
サービス利用期間　平成２８年１１月６日～平成２９年２月２６日 平成２８年１１月６日現在

地区 NO 種別 店舗・施設名 所 在 地 電話 サ　ー　ビ　ス　（特　典）　内　容

1 飲食 御廚光琳 中通1丁目4-3
018-

832-2002 お食事された方に、プチデザートサービス

2 サービス アクアマリン 中通1丁目4-3
018-

853-1142 全メニュープラス１０分延長サービス

3 物販 ラルジュ 中通1丁目4-3
018-

825-2510
お買上げされた方に、通常ポイント（1,000円につき１スタンプ）に、プ
ラスワンポイントサービス

4 飲食 なかいち桟敷 中通1丁目4-3
018-

834-7705 お会計より10％ｏｆｆ

5 飲食 本家あべや 秋田店 中通1丁目4-3
018-

825-1180
お食事された方に、デザートとして比内地鶏ミニソフトクリームサービ
ス

6 飲食 サロン・ナカイチ 中通1丁目4-3
018-

853-8727 お食事された方に、コーヒー１杯サービス

7 飲食 寛文五年堂 秋田店 中通1丁目4-3
018-

874-7310 半券持参でソフトドリンクサービス

8 物販 あぐりん なかいち 中通1丁目4-3
018-

884-0831 量り売りのお米10%割引（全品）

9 物販 四季菜 まきお農園 中通1丁目4-3
018-

836-2388 木苺ソフト、牛乳ソフト、苺のスムージー各50円割引

10 飲食 あきた タニタ食堂 中通1丁目4-3
018-

827-5125
定食またはカレーセットをお召し上がりの方に、ホットコーヒー１杯
サービス

11 飲食 秋田牛玄亭 ＲＢステーキハウス 中通1丁目4-3
018-

836-1529 お食事された方に、スパークリングワイン１杯サービス

12 物販 花徳　なかいち 中通1丁目4-3
0120-

01-8709 花徳商品5%値引き、ほっぺちゃんカードポイント２倍進呈

13 飲料 さきがけニュースカフェ 中通1丁目4-3
018-

874-8171 飲み物50円割引

14 飲食 カフェ グリッシーニ 中通1丁目4-3
018-

853-1199 コーヒーまたは紅茶50円割引

15 飲料 福多珈琲 中通1丁目4-1
018-

838-0819 ドリップコーヒー50円割引

16 施設 秋田県立美術館 中通1丁目4-2
018-

853-8686 団体料金でご入場できます

17 飲食 洋食屋千秋軒 中通2-1-48仲小路ビル
018-

884-1466 食事の方へデザートサービス

18 飲食 リストランテ　ラ・グロッタ
中通2-2-7トラストワンビル
B１F

018-
887-4530 スパークリングワインorプチデザートサービス

19 物販 一乃穂　本店 仲小路アトリオン交差点角
018-

837-3800 ご試食進呈

20 飲食 そば処　四季 アトリオン南駐車場　横
018-

831-1366 1000円以上でアトリオン南駐車場　駐車券300円サービス

21 物販 クロスサイト秋田（仲小路店） アトリオン南駐車場　横
018-

832-6950 子物プレゼント

22 物販 pour deux　（プル　ドゥ） 中通2-1-22
018-

836-3258 1万円以上お買い上げで２ポイント・1万円相当をプレゼント

23 飲食 ＣＡＦＥ　pour deux 中通2-1-22
