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ファミリーレストラン 123 にかほ市 象潟町荒屋下２１ 飲食店 JS-0003-5946

潮乃家 にかほ市 平沢家ノ後１ 飲食店 JS-0003-6282

TDK ゲストハウス にかほ市 平沢画書面１５ 飲食店 JS-0003-1280

すし屋の中川 にかほ市 平沢前谷地１１６－５１ 飲食店 JS-0003-6285

パティスリー白川 にかほ市 象潟町２－塩越２１ ショッピング JS-0005-4968

FRIESHOUSE SANZAEMON にかほ市 象潟町大塩越３６－１ ショッピング JS-0003-3118

民芸 美穂 にかほ市 平沢字清水５０－１１ ショッピング JS-0005-5312

La Viola にかほ市 平沢字天ヶ町４７ サービス JS-0005-4801

ふぁみりーれすとらん いなほ 横手市 安田字堰端９７ー３　 飲食店 SL-2000-7832

海転すし誠横手店 横手市 安田字向田２０２ 飲食店 JS-0005-8055

よいの座 誠 横手市 安田字向田２０２ 飲食店 JS-0005-9781

寧お 横手市 駅前町７－１７－７ 飲食店 JS-0004-9615

ラーメンともや 横手市 四日町６－９ 飲食店 JS-0005-8240

La 炭之助 横手市 寿町９－８　寿ビル２・３Ｆ 飲食店 JS-0004-9616

ル・カフェ・プランタニエ 横手市 十文字町字通町３－７　 飲食店 SL-2000-0154

かつ喜横手店 横手市 条里１－１７－５ 飲食店 JS-0000-2715

ステーキハウス スフィーダ 横手市 杉目字七日市７３－１ 飲食店 JS-0004-7234

BOO BOO KITCHEN 横手市 前郷字下三枚橋２０５－１ 飲食店 JS-0004-9817

珈琲とお酒のお店 Tall’s 横手市 前郷上三枚橋２５ 飲食店 JS-0004-5639

Potstill shibata 横手市 大町５－３３　桧山ビル 飲食店 JS-0005-4862

横手番長 横手市 鍛冶町２－４５　山一ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5312

つがみ 横手市 鍛冶町８－２１　佐野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0083

やきとり男寿狼 横手市 中央町７－５ 飲食店 JS-0002-0653

旨味処 出端屋 横手市 田中町１－２３ 飲食店 JS-0004-8611

海鮮居酒屋 若大将横手店 横手市 梅の木町８－９ 飲食店 JS-0001-8921

魯句彩亭 横手市 婦気大堤西野１１－１ 飲食店 JS-0002-1507

Bar・PaSaPorte 横手市 婦気大堤田久保下２０４－１ 飲食店 JS-0001-4484

平花とんぼ 横手市 平鹿町浅舞字浅舞３６６－１ 飲食店 JS-0005-7033

アンフィニ横手 横手市 安田越廻１３－３　 ショッピング SL-2000-4480

coquet いしとよ 横手市 寿町５－６ ショッピング AL-0000-0104

ピザテン・フォー秋田十文字店 2 横手市 十文字町大道東５４－４　　 ショッピング PK-0000-5139

ピザテン・フォー秋田十文字店 1 横手市 十文字町大道東５４－４　　 ショッピング PK-0000-5769

オプティカルギャラリーイクス十文字店 横手市 十文字町本町１３－５ ショッピング JS-0001-0204

ミセス・サンタ 横手市 十文字町本町２８－２　 ショッピング SL-2001-1086

コンタクトショップ Sakura 横手市 条里１－１０－１７ ショッピング JS-0000-7341

るり工房 横手市 赤坂富ケ沢６２－４６　秋田ふるさと村２Ｆ ショッピング JS-0000-4564

遊工房 楽画喜や 横手市 赤坂富ケ沢６２－４６　秋田ふるさと村内 ショッピング JS-0000-4863

がいふう舎 横手市 赤坂富ケ沢６２－４６　秋田県立近代美術館内 ショッピング JS-0001-9786

wood stock 横手市 田中町４－２３ ショッピング SL-2000-7804

ハームズウェイ 横手市 八幡字石町７０　 ショッピング JS-0000-3833
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メゾンノートル 横手市 婦気大堤婦気前２７０－５ ショッピング SL-2000-4262

