缶ジュース等サービス 0182-32-0614

346 白銀美容室 横手市前郷一番町 10％割引 0182-32-1582

347 (株)サユウ 横手市柳田字新藤 廃車手続きの無料サービス、車両の買い取りサービス 0182-33-2627

348 鈴木正俊商店 横手市八幡字八幡 灯油宅配リットル５円引き 0182-33-3464

349 株式会社フジペン横手支店 横手市横手町字三ノ口 塗装工事５％割引 0182-32-0829

350 (有)トップ電気 横手市四日町 工事代金20％割引 0182-32-8291

351 羽後信用金庫　横手支店 横手市四日町 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0182-32-8211

352 嵐田商店 横手市大森町上溝字松原 ボックスティッシュ１箱サービス 0182-26-2159

353 羽後信用金庫　大森支店 横手市大森町字大中島 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0182-26-4531

354 菓子店「かしの木」 横手市雄物川町今宿字今宿 商品10％割引 0182-22-4250

355 なおこそばや 横手市雄物川町沼館字沼館 商品10％割引 0182-22-2210

356 しめいち 横手市十文字町字曙町 お食事の方ワンドリンクサービス 0182-42-0088

357 マルシエ 横手市十文字町字海道下 散髪3,400円を3,000円に 0182-42-4170

358 福龍　十文字道の駅店 横手市十文字町字海道下 100円引き 0182-42-5167

359 FUJIＹA 横手市十文字町字本町 コーヒー又はお茶のサービス 0182-42-1028

360 小川時計店 横手市十文字町字本町 時計・メガネ清掃、時刻調整無料サービス 0182-42-1234

361 有限会社さとう文具 横手市十文字町字本町 文房具１点サービス 0182-42-1133

362 おしゃれの店さとう 横手市十文字町字本町 粗品サービス 0182-42-1133

363 (株)さとうきすけ商店 横手市十文字町字本町 箱ティッシュ１個サービス 0182-42-0216

364 丸竹食堂 横手市十文字町字本町 30円キャッシュバック 0182-42-1056

365 三浦時計店 横手市十文字町字本町 時計・メガネ清掃、時刻調整無料サービス 0182-42-1169

366 吉兵衛食堂 横手市十文字町植田字一ト市 麺類・丼類全品50円引き 0182-44-3410

367 奥山商店 横手市十文字町植田字上羽場 ボックスティッシュ１箱サービス 0182-44-3727

368 松本商店 横手市十文字町鼎字荒田目 来客者にコーヒー・お茶のサービス 0182-42-3662

369 ウィッシュヘアー 横手市十文字町佐賀会字上沖田 ヘアー料金10％割引 0182-42-3773
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370 エルピス（眼鏡店） 横手市十文字町佐賀会字上沖田 商品購入割引又は粗品サービス 0182-42-3010

