
ジャンル 店舗 住所 電話 商品サービス HP

秋田粢菓子 一乃穂本店 秋田市中通2-4-15 837-3800 しとぎ菓子詰め合わせ　500円 http://www.shitogi.jp

翁屋開運堂 秋田市楢山登町3-1 836-2220 お菓子詰め合わせ（800円相当）　500円

お菓子の川口屋 秋田市大町1-6-20 862-4694
カステラハーフ（594円相当）　500円
自慢のお菓子セット（1,178円相当）　1,000円

https://kawaguchi-ya.jp

かおる堂 大町店 秋田市大町4-3-11 823-8377
お菓子詰め合わせ（800円相当）　500円
※袋に入れてお渡し（箱詰め、内容変更不可）

http://www.kaorudo.jp

菓子工房ぜんげつ 秋田市旭北栄町6-23 862-5959
リンゴタルト12㎝（735円相当）　500円
シフォン4ヶ入りセット（628円相当）　500円
※袋代、箱代は別途有料となります（持参の場合は無料）

菓子舗榮太楼 いとく自衛隊通り店 秋田市土崎港北2-17-60 いとく自衛隊通り店内 853-8719

菓子舗榮太楼 いとく新国道店 秋田市高陽幸町14-27 いとく新国道店内 823-5000

菓子舗榮太楼 幸町店 秋田市高陽幸町9-11 863-6133

菓子舗榮太楼 仁井田店 秋田市仁井田新田2-15-17 839-8115

菓子舗榮太楼 南通店 秋田市南通亀の町11-9 833-7251

菓子舗榮太楼 秋田駅トピコ店 秋田市中通7-1-2 秋田駅トピコ内 889-3581

キャッスル・デリカ 秋田市中通1-3-5 秋田キャッスルホテル1F 834-3938 焼き菓子（700円相当）　500円 https://www.castle-hotel.jp/

郷土菓子司 勝月 秋田市保戸野通町2-1 862-3045 お菓子詰め合わせ（600～700円相当）　500円

旭南高砂堂　旭南本店 秋田市旭南1-18-25 823-4021 オリジナル菓子詰め合わせ　500円 https://www.okashiyasan.co.jp/

ケーキの店 ボンボンの森 秋田市将軍野南2-5-2 845-7337
クッキー詰め合わせ（750円相当）　500円
クッキー詰め合わせ（1,500円相当）　1,000円
ケーキ付きカレーセット　1,000円

光月堂 秋田市中通6-15-13 832-3352
カトールスティック4本　500円
カトールスティック8本　1,000円

さん・サンTheCoffee 秋田市広面堤敷62-4 835-3201
スペシャルティコーヒー豆（100ｇ）　500円
スペシャルティコーヒー&ケーキ　500円

スイーツガーデン セレステ 翔 秋田市新屋沖田町3-1 828-7002
気まぐれチーズロール　500円
※冷凍でお渡しします

Souffle Pancake Rocco（スフレパン
ケーキロッコ）

秋田市手形山崎町3-20 070-0854-3331
パンケーキ2個・バニラトッピング＋ミニドリンク（IECコーヒー・紅茶 or HOT
コーヒー・紅茶）　1,000円

お菓子&
スイーツ

赤まん・青まん6個入（810円相当）　500円
さなづら8枚入（840円相当）　500円
冷凍 生どら焼き5個セット（1,150円相当）　1,000円
冷凍 ちょこっとさなづら5袋セット（1,250円相当）　1,000円

http://www.eitaro.net/



杉山物産 秋田市中通4-8-11 832-7518 お菓子詰め合わせ（800円相当）　500円

手づくりケーキ グランシェフ 秋田市泉中央2-11-5泉ビル内1F 863-6480
チュイール（ごま・かぼちゃ・アーモンド）3種セット　500円　※お一人様2セッ
トまで

ハチトニ製パン 秋田市中通7-1-2-3号 秋田ノーザンゲートスクエア1F 874-8262
お好きなお惣菜こっぺぱん1つ ＋ ハチトニあんホイップ（S） ＋ コーヒー
（HOT or COLD）セット　500円

