
①八橋地区

ローソン秋田八橋田五郎店 コンビニ
ローソン秋田八橋田五郎二丁目店 コンビニ
ローソン秋田八橋大畑店 コンビニ
ベッカライ　バンデブロート パン
お菓子のにこり お菓子
イタリアントマト ケーキ、パン、焼菓子
イタリアントマト　八橋ケーキショップ ケーキ、パン、焼菓子
ナイス八橋店　 食料品、日用雑貨、医薬品等
マルダイ八橋店 食料品
（株）サンデー秋田八橋店 日用品、園芸品
ツルハドラッグ八橋店 医薬品、化粧品、日用雑貨
Tiare* 化粧品、天然石エステ等
八橋佐野薬局　 OTC医薬品
佐野薬局　八橋大畑店 OTC医薬品
マックハウス秋田八橋店 衣料

ブティック　えんじぇる 婦人服、小物等

洋服の青山　秋田八橋店 メンズ・レディーススーツ等

花徳　本店 生花、園芸

ジュエリーかまた秋田新国道店 宝飾品、時計

BARAKA 服飾小物、食器、インテリア小物

コバヤシ時計店 時計、眼鏡、時計修理等

ハードオフ・オフハウス秋田店 家具,インテリア、家電等

（株）ジョイフルアイコー 家電製品

家電住マイル館YAMADA秋田本店 家電、家具、日用品等

ケーズデンキ秋田中央店 家電製品

協和石油 臨海サービスステーション 石油製品

協和石油 配送センター 石油製品

（株）ファーストモーター 自動車販売、修理、車検

ミスタータイヤマンやばせ店 カー用品

ラビット秋田臨海店 自動車売買、整備

フォルクスワーゲン秋田りんかい 輸入車販売、修理

タイヤ館　秋田 タイヤ、カーメンテナンス用品
東北マツダ　秋田本店 自動車、自動車整備
（株）ダイリン カー用品
秋田日産自動車（株）ラ・カージュ店 自動車(新車・中古車）整備
スーパーブックス八橋店 書籍、ＣＤ／ＤＶＤ、文具
（有）秋田魁大畑専売所 新聞
はんこ屋さん21秋田けやき通り店 印鑑、名刺、チラシ等印刷他
ペットパーティ金鳥園 ペット用品、観賞魚用品
レストランおいしんぼ フランス料理
和・食 陽・食　伊豆屋 和食
酉や喜兵衛　秋田山王店 焼鳥店
モスバーガー秋田新国道店 ハンバーガー
レトロカフェ異人館 喫茶店（コーヒー　紅茶等）
南部家敷　八橋店 そば、天ぷら、うなぎ等
インドレストランピーコック インド料理
牛玄亭厨房 弁当

（有）北鎌倉 弁当、折詰、オードブル、寿司等

鶏笑秋田八橋店 唐揚単品、弁当、海鮮丼

三宝亭　八橋店 らーめん専門店

（株）ユーランドホテル八橋 宿泊他

秋田市プレミアム付商品券　利用可能店舗



理美容エステ　Le Lark 美容サービス、化粧品

骨格美矯正サロンMarry　 エステ

美容室Hanako　Elegance八橋店 カット、カラー、パーマ等

宇佐美クリーニング クリーニング

宇佐美クリーニング　マルダイ八橋店 クリーニング

(株)シーガルジャパン八橋イサノ店 クリーニング

（株）ジェー・シー・アイ秋田支店 福祉用具　(介護用品)

（協）秋田県旅行業協会 JR、航空各社パック商品

（株）農協観光秋田支店 募集旅行、パッケージ・宿泊商品

秋田協同印刷（株） 印刷（礼状　年賀状等）

（資）小林自動車幌内張店 テント、日除け、幌等

秋田自動車学校 教習指導

木元オート 自動車整備
（株）秋田通信ネットワーク ビジネスホン、電話機、複合機等

②高陽地区

不二家いとく新国道店 洋菓子、焼菓子
（有）デュプレいしい 洋菓子
（株）丸孝商店 酒類、飲料水
いとく新国道店 食料品
花徳　いとく新国道店 生花、雑貨
メガネのタカヤ秋田店こども眼鏡院 メガネ、補聴器、時計
SELAライト 家電小売
（株）カネヒコ OA機器、家電品、文具
あわい 和食、アルコール
そば味処　やまがた庵 そば、うどん、小宴会
A.Q.A山王店 カラオケボックス　
（株）日景工業 給排水、衛星、冷暖房等

③寺内地区
セブンイレブン秋田寺内堂ノ沢店 コンビニ
ファミリーマート秋田寺内イサノ店 コンビニ
ローソン秋田寺内イサノ店 コンビニ
㈱ツルハドラッグ秋田寺内店 薬、食品、日用品
スーパードラッグアサヒ八橋店 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品
ダイユーエイト秋田寺内店 園芸用品、作業用品、日用品
フラワーショップかおる 生花、アレンジメント等
タケダスポーツ秋田店 スポーツ用品
東京靴流通センター　秋田新国道店 靴、財布他
（株）秋田魁新報秋田西専売所 新聞
（株）寒風　秋田営業所（秋田ショールーム） 墓石工事、仏壇、仏具販売
佛壇の升谷　石材部　展示場 墓石
（株）桜竹 節句人形等
タプロス（株） ＬＰガス、ガス器具等住宅設備機器

（有）久保田石油 ガソリンスタンド

タイヤガーデン秋田中央 タイヤ、カー用品

（有）塩田車輌 車両の販売、車検、修理

TOPS 自動車販売、整備

（有）ビッグオート秋田 中古・新車販売　

秋田日産自動車（株）臨海店 自動車(新車・中古車）整備

アウディ秋田 輸入車販売、修理

トヨタカローラ秋田（株）本店 車両販売、車両整備、修理等

トヨタカローラ秋田（株）カローラプラザ 車両販売、車両整備、修理等



（株）ガレージKEN 自動車販売、自動車整備

(有)うさみ家寿し 江戸前寿し

南大門　秋田店 焼肉　

幸楽苑　秋田寺内店 ラーメン、ギョウザ

カラオケ合衆国秋田店 カラオケ、飲食

ゴルフディア ゴルフレッスン等

(株）カッパンプラン デザイン企画

ドッグハウス　エリザベス 犬トリミング、ドッグフード、ペットホテル
（株）秋田県赤帽 引越、貸切便
(株）大和塗装 外壁、屋根等の塗装
秋田活版印刷（株） 総合印刷

④山王地区

ローソン秋田山王中島町店 コンビニ
ファミリーマート秋田山王臨海町 コンビニ
お菓子のくらた　山王店 和洋菓子
メルカートわかば山王店 精肉、総菜等
ミート&デリカ　一力 精肉、お弁当、お惣菜他
からあげ専門まつむら商店山王店 とり肉の唐あげ
山王米穀（有） 穀類、稲庭うどん
ドジャース本館 雑食品
秋田県庁売店 食料品
秋田地方総合庁舎売店 食料品