371 髪床たかはし 横手市十文字町佐賀会字上沖田 200円引き 0182-42-5656

372 三共サービス十文字店 横手市十文字町仁井田 証明書提示の同乗者いればガソリン１リットル２円引き（会員以外） 0182-42-0373

373 菓子舗・路月堂 横手市十文字町西原一番町 1,000円以上購入で５％割引 0182-42-0206

374 写真店・スタジオ光 横手市十文字町西原一番町 写真撮影代金1,500円を1,000円に割引 0182-42-4100

375 まるせい化粧品店 横手市平鹿町醍醐字上醍醐 粗品進呈 0182-25-4022

376 橋本自転車店 横手市平鹿町中吉田字田植 自転車の点検整備無料サービス 0182-24-0288

377 真人温泉旅館 横手市増田町亀田字女亀森 入浴・宿泊代10％割引 0182-45-3106

378 真人山荘 横手市増田町亀田字女亀森 入浴・食事代10％割引 0182-45-2386

379 戸波鉱泉 横手市増田町戸波字吉ヶ沢口 風呂100円引き、部屋付き500円引き 0182-45-2186

380 スナックずし 横手市増田町増田字上町 ５％割引 0182-45-2474

381 つばくら食堂 横手市増田町増田字関の口 全品50円引き 0182-45-3772

382 宝来軒 横手市増田町増田字田町 生ビール券１枚サービス 0182-45-3304

383 喫茶ひまつぶし 横手市増田町増田字月山 お食事の方ドリンク200円 0182-45-2956

384 居酒屋・鳥秀 横手市増田町増田字中町 飲食代金５％割引 0182-45-2372

385 北村理容室 横手市増田町増田字中町 10％割引 0182-45-4621

386 中華料理・紅龍 横手市増田町増田字中町 飲食代金５％割引 0182-45-2412

387 ファミリーレストラン・シェーシェー 横手市増田町増田字中町 1,000円以上の飲食で５％割引 0182-45-2180

388 みうらでんか 横手市増田町増田字中町 休憩無料・お茶サービス 0182-45-3166

389 後藤精肉店 横手市増田町増田字七日町 支払い３%割引 0182-45-3028

390 仕出し・料理の清水川 横手市増田町増田字福嶋道東 卵５個サービス 0182-45-2254

391 そば処はやし旅館 横手市増田町増田字本町 十割そば100円引き 0182-45-2041

392 山小屋 横手市山内字下長瀞 蕎麦いなり１個サービス 0182-33-2684

393 宮寺スーパー 横手市大雄字田根森東 1,000円以上の買い物で粗品プレゼント 0182-52-2369

394 栗駒山荘 東成瀬村椿川字仁郷山国有林 入浴料金100円引き 0182-47-5111

395 なるせ温泉　東仙歩 東成瀬村椿川字真戸 入浴料金100円引き 0182-47-3181

396 やまゆり温泉ホテルブラン 東成瀬村椿川字柳沢 入浴料金100円引き 0182-47-3104

397 (株)アキオ製靴 湯沢市字中野 商品の定価から10％～20％の範囲で割引 0183-73-8860
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398 ナメカワ時計店 湯沢市表町一丁目 商品の10％割引、メガネ洗浄サービス 0183-73-3291

399 フジワラ時計店 湯沢市表町一丁目 商品の10％割引、メガネ洗浄サービス 0183-73-4629

400 弁当・懐石の店　柳澤　 湯沢市表町一丁目 夢カードポイント２倍サービス 0183-73-2455

401 羽後信用金庫　稲川支店 湯沢市川連町 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0183-42-2181

402 石橋テント店 湯沢市材木町一丁目 テント購入、修理代５％割引 0183-73-1487

403 羽後信用金庫　湯沢支店 湯沢市材木町二丁目 定期預金の金利が優遇されます（詳細はお問い合わせください） 0183-73-5128

404 美容室シャルム 湯沢市佐竹町 夢カードポイント２倍サービス 0183-73-2607

405 お菓子処　やな田 湯沢市清水町四丁目 夢カードポイント２倍サービス 0183-79-5558

406 サタツ輪業 湯沢市田町二丁目 自転車販売、修理代金5％割引 0183-73-3336

407 湯沢ロイヤルホテル 湯沢市田町二丁目 夢カードポイント２倍サービス 0183-72-2131

408 伊藤薬局 湯沢市前森三丁目 夢カードポイント２倍サービス 0183-73-2956

409 温泉旅館　元湯くらぶ 湯沢市皆瀬字湯本 入浴料金10％割引 0183-47-5151

410 井川春吉商店 湯沢市柳町一丁目 夢カードポイント２倍サービス 0183-73-2269

411 小川忠太郎商店 湯沢市柳町二丁目 夢カードポイント２倍サービス 0183-73-3269

412 花伝伊藤伝作商店 湯沢市柳町二丁目 夢カードポイント２倍サービス 0183-72-1187

413 ヒルタ金物店 湯沢市柳町二丁目 夢カードポイント２倍サービス 0183-73-2482

414 双葉商会 湯沢市柳町二丁目 夢カードポイント２倍サービス 0183-72-5577

415 畠山時計店 湯沢市横堀字三島 商品の10％割引、メガネ洗浄サービス 0183-52-2302

416 (株)髙田屋 湯沢市柳町 商品の10％割引（農薬及び一部商品を除く） 0183-73-8100

417 メガネのアンドー 羽後町西馬音内字本町 商品の10％割引、メガネ洗浄サービス 0183-62-0619
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