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習い事
截拳道実践団体 Deffic　デ
フィック

秋田県秋田市川尻大川町12-43

月曜日・木曜日・土曜日19:00
～21:00　水曜日・金曜日20:00
～22:00　日曜・祝日16:00～
18:00

火曜日 http://deffic.org/ 入会金1万5千円無料 1200 無 不可 可

美容 Hair Lounge TK
秋田県秋田市茨島２-13-９　ローズア
イランド　A棟101

9:30～18:30　※日曜日・月曜
日9:30～17:00

第1・3月曜日　第
2・4日曜日　祝祭
日

http://www.tk-
akita.com/

ALLメニユー20%割引 300 無 不可 可

ショッピング melve
秋田県秋田市手形字西谷地704-1　セ
ンティースマンション1F

10:00～18:00 木曜日 全品1千円割引 300 1回 不可 不可

美容 Hair Design SOFAR 秋田県秋田市泉一ノ坪7-4
火曜日～土曜日10:00～21:00
日曜日10:00～18:00

月曜日
http://www.sofar-
hair.com/

新規お客様に限り10%割引 300 1回 不可 不可

美容 SPARKS HAIR 秋田県秋田市南通築地4-11
10:00～19:00　日曜日・祝祭日
10:00～18:00

月曜日　第3日曜
日

技術料500円割引 200 1回 不可 可

美容 アクティブ カット デザイン あーく
秋田県秋田市大町1‐2‐7　サンパティオ
大町2F

火・水・土曜日9:30～18:30
木・金曜日9:30～19:30　日曜
日・祝祭日9:30～17:30

月曜日　第3火曜
日

技術料金10%割引 300 1回 不可 可

エンターテイン
メント

カラオケ A.Q.A　山王店
秋田県秋田市高陽青柳町1-50　山王
スクエアビル2F

19:00～翌3:00　金・土曜日・祝
前日～翌5:00

日曜日 http://www.alno.co.jp/ ドリンクバー無料 100 無 不可 可

エンターテイン
メント

カラオケ A.Q.A　新国道店 秋田県秋田市泉北1-3-2
10:00～翌3:00　金・土曜日・祝
前日～翌5:00

無休 http://www.alno.co.jp/ ドリンクバー無料 100 無 不可 可

エンターテイン
メント

カラオケ A.Q.A　仁井田店 秋田県秋田市仁井田本町6-3-8
10:00～翌3:00　金・土曜日・祝
前日～翌5:00

無休 http://www.alno.co.jp/ ドリンクバー無料 100 無 不可 可

エンターテイン
メント

カラオケ A.Q.A　男鹿店 秋田県男鹿市船越字内子1-749
11:00～翌3:00　土曜日・祝前
日～翌4:00

無休 http://www.alno.co.jp/ ドリンクバー無料 100 無 不可 可

エンターテイン
メント

カラオケ A.Q.A　西目店
秋田県由利本荘市西目町沼田新道下
1111-1

10:00～翌2:00 無休 http://www.alno.co.jp/ ドリンクバー無料 100 無 不可 可

習い事
秋田 日韓コミュニティー アンニョ
ン韓国語教室

秋田県秋田市牛島東5-1-25　2F
10:00～21:00　※電話は18:00
まで

水曜日　第2・4日
曜日　祝日

http://www.akita-
hangeul.com/

入会金5,400円→540円(90%割引) 800 無 不可 不可
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ショッピング いっこゆるるん 秋田県秋田市河辺畑谷字蟹沢142-58 11:00～18:00 不定
http://ikko-
yururun.com/

商品ご購入の方に有機ほうじ茶を一杯サービス 50 1回 不可 可

ブライダル ゲストハウスヴァレリアーノ 秋田県秋田市中通6-1-61 9:30～18:00 無休
https://valeriano.iyata
ka.co.jp/

料金20万円割引※実施人数が40名以下の場合、10万円
割引

3500 無 不可 不可

ブライダル パーティギャラリーイヤタカ 秋田県秋田市中通6-1-13 9:30～18:00 無休
https://pgi.iyataka.c
o.jp/

料金20万円割引※実施人数が40名以下の場合、10万円
割引

3500 無 不可 不可

ブライダル フレンチレストラン千秋亭 秋田県秋田市千秋公園1-16 10:00～18:00 火曜
https://frs.iyataka.c
o.jp/

料金20万円割引※実施人数が40名以下の場合、10万円
割引

3500 無 不可 不可

習い事 秋田パソコンスクール
秋田県秋田市山王沼田町1-12　山王
沼田ビル

9:00～17:00
土日は隔週で休
み、祝日

http://www.aktpc.com
/

入会金無料 800 無 不可 不可

ブライダル ホテルエクセルキクスイ 秋田県にかほ市平沢字町田108-1 9:00～19:00 無休
http://www.hotel-
excel.co.jp/

ブライダル衣裳(レンタル)20%割引 3500 無 不可 不可

宿泊 ホテルエクセルキクスイ 秋田県にかほ市平沢字町田108-1
http://www.hotel-
excel.co.jp/

宿泊通常料金10%割引 300 無 不可 不可

ショッピング ガドガド 秋田県秋田市千秋矢留町5-1 11:00～1400　17:00～24:00 日曜日　祝祭日 http://gado-gado.jp/ 店販商品5%割引 100 1回 不可 可