秋田県庁第二庁舎売店 食料品

酒のやまや山王店 酒類、食品

秋田自然食品センター 自然食品、化粧品、野菜等

山王けやき薬品 医薬品

あおば薬品 医薬品

なでしこ薬局 医薬品他

山王佐野薬局　 OTC医薬品

みんなの薬局　山王 OTC医薬品

山王薬局 OTC医薬品

CFC　秋田本店 化粧品、健康食品

（有）サンショウ 福祉用品、介護用品

（有）ケアポート秋田 介護用品、福祉用品販売・貸与

（株）藤崎　秋田店 衣料品、食品、雑貨他

ブティック　コルチカム 婦人服、雑貨、生活道具

ル・エタージュ 陶器、服、生活雑貨

カトレア 婦人服

サラダ館　山王店 贈答品、雑貨

暮らしの器・ミ・ケ 食器、衣服

秋田県庁靴店 靴

(株)ホリエ 印章、ゴム印、文具

アイバーズ（同） パソコン、プリンター等のＩＴ機器類

カネダイ仏壇館　秋田山王店 仏壇、仏具

（株）クラヤ 書道用品、事務用品

（有）金圓 文具品

(株）とみや秋田営業所 文具、事務用品

秋田魁新報　川尻販売所 新聞

大民石油販売（株）山王給油所 ガソリンスタンド

（資）髙橋オイルサービス 灯油販売　



（株）ワイヤーオート 自動車販売

（有）モーターステーション秋田 タイヤ、チューブ

㈱味しん 仕出し、折り詰め、弁当

ぱっぷや 唐揚げ、定食各種、らーめん各種等

カレーハウス華麗亭 カレー

藤よし　山王店 とんかつ店

カルビ屋大福　秋田山王店 焼肉店

牛玄亭山王別館 焼肉

とんかつ　かつ吉　山王店 とんかつ定食、米の娘ぶたロース定食等

ナガハマコーヒー山王店 コーヒー他

スパゲティ専門店カンパーナ スパゲティ他

ビストロ　ラ　エール 西洋料理

SOLEIL 焼肉、洋食、ビストロ

酒場　戸隠 日本蕎麦、鶏料理、酒類

そば処　風月 そば

博多もつ鍋　心づくし　ことり もつ鍋

串揚げとハイボール酒場　ことり 串揚げ

焼きとん　大国 串焼き

鮨　小じま 鮨、お酒

喰らい亭 宴会コース、居酒屋メニュー

にんふぁー 宴会コース、中華料理、居酒屋メニュー

酒肴　海味 居酒屋

兵六玉 銘酒地酒、郷土料理

（株）タカコーポレーション 酒類、刺身、焼物他

手作り料理と地酒　だいこんや 酒類、刺身、郷土料理

びすとろ　南蛮や 料理、酒

バータイガーモア ビール、ウイスキー、カクテル

SUMMIT クラフトビール等、ハンバーガー他

パブレストラン　サガン カラオケ、飲食

秋楽苑　 韓国料理

YA-YA　Turandot　 レストラン

braveブレーヴ ヘアサロン、リラグゼーションサロン

Terraceテラス ヘアサロン　リラクゼーションサロン

カットイン セゾン 本店 ヘアーケアスタイリング剤、シャンプー等

美容室　キャンパス　山王店 美容一般

nicodrop 美容室

メンズKanka 脱毛
アイラッシュ&ネイルサロンKanka マツゲエクステ、ネイル
リラクゼーションルームアクア 整体
（有）秋田県映画センター 映画上映
（株）ブラウブリッツ秋田 グッズ、観戦チケット
アキタパークホテル 宿泊、飲食
（株）近畿日本ツーリスト東北秋田支店 旅行商品
（株）東照ジャパン 航空券、JR券　宿泊
（有）クリック ホームページ制作、レンタルサーバー
秋田エアコンサービス エアコン設置
(株)東北ｉツアーズ 旅行商品全般
（株）水原工務店 住宅リフォーム、修繕等
（有）ライフシフト 電気工事、アンテナ設置
山王グリーンメンテナンス 植物の手入れ、造園



⑤川尻地区

T-COMFORT パン

（株）杉山壽山堂 和菓子

（株）かおる堂 和・洋菓子

ドジャース食品館 食品スーパー

いとく川尻店 食料品

ツルハドラッグ秋田川尻店 医薬品、化粧品、日用雑貨等

花の鈴屋 生花

シュープラザ秋田川尻店 靴

山王電機 家電品

（株）上州屋　秋田店 釣具用品

三国商事（株）秋田臨海給油所 ガソリン、軽油、灯油他

カースマイル秋田 中古自動車

秋田三菱自動車販売㈱スズキアリーナ秋田臨海店 自動車小売、自動車整備

トヨタカローラ秋田（株） 車両販売・整備、修理等

秋田トヨペット（株）秋田店 車両販売・整備、修理等

ブッチャーノ 焼きスパゲッティ

RELAXY 理容

⑥川元地区
アザレアキタファミリー 化粧品
山の下薬局 医薬品
佐野薬局　中央店　 OTC医薬品
弐萬圓堂山王店 眼鏡、補聴器、健康機器等
秋田三菱自動車販売㈱秋田店 自動車販売・整備
佐々木家　秋田本店 ラーメン他
美容室Hanako　Elegance川元店 カット、カラー、パーマ等
ダスキン楢山サービスマスター ハウスクリーニング、エアコンクリーニング他

⑦保戸野地区
ローソン秋田保戸野原の町店 コンビニ
ローソン秋田泉ななかまど通り店 コンビニ
ローソン秋田保戸野千代田町店 コンビニ

カスタード・リーフ 洋菓子

おっぺる青木堂 パン製造

珈琲とパンの店　美豆木 コーヒー豆、パン、カフェ

珈琲工房ビーンズ 珈琲豆

（株）高砂堂 和洋菓子

菓子工房　ぜんげつ 和洋菓子

和家　丼丸　秋田店 持ち帰り海鮮丼

なるみ酒店 酒類

（資）後藤酒店 酒類

秋田生鮮市場保戸野店 野菜、果物、鮮魚、精肉等

佐野薬局　本店 化粧品、雑貨、OTC医薬品

佐野調剤薬局 OTC医薬品

佐野薬局　原の町店 OTC医薬品

佐野薬局　保戸野千代田町店 OTC医薬品

（有）ストラスブール 洋服

カモヤ眼鏡店 眼鏡、補聴器等

（有）通町花のさとう 生花、ブリザーブドフラワー等

（株）千釜陶器店 陶磁器、ガラス器、漆器等



雅姫 海外食器、雑貨、現地買付品

通町山下金物店 家庭用金物

秋田良品市庭ごえん 秋田県工芸品、クラフト品

秋田魁新報秋田北販売所 新聞

（有）もちぬし電気 電化製品

日産プリンス秋田販売（株）秋田支店 自動車販売・整備

趣味のあじ処いと 鰯料理、郷土料理、酒類等

麺処りょう馬 ラーメン

（株）札幌海鮮丸保戸野 寿司、揚げ物

たちばなや そば、丼、ビール

創鮓 庵河豚 ふぐ、すし

酒菜や香蔵 地酒、地野菜、秋田錦牛等

がんばる学園秋田学園通校 学習、進学指導
乳井写真館 写真撮影
粂川クリーニング工場　保戸野店 クリーニング取次店
仕上屋工房　秋田通町店 クリーニング、レザーメンテナンス
（株）和光開発 賃貸、売買に関する仲介
アイ・リフォーム（株） 住宅リフォーム