Frult Cafe frukkly（フルックリー） 秋田市八橋鯲沼町10-33 853-5105
フルーツサンデー（お好きなフルーツ1つ）＋ドリンク（セットドリンクから1
つ） セット　500円
※平日限定

https://www.instagram.com/frukkly_akita/

ポンドール（杉山壽山堂） 秋田市川尻町字大川反170-82 823-5186 和菓子4個（1個151円～172円相当）　500円 https://www.morokoshi.jp

マダムコロー 秋田市東通1-6-23 836-5370 スフレチーズケーキ4号（1,080円相当）　500円

渡勇菓子舗 秋田市新屋元町15-5 828-4103
ロールケーキハーフ（600円相当）　500円
ロールケーキ1本（1,300円相当）1,000円
※売り切れた場合はシュークリーム

カイロプラクティックLINK 秋田市飯島新町3-2-23-2 811-1659 頭・目の周りのほぐし10分　500円

佐野薬局本店 秋田市保戸野通町3-31 823-9355
普段使いのかわいいキッチン雑貨セット（1,200円相当）　500円
※先着30名

D-SENCE by Beetle（ディーセンスバ
イビートル）

秋田市東通1-12-1 884-7865 前髪カット＋眉カット（2,200円相当）　1,000円 http://www.beetle-hair.com

TRUE☆HAIR Spring（トゥルーヘアスプ
リング）

秋田市広面小沼古川端34-6 836-2399
カウンセリング&ボディスキャン（1,000円相当）　500円
前髪カット（1,000円相当）　500円

BEETLE（ビートル） 秋田市東通2-13-1 837-3909 前髪カット＋眉カット（2,200円相当）　1,000円 http://www.beetle-hair.com

美容室シャトレ― 秋田市大町1-5-23 863-6845 マスク映えする大人女性の眉カット　500円 http://www.shatore-akita.com

ヘアスペースつばめカンパニー 秋田市中通1-3-39ダイアパレス中通203 827-7686 ドライヘッドマッサージ　500円 https://tsuba-com.jimdosite.com/

ユーランドホテル八橋 秋田市八橋イサノ2-16-29 863-7811 高気圧酸素BOX 30分利用　500円 http://www.youland.jp/

Relaxation salon arch（リラクゼー
ションサロンアーチ）

秋田市八橋本町3-13-17 イノベーションビル2F 201号室 807-4818 鼻毛ワックス脱毛（1,650円相当）　1,000円 https://arch-akita.com

秋田駅前酒房ぐらん炭 秋田市中通4-13-6 807-4388 炙り蟹みそ塩ラーメン&ミニ鉄火丼（1,150円相当）　1,000円 https://www.gurantan.jp/

秋田畑 秋田市中通1-4-3　エリアなかいち商業施設内1F 827-7708
あやめ卵の卵かけご飯セット（550円相当）　500円
※売切れ次第終了

https://www.akitabatake.com/

イタリア食堂ビランチャ 秋田市中通4-17-8あっちゃんビル5F 050-8881-0346 5種前菜盛り合わせ＋選べるパスタセット（1,500円相当）　1,000円 https://www.instagram.com/bilancia_akita/

市場いちばん寿司 秋田市中通4-7-35 秋田市民市場内 884-1844
いちばん寿司特製海鮮ちらし　1,000円
※月～土ランチライム（11：00～13：30）限定。1日20食限定。

お菓子&
スイーツ

健康
美容

ランチ＆
ディナー



稲庭中華そば 秋田本店 秋田市中通6-19-8 853-8121 稲庭特製中華そば（1,500円相当）　1,000円 https://www.inaniwacyukasoba-akitahonten.com/

インドレストラン ピーコック 秋田市八橋新川向4-17 824-6114
日替チキンカレー弁当（650円相当）　500円
Peacook弁当（1,250円相当）　1,000円