ショッピング
創業昭和16年　SS級認定眼鏡
士の専門店 カモヤ眼鏡店

秋田県秋田市保戸野通町3-26
9:00～19:00　日曜・祝祭日
9:00～18:00

第2・第3水曜日
元旦

https://www.ka-mo-
ya.com/

眼鏡ご購入時にブルーライトカットレンズへのグレードアッ
プオプション(通常4,320円)をサービス

1000 無 不可 可

習い事 秋田モータースクール 秋田県秋田市茨島4-3-36
9:30〜20:20　※土曜日・日曜
日・祝祭日8:30〜17:10

お盆　お正月　当
校休校指定日

https://www.aki-
mo.jp/

入学金40%割引　教本と写真代金(4,000円相当)サービス 2000 1回 不可 可

日帰り温泉 金浦温泉　学校の栖 秋田県にかほ市大竹字硫黄谷地31-2 6:00～20:30 無休
http://www.tatsumi-
kanyo.jp/

入浴料100円割引 50 1回 不可 不可

習い事 秋田パソコン家庭教師会 秋田県秋田市八橋本町5-7-21 9:30～17:30 日曜日　祝祭日
http://www.netperson
s.co.jp/

パソコンのレスキューサービス10%割引 300 1回 不可 不可

習い事
パソコン教室 OAステーション
秋田校

秋田県秋田市泉菅野1-20-23　富士ビ
ル2F

9:30～17:30 日曜日　祝祭日
http://www.fujinetwork
.biz

12時間以上の受講チケット500円割引 200 1回 不可 可
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習い事 ミルフルール　フラワースクール 秋田県秋田市川尻走者町6-8　2F 10:30～
日曜日　月曜日
火曜日

http://www.mille-
f.com/

フラワーレッスン受講料500円割引 200 無 不可 可

美容 美容室キャンパス　茨島店 秋田県秋田市茨島4-3-36
平日・土曜・祝日9:00～19:00
日曜9:00～18:00

無休
http://leading-
actor.com/

全てのパーマorカラーメニューより20%割引 300 無 不可 可

美容 美容室キャンパス　外旭川店 秋田県秋田市外旭川字四百刈6-1
平日・土曜・祝日9:00～19:00
日曜9:00～18:00

無休
http://leading-
actor.com/

全てのパーマorカラーメニューより20%割引 300 無 不可 可

美容 美容室キャンパス　御所野店 秋田県秋田市御所野堤台1-5-1
平日・土曜・祝日9:00～19:00
日曜9:00～18:00

無休
http://leading-
actor.com/

全てのパーマorカラーメニューより20%割引 300 無 不可 可

美容 美容室キャンパス　広面店 秋田県秋田市広面字広面3
平日・土曜・祝日9:00～19:00
日曜9:00～18:00

無休
http://leading-
actor.com/

全てのパーマorカラーメニューより20%割引 300 無 不可 可

美容 美容室キャンパス　山王店 秋田県秋田市山王5-8-15
平日・土曜・祝日9:00～19:00
日曜9:00～18:00

無休
http://leading-
actor.com/

全てのパーマorカラーメニューより20%割引 300 無 不可 可

美容 美容室キャンパス　秋田駅前店
秋田県秋田市千秋久保田町3-23　コン
フォートホテル1F

平日・土曜・祝日9:00～19:00
日曜9:00～18:00

無休
http://leading-
actor.com/

全てのパーマorカラーメニューより20%割引 300 無 不可 可

美容 美容室キャンパス　泉店 秋田県秋田市泉中央6-4-27
平日・土曜・祝日9:00～19:00
日曜9:00～18:00

無休
http://leading-
actor.com/

全てのパーマorカラーメニューより20%割引 300 無 不可 可

美容 美容室キャンパス　土崎店 秋田県秋田市土崎港南3-12-36
平日・土曜・祝日9:00～19:00
日曜9:00～18:00

無休
http://leading-
actor.com/

全てのパーマorカラーメニューより20%割引 300 無 不可 可

美容 美容室キャンパス　男鹿店 秋田県男鹿市船越字内子89
平日・土曜・祝日9:00～19:00
日曜9:00～18:00

無休
http://leading-
actor.com/

全てのパーマorカラーメニューより20%割引 300 無 不可 可

ブライダル ホテル サンルーラル大潟 秋田県南秋田郡大潟村字北1-3 10:00～18:00 無休（要予約）
http://www.sunrural-
ogata.com/