⑧泉地区
セブン－イレブン秋田泉北3丁目店 コンビニ
ローソン秋田泉登木店 コンビニ
ローソン秋田泉南1丁目店 コンビニ
ローソン秋田泉中央3丁目店 コンビニ
Herbal Café PRANA お茶
SakeLandあかい 酒類
お菓子のくらた　泉グランマート店 和洋菓子
手づくりケーキグランシェフ 菓子

ご・ぱん パン、シフォンケーキ

グランマート泉店 食品、雑貨等

ジェイマルエー泉店 一般食品、生鮮食品、日用品等

ナチュラルハーモニーハウス秋田店 サプリメント

ツルハドラッグ秋田泉南店 薬、化粧品、食品、雑貨

ハッピー・ドラッグ秋田泉北店 医薬品、化粧品、家庭雑貨、食品他

スーパードラッグアサヒ秋田中央店 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

コメリハートアンドグリーン泉店 工具、日用品、ペット用品等

ラベンダー薬局 医薬品他

いずみメイプル薬局 医薬品他

かんきょう 泉ショールーム 介護用品、福祉用具

のはらむら 玩具、アナログゲーム、保育用品

チャクルズセラーオプチカル 眼鏡

紳士服のコナカ 紳士服、レディースウェア

きもの藤の屋 呉服、和雑貨、ハンカチ等

パレアンヌ 香水、香料、香り雑貨

エミール 輸入雑貨、ギフト、ナリス化粧品

（株）マスターズ ゴルフ用品

バド＆テニスステーションAKITA テニス、バドミントン用品等

パッケージプラザかねひろ泉店 包装資材

はんCOM 印章

（有）秋田魁新報旭川専売所 新聞

協和石油 ハートフル泉サービスステーション 石油製品



秋田中央タイヤ（株） タイヤ

千秋ホンダ販売（株） 新車、中古車、二輪、汎用機等

幸輪サイクル 自転車、二輪、除雪機

東北マツダ　中央店 自動車、自動車整備

そば一 そば、うどん

すし海道　秋田新国道店 宅配ずし

ベンガルカレー亭マンナン インド・バングラデシュカレー等

寧々家秋田泉店 料理、飲物(酒類含む)

時遊館秋田泉店 料理、飲物(酒類含む)、カラオケ

あっぱれ　いなせ家 寿し居酒屋
飲み食い処　海の幸 居酒屋料理
おおぶち整骨院 整体院業務による自費治療
ボディメイクストレッチフロー ストレッチ施術
HAIR DESIGN Quvere 理容、美容技術、接客
CanⅠDressy 秋田店 ネイルサロン（ジェルネイル他）
美容室　キャンパス　泉店 美容一般
POLAかりんショップ エステ、化粧品
A.Q.A新国道店 カラオケボックス　
with　サム 写真撮影　　
（株）秋田自動車興業 キズ、ヘコミ、車検
（同）鈴木建装 住宅設備、住宅関連商品
羽後設備（株） 管工事
（株）サンエスコミュニティ LED照明・防犯設備工事

⑨外旭川地区

ファミリーマート秋田外旭川大谷地店 コンビニ

お菓子のくらた　外旭川店　 菓子

Bread　Man パン、サンドイッチ

南蛮屋あおい　外旭川店 コーヒー豆、菓子、お茶等

（有）澤木商店 米

肉のわかばマイスター 肉類

（有）田村商店 塩干物販売

東冷フーズ 冷凍食品

生鮮いちばん土崎店 野菜,果物,肉類,鮮魚

グランマート外旭川店 食品、雑貨等

ナイス外旭川店 食料品、日用雑貨、医薬品、衣料品他

(株）うえたストア 食品、菓子、雑貨

ツルハドラッグ外旭川店 医薬品、化粧品、日用品、食品

（株）薬王堂　秋田外旭川店 医薬品、食料品、衣料品、日用品

スーパードラッグアサヒ外旭川店 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

CFC　秋田店 化粧品、健康食品

バースディ外旭川 ベビー、子供用品各種

ファッションセンターしまむら外旭川店 衣料品、肌着、寝具類

サイクルショップグー 自転車

弐萬圓堂外旭川店 眼鏡、補聴器、健康機器等

（株）上州屋　秋田外旭川店 釣具用品

（有）秋田魁新報泉販売所 新聞

（株）JA秋田まなはげライフサービス　セルフ北 ガソリン、軽油、灯油他

ますい電化サービス 家電品

（株）アキオン 給湯器、住宅設備機器

ナガハマコーヒー外旭川店 コーヒー他



すしのあすか 寿司（宅配）

炭火でいろいろ焼いてくれや 食肉、焼肉

南部家敷　外旭川店 そば、天ぷら、うな、定食

陳麻家秋田外旭川店 担々麺、ラーメン、定食

とんかつ　かつ吉　外旭川店 とんかつ定食、米の娘ぶたロース定食等

美容室Hanako　Elegance外旭川店 カット、カラー、パーマ等

美容室　キャンパス　外旭川店　 美容一般
美容室　CAELUM 美容室
美容室アット 美容室
(株)シーガルジャパン外旭川店 クリーニング
旭写真 写真関連一般
住まいのお役立ち隊たまでん 電気設備・水道工事、住宅リフォーム等
徳永硝子建材（株） ガラス、建材等
三建塗装㈱ 塗装工事、塗装販売
総合施設（株） 給排水衛生設備・空調設備工事
（有）寶温水器サービス エアコン、給湯器等修理・給排水工事
秋田日化サービス（株） 住宅設備機器修理・保守管理
スマイル灯油センター 灯油、ストーブ、ボイラー

⑩大町地区
ボナペティ・パン工房　ボーヌ パン、惣菜
お菓子の川口屋 菓子

かおる堂　大町店 和洋菓子

宮城屋蒲鉾店大町店 蒲鉾

（名）平沢商店 米穀

(株)エムアンドエム ナットウナッツ、ギャバティー、発芽玄米等

お茶の辻吟 日本茶

繁田園 日本茶、他関連商品

器屋あおい・南蛮屋あおい コーヒー豆、陶器、菓子、硝子器等

（株）あくら クラフトビール販売　

（株）せきや 食料品一般

（有）酒屋まるひこ 酒類

なるみ酒店 大町店 酒類

（株）山田相談薬局 医薬品、健康食品、介護用品

ノエビア秋田中部販売会社 化粧品、サプリメント等

コスメハウスNAKATA 資生堂、カネボウ化粧品、エステ

升屋 呉服、清酒、味噌

ホビーハウスルピナス・リラダーム 婦人服、毛糸、手芸、コットン

FELICE　FELICE レディースファッション

辻兵商事（株） 事務・作業服、学校制服、ギフト

辻兵スクールコーナー 学校制服、ギフト用品

学生服サトウ 制服

伊藤貴金属店 宝飾、貴金属　

（株）時幸堂 宝飾品（時計、宝飾品)