018-

836-3258 コーヒー御注文の方へ生チョコレートサービス

24 物販 フラワーおの モンパルナス仲小路通り
018-

834-5701 10%オフ

25 物販 中通書店
モンパルナス仲小路通り
（フラワーおの２Ｆ） 合計金額から100円引く

26 飲食 ティールーム　陶 中通2-1-21
018-

834-3604 100円割引（日替ランチを除く）

27 物販 食器のさかいだ 中通2-1-21
018-

833-2843 10％割引（一部商品を除く）

28 飲食 仲小路コーヒー 中通2-1-48
018-

853-0730 合計金額から50円引き

29 物販 仲小路　金鳥園 中通2-1-48
018-

833-5521 3%オフ

30 物販 川口呉服店 仲小路
018-

832-7970 5%オフ

31 物販 あきた県産品プラザ 仲小路アトリオン地下１F
018-

836-7830 お会計5%オフ

秋田ｷｬｯ
ｽﾙﾎﾃﾙ

32 飲食 キャッスルハウス 中通1-3-5
018-

834-1141 お会計10%オフ

33 物販 ワタナベ時計店 中通2-6-1西武秋田店３Ｆ
018-

832-7216 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

34 サービス ベル・エポック秋田店
中通2-8-1 フォンテＡＫＩＴＡ
４Ｆ

018-
893-5705 10分延長サービス

35 物販 婦人服　装飾雑貨　ＤＡＤＡ
中通2-8-1 フォンテＡＫＩＴＡ
内

018-
833-1976 プロパー品30%OFF セール品　更に１０％ＯＦＦ

36 飲食 ラ・ママン８・８/たこ佳
中通2-8-1 フォンテＡＫＩＴＡ
内

018-
832-1222 お食事のお客様にホットコーヒー１杯サービス

37 物販 プリモカワカミ
中通2-8-1 フォンテＡＫＩＴＡ
１F

018-
835-2411 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

38 飲食 えきのビアバル　MANMA 中通7-2-1
018-

889-3554 1ドリンクサービス

39 物販 秋田郷土菓子司　勝月　トピコ店 中通7-2-1
018-

889-3583 ほっぺちゃんカードポイント３倍進呈

40 物販 菓子舗栄太楼　南通店 南通亀の町11-9
018-

833-7251
赤まん、もしくは青まんプレゼント
ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

41 物販 陶苑むらき 中通6丁目3-24
018-

835-0077 ほっぺちゃんカードポイント4倍進呈

42 物販 光月堂 中通6丁目15－13
018-

832-3352 お買い上げで粗品プレゼント

43 物販 お茶の辻吟　本店 大町5-3-32
018-

862-2888 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

ミュージカル新「リキノスケ走る！ 」 　来場者特典サービス　協 力 店 一 覧 
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サービス利用期間　平成２８年１１月６日～平成２９年２月２６日 平成２８年１１月６日現在