インド&ネパールレストラン パナス 御
野場店

秋田市御野場新町2-8-7 829-0185

インド&ネパールレストラン パナス 土
崎店

秋田市土崎港北7-2-30 846-6117

お肉とワイン コジコジ秋田駅前店 秋田市中通2-6-2公営駐車場ビル1F 874-7979 マルゲリータ 1枚（1,298円相当）　1,000円

回鮮 まぐろ亭 秋田市保戸野千代田町2-23 827-4700 チラシ寿司　1,000円

カレーハウス．ブー 秋田市下新城中野琵琶沼198-6 873-2957
エッグカレー（コロッケ1個、アイスコーヒーorウーロン茶付）　500円
チキンカレー（コロッケ1個、アイスコーヒーorウーロン茶付）　500円

カレーハウスCoCo壱番屋秋田土崎店 秋田市土崎港北7-2-35 816-0816

カレーハウスCoCo壱番屋秋田東通店 秋田市東通5-7-35 837-5146

カレーハウスCoCo壱番屋ラウンドワン
秋田店

秋田市卸町1-1-2 896-5519

禁煙ばー縁～ENISHI～ 秋田市山王1-7-20 栄憲ビル1F 090-8785-8436 冷麺＋生ビール（又はノンアルコールドリンク）セット　1,000円 https://minajirou51.wixsite.com/enishi

Jazz&Live THE・CATWALK 秋田市大町3-4-11ハイクリエイトNKビル地下1F 865-6699 晩酌セット（生ビールorグラスワイン1杯＋洋風オードブル）　1,000円 http://www.jazzcatwalk.net

札幌かに本家秋田店 秋田市中通2-3-8アトリオン12階 836-7888
晩酌セット（生ビール1杯＋おつまみ1,500円相当）　1,000円
※おつまみの内容は日により違います

食の館 香味 秋田市土崎港中央1-10-17 853-4844
生ビール1杯＋おつまみセット　500円
生ビール2杯＋おつまみセット　1,000円

小金龍 土崎店 秋田市土崎港東1-2-28 893-6187 きくらげ玉子あんかけラーメン（コーヒー付き）　500円

食堂ぽめ。 秋田市外旭川八幡田1-1-25 050-3718-4886 選べるドリンク＋おすすめの小鉢2品　1,000円

炭火焼 志庵 秋田市大町5-3-13　1F 863-7366
ワンドリンク＋おつまみ3品　or　ツードリンク＋おつまみ2品（2,000円相当）
1,000円

https://www.hotpepper.jp/strJ000953055

セリオンキッチン 秋田市土崎港西1-9-1 847-0033 鶏照焼重（味噌汁付き）　500円 http://www.selion-akita.com

創鮓 庵河豚 秋田市保戸野桜町10-6 866-8318
ふぐ唐揚テイクアウト　1,000円
ふぐ刺身テイクアウト　1,000円

太助寿司 本店 秋田市下新城中野琵琶沼439-5 873-6975 特選3貫盛り 本マグロ赤身・活〆真鯛・トロサーモン（660円相当）　500円

ランチ＆
ディナー

日替りカレー＋ナン　500円　※飲み物、サラダ、おかわりはなし

レトルトポークカレー・甘口ポークカレーのセット　500円
お持ち帰り用ポークカレー・甘口ポークカレーのセット（ルーのみ）　500円

https://www.ichibanya.co.jp



ティールーム陶 秋田市中通2-1-21 833-2843
実の色 秋セット（ビーフカレー＋コーヒー＋ホットケーキのセット1,280円相
当）　1,000円

http://www.sakaida01.co.jp

ナガハマコーヒー秋田駅前店 秋田市千秋久保田町4-2 秋田オーパ1F 825-7051
本日のパスタ＋ドリンク（コーヒーor紅茶）セット　1,000円
※ランチタイム限定

西丸 秋田市南通築地3-2 832-7590 日替り定食・その日のおすすめ定食（1日限定10食）　1,000円 http://www.akita-nishimaru.com/

ヌードルバル オクト 秋田市千秋明徳町2-10 893-6675 カラアゲボックス Sサイズ（560円相当）　500円 https://noodlebar-octo.shopinfo.jp/

