
令和４年12月１日から

令和５年 ３月１日まで

テイクアウト&宅配レストラン ホテルニュー松尾

佐金酒店 　コミュニティ HOLTO　café＆gallery

アート住備 佐々木電機 デイリーヤマザキ鷹巣七日市店 ボワ　アン　クープ

ヘアルームR'S 佐々木八百や てらた仕出し

秋田ギフト 定吉米本舗 DELTA Ｍａｒｌ

秋田たかのす農業協同組合 雑貨屋ＨＡＬ 東京靴流通センター バー　マイタイ

　JA産直おおだいこ ザ・ビッグたかのす店 　イオンタウンたかのす店 肉のまつお

　セルフ給油所 メガネのサトウ 東光コンピュータ・サービス レストランまつお

　配送センター 佐藤歯科医院 　北秋田営業所 マックハウス

秋田電気商会 佐藤塗装 トシマ　ダンススタジオ 　イオンたかのすSC店

秋田内陸縦貫鉄道 佐藤乳販 トラベル北秋田 酒のマルジュウ

　鷹巣駅（売店） 佐藤理容所 マルタ商店

ako美容室　鷹巣店 サンデー鷹巣店 NIGHT BARBER SHOP 846 丸徳建材店

旭燃料商会 サンドラッグ鷹巣店 永井電機商会 丸留旅館

足もみスペース　みっけ ｓｕｎｒｉｓｅ ナガキ石油 マルホンカウボーイ 鷹巣店

あらい毛糸店 シーエフシー ナガキ美容院 まるまつ鷹巣店

池田屋 シーガルジャパン 長崎花屋 丸宮タクシー

シューズショップ　イトウ 　イオン鷹巣店 シューズ＆ウェア 銀座ナカジマ 合資会社マルモト石油

いとく 　鷹巣駅前店 中嶋施設工業 三浦巧美舎

　鷹巣ショッピングセンター 　鷹巣工場店 楽食ダイニング　なごみ 美加美容室

　鷹巣南店 ジェイエイ大館・ 浪岡電器 三国商事

いな穂 　北秋田葬祭センター 成三家具百貨店 　ピットイン鷹巣給油所

威風DoDo ジェイド 成田施設 　灯油配送センター

岩川電気 紫園菓子店 成田電機設備 ミクニライフサポートサービス

ＷＯＯＤＹ　ＦＯＲＥＳＴ 酒どころ　四季 ナリタヤ ミサワハウス

ブティック　エーミー 仕出し　むらかわ ニシジマ理容館 水無月

ESTHE&COSMETIC Ｌｉｎｋ 次男坊 ヘアーサロン　ニシジマ ミナト青果

Ｏａｓｉｓ しまむら （名）日活書店 武藤自動車整備工場

大沢塗装店　北秋田支店 　イオンタウンたかのす店 日通プロパン鷹巣販売 メガネのタカヤ　たかのす店

大太鼓の里ぶっさん館 ジャンキーパニック ＮＥＳＴ めぐみ理容所

大館自動車部品商会 鷹巣営業所 秋北新聞社 産直センター　の～そん メンズサロン相馬

大民石油販売 秋北文具 モード・Ｃｏｃｏ

　北秋田給油所 酒房　味美 白鷹堂ファミリー鍼灸院 森田園茶舗

　鷹巣給油所 伊勢堂岱温泉 縄文の湯 ＰＡｓｔｏｒａｌ Ｈ＆Ｒ 森永牛乳　神成販売店

昭和堂薬局 畠山塗装

カット専門店ONLY鷹巣店 食酒屋　まいど ハッピードラッグ鷹巣店 薬王堂　北秋田鷹巣店

かえるや 旅館　菅原館 花田工業 やま

加賀谷歯科医院 スクールメイト 中国料理　パリスタ飯店 山形屋

かっぱ寿司鷹巣店 鈴木塗装 ヘアーサロンＨＡＲＵＭＩ 山田まんじゅう店

加藤自動車整備工場 整体屋　長岐 晩梅 小料理　山長

カフェピッコロ 大館能代空港１階 成文社 ハンユーパニー 居酒屋　やまもと

カメラの科学模型社 セキ写真スタジオ ハンユーミナミ よつやドライクリーニング

時計・宝石・メガネ・補聴器 千秋軒カメラ東店 平塚自動車商会 　いとくモール店

　カワタ 千羽寿司 ビルド・ミヤノ 寝装のよねざわ

カワタ電気 相馬板金工業所 ファミリー運転代行 米澤屋

河田電気商会 ファミリーマート 米代薬局

かんなり塗料・画材店 ＴＩＲＥ WORK'S きたあきた 　北秋田住吉町店

岸野治療院 たいら食堂 　北秋田鷹巣店 らあめんや燦

ヘアーサロン貴寿美 タエコ美容室 　北秋田綴子店 ラグノオ

北秋田観光物産協会 高富自動車工場 ファミリーレストランＰｉｙo２ 　いとく鷹巣ショッピングセンター店

北秋田市民プール 鷹巣千葉電機工業 フードセンターたかのす 理髪倶楽部

喫茶とまと たかのす・ひかりタクシー POOL hairsalon 理容室　竹美

喫茶ブーメラン たかのすフラワー 福祉用具レンタルセンター 北鹿観光ハイヤー合資会社

金龍寿司 鷹巣プロパン住設 　はぁと ルミ美容室

クリエート 高橋看板舗 福原精肉店 レモン美容室

クレープ屋さん Honey&drop 鷹松堂 藤岡青果店 ローソン

黒井鳥珈琲 武内商事 藤田ガラス店 　栄店

ケーズデンキ鷹巣店 ダスキン鷹巣（名） フジモト美容室 　住吉町店

元氣屋　鷹巣店 畳屋　明石 プチ　ラスト 　鷹巣綴子店