庭園チャペル挙式または神前挙式料金50%割引 3500 無 不可 不可

宿泊 ホテル サンルーラル大潟 秋田県南秋田郡大潟村字北1-3
http://www.sunrural-
ogata.com/

1名様1泊に付き素泊まり料金(税別)10%割引 300 無 不可 不可

宿泊 安楽温泉 秋田県由利本荘市大堤下4 7:00～21:30 不定休
http://www.anrakuons
en.com/

宿泊時秋田由利牛ステーキサービス 300 1回 不可 可

3 / 12 ページ



業種 特典提供店舗 所在地 営業時間 定休日 ホームページ サービス名（特典内容）
ご縁アプリ
の使用ポ

イント

各年度の利用
回数上限

他クーポ
ン・割引と
の併用

県内就
職前の
利用

習い事 金森 韓国語・中国語教室
秋田県秋田市卸町2-2-7
まるごと市場2階

火曜日～金曜日13:00～20:30
土曜日・日曜日10:00～17:30

月曜日
http://kanamori-
gogaku.jimdo.com/

初回納付月謝を半額に 800 無 不可 不可

ブライダル
秋田キャッスルホテル　ブライダ
ルサロン

秋田県秋田市中通1-3-5
10:00～19:00　土曜・日曜・祝
日9:00～19:00

火曜日
http://www.castle-
hotel.jp/

結婚式披露宴代金10%割引、他 3500 無 不可 可

宿泊 秋田キャッスルホテル 秋田県秋田市中通1-3-5
http://www.castle-
hotel.jp/

ご宿泊料金定価の30%割引 500 無 不可 可

ブライダル ホテルメトロポリタン秋田 秋田県秋田市中通7-2-1 9:00～19:00 無休
https://akita.metropoli
tan.jp/

結婚式代(挙式料正規料金)10％割引、さらに5万円割引 3500 無 不可 不可

宿泊 ホテルメトロポリタン秋田 秋田県秋田市中通7-2-1
https://akita.metropoli
tan.jp/

宿泊代(部屋代に限る)正規料金から10%割引 500 無 不可 不可

宿泊
政府登録国際観光旅館 秋田温
泉さとみ

秋田県秋田市添川境内川原142-1 https://satomi-e.com/
ご宿泊利用時にお土産として入浴剤「さとみの湯」お一人
様一袋プレゼント(5名様まで)

200 1回 不可 不可

日帰り温泉 温泉センター りらっくす 秋田県秋田市添川境内川原142-1
平日・土曜日8:30～10:15
12:00～22:00　日曜日8:30～
22:00

無休 https://satomi-e.com/ 入浴料金100円キャッシュバック 50 無 不可 不可

不動産
株式会社 秋田住宅流通セン
ター　駅東口店

秋田県秋田市手形字西谷地174-3
平日･日曜日9:30～17:30　土
曜日9:30～17:00

水曜日、第3火曜
日

http://www.ajrc.co.jp/ 当社規定による賃貸仲介手数料料の20%割引 1500 無 不可 可

不動産
株式会社 秋田住宅流通セン
ター　秋田駅前店

秋田県秋田市中通2-7-8　A-1ビル2階
平日･日曜日9:30～17:30　土
曜日9:30～17:00

水曜日、第3火曜
日

http://www.ajrc.co.jp/ 当社規定による賃貸仲介手数料料の20%割引 1500 無 不可 可

不動産
株式会社 秋田住宅流通セン
ター　秋田中央店

秋田県秋田市山王3-4-15
平日･日曜日9:30～17:30　土
曜日9:30～17:00

水曜日、第3火曜
日

http://www.ajrc.co.jp/ 当社規定による賃貸仲介手数料料の20%割引 1500 無 不可 可

不動産
株式会社 秋田住宅流通セン
ター　泉店

秋田県秋田市泉北1-7-14
平日･日曜日9:30～17:30　土
曜日9:30～17:00

水曜日、第3火曜
日

http://www.ajrc.co.jp/ 当社規定による賃貸仲介手数料料の20%割引 1500 無 不可 可

不動産
株式会社 秋田住宅流通セン
ター　本店

秋田県秋田市山王7-9-35　本社ビル
1F

平日･日曜日9:30～17:30　土
曜日9:30～17:00

水曜日、第3火曜
日

http://www.ajrc.co.jp/ 当社規定による賃貸仲介手数料料の20%割引 1500 無 不可 可

不動産
株式会社 秋田住宅流通セン
ター　有楽町店

秋田県秋田市楢山登町4-28
平日･日曜日9:30～17:30　土
曜日9:30～17:00

水曜日、第3火曜
日

http://www.ajrc.co.jp/ 当社規定による賃貸仲介手数料料の20%割引 1500 無 不可 可
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美容
armada-style only salon e-
CURE

秋田県秋田市寺内油田1-2-7　小橋ハ
イツ101

9:00～19:00
月曜日　第2・3火
曜日

http://ameblo.jp/m3p3
only/

メニュー500円割引 200 1回 不可 不可

美容 美容室Hanako　外旭川店 秋田県秋田市外旭川八柳3-14-47 9:30～19:00
月曜日　第3日曜
日

http://www.hanako.in/ 施術料500円割引 200 1回 不可 不可

美容 美容室Hanako　川元店 秋田県秋田市川元むつみ町7-16 9:30～19:00
月曜日　第3日曜
日

http://www.hanako.in/ 施術料500円割引 200 1回 不可 不可

美容 美容室Hanako　東通店 秋田県秋田市東通仲町2-16 9:30～19:00
月曜日　第3日曜
日

http://www.hanako.in/ 施術料500円割引 200 1回 不可 不可

ショッピング Chuckle's Cellar 秋田県秋田市泉南2-9-18　AKビル1-3 11:00～20:00
木曜日(祝日の場
合は営業）

メガネ一式ご購入の方3千円割引 1000 無 不可 可

車販売 Honda Cars 秋田中央　寺内店 秋田県秋田市寺内字三千刈209-1 9:00～18:00 水曜日

http://dealer.honda.co.
jp/hondacars-
akitachuo/ja/shop/ind
ex.html

新車購入時、5万円分オプションプレゼント 3000 無 不可 可

車販売
Honda Cars 秋田中央　仁井田
南店

秋田県秋田市仁井田本町4-1-36 9:00～18:00 水曜日

http://dealer.honda.co.
jp/hondacars-
akitachuo/ja/shop/ind
ex.html

新車購入時、5万円分オプションプレゼント 3000 無 不可 可

車販売 Honda Cars 秋田中央　中野店
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
402-4