Pi Café 秋田市中通4-15-9 832-5916
ミートソースのフィットチーネ（サラダ、デミタスサイズのコーヒー付き）　500
円

ブッチャーノ 秋田市川尻大川町1-1 800-0044 「オムライススタジアム」優秀店のオムライス（780円）　500円

ベンガルカレー亭マンナン 秋田市外旭川字小谷地44-1 838-7383
チキンカレー＋ライス（815円相当）　500円
ビリヤンセット（1,200円相当）　1,000円

http://mannancurry.blog.fc2.com/

ほっとコーナー クロッセ店 秋田市中通2-5-1 クロッセ秋田 2F 838-1332 ポークカレーセット（コーヒー、シフォンケーキ付き　1,500円相当）　1,000円

ほっとコーナー 西武秋田店 秋田市中通2-6-1 西武秋田店 2F 833-0511
シーフードナポリタンセット（コーヒー、シフォンケーキ付き　1,500円相当）
1,000円

御廚 光琳 秋田市中通1-4-3　エリアなかいち商業施設内2F 832-2002
コーヒー&アイスセット　500円
※お食事の方

http://www.kourin.net

ラーメン鈴弥 秋田本店 秋田市仁井田本町3-14-15 853-6064
賄い醤油ラーメン（780円相当）　500円
チゲらーめん＋餃子（1,330円相当）　1,000円

らーめん処珍竹林 秋田市広面字昼寝67-1 831-9330 鶏中華そば（680円相当）　500円

イシカワ 秋田市土崎港中央1-8-30 845-2420 リース・ハーバリウムのワークショップ　1,000円 https://iskw.gicz.tokyo/

梅屋楽器店 秋田市中通6-4-23 837-6151 津軽三味線コース・お琴コース　和楽器体験　500円 https://uvision.jp/studio/

SSS秋田スタジオ 秋田市保戸野通町6-20 802-0584
3min stretch（体験ストレッチ）　1,000円
※身体の悩みに合わせて4～5手技で解消します

金森韓国語・中国語教室 秋田市卸町2-2-7秋田まるごと市場2階 866-5068 韓国語・中国語 40分の個人体験レッスン（1言語お一人様1回限り）500円 https://kanamori-gogaku.jimdofree.com/

KuKuRu 秋田市南通宮田15-29イロハ茶店内 090-1377-0086
テニスボールで腸もみセルフケア　1,000円
※免疫アップや体質改善に効果的な腸セラピーをレクチャーします

申込QR

ゴルフディア 秋田市桜ガ丘　秋田ゴルフガーデン 080-7697-7940 初心者限定！15分ゴルフ体験（プロのアドバイス付き）　500円 https://golfdia.net/post/stamp

杉本珈琲店 秋田市保戸野通町5-34 863-2176 コーヒードリップ体験　500円

ダンススタジオS.T.Rays 秋田市牛島東7-31-10 833-7906 ジャズダンスのレッスン体験　500円 https://cpstyle.jp/akitashi/shops/156720

ランチ＆
ディナー

体験



TIARE＊（ティアレ） 秋田市八橋本町3-18-5 893-4107
筋トレ初心者でもできるパワープレートトレーニング15分体験　500円
「シミケア5ショット体験」フェイシャルパック付き　1,000円

https://www.tiarecare.com/

時計・メガネのイチノセキ　広面店 秋田市広面字昼寝23-5 832-4533 白内障術後等のレンズの選び方・補聴器の進化と音声体験　無料

トドクライミング 秋田市上北手百崎字石川22 838-6880 体験クライミング（レンタルシューズは無料）60分　1,000円 https://www.matsumoto-car.com/todoclimbing

Natural Kitchen アンジェリカ 秋田市新屋勝平台5-24-101 811-0839 免疫力アップのおいしい薬膳スイーツと体質別薬膳茶の作り方体験　1,000円 http://cafe-angelica.com