ロードステーションジャパン 横手市 雄物川町今宿字鳴田１１９－１　 ショッピング SL-2001-0009

横手ファミリー調剤薬局 横手市 横手町大関越１６６－２ サービス JS-0003-7654

横手調剤薬局 横手市 根岸町７－３７ サービス JS-0003-7656

セゾン マルシェ 横手市 十文字町海道下２８－２０　 サービス SL-2000-6695

A L’aise HAIR 横手市 十文字町西下３２－２５ サービス JS-0000-7349

アート写真館 横手市 条里１－７－２３ サービス JS-0000-4688

A．Q．A 横手店 横手市 前郷上在家６９－４ その他 JS-0004-5514

有限会社渡部畳店 潟上市 昭和大久保堤の上９１－１１５ ショッピング JS-0003-9508

佐藤食品株式会社 潟上市 昭和大久保片田千刈田２６ ショッピング JS-0003-9200

ドリームショップくらかけ売店 潟上市 天王字江川上谷地１０９－２ ショッピング JS-0005-5976

ソフトバンク 天王 潟上市 天王棒沼台２７２－１６ ショッピング JS-0003-7308

STANDBYME 潟上市 飯田川飯塚字水神端１３１－２ ショッピング SL-2000-3019

小玉醸造株式会社 潟上市 飯田川飯塚字飯塚３４－１ ショッピング JS-0005-2219

ポークランド桃豚直売所こもも小坂店 鹿角郡 小坂町小坂上前田４－５　 ショッピング SL-2000-8752

食事処 ふくはうち 鹿角市 花輪堰向７ 飲食店 JS-0001-1280

870BAR 鹿角市 花輪字堰向２６　 飲食店 SL-2000-4760

Dining Cocktail パレット 鹿角市 花輪字下花輪１－１０ 飲食店 JS-0005-1542

呑み処 いろは 鹿角市 十和田大湯上ノ湯２６－１６ 飲食店 JS-0003-4913

錦寿司 鹿角市 十和田毛馬内南陣場６－５ 飲食店 JS-0002-3617

史跡尾去沢鉱山 レストラン 鹿角市 尾去沢獅子沢１３－５ 飲食店 JS-0004-6365

史跡尾去沢鉱山 売店 鹿角市 尾去沢獅子沢１３－５ 飲食店 JS-0004-6391

御菓子司 小田 鹿角市 花輪字堰向６８ ショッピング JS-0005-2493

ポークランド桃豚直売所こもも十和田店 鹿角市 十和田毛馬内上陣場７４　 ショッピング SL-2000-8753

山崎自動車工業 鹿角市 花輪蒼前平２－１ サービス JS-0001-1293

四季彩 秋田市 旭北栄町２－９ 飲食店 JS-0005-2584

よりどころ親子 秋田市 外旭川字三後田８７－６ 飲食店 JS-0005-7452

とんぼ亭 秋田市 外旭川八幡田２０９－４ 飲食店 JS-0002-9951

たにやん 秋田市 高陽幸町２－４０　　 飲食店 ZN-2000-1389

上野苑 秋田市 高陽幸町２－４４ 飲食店 JS-0004-2878

あわい 秋田市 高陽幸町５－１５ 飲食店 JS-0005-5645

北海道レストランルンゴカーニバル秋田店 秋田市 高陽幸町８－２３ 飲食店 JS-0004-1472

焼鳥 dining とりたか 秋田市 高陽青柳町１－５０　スクエアビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5625

旬彩ふくろう亭 秋田市 山王１－１２－１７ 飲食店 JS-0002-0906

芝良久 秋田市 山王１－２－１７　　 飲食店 ZN-0002-4220

毘膳 秋田市 山王１－３－１８　ノーベル山王１－１０１ 飲食店 JS-0003-1699

エノテカ オルモ デル カウカソ 秋田市 山王１－６－２０　マルタビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2569

炙り焼き こげめ 秋田市 山王１－８－１５ 飲食店 JS-0001-8485

ビストロ ラエール 秋田市 山王１－８－９ 飲食店 JS-0005-0714

SUMMIT 秋田市 山王１－９－１５　山王セカンドビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9948

菜八 秋田市 山王２－１０－１０ 飲食店 JS-0000-2031

旬季 ぷくぷく 秋田市 山王２－１１－４０－２ 飲食店 JS-0002-9425

a．e．GARDEN 秋田市 山王２－７－４１　ニュー山王ビル１Ｆ－１ 飲食店 JS-0002-6530

秋田牛玄亭泰庵 秋田市 山王３－１－３３　　 飲食店 ZN-0001-3611
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食彩 酔蓮 秋田市 山王３－１－７　東カンビルＢ１Ｆ－Ｅ２ 飲食店 JS-0002-6081

旨いもんや 清野太郎 秋田市 山王４－６－２０　合同ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4890

ホルモン厨房 暖団家 秋田市 仁井田新田１－５－１５ 飲食店 JS-0001-4950

かつ喜秋田仁井田店 秋田市 仁井田新田２－６－２１ 飲食店 JS-0000-2714

遊庵 雅 秋田市 千秋久保田町５－２９　POLARIS Bld １Ｆ 飲食店 JS-0001-7550

ガド・ガド 秋田市 千秋矢留町５－１　メゾン・ド・セドール１Ｆ 飲食店 JS-0001-6429

焼肉くにお 秋田市 川元開和町３－２　ガーデンビル　　 飲食店 ZN-2000-2295

発酵食工房和美 sabi 秋田市 川尻御休町４－１３ 飲食店 JS-0005-3810

酒庵田なか 秋田市 泉中央２－６－１４　　 飲食店 ZN-0001-4162

鮨ふじ貴 秋田市 泉南２－１－２４ 飲食店 JS-0000-6456

小料理佐久 秋田市 泉南３－１６－１５ 飲食店 JS-0004-5919

PeePal 秋田市 大住２－１８－１６ 飲食店 JS-0003-7355

ミュージックバー ポルト 秋田市 大町１－２－７　　 飲食店 ZN-2000-0872

Dining 想 秋田市 大町１－３－２２ 飲食店 JS-0002-9151

イタリア厨房ナガア 秋田市 大町１－３－２７　大町商屋館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4119

割烹 三四郎 秋田市 大町２－１－９　新秋田ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-6914

秋田の食堂やまと 秋田市 大町２－４－２９ 飲食店 JS-0004-8991

横田屋 秋田市 大町３－１－１７ 飲食店 JS-0000-5839

千載一遇 秋田市 大町３－２－２２　ジャスマック秋田館１０３ 飲食店 JS-0002-5281

篤丸 秋田市 大町３－２－２６ 飲食店 JS-0002-1429

BARRosso すずらん通り店 秋田市 大町３－２－３１　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4125

料亭 志田屋 秋田市 大町３－５－１１　 飲食店 SL-2000-3564

貝々 秋田市 大町４－１－４　　 飲食店 ZN-0001-4170

道頓堀 秋田市 大町４－２－２ 飲食店 JS-0004-1011

隠れ酒処こよい 秋田市 大町４－２－２０ 飲食店 JS-0005-7644

和食お多福 秋田市 大町４－２－２５　　 飲食店 ZN-0001-3626

やきとり宮本川反店 秋田市 大町４－２－３１ 飲食店 JS-0000-4120

紅がら屋 秋田市 大町４－２－３４　キプロスビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2413

GOOD HEAVENS 秋田市 大町４－２－４　１Ｆ 飲食店 JS-0003-1418

ローストビーフ酒場 USHIMARU 秋田市 大町４－２－５ 飲食店 JS-0003-4164

酒・飯・楽 Omoshe 秋田市 大町４－３－７ 飲食店 JS-0004-7806

レストランエーワン 秋田市 大町５－１－２２ 飲食店 JS-0000-6074

壺中 秋田市 大町５－１－２３２　BOX ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4704

オイスターダイニングせるふぃっしゅ 秋田市 大町５－１－２３２　BOX ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-6607

たかにし 秋田市 大町５－１－３　八番館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3013

鮨 BAR 金亀 秋田市 大町５－１－６　K&Z ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3719

百舌鳥 秋田市 大町５－２－１５　川反ウイングビル　 飲食店 ZN-2000-4324

STING 秋田市 大町５－２－１５　川反ウイングビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6763

ろく 秋田市 大町５－２－１９ 飲食店 JS-0003-1548

BAIRO CAFE 秋田市 大町５－２－３３ 飲食店 JS-0000-9276

川反軒 秋田市 大町５－２－４２ 飲食店 JS-0002-7622

炭やき 佐のいち 秋田市 大町５－２－６ 飲食店 JS-0002-8969

味治 秋田市 大町５－２－７　 飲食店 SL-2000-0637

STANDUP 秋田市 大町５－３－１３　加納ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-7730
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JAH 秋田市 大町５－３－１６１　BOX ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-4400