元氣焼肉ベコちゃん 鷹巣店 田中屋酒店 ブックスモア鷹巣店 ローマ美容院

コウガ堂 タプロス北秋田営業所 葡萄の樹

高坂スズキ TAYA ブラザーショップ北秋田 ワールボンボン

ｃｏｃｏｌｕ 達磨堂仏壇店 プレピュア美容室 若松荒物店

珈湖璐 ダルマ理容 Progress English School 食堂　我が家

小坂工務店 髪工房男ｄａｙ ヘアースペース　ａｙｏｕ 和田設備工業

こすもすホール鷹巣 チャーム美容室 寳詔陶苑 和田時計眼鏡店

小塚電気商会 中華そばやZEN ポートワン 大館能代空港２階

小林自動車工業 ツルハドラッグ鷹巣店 北秋協販

ゴルフショップ　ボギー
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発行・お問合せ　北秋田市産業部商工観光課　☎0186-62-5370
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北秋田市おもてなし宿泊支援事業 利用期間

地域限定クーポン券取扱店舗一覧

【　鷹巣地区　】 さ

　あ

北秋田市観光物産協会

ホームページ

お店をチェック



みうら美容室

民宿おだ

合川オートサービス あい自動車整備工場 森沢石油セルフ北欧の杜 秋田内陸縦貫鉄道

合川自動車 秋田たかのす農業協同組合 森永牛乳　加賀販売所 　阿仁合駅観光案内窓口

合川水道施設工業所 　森吉資材センター 　こぐま亭

アグリフォレスト アグリハウス 矢郷自転車商会 秋林商店

味処　さざなみ 阿仁川あゆセンター 米内沢タクシー 阿仁合石油

安部商店 阿仁ラジオ店 米内沢中央印刷 阿仁スキー場

居酒屋　かつら屋 磯谷商店 阿仁の森ぶなホテル

Ａコープ東北 伊藤商店（酒のいとう） らーめん麺次郎 上杉組

　Ａコープあいかわ店 Ａコープ東北 リバーサイド民宿丸慶 魚住電器商会

小笠原洋品店 　Ａコープもりよし店 ローソン 打当温泉　マタギの湯

えびすや食堂 　北秋田米内沢諏訪岱店 エコーあに

金森建築 　米内沢店

金森電気商会 かねき書店 　米内沢中島店 菊地電気商会

金沢温泉 カフェ亭 いーな 北伊呉服店

ガラス屋むらかた 北林食堂 若松工務店 近平商店

木村畳店 木利洋品店

焼肉・ホルモン　けむり屋 クウィンス森吉 斉藤理容店

御所野電気商会 車やJUN 柴田モータース

小塚木工所 庄司さかな屋

坂上商店 コメリハードアンドグリーン 庄司スーパー　喜楽

さざなみ温泉 　森吉店 食堂ゆさんこ

佐藤歯科医院合川診療所 近藤電気 菅原精肉店

佐藤石油合川給油所 コンビニ　フライト 鈴木商店

ＳＨＩＧＥ・ＥＮＧＩＮＩＡＲＩＮＧ

修理のひらかわ 櫻井自動車整備工場 高田食堂

杉渕商店 咲良美容室 旅館　千草

理容スズキ 三兄自動車

コンベンションホール四季美館 万来寿し

田中商店 四季美館（前田直売会） ふれあいショップ　ひまわり

鶴治塾・教育研究会 志伯クリーニング店 ホテルフッシュ

ツルハドラッグ合川店 柴田自動車整備工場

DS(ディスカウント）みうら 理容しみず マキ倶楽部

秋北燃料 マコ美容室

なじ美床MORIOKA 秋北バス米内沢営業所 松盛クリーニング店

ナリタデンキ しらかみファーマーズ 丸伊商店　阿仁合店

鈴木精肉店 道の駅あに(売店のみ）

ピットイン合川 スナック未来 湊商店

藤岡農産

ふみきり野ｃａｆｅ ツルハドラッグ 山形電器商会

BRUSH&COFFEE　HAUNT 　米内沢店 山口自動車

フラワーショップ荒川 喫茶・スナック　とぱーず 山口電機工業所

フラワー美容室 居酒屋やよえ

Hair　Shop Luke 奈良商店 ショップやよえ

Hair　Ｌｏｕｎｇｅ　ＨＡＲＵ 西根鍛冶店 吉田工務店

北秋電気工事商会 吉田二級建築設計事務所

居酒屋　花彩

ミウラデンキ リラクゼーションサロン 理容タムラ

みちこ美容室 　ｈｉｒａｒｉ

ファミリーマート 阿仁前田店

山ちゃんらーめん フルーヴ

山本電器 合名会社福田薬局

米倉印刷所 フクヒロ

米倉園 ホーマックニコット

米倉石油 　阿仁前田店

Bosco　del　nord

ローソン合川店

前田薬品

秋林工業マツダ石油

松村美容室

丸伊商店

　阿仁前田給油所

　ＬＰガス販売所

　丸伊商店（グリーンオート丸伊）

　本店スーパー

まるや電気

発行・お問合せ　北秋田市産業部商工観光課　☎0186-62-5370
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　【　合川地区　】 　【　森吉地区　】 　【　阿仁地区　】