地区 NO 種別 店舗・施設名 所 在 地 電話 サ　ー　ビ　ス　（特　典）　内　容

ミュージカル新「リキノスケ走る！ 」 　来場者特典サービス　協 力 店 一 覧 

44 飲料 ㈱第一会館　本館 大町5-4-28
018-

864-1166 ドリンク１杯サービス

45 飲料 ㈱第一会館　川反店 大町5-1-17
018-

823-4141 ドリンク１杯サービス

46 物販 毛糸・手芸　宮本 大町3－4－16
018-

823-5511 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

47 物販 佛壇の升谷 大町1丁目4-37
018-

824-3181 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

48 物販 株式会社時幸堂 大町1丁目2-7
018-

888-3800 パール糸替え　1000円引き

49 物販 かおる堂 大町店 大町4-3-11
018-

823-8377 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈、10%割引

50 物販 菓子舗栄太楼　大町店 大町2丁目1-11
018-

823-5138
赤まん、もしくは青まんプレゼント
ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

51 飲食 レストランかなや 大町1丁目2-33
018-

866-1106 半券持参でドリンク１杯サービス

52 物販 ㈱山田相談薬局 大町1丁目6－21
018-

863-0063 8%割引します。

53 飲食 『和家　丼丸』秋田店 保戸野通町6－23
018-

896-4211 トッピング１つ無料

54 不動産 金子地所㈱ 保戸野通町4-24
018-

863-2761 仲介手数料5%オフ（Ｈ29年、2月末まで）

55 物販 カモヤ眼鏡店 保戸野通町3-26
018-

862-6837 ほっぺちゃんカード　平日でもポイント3倍進呈

56 物販 ひらのや書店 大町1一丁目5-19
018-

862-4488 粗品プレゼント

57 物販 SECRET　BASE 大町1－3－27
018-

853-1057 買取5%UP

58 物販 南蛮屋あおい/うつわ屋あおい 大町店 大町1-3-27（通町）
018-

862-2746
珈琲紅茶全５０種類を無料でお試しいただけます。　＊ただし、お一人様１杯
限り。また、混雑している場合はサービスが受けられない場合もございます。

59 物販 秋田郷土菓子司　勝月 保戸野通町2-1
018-

862-3045 ほっぺちゃんカードポイント3倍進呈

60 物販 (有)通町花のさとう 保戸野通町4－25
018-

823-8620 お買い上げ金額より８％割引

61 飲食 遊食さい賀 大町4-1-16
018-

862-2729 飲食の方に夜のみオリジナル純米酒「かめ清」一杯サービス

62 飲食 和食お多福 大町4-2-25
018-

862-0802 夜、一品サービス

63 飲食 薩州産直厨房きちんと
大町3-2-32すずらんビル
1F

018-
865-2270 お会計時20%OFF　※飲み放題やサービスＤａｙとの併用は不可

横町 64 物販 コスメハウスNAKATA 大町6－2－10
018-

862-2877 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

高陽 65 物販 菓子舗栄太楼　幸町店 高陽幸町9-11
018-

863-6133
赤まん、もしくは青まんプレゼント
ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

秋田市
民市場

66 物販 加藤本店
中通4丁目7-35 秋田市民
市場内

018-
832-2940 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

泉 67 物販 菓子舗栄太楼　松寿庵 泉中央5丁目2-10
018-

862-0010
赤まん、もしくは青まんプレゼント
ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

68 物販 花徳　本店 八橋新川向1－33
018-

863-8709 花徳商品5%値引き、ほっぺちゃんカードポイント２倍進呈

69 物販 コバヤシ時計店 八橋本町3-19-21
018-

864-0040
時計デンチ交換700円、時計バンド30%オフ　ほっぺちゃんカードポイ
ント2倍進呈

70 物販 用品・寝具の店　油屋衣料店 牛島東3-1-10
018-

832-6355 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

71 物販 オカベ時計・メガネ店 牛島東5-1-12
018-

833-8558 ほっぺちゃんカードポイント5倍進呈

72 物販 渡修呉服店 土崎港中央6-8-6
018-

845-0824 ほっぺちゃんカードポイント3倍進呈

73 物販 ふとんのさがわ 土崎港中央3-10-17
018-

845-1171 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

74 印章 フジタ印屋 土崎港中央3-2-2
018-

845-1314 ほっぺちゃんカードポイント5倍進呈

75 物販 鈴忠商店 土崎港中央1-14-9
018-

845-1577 ほっぺちゃんカードポイント3倍進呈

76 物販 あなたの店　浪漫タナカ 土崎港中央3丁目1-4
018-

845-2534 ほっぺちゃんカードポイント5倍進呈

77 物販 おしゃれ館　アベール
雄勝郡羽後町西馬音内字
中野152

0183-
62-1166 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

78 自動車 阿部モーター商会
雄勝郡羽後町田代字明通
59

0183-
67-2124 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

79 物販 山のはちみつ屋
仙北市田沢湖生保内字石
神163-3

0187-
43-3838 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

80 物販 山のはちみつ屋お菓子工房
仙北市田沢湖生保内字石
神163-3

0187-
43-3888 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

81 飲食 山のはちみつ屋ピザ工房
仙北市田沢湖生保内字石
神163-3

0187-
43-3855 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

82 物販 あきた角館　西宮家　米蔵
仙北市角館町田町上丁11-
1

0187-
52-2438 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

83 飲食 あきた角館　西宮家　レストラン北蔵
仙北市角館町田町上丁11-
1

0187-
52-2438 ほっぺちゃんカードポイント2倍進呈

84 施設 たざわこ芸術村　わらび劇場
仙北市田沢湖卒田字早稲
田430

0187-
44-3915

ミュージカル「ハルらんらん♪」観劇料3割引（他の割引企画と併用不
可）
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