火乃座 秋田市 大町５－３－２ 飲食店 JS-0004-3726

コリアン 秋田市 大町５－３－２３　横町クロスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3753

日本酒 DiningKURO 秋田市 大町５－３－３１　清水ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1422

BARcork 秋田市 大町５－４－１３　　 飲食店 ZN-0001-3792

mixbarEden 秋田市 大町５－４－１７　プチ・サンワビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4646

CHICKENSTOCK 秋田市 大町５－４－１９　第３NK ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3154

居酒屋こんの 秋田市 大町５－４－３７ 飲食店 JS-0004-6609

HAGURE 秋田市 大町６－２－６４ 飲食店 JS-0000-4452

輪言 秋田市 大町６－２－６４　第一サンビル１０２ 飲食店 JS-0004-1948

横町大衆酒場アケガラス 秋田市 大町６－２－７ 飲食店 JS-0002-6162

どん呑亭 秋田市 大町６－２－８ 飲食店 JS-0003-8978

居酒屋ぽっぽや 秋田市 中通２－６－４４　ニュー金座街ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-3061

Cafe ＆ Bar ポップコーン 秋田市 中通２－７－２　緑屋ビル別館２Ｆ 飲食店 JS-0004-2733

げんき屋秋田駅前店 秋田市 中通２－７－２　緑屋駅前ビル 飲食店 JS-0001-3040

カフェバル・グランチェ 秋田市 中通４－１１－９　　 飲食店 ZN-0002-9736

秋田駅前酒房ぐらん炭 秋田市 中通４－１３－６　互大設備工業ビル　 飲食店 ZN-0001-4072

魚一家 秋田市 中通４－１４－２２　木内ビル１０１　 飲食店 ZN-0002-8159

居酒屋なべ勝 秋田市 中通４－１４－２４　丸秋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-4226

炭火焼酒房ぐらん炭 秋田市 中通４－１４－３０　　 飲食店 ZN-2000-4561

カフェ ネコックス 秋田市 中通４－１６－１１　八竜ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9421

BARRosso 駅前店 秋田市 中通４－１６－１１　八竜ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-3802

留り木 秋田市 中通４－１６－９　ナイスビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2980

和食 なり 秋田市 中通４－１７－３０　フォレストワン２Ｆ 飲食店 SL-2000-5014

どるず珈琲店 秋田市 中通４－７－３５ 飲食店 JS-0004-6767

市場の酒屋 秋田市 中通４－７－３５ 飲食店 JS-0004-9142

餃子 玖 秋田市 中通４－９－４ 飲食店 JS-0005-6902

G．kitchen 秋田市 中通５－１０－２０　ｽﾘｰﾌﾟﾗｽﾊﾟｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ２Ｆ 飲食店 JS-0001-3377

小野家 秋田市 中通５－４－１８　　 飲食店 ZN-0001-4114

ん。TACHIKAWA 秋田市 中通５－５－３９ 飲食店 JS-0003-6891

中通 chillout 秋田市 中通５－８－１２　１Ｆ　 飲食店 SL-2000-6092

いろは 秋田市 中通６－１３－２０ 飲食店 JS-0001-3021

SOUPHOLIC 秋田市 中通６－９－１０－Ｃ 飲食店 JS-0003-2008

食の舘　香味 秋田市 土崎港中央１－１０－１７　　 飲食店 PK-0000-6793

酔って家 秋田市 土崎港中央３－４－３ 飲食店 JS-0000-8729

La Sala 秋田市 東通５－１２－２１ 飲食店 JS-0005-9349

一や 秋田市 南通みその町２－１２　　 飲食店 ZN-0001-4113

そば処たちそば 秋田市 南通亀の町１－３　 飲食店 SL-2000-2144

花鳥風月 秋田市 南通亀の町１－８ 飲食店 JS-0001-9812

BEER FLIGHT 秋田市 南通亀の町４－１５　ヤマキウビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9949

西丸 秋田市 南通築地３－２　　 飲食店 ZN-2000-1824

レストラン おいしんぼ 秋田市 八橋本町１－１－４８ 飲食店 JS-0000-3775

創鮓  庵河豚 秋田市 保戸野桜町１０－６　 飲食店 SL-2001-0382

酒菜や香蔵 秋田市 保戸野千代田町１３－６５　 飲食店 SL-2000-5970
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中国料理甜甜酒楼 秋田市 保戸野千代田町１３－７０ 飲食店 JS-0002-5541