9:00～18:00 水曜日

http://dealer.honda.co.
jp/hondacars-
akitachuo/ja/shop/ind
ex.html

新車購入時、5万円分オプションプレゼント 3000 無 不可 可

ショッピング クラフト北 秋田県秋田市外旭川前谷地41-1 10:00～17:00
木曜日　日曜日
祝日

http://craft-kita.com/ 商品5％割引 200 1回 不可 可

ショッピング 時計・メガネのイチノセキ　桜店 秋田県秋田市桜2-15-34
月曜日9:30～19:00　日曜日・
祝祭日9:30～18:30

木曜日
http://ichinoseki.jugem
.jp

料金5%割引 300 1回 不可 可

車販売 秋田ダイハツ販売　仁井田店 秋田県秋田市仁井田目長田3-2-37 9:30～18:00 火曜日
https://akitadaihatsu.c
o.jp/

新車ご購入時、純正用品5万円分プレゼント 3000 無 不可 可

車販売 秋田ダイハツ販売　土崎店
秋田県秋田市土崎港相染町字街道下
45-4

9:30～18:00 火曜日
https://akitadaihatsu.c
o.jp/

新車ご購入時、純正用品5万円分プレゼント 3000 無 不可 可

車販売 秋田ダイハツ販売　八橋店 秋田県秋田市八橋鯲沼町9-52 9:30～18:00 火曜日
https://akitadaihatsu.c
o.jp/

新車ご購入時、純正用品5万円分プレゼント 3000 無 不可 可
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車販売 秋田ダイハツ販売　本荘店 秋田県由利本荘市石脇字田尻野30-20 9:30～18:00 火曜日
https://akitadaihatsu.c
o.jp/

新車ご購入時、純正用品5万円分プレゼント 3000 無 不可 可

車販売 東北マツダ　秋田北店 秋田県秋田市飯島字寄進田82-5 10:00～18:00 火曜日
http://www.tohoku-
mazda.co.jp/shop/

新車購入時、5万円相当オプションプレゼント(軽自動車は3
万円相当)

3000 1回 不可 可

車販売 東北マツダ　秋田本店 秋田県秋田市八橋新川向15-39 10:00～18:00 火曜日
http://www.tohoku-
mazda.co.jp/shop/

新車購入時、5万円相当オプションプレゼント(軽自動車は3
万円相当)

3000 1回 不可 可

車販売 東北マツダ　中央店 秋田県秋田市泉北1-1-2 10:00～18:00 火曜日
http://www.tohoku-
mazda.co.jp/shop/

新車購入時、5万円相当オプションプレゼント(軽自動車は3
万円相当)

3000 1回 不可 可

車販売 東北マツダ　本荘店 秋田県由利本荘市石脇字田尻野24-19 10:00～18:00 火曜日
http://www.tohoku-
mazda.co.jp/shop/

新車購入時、5万円相当オプションプレゼント(軽自動車は3
万円相当)

3000 1回 不可 可

車販売 日産サティオ秋田　秋田店 秋田県秋田市寺内字イサノ44-1 10:00～18:00
火曜日　第1月曜
日

http://www.satio-
akita.co.jp/

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 日産サティオ秋田　秋田南店 秋田県秋田市仁井田新田1-5-17 10:00～18:00
火曜日　第1月曜
日

http://www.satio-
akita.co.jp/

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売
日産サティオ秋田　中古車セン
ター

秋田県秋田市寺内字イサノ80-1 10:00～18:00
火曜日　第1月曜
日

http://www.satio-
akita.co.jp/

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 日産サティオ秋田　男鹿店 秋田県男鹿市船越字内子1-727 10:00～18:00
火曜日　第1月曜
日

http://www.satio-
akita.co.jp/

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 日産サティオ秋田　本荘店 秋田県由利本荘市石脇字田頭61-1 10:00～18:00
火曜日　第1月曜
日

http://www.satio-
akita.co.jp/

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売
日産プリンス秋田販売　秋田支
店

秋田県秋田市保戸野千代田町6-2 9:00～19:00 火曜日
http://www.prince-
akita.co.jp/

新車ご購入時デイーラーオプション5万円券進呈／中古車
ご購入時3万円割引

3000 無 不可 可

車販売
日産プリンス秋田販売　秋田東
支店

秋田県秋田市手形字十七流415 9:00～19:00 火曜日
http://www.prince-
akita.co.jp/

新車ご購入時デイーラーオプション5万円券進呈／中古車
ご購入時3万円割引

3000 無 不可 可

車販売
日産プリンス秋田販売　秋田南
支店

秋田県秋田市仁井田栄町2-46 9:00～19:00 火曜日
http://www.prince-
akita.co.jp/

新車ご購入時デイーラーオプション5万円券進呈／中古車
ご購入時3万円割引

3000 無 不可 可
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車販売
日産プリンス秋田販売　追分支
店