はきもの登美屋 草履、下駄、サンダル等

ギャラリー杉 絵画

石川書店 書籍、雑誌

ひらのや書店 新刊書籍、雑誌

秋田魁新報　秋田中販売所 新聞

(有）金圓 文具品

（株）トガシ電機 家電品



(有)秋田中央生花 花束、アレンジ、スタンド花等

佛壇の升谷　 仏壇、仏具、神棚他宗教用具

(有)半田葬儀社 仏壇、仏具販売及び葬儀

佛壇の升谷　石材部 墓石

（株）風間石材店 墓石、彫刻、灯籠

（株）仕出しのせきや 仕出し

江戸屋　福太郎 宅配寿司、弁当

そば一　パティオ店 そば、うどん

杏庵 ソフトクリーム、コーヒー

frukkly パフェ、フルーツサンド

ミュージックバーポルト ランチ、イタリア料理

横田屋 鰻料理

横田屋　まさ 鰻料理

秋田てんぷら　みかわ 天ぷらコース、飲み物

秋田の食堂　やまと 丼物、ラーメン、串物等

懐石　天翠 和食

日本料理レストランはなぎく 日本料理、お弁当、仕出し料理

割烹かめ清・遊食さい賀 日本料理、郷土料理

料亭志田屋 料亭

料亭　濱乃家 料亭

秋田乃瀧 郷土料理、石焼桶鍋

味治 郷土料理、飲食サービスなど

炭火炙り家　えびす 酒類、刺身、郷土料理

魚のごちそう　膳菜や 酒類、刺身、郷土料理

手作り料理　一楽土 酒類、刺身、郷土料理

火鉢庵・ニハチ 刺身、酒

山寿司 すし、刺身、焼物、揚物等

あっぱれ寿司　秋田大町店 寿司店

だんまや水産　秋田大町店 居酒屋

赤から　秋田大町店 居酒屋

大漁丸　竿燈大通り店 居酒屋

歩摘亭 和食、魚、肉、野菜、日本酒

第一会館川反店3F　秋田料理の店　七福神　 和食、郷土料理

第一会館川反店4F　呑舟庵 和食、郷土料理

第一会館川反店5F 舞台付　和室宴会場 宴会料理

第一会館川反店6F　料亭風　和室宴会場 宴会料理

第一会館川反店7F　GSクラブ 宴会料理

第一会館　本館 各種宴会

火乃座 料理、酒類

紅がら屋 料理、酒類

BAIRO　CAFÉ 料理、酒類

川反軒 料理、酒類

國酒と料理墨流し 日本酒、料理

ローストビーフ酒場USHIMARU 秋田牛ローストビーフ、ワインなど

竹嶋 秋田県産の家庭料理、米沢牛

ビリー・ザ・キット ステーキ、ハンバーグ

肉バルNORICHANG 肉メニュー

しちりん家 ほるもん焼、焼肉



一の酉　川反店 焼鳥居酒屋

酉二九 焼鳥店

ポンレヴェック イタリアン・フレンチ料理

コットンクラブ 洋食50種、洋酒70種

レストラン　プラッツ 自社製造ビール、各種飲食類

ビアカフェ　あくら 自社製造ビール、各種飲食類

魚バルTOSHICHAＮG 魚メニュー

銀河館 パスタ、ピザ

Dining 想 パスタ、ピザ、一品料理等

Burger&Café Happy Time ハンバーガー

レストランルセット レストラン

道頓堀 鉄板料理、玉子巻、お好みやき

ラウンジバーハッピードリーム ラウンジ

ジャズスポットロンド コーヒー　、あくらビール

Dining BAR ISOLA 洋酒、カクテル、洋食

カクテル＆ウイスキー　レディ 洋酒全般

MixBar　BigTree 酒類

ラウンジOL倶楽部 酒類

ジャズクラブMrs.R 酒類

アクティブ　カット　デザイン　あーく 美容
Hair’s　kitchen ヘアカット、パーマ、ヘアカラー
美容室シャトレー 美容一般
Benry秋田大町店 ハウスクリーニング、エアコンクリーニング等
（株）イーホテル秋田 宿泊
中央土建（株） 新築、リフォーム、建物修理他
奥羽住宅産業（株） 新築、リフォーム
（株）松美造園建築工業　通町支店 一般住宅、リフォーム、造園
㈱東和 カーテン、ブラインド、クロス等

⑪旭北地区
ローソン秋田旭北錦町店 コンビニ
（株）みどり光学社　本店 カメラ、写真プリント、ダビング
（有）石井スポーツ スポーツ用品
中華料理 東天閣 中華料理
秋田ノーザンハピネッツ（株） Ｔシャツ、アクセサリー他応援グッズ
旭北歯科医院 電動ハブラシ、はみがき粉
ドン・キホーテ秋田
ドン・キホーテ秋田店 食品、日用・衣料品、ブランド品、家電他
イタリアントマト　ドン・キホーテ店 ケーキ、パン、焼菓子
チャウアー Tシャツ、チュニック、ボトム等
サンキューメガネ秋田店 眼鏡
ブックオフプラスドン・キホーテ秋田店 本、ＣＤ、ゲーム、家電、楽器等
大阪王将　ドン・キホーテ店 中華料理
そば一　ドン・キホーテ秋田店 そば、うどん
Ai Nail ネイル、ネイル用品販売

⑫旭南地区
旭南高砂堂 和洋菓子
ジェイマルエー　旭南店 一般・生鮮食品、日用品、酒、薬等
酒の英雄 酒類、ジュース類
佐々木薬舗 医薬品
久美化粧品旭南店 化粧品
三共産業（株）秋田支店 建築金物、大工道具
サイクルベースあさひ秋田旭南店 自転車



トヨタカローラ秋田（株）秋田店 車両販売・整備、修理等
（有）みやぎや仕出し店 料理、折詰他
ミッキーのクリーニング クリーニング

⑬千秋地区
ローソン秋田駅西店 コンビニ
チーズ＆ワイン　アベ チーズ、ワイン
Safari 衣類
まるさ佐藤 寝具、インテリア
（有）藤綿 寝具、羽毛布団オーダーメイド
（株）村越時計店 時計販売、修理、電池交換
（有）玉屋眼鏡店　アイラック店 眼鏡、サングラス　
アロマショップオレンジツリー ハーブティー、エステ、ネイル等
アロマショップオレンジツリー アロマ雑貨、ネイル
竹谷スポーツ 卓球用品販売
（株）加賀谷書店 書籍、雑誌、文具
（有）秋田魁新報東専売所 新聞
千秋なまはげサービスステーション ガソリン、軽油、灯油、車関連商品等
パティスリーミルシュー スィーツ、カフェ
ナガハマコーヒー秋田駅前店 コーヒー他
フレンチレストラン千秋亭 フランス料理
寧々家秋田駅前店 料理、飲物(酒類含)
時遊館秋田駅前店 料理、飲物(酒類含)、カラオケ
美容室　キャンパス　秋田駅前店 美容
アロマエステサロンBeaute Aromge エステ
秋田オーパ
秋田オーパ 婦人・,紳士服、化粧品、雑貨等