回鮮まぐろ亭 秋田市 保戸野千代田町２－２３ 飲食店 JS-0004-1385

趣味のあじ処いと 秋田市 保戸野鉄砲町３－３１　　 飲食店 ZN-2000-4077

サンキューメガネ茨島店 秋田市 茨島４－３－１８　イオンタウン茨島内 ショッピング JS-0001-2805

焙煎工房　麻布 秋田市 茨島４－６－４３　グリ－ンパル店舗Ｂ　 ショッピング PK-0000-8201

南蛮屋あおい茨島店 秋田市 茨島６－１－２７　眼鏡市場茨島店内 ショッピング JS-0001-1286

ルアーショップ オーズ 秋田市 下新城中野琵琶沼２５８－３ ショッピング JS-0003-1604

CLIP クラシノモノ 秋田市 外旭川八幡田１－１５－１４ ショッピング JS-0002-7631

フローリスト春花 秋田市 外旭川八幡田１－１７－８ ショッピング JS-0003-5156

greenpiece 秋田市 外旭川八幡田１５１－１ ショッピング JS-0002-7335

肉のわかばマイスター 秋田市 外旭川八柳３－１６－１１　 ショッピング SL-2000-7481

二木ゴルフ 秋田店 秋田市 牛島西１－１－２２　 ショッピング AX-2000-0047

BOOMERANG 秋田市 牛島東４－１－６－２ ショッピング JS-0002-1875

drugstore’sSHOP 秋田店 秋田市 御所野元町１－１－１　フレスポ１Ｆ ショッピング JS-0002-4975

フラワーふぁーむはやさか 秋田市 御野場新町２－２４－２ ショッピング JS-0005-2026

吉田商店 秋田市 広面字谷内佐渡３３－１ ショッピング JS-0005-7584

ソフトバンク 広面 秋田市 広面谷地沖１５－１ ショッピング JS-0003-7306

ラ・フランス 秋田市 広面樋ノ下１３－２ ショッピング JS-0003-2045

NATURE 秋田市 広面蓮沼８５－１ ショッピング JS-0003-0141

メガネのタカヤ秋田店 秋田市 高陽幸町１４－３５ ショッピング JS-0002-6992

株式会社カネダイ仏壇館 秋田店 秋田市 山王２－５－２２ ショッピング JS-0004-5430

ハセベギフト株式会社 秋田市 山王３－１－３４ ショッピング JS-0004-1967

とみや 秋田店 秋田市 山王３－８－３４　サンノウツインビル　 ショッピング SL-2000-9627

コルチカム 秋田市 山王５－１１－３１ ショッピング JS-0001-4232

ル・エタージュ 秋田市 山王５－１１－３１　エムドゥビル２Ｆ ショッピング JS-0001-4216

フラワーショップ かおる 秋田市 寺内油田２－１－２０ ショッピング JS-0000-6245

水道ワークス 秋田市 新屋南浜町１－１０　　 ショッピング PK-0000-8126

酒の Qoobe 秋田市 仁井田新田１－１５－２１ ショッピング JS-0004-1602

AUTO SELECTION 秋田市 仁井田新田１－１７－７　 ショッピング SL-2000-6488

株式会社アサヒヤ塗料 秋田市 仁井田蕗見町６－２１ ショッピング JS-0004-3834

杉山壽山堂 秋田市 川尻町大川反２３３－１９９ ショッピング JS-0003-7011

SakeLand あかい 秋田市 泉中央３－９－１７ ショッピング JS-0003-5795

酒の Qoobes’Vie 秋田市 泉北３－１６－２４ ショッピング JS-0005-7684

design shop 秋田贔屓 秋田市 大町１－２－４０ ショッピング JS-0003-6912

二代目福治郎 秋田市 大町１－３－３ ショッピング JS-0001-6207

SweetMarket 中央通り店 秋田市 中通１－３－３９　ダイアパレス１０３　 ショッピング ZN-2000-4592

フラワーおの 秋田市 中通２－１－２２　 ショッピング SL-2000-1378

ミュージアムショップ SORA 秋田市 中通２－３－８　秋田市立千秋美術館内 ショッピング JS-0001-5791

ホットマン秋田店 秋田市 中通２－６－２　　 ショッピング ZN-0003-1100

婦人服未来 秋田市 中通２－８－１　イトーヨーカドー秋田店２Ｆ ショッピング SL-2000-3104

キューブシュガー・フォンテ秋田店 秋田市 中通２－８－１　フォンテ秋田１Ｆ ショッピング JS-0000-5938

セプドール 秋田市 中通２－８－１　フォンテ秋田１Ｆ ショッピング JS-0003-6192

アクセサリーズ キャロル 秋田市 中通２－８－１　フォンテ秋田２Ｆ ショッピング JS-0000-6070

小松クラフトスペース 秋田市 中通４－１７－９　　 ショッピング ZN-2000-3476
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しふぉん 秋田市 中通４－７－３５　秋田市民市場内 ショッピング SL-2000-6774

池田薬局 中通り店 秋田市 中通５－７－１ ショッピング JS-0005-1664

Sweet Market 秋田市 中通６－４－２８ ショッピング JS-0001-1896

株式会社 H － line 秋田市 添川地ノ内１７４－１８ ショッピング JS-0002-6503

すごえもんマーケット 秋田市 土崎港西１－１０－４５　秋田ベイパラダイス内１Ｆ ショッピング JS-0004-9330

株式会社エアービューティー 秋田市 土崎港西５－１２－１３ ショッピング JS-0004-9339

きりたんぽの老舗 佐田商店 秋田市 土崎港中央１－１－１ ショッピング JS-0004-6927

かもめコンタクト 秋田市 土崎港中央５－７－１７　　 ショッピング ZN-2000-1125

藤田金物 秋田市 土崎港中央７－６－４９ ショッピング JS-0001-2781

アンジェ 秋田市 土崎港北１－１２－３４ ショッピング JS-0001-3629

阿部正助商店秋田支店 秋田市 東通仲町２４－１１ ショッピング JS-0001-3344

阿部コンタクトレンズセンター 秋田市 東通仲町４－１ ショッピング JS-0004-7275

秋田中古車買取センター 秋田市 八橋田五郎２－５－５ ショッピング JS-0003-7231

ピザテン・フォー秋田飯島店 1 秋田市 飯島道東１－８－１０　　 ショッピング PK-0000-5800

ピザテン・フォー秋田飯島店 2 秋田市 飯島道東１－８－１０　　 ショッピング PK-0000-6169

カモヤ眼鏡店 秋田市 保戸野通町３－２６　 ショッピング SL-2000-3214

バナフィショップ 秋田市 雄和椿川字奥椿岱１９４－１ ショッピング JS-0005-9855

ミッキーのクリーニング本店 秋田市 旭南３－３－１０ サービス JS-0004-7078

ビューティーサロン シャトーズクラブ 秋田市 旭北錦町４－５８　ドンキホーテ２Ｆ サービス JS-0000-8146

hairmakeCLIP 秋田市 外旭川梶ノ目５２２－２ サービス JS-0002-7561

美容室 at 秋田市 外旭川在家１４－１０ サービス JS-0001-0048

クリーニングぴゅあグランマート外旭川店 秋田市 外旭川小谷地２５ サービス JS-0003-9453

カットインセゾン UEBA 秋田市 牛島東３－５－１８　Viage サービス SL-2000-8671

イン東京 フレスポ御所野店 秋田市 御所野元町１－１－１８ サービス JS-0000-1408

クリーニングぴゅあフレスポ御所野店 秋田市 御所野元町１－１－１８ サービス JS-0003-9457

クリーニングヴィクトリー御所野店 秋田市 御所野地蔵田２－１－１１　ﾚｲﾝﾎﾞｰｶﾞｰﾃﾞﾝＣ棟１Ｆ サービス JS-0005-7915

chirol hair espoir 秋田市 御野場１－１－８ サービス JS-0001-1388

feliche 秋田市 御野場新町２－２５－８ サービス JS-0003-1605

理容・美容 Opera 秋田市 広面高田３３０ サービス JS-0001-1233

TRUEHAIRSpring 店 秋田市 広面小沼古川端３４－６　　 サービス ZN-0001-4046

サロンド Gu 秋田市 広面谷地沖１－３ サービス JS-0000-2999

美容室シャンプー 秋田市 桜２－１４－５－１０１ サービス JS-0004-9243

sakurabi 秋田市 桜２－２７－３４ サービス AD-0000-0948

カットインセゾン 秋田市 山王２－１０－１５　 サービス SL-2000-8670

リラクゼーションルーム アクア 秋田市 山王５－１５－２６　アトリエサンク１Ｆ サービス JS-0002-2729

TOPS 秋田市 寺内三千刈４７３－１ サービス JS-0001-8471

カットアンドパーマ太郎と花子 秋田市 寺内油田１－２－７ サービス JS-0005-8569

e － CURE 秋田市 寺内油田１－２－７　小橋ビル１Ｆ サービス JS-0001-5360

ノーティ 秋田市 手形山崎町８－１７　神保ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-3963

UTRILLO hair works 秋田市 手形西谷地１７１－２ サービス JS-0000-3487

PIXIE 秋田市 新屋扇町１１－２２－１ サービス JS-0004-6978

ヘアールーム チョコベリー 秋田市 新屋南浜町５－６８ サービス JS-0000-9494

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 サービス JS-0003-7590

クリーニングアピア割山ナイス店 秋田市 新屋豊町３－５５ サービス JS-0003-7588
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クリーニングアピア仁井田本店 秋田市 仁井田栄町１１－１８ サービス JS-0003-7591