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
414-2

9:00～19:00 火曜日
http://www.prince-
akita.co.jp/

新車ご購入時デイーラーオプション5万円券進呈／中古車
ご購入時3万円割引

3000 無 不可 可

車販売
日産プリンス秋田販売　追分中
古車センター

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼418 9:00～19:00 火曜日
http://www.prince-
akita.co.jp/

新車ご購入時デイーラーオプション5万円券進呈／中古車
ご購入時3万円割引

3000 無 不可 可

車販売
日産プリンス秋田販売　本荘支
店

秋田県由利本荘市石脇字田尻野22-8 9:00～19:00 火曜日
http://www.prince-
akita.co.jp/

新車ご購入時デイーラーオプション5万円券進呈／中古車
ご購入時3万円割引

3000 無 不可 可

車販売
日産プリンス秋田販売　本荘中
古車センター

秋田県由利本荘市石脇字田尻野22-8 9:00～19:00 火曜日
http://www.prince-
akita.co.jp/

新車ご購入時デイーラーオプション5万円券進呈／中古車
ご購入時3万円割引

3000 無 不可 可

ブライダル
秋田ビューホテル　ウエディング
サロン・ステラ

秋田県秋田市中通2-6-1 11:00～19:00 火曜日
http://www.viewhotels.
co.jp/akita/

①と②のどちらか一つを選択。①50名以上の披露宴の場
合、スナップアルバムの撮影データ（10万円相当）をプレゼ
ント。②総額200万円以上の披露宴の場合、10万円の値引
き。

3500 無 不可 不可

その他 CNA秋田ケーブルテレビ　本社 秋田県秋田市八橋南一丁目1-3 9:00～18:00 年末年始 http://www.cna.ne.jp/
「インターネット利用料3ヵ月無料」or「インターネット（CNA光
ネットライン）月額利用料250円割引」

100 無 可 可

その他
CNA秋田ケーブルテレビ　御所
野店

秋田県秋田市御所野地蔵田1丁目1-1 10:00～20:00 無休 http://www.cna.ne.jp/
「インターネット利用料3ヵ月無料」or「インターネット（CNA光
ネットライン）月額利用料250円割引」

100 無 可 可

車販売 羽後日産モーター　御所野店
秋田県秋田市御所野堤台１丁目1番1-
2号

9:00～19:00 水曜日
http://www.ugo-
nissan-motor.co.jp

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 羽後日産モーター　秋田店 秋田県秋田市保戸野鉄砲町13-2 9:00～19:00 水曜日
http://www.ugo-
nissan-motor.co.jp

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 羽後日産モーター　土崎店 秋田県秋田市飯島道東1丁目1-43 9:00～19:00 水曜日
http://www.ugo-
nissan-motor.co.jp

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売
羽後日産モーター　カーメイク
アップセンター

秋田県秋田市四ツ小屋字与左エ門川
原338-1

9:00～19:00 水曜日
http://www.ugo-
nissan-motor.co.jp

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 羽後日産モーター　本荘店 秋田県由利本荘市石脇字田尻野17-11 9:00～19:00 水曜日
http://www.ugo-
nissan-motor.co.jp

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 Akita BMW 秋田県秋田市仁井田二ツ屋1-10-40 9:00～18:00 火曜日
http://www.akita-
bmw.co.jp

新車購入時、アクセサリークーポン10万円分プレゼント 3000 無 可 可
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車販売 MINI Akita 秋田県秋田市仁井田二ツ屋1-10-40 9:00～18:00 火曜日
http://www.akita.mini.j
p

新車購入時、アクセサリークーポン10万円分プレゼント 3000 無 可 可

車販売 秋田日産　ラ・カージュ店 秋田県秋田市八橋どじょう沼町1-59 9:30～18:00
火曜日　第2水曜
日

http://www.akita-
nissan.co.jp

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 秋田日産　秋田南店 秋田県秋田市仁井田目長田3丁目2-42 9:30～18:00
火曜日　第2水曜
日

http://www.akita-
nissan.co.jp

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 秋田日産　臨海店 秋田県秋田市寺内大小路207-38 9:00～18:00
火曜日　第2水曜
日

http://www.akita-
nissan.co.jp

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 秋田日産　本荘店 秋田県由利本荘市井戸尻21-5 9:30～18:00
火曜日　第2水曜
日

http://www.akita-
nissan.co.jp

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 秋田日産　秋田北店 秋田県潟上市天王字上江川47-6 9:30～18:00
火曜日　第2水曜
日

http://www.akita-
nissan.co.jp

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 秋田日産　南秋店
秋田県南秋田郡井川町浜井川字杉ノ
実25-1

9:30～18:00
火曜日　第2水曜
日

http://www.akita-
nissan.co.jp

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

車販売 秋田日産　にかほ店 にかほ市平沢字舟橋12-2 9:30～18:00
火曜日　第2水曜
日

http://www.akita-
nissan.co.jp

新車購入時、5万円分オプションプレゼント／中古車購入
時、車両本体価格より3万円割引

3000 無 不可 可

ブライダル ノートルダム秋田 秋田県秋田市川尻町字大川反233-75
土日祝：10:00～19:00　平日：
11:00～19:00　（※詳細はHPを
ご確認ください）