オーナーズガーメント オーダースーツ

キロストア レディス・メンズアパレル

ウィノフ レディス・メンズアパレル

ラスティンガール レディス・メンズアパレル

フラッグス レディス・メンズアパレル

マルシェドクリアインプレッション レディスアパレル

フランボン レディスアパレル

ウサギオンラインストア レディスアパレル

アンティグラヴィテマルシェ レディスアパレル

ミニマリズム レディスアパレル

アトリエセンスユニコ レディスアパレル

マジェスティックレゴン レディスアパレル

マウジー レディスアパレル

テチチ レディスアパレル

ポルカドット レディスアパレル

スイートアズ レディスアパレル

マイルピア レディスアパレル

ウィノフスタイル レディスアパレル

テット・オム メンズアパレル

DIG　AWELL メンズアパレル

メンズ・ビギ メンズアパレル

ハイリーセレクテッド メンズアパレル

ピーチジョン・ザ・ストア インナー

サコーシュ秋田オーパ店 カバン、バック、財布等

ミスターモストマブ バッグ、小物

コスメキッチンマーケット コスメ　



マリークヮント コスメ

ボンバー シルバーアクセサリー

キャンドゥ 100円ショップ

サンキューマート 雑貨

東急ハンズトラックマーケット 雑貨

マブチファブリックス 手芸・洋裁用品

タワーレコード CD、レコード、DVD
ヴィレッジヴァンガード 書籍、雑貨
ジュンク堂書店 書籍
ナガハマコーヒー カフェ
カフェ＆バープロント カフェ・バー
アトリエ　フローリナ ヘアメイク、まつ毛エクステ、ネイル
全身脱毛革命サロン　脱毛ラボ エステティックサロン
ブランジェリー 振袖,袴レンタル
あそびパーク アミューズメント

⑭中通地区
ファミリーマート秋田ぽぽろーど店 コンビニ
ファミリーマート土手長町通り店 コンビニ
ファミリーマート秋田中通6丁目店 コンビニ
ファミリーマート秋田中通4丁目店 コンビニ
ローソン秋田キャッスルホテル店 コンビニ

キャッスルデリカ パン、ケーキ、惣菜等

（有）三松堂 煎餅、和菓子、和生菓子

一乃穗　本店 しとぎ菓子

矢留食肉直売所 精肉、食肉

ミートショップちくれん 精肉　

（有）鈴和商店 炭火焼きりたんぽ、豆類

安田のつくだ煮 佃煮

小野商店 野菜、山菜、きのこ

中田商店 青果物

(株）菅久商店 酒類

（有）杉山物産 菓子、米、食料品一般

クローバー薬房 健康食品、化粧品、医薬品

クロロフイル秋田美顔教室 化粧品

くみ化粧品店 化粧品

佐野薬局　中通1丁目店 OTC医薬品

佐野薬局　マルナカ店 OTC医薬品

オレンジ薬局 医薬品等

ツルハドラッグ秋田中通店 医薬品、化粧品、食品、日用雑貨

クロスサイト秋田中小路店 婦人服　

グスト 衣料品

マルサン衣料 婦人、紳士衣料品、和装品等

月の猫 婦人服、アクセサリー、雑貨

ぱぁすとーん 洋服、化粧品

Chack's Closet 婦人服、アクセサリー、バック等

franc bonn 婦人服、紳士服、雑貨等

川口呉服店 呉服、婦人服、衣料品全般

和布倶や 呉服、和装小物

pour deux 婦人服

ブティック　ヒラトク　インターナショナル 婦人衣料、雑貨



HSP 婦人衣料、雑貨

メンズセンターササキ 注文紳士服の製造・販売

鈴木靴店 靴

リーガルシューズ秋田店 靴

ラ・ビアン秋田店 婦人靴

バックコレクションモリタ公営駐車場 カバン、キャリー　財布等

メガネのゴトウ メガネ、補聴器、時計等

（有）玉屋眼鏡店　中央店 眼鏡、サングラス　

（有）玉屋眼鏡店　補聴器センター 補聴器

(株）こしゃる店　篠田宝飾 貴金属、ジュエリー

（株）竹谷本店 貴金属、地金、銀線細工等

小松クラフトスペース 工芸品、雑貨

あきた県産品プラザ あきた県産品

アロマテラピーショップpfr'e アロマテラピ、ハーブティー

毛糸と手芸の店　おばら 毛糸、手芸用品

（有）梅屋 琴、三味線、笛、太鼓

陶苑むらき 陶磁器、ガラス

食器のさかいだ 陶磁器等、インテリア小物雑貨

時田電器センター 電気器具販売

伊藤電機商会 家電

フォーカス カメラ販売、写真プリント等

SNOW　GARDEN スポーツ用品、衣服

寝装のたかはし 寝装品

グリーンライフ駅前店 リサイクル品

（株）刀根商店 灯油

カフェ　プルドゥ カフェ

SOUP　HOLIC スープ、パン、サンドイッチ

Green　Enough サラダ、サンドイッチ、ドリンク

ティールーム陶 飲料類、デザート、軽食

麺屋　朋 ラーメン

ひよこカレー秋田駅前店 カレーライス

ゆぎ屋 ラーメン、酒類

かまど炊き　あきた飯 地酒、馬刺し等

㈱札幌かに本家秋田店 かにレストラン

唐橋茶屋 きりたんぽ鍋、稲庭うどん

こだわり酒房小野家 酒、旬の料理

だんまや水産　秋田駅前店 居酒屋

ビアレストラン楽市 居酒屋

どでん舌 居酒屋

和食神楽 日本料理　

うまい肴　然 酒類、刺身、郷土料理

炭火串焼げんき屋秋田駅前店 酒類、刺身、郷土料理

和ダイニング　広小路　我楽 和ダイニング、郷土料理

串バカ　我武者羅 串料理

居酒屋　駅前あっちゃん 刺身、焼魚、イカ貝焼等

かまくらの郷 刺身、酒

千秋 和食居酒屋

リストランテ・ラ・グロッタ イタリア料理、パスタ、アラカルト



中通Chillout ワイン、燻製料理、イタリアン等

ナポリピッツァコジコジ秋田駅前店 ナポリピッツァ、パスタ等

G.Kitchen イタリア料理

居酒屋カフェ　アンサナ ダイニングバー

スカイグリルブッフェレストラン空桜～SORA～ ブッフェレストラン

シノワ＆フレンチ　シェフ＆シェフ 中国料理、西洋料理レストラン

焼肉レストラン大昌園 焼肉レストラン

秋田牛玄亭 焼肉

仲小路コーヒー＆ワイン コーヒー、酒類、スイーツ等

バータイガーモア駅前店 ウイスキー、カクテル

ヘアスペースつばめカンパニー 理美容、カット、パーマ等

カットイン セゾン キャッスル店　 化粧品、理美容全般

2FACE 美容室、エステサロン

仲小路まつげサロンChouChou まつげエクステサロン

日本ビューホテル（株）秋田ビューホテル レストラン

㈱イヤタカ 結婚式、宴会、レストラン

セコム（株）秋田統括支社 防犯、防災、防火用品
（株）くまがい印刷 印刷物全般
（有）橘不動流通 賃貸売買に関わる仲介
秋田市民市場
（有）魚繁伊勢谷 まぐろ
（有） 相原商店 鮮魚　
（株）かがや 鮮魚
カネシン相原鮮魚店 鮮魚
（有）魚繁　伊勢谷 鮪
本間商店 鮮魚
カネミ菅原商店 鮮魚
米屋商店 鮮魚
川村鮮魚店 鮮魚
（有）丸伊　伊藤鮮魚店 鮮魚