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 サービス JS-0003-7589

ケーズコレクション山王店 秋田市 川尻御休町５－３４　　 サービス ZN-0001-3850

REVOLT AKITA 秋田市 川尻大川町１１－２２ サービス JS-0003-7350

秋田車両整備 1 秋田市 川尻町字大川反１７０－４６　　 サービス PK-0000-1498

レンタルのニッケン 秋田営業所 秋田市 川尻町大川反１７０－６７ サービス JS-0003-2496

株式会社フルノオートサービス 秋田市 川尻町大川反２３３－５９ サービス JS-0003-9719

rodina 秋田市 泉一ノ坪５－７　　 サービス ZN-0002-7519

HAIR DESIGN Quvere 秋田市 泉菅野１－２０－３ サービス JS-0000-4891

LAF hair 秋田市 泉菅野１－２０－３０ サービス JS-0000-7509

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 サービス JS-0003-7587

Couleur 秋田市 泉中央２－１１－５ サービス JS-0001-1023

有限会社リペアショップトガシ 秋田市 泉登木８０－３ サービス JS-0003-6918

MAS 秋田市 泉登木８－１ サービス JS-0003-1881

Qz 秋田市 泉北１－９－１０　　 サービス ZN-2000-2152

フォローウィンド株式会社 秋田市 泉北４－２－１０　１Ｆ サービス JS-0003-7119

ラディーチェエリアなかいち店 秋田市 中通１－４－３　エリアなかいち商業２Ｆ サービス JS-0002-2697

リラクゼーションルームアクアマリン 秋田市 中通１－４－３　エリアなかいち商業２Ｆ サービス JS-0002-2698

イン東京 秋田店 秋田市 中通２－６－８ サービス JS-0001-8839

ビューティーサロンシャトーフォンテ店 秋田市 中通２－８－１　フォンテビル４Ｆ サービス JS-0000-6116

mou2 秋田市 土崎港中央３－９－５９ サービス JS-0001-7019

理容もてぎ 秋田市 土崎港中央７－４－４６ サービス AL-0000-0072

HAIR STORY GRANCHE 秋田市 東通３－１１－１２　ディアコート東通１Ｆ サービス JS-0001-4819

HAIR SPIRITS GRANCHE 秋田市 東通６－１８－２２ サービス JS-0000-4310

LeVant 秋田市 東通６－９－４　グランデール東通１Ｆ サービス JS-0001-6241

fam 秋田市 東通８－１－１７　　 サービス ZN-0002-3272

GIFT hair 秋田市 東通仲町１７－１２　コーポウィアーバン１Ｆ サービス JS-0001-7704

中国整体健康の家　東通店 秋田市 東通仲町２５－１８－１０１　　 サービス PK-0000-9079

リラクゼーション憩イオン秋田中央店 秋田市 楢山川口境５－１１　イオン秋田中央店１Ｆ内 サービス JS-0003-1089

河畔薬局 秋田店 秋田市 南通亀の町３－１８ サービス JS-0001-1457

LINK 秋田市 飯島新町３－２－２３－２ サービス JS-0003-2656

ANDee 秋田市 飯島道東２－１３－２３ サービス JS-0000-9119

chuel 秋田市 保戸野原の町１１－４０ サービス JS-0000-7032

サロンリコット 秋田市 保戸野千代田町１５－２０　七宝第一ビル１Ｆ サービス JS-0005-3807

HAIR SPACE GRANCHE 秋田市 保戸野千代田町１７－１１　シャンポール新川 サービス JS-0000-4307

おぎわらペットクリニック秋田 秋田市 保戸野鉄砲町１１－５ サービス JS-0001-7053

FROSCH． 秋田市 保戸野八丁１５－７ サービス JS-0003-5582

カラオケ合衆国 秋田店 秋田市 寺内三千刈２５１－２ エンターテインメント JS-0000-9396

城東薬局 秋田市 広面字鍋沼５６－１　 その他 SL-2000-7120

A．Q．A 山王店 秋田市 高陽青柳町１－５０ その他 JS-0004-5512

サラダ館山王店（ハセベギフト株式会社） 秋田市 山王３－１－３４　 その他 SL-2000-1870

有限会社 山王けやき薬品 秋田市 山王５－１４－１　 その他 SL-2000-2843

ゴルフディア 秋田市 寺内堂ノ沢３－６－１０ その他 JS-0004-0347

株式会社桜竹 秋田市 将軍野南４－１－１２　 その他 SL-2000-6230



8 2020/9/7

［秋田県］

加盟店名 所在地 ジャンル

A．Q．A 仁井田店 秋田市 仁井田本町６－３－８ その他 JS-0004-5516

A．Q．A 新国道店 秋田市 泉北１－３－２　アルノビル１Ｆ その他 JS-0004-5513

酒屋まるひこ 秋田市 大町４－１－２ その他 SL-2000-5393

香 秋田市 中通２－８－１　フォンテ秋田１Ｆ　 その他 SL-2000-3418

パリの蚤の市 in AKITA 秋田市 中通４－１４－２１　K-HALL ２Ｆ その他 SL-2000-3510

RISE ONE（ライズワン）秋田店 秋田市 土崎港中央７－４－１７ その他 JS-0002-6932

松田酒店 秋田市 土崎港北７－１－１６　 その他 SL-2000-4458

雁の里せんなん食菜亭 仙北郡 美郷町金沢字下舘１２４ 飲食店 JS-0005-0799

雁の里せんなん 仙北郡 美郷町金沢字下舘１２４ 飲食店 JS-0005-0800

ろくごうドライブイン 仙北郡 美郷町六郷赤城９０ 飲食店 JS-0003-7354

COMUNITA みさと 仙北郡 美郷町中野外城１８２ ショッピング JS-0003-7351

Y ショップ 美郷町六郷店 仙北郡 美郷町六郷字八幡６４－２ ショッピング JS-0005-0043

株式会社フジヤアクアテック 仙北郡 美郷町六郷字宝門清水７２－４ サービス JS-0005-0082