ヒーリングスクール Ai・balance（ア
イ・バランス）

秋田市山王7-7 090-3360-1165
はぴほる先生の楽しい瞑想レッスン☆
1日10分の習慣ではっぴーになる！！　約70分1,000円

https://ai-balance.com

beauty salon gerbera（ビューティー
サロンジェルブラ）

秋田市桜台2-12-1 811-0771 ツヤ肌スキンケア&ベースメイクレッスン&美眉作り！！　1,000円 http://gerbera-akita.com

Beauty Studio K2 秋田市大町1-5-23 883-5121
大人のメイクレッスン　1,000円
（マスクをしてもキレイに見えるメイクレッスンです）

http://www.shatore-akita.com

POLA エステインfamy 秋田市泉南3-1-25ボックスビル2F 823-0078
①エッセンシャルオイル香るサシェ・バスソルト手作り体験（材料費2つで1,000円）
②ハンドトリートメント、メークレッスン、セルフマッサージレッスン無料

http://www.pola.net/b/pola/info/52122

マルシュ（女性の足専門サロン＆
ショップ）

秋田市東通仲町9-5 1階 080-2815-0945
姿勢改善・痛み対策・質の高いウォーキングのヒントに！「初回 姿勢&歩行ミニ
レッスン（20分）」（1650円相当）　1,000円

http://www.akita-footcare.com

秋田県産品プラザ 秋田市中通2-3-8 アトリオンB-1 836-7830
稲庭うどん、男鹿の塩、リンゴジュース、トロリンゴ、ぼたん2個（800円相当）
500円

http://www.a-bussan.jp

市場の酒場（あきた市民市場メイト） 秋田市中通4-7-35 秋田市民市場内 893-3917 福乃友 吟醸酒粕「粕味」 900ｇ1パック　500円

伊藤商店 秋田市中通4-7-35 秋田市民市場内 835-7206 旬な果物　1,000円

上村鮮魚店 秋田市中通4-7-35 秋田市民市場内 832-2529 お刺身盛り合わせ（700円～800円相当）　500円

お茶の辻吟 秋田市大町5-3-32 862-2888 ワンコイン茶60ｇ　500円

加藤本店 秋田市中通4-7-35 秋田市民市場内 832-2940
辛口筋子（切れ子） 100ｇ1パック　500円
糠いわし 3本　500円

グランマート外旭川店 秋田市外旭川字小谷地25 868-2323 ヤマキウ 焼ねぎ秋田味噌　500円

珈琲工房ビーンズ 秋田市保戸野原の町9-57 864-3060 オリジナルブレンドコーヒー「秋のそら」150ｇ　500円 https://beans.crayonsite.net

後藤酒店 秋田市保戸野通町2-27 862-2185 スペインの辛口スパークリングワイン（1,200円相当）　1,000円 http://goto-sake.com/

酒の英雄 本店 秋田市旭南3-7-48 862-5983
缶チューハイ詰め合わせ（700～800円相当）　500円
ワイン・清酒（700～800円相当）　500円

https://sakenoeiyu.com/

山王米穀 秋田市山王沼田町11-10 865-4181 あきたこまち3kg or ひとめぼれ3kg（1,518円相当）　1,000円

体験

酒類
食料品



進藤水産 秋田市中通4-7-35 秋田市民市場内 833-1816 サーモンいくら 100ｇ1パック　500円

杉本珈琲店 秋田市保戸野通町5-34 863-2176 グアテマラ アンティグア ジャスミン 150ｇ　500円

すっぽんかがや 秋田市中通4-7-35 秋田市民市場内 833-1074 日替わりおさしみセット　1,000円

高寅 秋田市中通4-7-35 秋田市民市場内 832-6930 たらこ200ｇ（600円相当）　500円

生ラムジンギスカン ラムだっちゃ 秋田市山王1-10-20 山昭ビル2F 838-7131 味付きラムショルダー（安藤醸造謹製タレ味）　500円 https://www.lamb-daccha.com

なるみ酒店 本店 秋田市保戸野千代田町16-6 823-0315 お酒1本＋おつまみ1袋　500円 http://naruminet.com/

Ｈerbal Cafe PRANA 秋田市泉中央4-14-27 863-2286
ハーブティー飲み比べ4種セット（864円相当）　500円
オーダーメイドハーブティー30ｇ（1,728円相当）　1,000円