よねや商店 鮮魚

竹内商店 鮮魚

カネキ佐々木商店 鮮魚

舩木や 鮮魚

上村商店 鮮魚

マルイチ伊勢谷商店 まぐろ

丸八鮮魚店 鮮魚

安亀商店 鮮魚

児玉商店 鮮魚

（有）深堀商店 紅さけ、すじこ、たらこ

（資）加藤本店 塩干物

二幸カマタ食品（株） 塩乾物

青山商店 塩干物（筋子、たらこ等）

（有）高寅 紅鮭、筋子、たらこ

安田のつくだ煮 食品

畠山つくだ煮店 佃煮、漬物

笹川商店 海産物

（有）松村精肉店 食肉

あいば商店 野菜、果物

渡辺商店 果物

大沢青果 果物、野菜



伊藤商店 果物

富士三 鶏卵、青果

丸銀　藤原商店 野菜、果物、漬物

(有)マルホ保坂青果 野菜、果物

三浦青果 青果

山菜屋こまち 山菜、青果

業務スーパー秋田市民市場店 食品スーパー

市場の酒屋 酒類

しふぉん 衣料品

悠悠 衣料

（株）折安 梱包資材全般

桜田生花店 生花
大沢商店 生花
一文字　総菜市場店 おにぎり、弁当、総菜
進藤水産本店 筋子、たらこ等
ぱっぷや市民市場店 各種定食、らーめん、丼、そば等
志那そば　伊藤 中華そば
市場いちばん寿司 回転寿司
讃岐うどん　和太郎 讃岐うどん等
どるず珈琲店 喫茶各種メニュー
お休み処　喰い処　まんま 定食等
美容室　ブロッセ 美容一般
エリアなかいち
秋田畑 Ｔシャツ、トートバック、食品等
なかいち銘品館 工芸品
花徳　なかいち店 生花、雑貨
福多珈琲 カフェ
ベーカリー＆カフェ　GRISSINI パン　ドリンク
（株）寛文五年堂　なかいち秋田店 稲庭うどん　
なかいち桟敷 居酒屋
御厨　光琳 和食
RBステーキハウス レストラン
O・HA・SHI　BISTRO　88バル レストラン
ビューティールームラディーチェなかいち店 美容
リラクゼーションルームアクア・マリン 整体
西武秋田店
（株）そごう西武　西武秋田店 雑貨、衣料品、食品等
ワタナベ時計店 時計、眼鏡
レーヴル西武 カバン、バック、財布等
南秋ラーメン ラーメン店
惣菜　味いち 惣菜全般、天ぷら、サラダ等
そば一　西武店 そば、うどん
フォンテ秋田
（株）なかよし 薬品、化粧品
マインなかよし 薬品、化粧品
ドラックなかよし 薬品、化粧品
香 化粧品、お香、アロマオイル
婦人服未来 婦人服
リーク 婦人服
キューブシュガーフォンテAKITA店 婦人服、服飾雑貨
ブティック　ヒラトク　フォンテ秋田店1F 婦人衣料、雑貨
MIX-O　フォンテ秋田店1F 婦人衣料、雑貨
MIYAKOYA　都屋 婦人服
舶来屋 衣料品、雑貨等
アクセサリーズキャロル秋田駅前店 アクセサリー等服飾雑貨
東京靴流通センター　フォンテ秋田店 靴



バックコレクションモリタ　フォンテ秋田 カバン、バック、財布等
プリモカワカミ カバン、財布
秋田ロフト 文房具、コスメ、生活雑貨
ビューティーサロンシャトーフォンテAKITA店 美容サービス、美容商品
遠藤歯科クリニック 電動ハブラシ、はみがき粉等
アルス
SUIT　SELECT 紳士服・婦人服
RAY　CASSIN 婦人服
JEANASIS 婦人服
earth　music＆ecology 婦人服
La　Collection 婦人服
B-Three 婦人服
ブティックヒラトク 婦人服
銀座マギー 婦人服
Samansa　Mos2 婦人服

ROPE　PICNIC 婦人服

EMS&RETRO　GIRL 婦人服

OFUON 婦人服

Honeys 婦人服

Fabric　Jam 婦人服

AMO’S　STYLE　by　Triumph 婦人服、下着

イーザッカマニアストアーズ 婦人服

無印良品 生活雑貨、衣料品

100円ショップ　ワッツウィズ 生活雑貨、衣料品

Infinity∞ 靴

シューズトリエ 靴

JINS メガネ

Juno アクセサリー

花のヤマト 生花

Tea　Time 雑貨

MERCURY 靴下　

elyeeb【by　Beetle】 化粧品、美容室
マツモトキヨシ 薬、化粧品、食品、雑貨
STARBUCKS　COFFEE　アルス店 喫茶
てもみん マッサージ
おしゃれ工房 洋服・バックリフォーム等
トピコ
三松堂　秋田トピコ店 煎餅、和菓子、和生菓子
お菓子のくらた　トピコ店 和洋菓子
おみやげ処　こまち苑 秋田の食・菓子、酒、工芸品等
yuwa MILK　STAND ソフトクリーム
みんなのやさい畑 生鮮
男鹿・八郎潟直送鮮魚店　安亀 生鮮
石川酒店 酒類
木の実堂 お土産品
秋田特産さいとう お土産品

東北めぐり　いろといろ お土産品

あきたくらす お土産品

おいしい秋田　本山物産 お土産品、立ち飲みバー

アントステラ 洋菓子

かおる堂 和洋菓子

菓子舗　榮太楼 和洋菓子

金萬・金萬セレクト 和菓子、工芸品



お菓子のくらた 和洋菓子

くら吉 和洋菓子

三松堂 和洋菓子

秋田郷土菓子司　勝月 和洋菓子

光月堂 和洋菓子

杉山壽山堂 和菓子

高砂堂 和洋菓子

ラグノオ 和洋菓子

らぽっぽ 和洋菓子

フロ・プレステージュ 和洋菓子

関根屋 駅弁

とんかつ新宿さぼてん 弁当・総菜

日本一 弁当・総菜

一文字 弁当・総菜

あきた鮨 弁当・総菜

ジュピター 輸入食品

ショップハーバー 化粧品

青山薬局 薬

更紗 婦人服

竹谷本店 貴金属

遊粋道楽 雑貨

和モダン　六花 雑貨

ブックスささき 書籍

STARBUCKS　COFFEE　秋田駅店 喫茶

ドトールコーヒーショップ 喫茶

鴨谷珈琲店 喫茶

VIE　DE　FRANCE パン、喫茶

yuwa MILK STAND ソフトクリーム　

Dipper Dan クレープ

ロッテリア ハンバーガー

麺屋　十郎兵衛 ラーメン

稲庭干饂飩　八代目　佐藤養助 稲庭うどん　

はなまるうどん うどん

吉野家 飲食

YA-YA　Stazione　B 飲食

秋田比内地鶏や 飲食

中華ダイニング　欣秋 飲食

郷土の味・秋田牛鉄板焼　扇屋 飲食

パブロカザルス 飲食

秋田の恵み鮨処　秋田港 飲食

YA-YA　Stazione　B レストラン
くめかわクリーニング クリーニング
caoca広場サービスカウンター チケット

⑮南通

ファミリーマート秋田南通宮田店 コンビニ
ドジャース楢山店 食品スーパー
ＮＥＥＤ　ＴＨＥ　ＰＬＡＣＥ 食料品、産直野菜　酒類等
亀の町ベーカリー パン　
亀の町ストア 雑貨、コーヒー、ランチ



堀井呉服店 呉服、衣裳レンタル
（有）玉屋眼鏡店　有楽町店 眼鏡、サングラス　
シュタイフ秋田 シュタイフ社商品
Flux 照明器具、雑貨
OUTDOOR　SHOP　YAMAGOYA アウトドア用品
（株）フローリストナチュラル 生花