ENCHANTE 仙北郡 美郷町六郷川内池１２３ サービス JS-0003-7500

とし美寿司 仙北郡 美郷町六郷字西高方町７２ その他 SL-2000-5924

藤八堂 仙北市 角館町横町１８ 飲食店 JS-0003-0395

わいわい 酒蔵 土間人 仙北市 角館町下中町３０ 飲食店 JS-0001-2524

お食事処 ふきや 仙北市 角館町小人町２８ 飲食店 JS-0004-2768

お食事処 みちのく 仙北市 田沢湖生保内源左ェ門野１００－５ 飲食店 JS-0003-0132

御食事処ももや 仙北市 田沢湖生保内水尻７９ 飲食店 JS-0000-4956

有限会社スガワラショップ 仙北市 角館町雲然荒屋敷１８４－１８ ショッピング JS-0003-0169

有限会社角館こだわり蔵 仙北市 角館町横町４２番地１ ショッピング JS-0003-9725

サンキューメガネ角館店 仙北市 角館町上菅沢４４２－１　タカヤナギワンダーモール内 ショッピング JS-0000-7828

角館物産館四季 仙北市 角館町中町２０ ショッピング JS-0004-2737

樹の下や よしなり 仙北市 角館町表町下丁１３－１ ショッピング JS-0003-0116

いしばし民芸 仙北市 角館町表町下丁７ ショッピング JS-0001-6051

十月 仙北市 角館町歩行町２２－２ ショッピング JS-0005-5691

斎藤商店 仙北市 西木町西明寺潟尻９０ ショッピング JS-0003-0301

食事処・喫茶・おみやげ みずうみ 仙北市 田沢湖生保内源左ェ門野９６ ショッピング JS-0000-4906

田沢湖市 〔酒〕 仙北市 田沢湖生保内水尻５９－４０ ショッピング JS-0003-8825

山のはちみつ屋 仙北市 田沢湖生保内水尻５９－４０ ショッピング JS-0003-8826

田沢湖市 仙北市 田沢湖生保内水尻５９－４０ ショッピング JS-0003-8892

美容室 Va － Sa － Ra for you 仙北市 角館町西長野上野３５ー１２　 サービス SL-2000-3514

かくのだて温泉町宿ねこの鈴 仙北市 角館町下中町２８ その他 JS-0001-2462

桜の里本店 仙北市 角館町東勝楽丁９　 その他 SL-2000-3609

焼肉館トラジ ラフィーネ 大館市 餌釣大杉２５２ 飲食店 JS-0001-6722

蔵寿司 大館市 岩瀬上軽石野３８－７４ 飲食店 JS-0003-5924

日本料理みうら 大館市 向町１９－２　向町ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0984

村さ来 大館市 常盤木町２－２　１Ｆ 飲食店 JS-0003-5506

村さ来大館大町店 大館市 常盤木町２－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3758

蔵カフェレストラン康瓏堂 大館市 清水１－３－３７　アルティ清水ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5239

大阪王将大館店 大館市 清水４－７１－１　　 飲食店 ZN-0002-9715

鉄板焼き defi 大館市 大館６８－２ 飲食店 JS-0001-3410

ALACRAN 大館市 大町２９－１ 飲食店 JS-0005-4576
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やきとんと美食空間なごみ 大館市 大町５０ 飲食店 JS-0001-3954

食楽厨房む。 大館市 中町４５－１ 飲食店 JS-0001-8609

WASABI 大館市 馬喰町１０　 飲食店 SL-2000-9289

津軽のもつけ 大館市 馬喰町１５ 飲食店 JS-0004-3838

かっぽう 大河 大館市 馬喰町３１ 飲食店 JS-0002-5267

あきた味坐 大館市 部垂町６－２ 飲食店 JS-0001-5242

ツチヤ薬局 御成町店 大館市 御成町２－５－７ ショッピング JS-0001-0466

花ドーム いとく大館店 大館市 御成町３－７－５８ ショッピング JS-0003-5998

ツチヤ薬局 末広店 大館市 幸町２－２４ ショッピング JS-0001-0465

もなみ薬局 大館市 常盤木町２１－１１　　 ショッピング PK-0000-8729

ピザテン・フォー秋田大館店 2 大館市 水門町５－１１　　 ショッピング PK-0000-5163

ピザテン・フォー秋田大館店 1 大館市 水門町５－１１　　 ショッピング PK-0000-5455

花ドーム株式会社 大館市 大田面４１４－４ ショッピング JS-0003-5999

株式会社筒井商店 大館市 東台７－１－３５ ショッピング JS-0005-7182

株式会社タカハシ薬局 清水町店 大館市 清水１－１－７３ サービス JS-0003-7513

Soful Hair 大館市 大館３５－２　末広サンライズビル１Ｆ サービス JS-0000-6243

エルム動物クリニック 大館市 大田面１０６－７ サービス JS-0000-8889

株式会社タカハシ薬局 三の丸店 大館市 長倉１２１ サービス JS-0003-7514

ヘアメイク ハウスカ 大館市 片山町３－１－５０ サービス JS-0001-3353

タカハシ薬局 豊町店 大館市 豊町２－１７ サービス JS-0000-8213

きりたんぽ むらさき 大館市 幸町１２－９　 その他 SL-2000-4578

A．Q．A 大館店 大館市 中道３－２－２９ その他 JS-0004-5515

A．Q．A リゾート片山店 大館市 片山町３－７－２ その他 JS-0004-5418

洋食屋 バンフィール 大仙市 戸地谷字川前３１６－５ 飲食店 SL-2000-8966

創作ダイニング古休 大仙市 大曲丸の内町７－９　第二 TK ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4796

kirin の木 大仙市 大曲中通町７－１５　コレクトビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-2418