火・水曜日(祝休日
は除く)　（※詳細
はHPをご確認くだ
さい）

https://www.notredame-
akita.com/ 挙式料50%OFF 5000 無 可 可

その他 秋田県スポーツ科学センター 秋田県秋田市八橋運動公園1番5号 9:00～21:00
月曜日（祝日の場
合は翌日）　12月
29日～1月3日

http://www.pref.akita.j
p/taiiku/akispo/aiss/in
dex.html

トレーニング室、ウェイトリフティング場 利用料無料(利用回
数1回)

50 1回 不可 不可

エンターテイン
メント

男鹿水族館GAO
秋田県男鹿市戸賀塩浜字壺ケ沢93番
地先

9:00～17:00　※季節により変
動あり

HPをご確認くださ
い

http://www.gao-
aqua.jp/

入館料100円引（1回につき5名様まで） 50 無 不可 可

その他
秋田県中央地区老人福祉総合
エリア(中央シルバーエリア)

秋田県秋田市御所野下堤5-1-1 9:00～19：00
月曜日（祝日の場
合は翌日）

http://www.silverarea.j
p/chuou

入浴・休憩、プール料金無料 100 1回 不可 不可

エンターテイン
メント

秋田県立博物館 秋田県秋田市金足鳰崎字後山25番地
9:30～16：30(4月～10月)　9:30
～16:00(11月～3月)

月曜日（祝日の場
合は翌日）

http://www.akihaku.jp/
index.htm

特別企画展(有料展)開催時に観覧料無料（※令和２年度
の特別企画展は中止となっております。）

50 1回 不可 不可
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その他 秋田県立岩城少年自然の家
秋田県由利本荘市岩城赤平字長ヶ沢
260-8

8:30～17:15
月曜日・12月29日
～1月3日

https://www.pref.akita.
lg.jp/pages/genre/iwak
i-sizen

施設使用料無料(食事代などは有料)　※宿泊は10名以上 100 10回 不可 不可

エンターテイン
メント

クアドーム　ザ・ブーン
秋田県秋田市仁別字マンタラメ213番
地

10:00～20:00
木曜日（不定期）
※4月・11月にメン
テナンス休館あり

http://www.theboon.ne
t/

クアドーム ザ・ブーンの飲食(レストラン・カフェテリア商
品)10%割引

50 無 不可 不可

日帰り温泉
にかほ市温泉保養センター は
まなす

秋田県にかほ市金浦字中谷地20番地1 6:00～21:00 無休
https://www.nikaho-
onsen-hamanasu.jp/

入浴料半額（企画商品・エージェント経由申込は除外　※
同伴者1名も対象）

50 1回 不可 不可

その他 なまはげオートキャンプ場 秋田県男鹿市北浦北浦字平岱山地内
テントサイト4月上旬～11月　コ
テージ通年

-
hpp://www.namahage.c
o.jp/camp/

レンタル用品20％割引 100 無 不可 不可

日帰り温泉
秋田県健康増進交流センター
ユフォーレ

秋田県秋田市河辺三内字丸舞1-1 10:00～21:00 年2回（2月・7月） http://www.yufore.jp
入浴料100円引（通常600円⇒500円）／全館利用200円引
（通常1,000円⇒800円）

50 無 不可 不可

エンターテイン
メント

ブラウブリッツ秋田ホームゲー
ム会場

- - - http://blaublitz.jp/ ホームゲーム当日券を無料で提供（お一人様２枚まで） 150 1回 不可 可

エンターテイン
メント

秋田ノーザンハピネッツホーム
ゲーム会場

- - -
https://northern-
happinets.com/

ホームゲーム当日券を前売料金で販売（2Ｆ自由席のみ対
象）

150 無 不可 可

その他 県立体育館 秋田県秋田市八橋運動公園1-12 9:00～21:00
年末年始（12月29
日～1月3日）

http://www.akisouko.c
om/ken_tai/

・「スポーツを楽しむ日」利用料無料
・「ウォーキング（ジョギング）コース開放日」利用料無料
・「げんき！！健康応援教室」参加料無料

50 2回 可 可

その他 県立スケート場 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄2-2
開場期間10月中旬～3月中旬
平日12：00～20：00
土日祝9：30～19：00

毎月第3月曜日 /
1月1日 /12月31日

http://www.akisouko.c
om/skate/

滑走料無料　※貸靴代は有料 100 1回 可 可

その他
県立向浜運動広場・テニスコー
ト

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-6
開場期間4月下旬～11月上旬
9：00～21：30

原則毎週水曜日
（整備日）

http://www.akisouko.c
om/mukaihama/

テニスコート1面2時間利用料無料 100 1回 可 可

その他 県立総合プール 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-6
平日・土10：00～20：30
日・祝10：00～17：00

毎月第3月曜日
（休日の場合は翌
日）、年末年始（12
月29日～1月1
日）、特別点検日
（1月20日～2月3

http://www.akisouko.c
om/pool/

利用料無料 100 1回 可 可

その他 県立総合射撃場
秋田県由利本荘市岩城道川字新田沢
43

9：00～17：00　※最終受付時
間16：00

毎週月曜日（休日
の場合は翌日）12
月29日～1月3日

http://www.akisouko.c
om/firing/

ビームライフル射撃1射座1時間無料
ただし、保険料35円は有料

50 1回 可 可

その他 県立武道館 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄2-2 9:00～21:00
年末年始（12月29
日～1月3日）

http://www.akisouko.c
om/budokan/

個人利用のできる日　4時間利用料無料 50 2回 可 可
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その他
県立中央公園 (屋外施設開場
期間 4月下旬～11月下旬)