https://herbalcafeprana.raku-uru.jp

八幡平ポーク直売所 泉店 秋田市泉北4-2-6 863-6129

八幡平ポーク直売所 御野場店 秋田市御野場2-1-9 829-2989

八幡平ポーク直売所 広面店 秋田市広面字釣瓶町2-5 836-1189

ぱっぷや 市場市場店 秋田市中通4-7-35 秋田市民市場内 827-5185

ぱっぷや まるごと市場店 秋田市卸町2-2-7 まるごと市場内 896-6101

ひらの酒店 秋田市南通築地3-5 832-3658 輸入ワイン1本　500円・1,000円

深堀商店 秋田市中通4-7-35 秋田市民市場内 833-7076 紅鮭1ケース（5切入り）　500円

ポルミート 秋田市中通4-7-35 秋田市民市場内 874-8672 特設コーナーソーセージ（1,000円相当）　500円

秋田中央生花 秋田市大町1-4-16 862-7663 ドライフラワー（ミニブーケ）　500円 https://www.eflora.co.jp/shop/akitacsk/

アロマテラピーショップPfre 秋田市中通2-1-1佐々木ビル1F 853-7278
精油3ml（660円相当）　500円
精油2本＋アロマストーン（1,870円相当）　1,000円

http://pfre-aroma.com/

イシカワ 秋田市土崎港中央1-8-30 845-2420
文具等詰め合わせ（750円相当）500円、（1,500円相当）1,000円
1,000円くじ ハーバリウム等（2,000円相当）　1,000円

https://iskw.gicz.tokyo/

風と地と吾 秋田市中通2-1-1 佐々木ビル1F 893-4331
キャンディーソープバー（小605円、大1,100円相当）　小500円　大1,000円
アンティークトレー（小770円、大990円相当）　小大500円

https://www.kazetochinowa.jp/

カジュアルショップ JOE 秋田市手形山崎町10-62 833-9781 デニム裾上げチェーンステッチ　1,000円

酒類
食料品

精肉セット（700円相当）　500円
焼豚ブロック（1,300円相当）　1,000円

http://www.dear-pork.com/

5種類の味から選べる「ぱっぷや唐揚げ」テイクアウト（620円相当）　500円

日用品
雑貨



カモヤ眼鏡店 秋田市保戸野通町3-26 862-6837
補聴器電池（1,200円相当）　500円
めがねくもり止めクリーナー＋携帯用アルコール除菌ジェル（1,050円相当）
500円

喫茶コ 秋田市千秋久保田町5-52 保冷も保温もおまかせ 高性能ミニサイズボトル　1,000円 https://www.yorumoka-co.com/

暮らし楽しみ店『story cat』 秋田市八橋本町1-1-36本間ビル1階 838-5450
秋田杉、青森ヒバ商品、菓子セット（550～700円相当）　500円
水引HALUアクセサリー（1,500円相当）　1,000円

https://www.story-cat.com/

コーアロマティカ サロンアンドスクー
ル

秋田市中通2-5-1 クロッセ秋田4F 802-0365
アロマストーン各種　500円・1,000円
感染対策に◎！ユーカリ精油10ml　1,000円

https://www.koo-aroma.com/

サイクルショップ タカハシ 秋田市大町1-6-27 862-6261
ワイヤーロック MT-718（1,210円相当）　500円
多目的オイル ワコーズ・ラスペネ180ml（1,320円相当）　1,000円

JIKODO 秋田市大町1-2-7 サンパティオ大町 888-3800
“こころを伝える”パールジュエリーマナーブック＋お手入れ用真珠テリクロス
（1,265円相当）　500円