カワシマリビング 家具、インテリア小物

MEZZANINE 家具、インテリア

Wall&D 塗料、輸入壁紙、インテリア小物

まど枠 雑貨、衣類

㈱しもむら 飲料水、玩具、駄菓子、くじ等

BAR　USHIO 洋酒全般

酒場　カメバル バル、洋食

BEER　FLIGHT クラフトビール、酒類、ソーセージ等

そば処たちそば そば、うどん、丼物

酒場　ひつじ 秋田県産創作料理

ビューティスパ　アマンジェナ 美容

3Cｓ 美容

Ayl.nailsalon&school ネイルサービス

皆川ダンススタジオ 社交ダンス

（株）長谷駒組 建設工事、土木工事等

⑯楢山地区
ファミリーマート秋田ならやま店 コンビニ
翁屋　開運堂 和・洋菓子
（株）藤井商店 米穀、灯油
（有）山沢電機商会 家電製品
三浦電器 家庭電気器具
（株）相場商店 プロパンガス、ガス器具
東部ガスプラザ　秋田中央店 住宅設備機器販売
協和石油 秋田南サービスステーション 石油製品
大民石油販売（株）亀の町給油所 ガソリンスタンド
（有）秋田魁新報秋田南専売所 新聞
（株）お天気や 食肉
レストランかなや レストラン
リラクゼーションサロンゆらり リラクゼーション、整体、エステ
(株)みかづきネットワーク 部屋の掃除、生前・遺品整理
東部ガス（株）秋田支社 ガス機器全般,料理教室他
（有）みちのくアトリウムプラン 住宅設備機器等
イオン秋田中央店
イオン秋田中央店 食料・衣料・日用品,化粧品等
ママイクコ　イオン秋田中央店 生活雑貨
grove 婦人・子ども服
ＭＩＸ-Ｏ 婦人衣料
Ｈiｒａｔｏｋｕ 婦人服
ＥＧＡＭＩイオン秋田中央店 婦人服
婦人ショップ　ＬＥＡＦ 婦人衣料
クロスサイト秋田中央イオン店 婦人服
ハニーズ秋田中央イオン店 婦人服
HusHusH 婦人服
ちゃいるずくらぶ ベビー・子供衣料
チャイルドまつや ベビー・子供服
moujonjonイオン秋田中央店 ベビー・子ども衣料
バッグコレクション　モリタ 鞄
ＥＳＴＥＬＬＥ 宝飾・貴金属



パティズ秋田店 ファンシー雑貨
かおる堂 和・洋菓子
幸楽苑イオン秋田中央店 ラーメン専門店
リラクゼーションルーム憩　イオン秋田中央店 整体

⑰旭川地区

旭川かもしかSS ガソリンスタンド、燃料、作業全般
でんきのよしの 家電製品

⑱新藤田地区

（有）　酒のおがわ 地酒

⑲添川地区

自然食そゑ川 そば、うどん、きりたんぽ郷土料理
（株）秋田温泉さとみ 宿泊、宴会、日帰り会食
温泉センターりらっくす 日帰り入浴、レストラン（ランチ）

⑳仁別地区

ファーマーズキッチン旬 オーガニック料理
クアドーム　ザ・ブーン 入館料
太平山スキー場オーパス リフト料金
太平山リゾート公園　グランドゴルフ場 プレー料金
太平山リゾート公園総合案内所　 トレーラーハウス、キャンプ場、テニス利用等
森林学習館　木こりの宿 入浴料、宿泊料

㉑山内地区

秋田ペット霊園 ペット葬儀

㉒濁川地区

かぎしっぽ 猫雑貨

㉓手形地区

ファミリーマート秋田手形店 コンビニ
ファミリーマート秋田高校前店 コンビニ
お菓子のたかすぎ 洋菓子、焼き菓子
グランマート手形店 食品、雑貨等
（株）藤井酒店 酒類　
黒木電器 電気製品、修理
せいわ電器（株） 家電製品
(有)いせまつ 文具、画材
サイクルショップグー手形店 自転車
クドウスポーツ スポーツ用品、制服
（名）藤井主食販売店 米穀、灯油
（有）オートドルフィン 中古車、カー用品　
日産プリンス秋田販売（株）秋田東支店 車輌,修理
あっぱれ寿司　秋田駅東店 寿司居酒屋
赤から　秋田駅東店 居酒屋
肴やしち 居酒屋
キーファーズカフェ パンケーキ、食事
（有）千秋代行 運転代行
Luminous　beauty care 美容室
石郷岡建築 木造建築全般
レンタルショップ　エスワン レンタル

㉔広面地区

ファミリーマート秋田中央インター通店 コンビニ



ファミリーマート秋田広面板橋添店 コンビニ
ファミリーマート秋田広面北店 コンビニ
ローソン秋田大学病院店 コンビニ
モン高砂堂 和洋菓子
お菓子のくらた　東店 和洋菓子
パティスリーラトリエグーテ ケーキ、焼菓子　