秋田県秋田市雄和椿川字駒坂台4-1 ホームページ参照 ホームページ参照
http://www.akisouko.c
om/chuo/

以下の施設から、1施設無料（9：00～17：00に限る）
①トレーニングルーム　②人工芝コート（1面1時間）

100 1回 可 可

飲食 ラーメンマシンガン 秋田市広面土手下114-1
11:00～15:00
18:00～21:00

無休 - 味玉1個サービス 50 無 不可 可

飲食 とんかつ藤よし（山王店） 秋田県秋田市山王中園町3-23 11:00～22:00 無休 http://ajimax.co.jp
会計時クーポン画面提示で、お膳・定食から200円引き。5
名様まで有効。

100 無 不可 可

飲食 とんかつ藤よし（山手台店） 秋田県秋田市山手台1-1-7 11:00～22:00 無休 http://ajimax.co.jp
会計時クーポン画面提示で、お膳・定食から200円引き。5
名様まで有効。

100 無 不可 可

飲食 カルビ屋大福（秋田山王店） 秋田県秋田市山王3-5-32
平日 17:00～24:00
土曜・日曜・祝日 11:30～23:00

無休 http://ajimax.co.jp 会計時クーポン画面提示で、300円の割引 150 無 不可 可

飲食 カルビ屋大福（秋田山手台店） 秋田県秋田市山手台1-1-7
平日 17:00～23:30
土曜 11:30～24:00
日曜・祝日 11:30～23:00

無休 http://ajimax.co.jp 会計時クーポン画面提示で、300円の割引 150 無 不可 可

体験 ゆり高原ホースパーク
秋田県由利本荘市黒沢字東由利原4－
1

5.6.7.8月 9:00～18:00
3.4.9.10月 9:00～17:00
11.12.1.2月 9:00～16:00

毎週火曜日　(7/20
～8/31は無休)
火曜日が祝日の場
合は水曜日

http://www.ont.ne.jp/~
yuri-hp/

体験乗馬レッスン500円割引（通常3,000円⇒2,500円） 250 無 不可 可

エンターテイン
メント

カラオケ時遊館（秋田泉店） 秋田県秋田市泉南1-2-10　1F
10:00～翌3:00
金曜・土曜・祝前日 ～翌5:00

無休
http://www.jiyukan.co
m/

ルーム代50％OFF（割引上限3000円まで） 500 無 不可 可

エンターテイン
メント

カラオケ時遊館（秋田駅前店）
秋田県秋田市千秋久保田町3-18 森ビ
ル2F

月曜～木曜 14:00～翌4:00
金曜 14:00～翌6:00
土曜 11:00～翌6:00
日曜 11:00～翌4:00

無休
http://www.jiyukan.co
m/

ルーム代50％OFF（割引上限3000円まで） 500 無 不可 可

飲食
美酒・創菜ダイニング 寧々家
秋田駅前店

秋田県秋田市千秋久保田町2-54
17:00～翌1:00
金曜・土曜・祝前日 ～翌2:00

無休
http://www.atom-
corp.co.jp/brand/shop.
php?shop_no=1590

ソフトドリンク１杯サービス 150 無 不可 可

飲食
美酒・創菜ダイニング 寧々家
秋田泉店

秋田県秋田市泉南1-2-10

ランチ　11:00～14:30
(L.O.14:00)
ディナー 17:00～24:00 (金・
土・祝前 ～翌1:00)

無休
http://www.atom-
corp.co.jp/brand/shop.
php?shop_no=1630

ソフトドリンク１杯サービス 150 無 不可 可

体験 男鹿市ダイビングセンター 秋田県男鹿市戸賀浜塩谷大水沢15-5 予約制 予約制
http://www.sea-
topia.com/

水中写真サービス（データ） 1000 無 不可 可

飲食 地産地消 心海
秋田県秋田市中通4-14-24 丸秋ビル１
Ｆ

17:30～23:00 (L.O.22:30)

日曜日（日曜・月
曜が連休の場合
は営業、月曜日休
み）

- ドリンク１杯サービス 150 無 不可 可
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飲食 秋田駅前酒房 ぐらん炭 秋田県秋田市中通4-13-6
17:00～0:00
（L.O.23:30）

無休
https://www.guranta
n.jp/

串焼き5本盛サービス 150 無 不可 可

飲食 コジコジ（秋田駅前店）
秋田県秋田市中通2-6-2 秋田市公営
駐車場ビル1F

ランチ 11:30～14:30 (L.O.14:00)
ディナー【月曜～木曜】17:30～23:00 （L.O.
料理22:00 ドリンク22:30）
【金・土・祝前日】17:30～23:30 （L.O.料理
22:30 ドリンク23:00）
【日曜】17:30～21:30 （L.O.21:00）