発明料理げんや 大仙市 大曲中通町９－２　丸の内センタービル１０１　 飲食店 ZN-0001-4143

くざえもん 大仙市 大曲中通町９－２７　　 飲食店 ZN-0001-3686

イナバル 大仙市 大曲通町５－１　塩谷ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7624

鮨吉 福見町店 大仙市 大曲福見町４－２２ 飲食店 JS-0000-3644

スパイスカリーハウス DIYO 大仙市 福田町１－１４ 飲食店 JS-0004-5815

有限会社小山酒店 大仙市 花館柳町３－２５ ショッピング JS-0004-8335

ワインの店かめや 大仙市 刈和野３６５ ショッピング JS-0004-8386

斎藤精肉店 大仙市 刈和野清光院後４２－１８ ショッピング JS-0003-3494

有限会社ビュー 大仙市 戸地谷川前２５３－３ ショッピング JS-0003-3543

秋葉堂 大仙市 戸地谷大和田３５３ ショッピング JS-0003-1005

アキモト酒店 大仙市 神宮寺字神宮寺１６２　 ショッピング SL-2000-4227

有限会社石川屋商店 大仙市 清水字上大蔵１２６－８　 ショッピング SL-2000-3083

正貢堂 大仙市 大曲須和町２－１－４５ ショッピング JS-0003-3239

有限会社丸徳商店 大仙市 大曲大町４－２ ショッピング JS-0004-8355

合同会社ダイセン創農 大仙市 長野字高畑９５－１ ショッピング JS-0004-8392

有限会社佐々木書店 大仙市 長野字六日町９４ ショッピング JS-0005-9252

佐藤酒店 大仙市 南外及位２０８ ショッピング JS-0004-8381

有限会社楢岡陶苑 大仙市 南外梨木田３４４－１ ショッピング JS-0003-3292
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有限会社田村商店 大仙市 北野目字北野目１５３ ショッピング JS-0004-8362

ポルミート直売所 大仙市 堀見内穴沢３－１ ショッピング JS-0003-3495

美容室 ブレイズ 大仙市 四ツ屋下新谷地１８９－１ サービス JS-0000-8912

癒しの森 ちゅら 大仙市 大花町２－３２ サービス JS-0004-2027

ビューティサロン アーベル 大仙市 大曲栄町１３－４５－５－１ サービス JS-0001-3953

ダブルウィッシュ 大仙市 大曲飯田町２１－４４　２Ｆ サービス JS-0002-7413

MIU － hair 大仙市 朝日町５－２１ サービス JS-0001-2204

ペットサロンぱるむわん 大仙市 福田町１９－５９ サービス JS-0005-2642

ペットサロンぱるむわん 大仙市 福田町１９－５９　 サービス SL-2000-6059

A．Q．A 大曲店 大仙市 花館中台７４－１ その他 JS-0004-1885

ペットショップ桃太郎 大仙市 大曲栄町１０－１７ その他 JS-0003-4640

和風レストラン きりん亭 男鹿市 船越内子２１３ 飲食店 JS-0004-0503

居酒屋 秀 男鹿市 船川港船川栄町９５ 飲食店 JS-0003-9149

自家焙煎珈琲専門店 アメヤ珈琲 男鹿市 船越一向２０７－２１９ ショッピング JS-0003-8259

ameya cafe 男鹿市 船越一向２０７－２１９ ショッピング JS-0003-8261

プロステージ花壱番 男鹿市 船越字前野１９－５　 ショッピング SL-2000-9683

ピザテン・フォー秋田男鹿店 1 男鹿市 船越字内子７０－１　森元ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-4631

お菓子のボンヌ 男鹿市 船越内子２９４ ショッピング JS-0003-9199

株式会社男鹿水産 男鹿市 船川港船川芦沢２０５ ショッピング JS-0004-0343

HAIR MAISON bLiss 男鹿市 船越前野２４－５　 サービス SL-2000-1484

北浦オートサービス 男鹿市 北浦相川字冷水１１８ サービス JS-0004-8989

A．Q．A 男鹿店 男鹿市 船越内子１－７４９ その他 JS-0004-5419

居酒屋 べら味 湯沢市 材木町１－１－４２ 飲食店 JS-0000-8899

居酒屋一丁目一番地 湯沢市 材木町１－１－４２　２Ｆ 飲食店 JS-0000-8872

焼肉 みつなし 湯沢市 三梨町烏帽子橋１３４ 飲食店 JS-0000-3746

鮮衛門 湯沢店 湯沢市 大町１－１－１５ 飲食店 JS-0000-3875

異国屋まるい 湯沢市 大町２－１－３ 飲食店 JS-0002-4054

広寿し 湯沢市 表町１－４－１１ 飲食店 JS-0004-2024

焼肉・ホルモン処 地雷也 湯沢市 表町２－３－１ 飲食店 JS-0005-9943

慶 YOROKOBI 湯沢市 表町２－３－１　 飲食店 SL-2000-1980

有限会社湯沢自販 湯沢市 関口上寺沢３９－２ ショッピング JS-0002-6689

喜久屋サラダ館稲川店 湯沢市 川連町字久保７０－１　 ショッピング SL-2000-8009

湯沢市川連漆器伝統工芸館 湯沢市 川連町大舘中野１４２－１　　 ショッピング ZN-2000-0552

両関酒造株式会社 湯沢市 前森４－３－１８ ショッピング JS-0004-2574

一般社団法人湯沢市観光物産協会 湯沢市 表町２－１－１５　T-square ２３５　１Ｆ ショッピング JS-0003-2173

STAY YOUNG 湯沢市 表町２－３－２ ショッピング JS-0001-7586

岡本自動車 湯沢市 愛宕町２－６－１５ サービス JS-0005-2161

湯沢ファミリー調剤薬局 湯沢市 千石町４－１－１８ サービス JS-0003-7652

おしゃれサロン タカク 湯沢市 柳町２－１－２９ サービス JS-0000-8251

雑貨屋 5cochi 南秋田郡 五城目町西磯ノ目２－７－５ ショッピング JS-0001-6375

イトウスポーツ 南秋田郡 八郎潟町一日市１７７－１ ショッピング JS-0003-8467

小柳時計店 南秋田郡 八郎潟町一日市３４４ ショッピング JS-0001-8028

rhythm 南秋田郡 井川町浜井川新堰２０１－１ サービス JS-0002-2328

シャトールーラル大潟店 南秋田郡 大潟村北１－３ サービス JS-0005-0718
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hairsalon Trois 南秋田郡 八郎潟町上沖谷地４３ サービス JS-0001-4888

海鮮居酒屋 若大将 能代店 能代市 後谷地９－２３ 飲食店 JS-0002-4271

大昌園 バイパス店 能代市 高塙１６１－２ 飲食店 JS-0003-3787

シャトー赤坂 能代市 西通町３－６ 飲食店 JS-0005-5919

大昌園 本店 能代市 大手町６－１３ 飲食店 JS-0003-3789

旬彩の里 野兎 能代市 竹生竹生１７６ 飲食店 JS-0000-4390

からし亭 能代市 鳥小屋３３－１ 飲食店 JS-0000-4675

居酒屋くつろぎ 能代市 二ツ井町三千苅１１－１１ 飲食店 JS-0005-6326

居食屋 七菜 能代市 畠町１－７ 飲食店 JS-0003-3613

キッチン・ターブル 能代市 畠町８－３８　　 飲食店 ZN-0001-4144

ダイニング美とん 能代市 柳町１３－１３ 飲食店 JS-0005-5468

酒食グルマン 能代市 柳町１３－６８　J サイドビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9002