https://jikodo.com

しふぉん 秋田市中通4-7-35 秋田市民市場内 090-4315-4246 特設ワゴンコーナー商品に限り1点　500円

島田屋 秋田市手形字蛇野11-3 833-3832
紳士用・婦人用肌着1枚　500円
タオル2枚組　500円

食器のさかいだ 秋田市中通2-1-21 833-2843 ワンコイン福袋「moz」シリーズ　500円 http://www.sakaida01.co.jp

千釜陶器店 秋田市保戸野通町4-26 862-3065 ミニ有田市コーナー　500円・1,000円

陶苑むらき 秋田市中通6-3-24 835-0077 有田焼白磁多用皿　1,000円

東部ガスプ・ラ・ザ 秋田中央店 秋田市楢山川口境6-17 837-1671
くり型ごはん鍋　1,000円
※限定20個

http://www.0120082468.com/

時計・メガネのイチノセキ　桜店 秋田市桜2-15-34 833-9033

時計・メガネのイチノセキ　広面店 秋田市広面字昼寝23-5 832-4533

通町花のさとう 秋田市保戸野通町4-25 823-8620 お好きなお花（800円相当）　500円 http://hanano-satou.jp/

那波紙店 秋田市大町4-3-35 823-4311 便箋・封筒などの和小物詰め合わせ（800円相当）　500円

南蛮屋あおい／器屋あおい大町店 秋田市大町1-3-27 862-2746 竿燈まつり小布（50㎝×50㎝）　1,000円

まめまめハウス本店 秋田市東通仲町4-1アルヴェ1F 837-2058
コーヒー豆、紅茶のセット（700円相当）　500円
輸入菓子の詰め合わせ（700円相当）　500円

https://mamemamehouse.com/

めがねの平和堂 秋田市御野場新町2-24-17 839-5482
補聴器電池6粒入り1パック（1,200円相当）　500円
※補聴器のご相談は無料で行っております

ロイヤルミンク田中 ダイヤパレス中通
本店

秋田市中通1-3-39ダイアパレス中通 833-0868 ミンクストラップ（バックチャーム）　1,000円 http://royalmink.jp/

日用品
雑貨

補聴器電池1パック（1,200円相当）　500円
腕時計電池交換　1,000円　※ただし、特別な電池交換品を除く
メガネ専用クリーナー（800円相当）　500円
※視力測定・聴力測定　無料



秋田県立博物館ミュージアムショップ 秋田市金足鳰崎後山52 872-1770 菅江真澄絵はがき（900円相当）　500円 http://akita-museumshop.com/

風間石材店 秋田市大町3-5-4 823-3257 終活ノート『マイ・ウェイ』（1,000円相当）　500円 https://www.kazamasekizaiten.com/

クレセント☆スター 秋田市広面字土手下94　D 827-7621
「タロット占い」または「西洋手相占い」（10分程度）　500円
※お一人1回限り。要事前予約。

https://bastetldlab.wixsite.com/bastet

タイヤガーデン秋田中央 秋田市寺内字三千刈312-1 865-2105 軽自動車限定（ハイブリッド車を除く）オイル交換　1,000円

みかみ写真館 秋田市広面字昼寝29-9 832-3074
マイナンバーカード用写真とポートレート写真のセット（3,000円相当）　1,000
円

クリーニング アッと！ 新屋ナイス店 秋田市新屋比内町17-3 828-6004
雨や汚れをはじく「はっ水加工」 or 大切な人を菌やウイルスから守る「Vガー
ド」　500円

クリーニング アッと！ 御野場ナイス
店

秋田市仁井田本町5-6-6 829-2109
雨や汚れをはじく「はっ水加工」 or 大切な人を菌やウイルスから守る「Vガー
ド」　500円

クリーニング アピア 泉タカヤナギ店 秋田市泉菅野2-1-1 866-2306
雨や汚れをはじく「はっ水加工」 or 大切な人を菌やウイルスから守る「Vガー
ド」　500円

クリーニング アピア 外旭川ナイス店 秋田市外旭川字三後田31 868-0312
雨や汚れをはじく「はっ水加工」 or 大切な人を菌やウイルスから守る「Vガー
ド」　500円

クリーニング アピア 楢山店 秋田市楢山登町3-43 874-8448
雨や汚れをはじく「はっ水加工」 or 大切な人を菌やウイルスから守る「Vガー
ド」　500円

クリーニング アピア 仁井田本店 秋田市仁井田栄町11-18 839-0975
雨や汚れをはじく「はっ水加工」 or 大切な人を菌やウイルスから守る「Vガー
ド」　500円

https://yotsuya-drycleaning.com/

クリーニング アピア 割山ナイス店 秋田市新屋豊町3-55 867-2944
雨や汚れをはじく「はっ水加工」 or 大切な人を菌やウイルスから守る「Vガー
ド」　500円

ママ号のクリーニング 山手台店 秋田市山手台1-1-8 080-3911-4601
雨や汚れをはじく「はっ水加工」 or 大切な人を菌やウイルスから守る「Vガー
ド」　500円

趣味
その他