不定休 ソフトドリンク１杯サービス 150 無 不可 可

飲食 焼肉わかば　東通店 秋田県秋田市東通2-7-30

月曜～土曜 11:00～15:00
17:00～22:30
日曜・祝日 11:00～15:00 17:00
～22:00

年末年始
http://yakiniku-
wakaba.com/

秋田県産豚ロース 1人前（100ｇ）1皿サービス 200 無 不可 不可

飲食 焼肉わかば　山王店 秋田県秋田市山王2-10-1

月曜～木曜・日・祝日 11:30～
14:30 17:00～21:00
金曜・土曜 11:30～14:30 17:00
～21:30

年末年始
http://yakiniku-
wakaba.com/

秋田県産豚ロース 1人前（100ｇ）1皿サービス 200 無 不可 不可

飲食 元氣屋 由利本荘店 秋田県由利本荘市石脇田尻1-173 11:00～21:00 (L.O.20:30） 無休
http://www.genkiya-
group.com/

味玉1個サービス 50 無 不可 可

飲食 TREnTA 外旭川店 秋田県秋田市外旭川四百刈5-1 11:00～21:30 (L.O.21:00) 無休 http://trenta.co.jp/ ソフトドリンク１杯サービス 100 無 不可 可

飲食 TREnTA 御所野店 秋田県秋田市御所野地蔵田2-1-6 11:00～21:30 (L.O.21:00) 無休 http://trenta.co.jp/ ソフトドリンク１杯サービス 100 無 不可 可

飲食
末廣ラーメン本舗　秋田山王本
店

秋田県秋田市山王2-2-4日興ビル1F 10:00～翌2:00 月曜日
http://www.fukumaru.i
nfo/suehiro/

味玉1個サービス 50 無 不可 可

飲食
末廣ラーメン本舗　秋田駅前分
店

秋田県秋田市中通4-15-1 24時間営業 無休
http://www.fukumaru.i
nfo/suehiro/

味玉1個サービス 50 無 不可 可

飲食 すみたに 秋田県秋田市中通2-7-4 11:00～翌3:00
月曜日（祝日の場
合は火曜日が定
休日）

http://www.fukumaru.i
nfo/sumitani/

味玉1個サービス 50 無 不可 可

飲食 無化調ラーメン 麺屋theさとう 秋田県秋田市山王2-8-7 リビンアベ１F
火曜～日曜・祝日 11:00～
14:00 17:00～20:00
月曜 11:00～14:00

不定休 - 全商品(ラーメン)大盛り無料 50 無 不可 可

飲食 地魚料理・季節料理 食彩 酔蓮
秋田県秋田市山王3-1−7 東カンビル
B1F

11:30～14:00 (L.O.13:30)
17:30～23:00 (L.O.22:30)

日曜日・祝日 ソフトドリンク１杯サービス 150 無 不可 可

飲食 ドラム缶焼肉 秋田県秋田市大町4-3-9 17:00～翌3:00 不定休
https://tabelog.com/a
kita/A0501/A050101/
5006256/

ビールorソフトドリンク１杯サービス 200 無 不可 可
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飲食 美酔酒緑 吾愛郷 秋田県由利本荘市谷地町2
16:00～23:00
 (L.O.料理22:15 ドリンク22:30）

日曜日（不定休あ
り）

-
もみ込みハーブ香る炭火焼きビア缶チキン（1,650円）を
サービス

800 無 不可 不可

日帰り温泉 男鹿温泉 結いの宿 別邸つばき 秋田県男鹿市北浦湯本字中里81 16:00～20:00
H29/12/24～
H30/3/31冬季休
業

http://www.ogaonsen.
com/

日帰り入浴料100円割引 50 無 不可 可

飲食 お食事処 省吾 秋田県男鹿市船川港船川字片田71-26 11:00～15:00 日曜日
http://www.u-
shogo.com/

小鉢1品サービス 50 無 不可 可

飲食 創鮓　庵河豚 秋田県秋田市保戸野桜町10-6

17:00～22:30
【日曜】17:00～22:00
（終了時間早まる場合有、電
話確認を）
※昼も予約で営業可能

水曜日（予約があ
れば営業）

http://onecarton.jp/ 生ビールorソフトドリンク１杯サービス 200 無 不可 可

体験 ガラパカクライミングジム 秋田県秋田市八橋大畑1-3-7
13:00～22:30
【土・日・祝日】11:00～20:00

火曜日
http://garapaka-
climbing.com/

レンタル（シューズ、チョーク）無料
または商品8％割引

150 無 不可 可

飲食 麺屋 鼓志 秋田県由利本荘市石脇字田尻野4-25
11:00～14:30
18:00～23:00（LO/22:30）

火曜(祝日の場合は
営業、翌日休) - ラーメントッピング100円分サービス 50 無 不可 可

飲食 麺屋 新月 秋田県由利本荘市薬師堂字中道121-1 11:00～21:00 木曜日
http://menya-
singetu.com/

ラーメン煮卵トッピングサービス 50 無 不可 不可

飲食 みや蔵
秋田県にかほ市象潟町字大塩越36-1　に
かほ市観光拠点センター　にかほっと内

10:00～18:00 第3水曜 - ラーメンに限り1品よりおひとり様200円引き 100 無 不可 可

その他 ハーブワールドAKITA
秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下
490-5

9:00～17:00 無休
http://www.herbworld-
akita.com/

レストランでのお食事10％OFF 50 無 不可 可

飲食 麺屋 志乃助 秋田県南秋田郡井川町小竹花字関合2-3 11:00～21:00 年中無休 - キムチサービス 50 無 不可 可

飲食 麺屋　朋 秋田県秋田市中通6丁目9-10 7:00～19:00 不定休 - ラーメンメニュー100円引き 50 無 不可 可
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