旬 能代市 柳町２－３７ 飲食店 JS-0001-7242

喰いもんや a，晩亭 能代市 柳町８－２７ 飲食店 JS-0002-1435

Lily Cafe 能代市 柳町８－５ 飲食店 JS-0004-2736

大昌園 新橋店 能代市 落合上悪土１６０ 飲食店 JS-0003-3788

やなぎ薬局 能代市 景林町９－２３　　 ショッピング PK-0000-3425

サンキューメガネ能代店 能代市 高塙１４０－１　ザ・ビッグ高塙店内 ショッピング JS-0002-6690

パッケージプラザハラカミ 能代市 出戸後６－２８ ショッピング JS-0004-9904

蜂屋 能代市 上町１２－６　 ショッピング SL-2000-5625

桜田畜産直売所 能代市 浅内字鵜川堺５ ショッピング JS-0005-3804

お食事処さくら亭 能代市 浅内字鵜川堺５ ショッピング JS-0005-3821

Suzuki － ya 能代市 鳥小屋９－５　　 ショッピング PK-0000-8495

フランス菓子カスミ 能代市 東大瀬７－１０ ショッピング JS-0004-9945

伊藤謙商店 能代市 二ツ井町荷上場鍋良子出口１０４ ショッピング JS-0003-4447

141 スポーツ 能代市 畠町１１－１７　 ショッピング SL-2000-5165

株式会社フレンドビスタ 能代市 高塙１２３－２ サービス JS-0004-9989

寿自動車整備工場 能代市 高塙１６６－１ サービス JS-0004-9924

Viage 能代市 芝童森９－６１ サービス JS-0002-2771

能代クレスティサロン 能代市 寿域長根６－１１　１Ｆ サービス JS-0003-3642

荒木ドライクリーニングザ・ビッグ能代長崎 能代市 長崎４１－１ サービス JS-0003-8469

K 美容室通町店 能代市 通町６－１８　　 サービス ZN-0002-5380

荒木ドライクリーニングテラタ大瀬店 能代市 東大瀬５２－２ サービス JS-0005-9400

chou chou 能代市 東町９ー２０ サービス JS-0005-8367

Salon ドレーヴ 能代市 落合落合８４－３ サービス JS-0003-4598

能代スポーツセンター 能代市 元町１４－６ その他 JS-0001-1644

こまがたや 能代市 二ツ井町三千苅４４－５３ その他 SL-2001-1039

株式会社宮腰蒲団店 能代市 畠町７－４０　 その他 SL-2000-9781

贈り物市場マルシェ 能代市 落合上悪土１７１ その他 SL-2001-1188

かみこあに物産センター 北秋田郡 上小阿仁村小沢田字向川原６６－１ ショッピング JS-0005-5851

居酒屋やまもと 北秋田市 住吉町４－２７ 飲食店 JS-0003-1491

メガネのタカヤイオンたかのす店 北秋田市 栄中綱３１－１ ショッピング JS-0000-3855

電器プラザササキ 北秋田市 花園町２－３２ ショッピング JS-0000-4036

一心 由利本荘市 岩渕下１１７－５ 飲食店 JS-0002-0740
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もつ屋 べこ助 由利本荘市 岩渕下４６ 飲食店 JS-0003-3579

A．Q．A 本荘店 由利本荘市 岩渕下４６ 飲食店 JS-0004-1884

割烹 勝山 由利本荘市 後町７０－２　 飲食店 SL-2000-8998

結～ yui ～ 由利本荘市 桜小路２７－１　２Ｆ 飲食店 JS-0005-9218

緑栄寿司 由利本荘市 石脇字石脇１４１ 飲食店 JS-0005-4061

四季料理 松ガ谷 由利本荘市 谷地町７５ 飲食店 JS-0000-0386

田町酒場 鶴屋亀治郎 由利本荘市 田町１３ 飲食店 JS-0002-4987

小料理屋 雪原 由利本荘市 東町５８－２ 飲食店 JS-0000-8506

お食事処「やしお」 由利本荘市 東由利老方畑田２８ 飲食店 JS-0003-6736

黄桜温泉 湯楽里 由利本荘市 東由利老方畑田２８ 飲食店 JS-0003-6820

かつ喜 本店 由利本荘市 表尾崎町１－１ 飲食店 JS-0000-2943

牛和華 由利本荘市 本荘６９　WAKA ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1612

串和華 由利本荘市 本荘６９　WAKA ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-1613

池田薬局 たで沼店 由利本荘市 一番堰１１７－１４ ショッピング JS-0003-3117

有限会社でんきのこまつ 由利本荘市 花畑町１－９２ ショッピング JS-0005-4781

ピザテン・フォー秋田本荘店 2 由利本荘市 岩渕下３９－４　会津ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-3125

ピザテン・フォー秋田本荘店 1 由利本荘市 岩渕下３９－４　会津ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-3867

メガネの和光 石脇店 由利本荘市 石脇田中７３－１ ショッピング JS-0000-8628

メガネの和光 東バイパス店 由利本荘市 東梵天２６４－２ ショッピング JS-0000-8657

ドリームテテ 由利本荘市 美倉町２５－１ ショッピング JS-0002-0886

天寿酒造株式会社 由利本荘市 矢島町城内字八森下１１７　 ショッピング SL-2000-6070

メガネの和光 本店 由利本荘市 裏尾崎町３－４ ショッピング JS-0000-8627

株式会社スダキ商事 由利本荘市 裏尾崎町５５－４ ショッピング JS-0003-6822

hairgroovin・BOO 由利本荘市 出戸町赤沼下道５７－１　　 サービス ZN-2000-1893

Vol － fee 美容室 由利本荘市 川口家後８８－１　　 サービス ZN-0001-4049

クローバー調剤薬局 由利本荘市 川口高花１０６－４ サービス JS-0001-2782

池田薬局 かわぐち店 調剤薬局 由利本荘市 川口八幡前２６１ サービス JS-0003-7880

ディポット オブ ヘアー 由利本荘市 大鍬町３８３－３　 サービス SL-2000-8436

フェイシャルサロン K 由利本荘市 大鍬町３８３－３　 サービス SL-2000-8437

A．Q．A 西目店 由利本荘市 西目町沼田新道下１１１１－１ その他 JS-0004-1883

BAGUShair ＆ spa 雄勝郡 羽後町南西馬音内１４２－７ サービス JS-0001-8912