多恵要蔵店 洋菓子

310店 パン、焼き菓子

さん・サンThe　Coffee Beans焙煎販売、喫茶

ドジャース広面店 食品スーパー

肉のわかば　広面店 精肉、加工品、弁当等

石塚鮮魚店 鮮魚

ジェイマルエー　広面店 一般食品、生鮮食品、日用品等

いとく秋田東店 食料品

マルダイ広面店 食料品

川口屋 生鮮、惣菜、食品、雑貨等

南蛮屋あおい　広面店 コーヒー豆、菓子、ハーブ、陶器等

（株）やまや広面店 酒類、食品

ツルハドラッグ秋田広面北店 医薬品、化粧品、雑貨

（株）みどり光学社　広面店 カメラ、写真プリント、撮影等

ハードオフ・オフハウス・ホビーオフ秋田広面店 家具、インテリア、家電　ホビー等

スーパードラッグアサヒ秋田広面店 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

吉田商店 酒類、灯油

DCMホーマック広面店 日用品、ペット、インテリア、カー用品

DCMホーマック広面北店 日用品、ペット、インテリア、カー用品

(株)花のヤマト 生花販売、鉢物

（有）カントリーガーデン秋田本店 ガーデングッズ、エクステリア商品

マックハウスSSF広面店 衣料

シュープラザ秋田広面店 靴

洋服の青山　秋田広面店 メンズレディーススーツ、フォーマル

パソコン専門店ＣＯＭ パソコン及び周辺機器、修理

ツルハ秋田広面店 医薬品、化粧品、日用雑貨

ケーズデンキ秋田東店 家電製品

弐萬圓堂広面店 眼鏡、補聴器、健康機器等

メガネのアオヤギ 眼鏡小売

ジュエリーかまた秋田広面店 宝飾品

イチノセキ広面店 時計

（株）　一ノ関時計店 時計、メガネ、補聴器販売

イエローハット秋田広面店 自動車用品及び部品

安藤タイヤ タイヤ、カー用品等

（株）JA秋田まなはげライフサービス ＬＰガス、ガス器具

㈱木村スタンド広面SS ガソリン、灯油、タイヤ等

アップガレージ秋田店 カー用品

港北石油（株） 石油製品

広面なまはげサービスステーション ガソリン、軽油、灯油等

佐野薬局　広面店 化粧品、雑貨、OTC医薬品

佐野薬局　城東店 OTC医薬品

佐野薬局　東通店 OTC医薬品

佐野薬局　赤沼店 OTC医薬品



ナガハマコーヒー広面店 コーヒー他

アトリエ&カフェ　こんみご コーヒー、ケーキ、ランチ等

モスバーガー秋田広面店 ハンバーガー

ステーキガスト秋田広面店 ステーキ、サラダバー

餃子の餃天 餃子、定食、ラーメン

幸楽苑　広面店 ラーメン、ギョウザ
そば処　けん太 日本そば屋
南部家敷　広面店 そば、天ぷら、定食等
露地厨房　且坐 居酒屋
読売センター秋田東部 新聞販売
粂川クリーニング工場　広面店 クリーニング取次店
ビューティーサロンシャトー広面店 美容サービス、美容商品
セントラルフィットネスクラブ秋田広面店 会員制スポーツクラブ
ＧＲＯＷＴＨ　ＨＡＩＲ カラーリング、縮毛矯正等
美容室　キャンパス　広面店 美容一般
（株）髙橋店装 内装工事全般

㉕東通地区

ローソン秋田東通一丁目店 コンビニ
ファミリーマート秋田東通り店 コンビニ
ビフレ東通店 食料品,日用雑貨

林泉堂（株）秋田店 明治牛乳、他宅配商品

純生食パン工房HARE/PAN秋田店 食パン

Caracol　Record 洋服

NAMAHAGEハーバリウム工房 ハーバリウム、ドライフラワー等

まめまめハウス本店 珈琲豆,紅茶,健康茶等

アロマ珈琲店 珈琲豆、紅茶、関連商品

ツルハドラッグ東通店 医薬品、化粧品、雑貨

（株）薬王堂　秋田東通店 医薬品、食料品、衣料品、日用品

(有)阿部正助商店　秋田支店 仏壇、仏具、神具

サイクルプラザ　ダイシャリン広面店 自転車

（株）丸伊商店　明田給油所　 ガソリン、軽油、灯油

（株）丸伊商店　広面給油所　 ガソリン、軽油、灯油

加賀谷書店　東通店 書籍、雑誌、文具

ブックオフ秋田広面店 本,ＣＤ,ＤＶＤ,ゲーム,家電　

秋田トヨペット（株）Smile　PAL店 トヨタ車両販売,車両整備,修理等

（有）秋田魁新報明田専売所 新聞

（有）金茶 飲食

さかなや本舗 刺身、酒

カレーハウスCoCo壱番屋　秋田東通店 カレーライス

お食事処　のんべぇくうべぇ 郷土料理,居酒屋,ランチ

まごころ「愛」居食庵　秋田美人 ラーメン,つけ麺,定食

Chico　la Café カフェ飯,カレー,パスタ等

スパゲッティレストランTREｎTA秋田アルヴェ店 スパゲッティ

和バル すしえど にぎり寿司、酒、一品料理

東通はりきゅう整骨院 骨盤矯正、美容鍼、不妊治療等

GLAMOUR 美容、ヘアケア、メイク商品

（有）ファンキーテニスアカデミー テニスラケット、ウェア、シューズ等

美容室Hanako　Elegance東通店 カット、カラー、パーマ等

(株)シーガルジャパン東通店 クリーニング

Fam 美容　



Beetl 美容

Beetle-iD 美容

D-sence 美容
（株）東横イン秋田駅東口 ビジネスホテル
インターネット＆コミックカフェ　コミックバスターアルヴェ秋田駅東口店 マンガ,インターネット,ドリンクバー
TOP　ART アリミノ商品,N.シリーズ,エステシモ　
畑山住宅（株） 増改築工事、改修工事等

㉖太平地区

（株）テクニカサービス 小さい修理、ボイラー等

㉗横森地区
ファミリーマート秋田横森店 コンビニ
トキオシューズコレクション 紳士靴,婦人靴
（有）ダイヤ燃料 灯油、ストーブ、給湯機等
やまねこ軒 ランチ
山建開発（株） 住宅新築、リフォーム等
(有)荒川建設工業 新築、増築、リフォーム

㉘桜地区

ローソン秋田さくら店 コンビニ
ファッションセンターしまむら桜が丘店 衣料品、肌着、服飾雑貨等
ノエビア化粧品新秋田販売 化粧品
イチノセキ桜店 時計
サクラ電化 家電商品、リフォーム全般
佐野薬局　桜店 OTC医薬品
（有）秋田魁新報桜専売所 新聞
トコヤ　チャオ 理美容
美容室　小町 美容一般
beauty salon gerbera エステ、メイクアップ、化粧品

㉙山手台地区

ナイス山手台店　 食料品、日用雑貨、医薬品、衣料品他
はるやま秋田山手台店 メンズ・レディス衣料品、雑貨
藤よし　秋田山手台店 とんかつ
カルビ屋大福　秋田山手台店 焼肉店
回転寿司　すし江戸山手台本店 にぎり寿司等
かえる治療院 マッサージ、鍼灸　

㉚上北手地区
セブンイレブン秋田赤十字病院店 コンビニ
ローソン秋田日赤病院前店 コンビニ
あきたマルシェ 食品類
協和石油 山手台サービスステーション 石油製品
ナガハマコーヒー秋田赤十字病院店 コーヒー等
（株）松本カーコーポレーション 自動車関連、農業関連
（有）アダムス 自動車整備、鈑金修理、車両販売
ペレットライフ ペレットストーブ

㉛四ツ小屋地区

セブン‐イレブン秋田四ツ小屋店 コンビニ
菓子園中野屋 和洋菓子
（有）秋田魁新報四ツ小屋販売所 新聞
（有）鈴政商店 各種お膳、折詰、弁当

㉜御野場地区



ファミリーマート秋田御野場2丁目店 コンビニ
パパ・パティシエ 洋菓子、ケーキ、クッキー
ビフレ御野場店 食料品,日用雑貨
めがねの平和堂 メガネ、時計、貴金属、補聴器
（株）木村スタンド御野場SS ガソリン、灯油、軽油、タイヤ等
インド＆ネパールレストラン「パナス」御野場店 インド、ネパールカレー
サロン・ド・SELA 美容業

㉝仁井田地区
ファミリーマート秋田仁井田栄町店 コンビニ
ローソン秋田仁井田緑町店 コンビニ
ローソン秋田仁井田栄町店 コンビニ
セブン-イレブン秋田仁井田本町店 コンビニ
メガ仁井田店 食品、生鮮、酒、日用品、医薬品
マルダイおのば店 食料品
ナイス仁井田店　 食料品、日用雑貨、医薬品、衣料品等
ナイス仁井田南店　 食料品、日用雑貨、医薬品、衣料品等
寺門酒店 酒類
クレアシオン パン
寝具の奥山 寝具用品
バースデイ仁井田店 ベビー子供用品　各種
マイ・ショップごとう 衣料品、ギフト、寝具
（有）スタイル 婦人服、服飾雑貨

弐萬圓堂御野場店 眼鏡、補聴器、健康機器等

コスモス薬局 医薬品等

ツルハドラッグ秋田仁井田店 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

佐野薬局　御野場店 OTC医薬品

（株）かんきょう秋田南支店 介護用品、福祉用具

（株）サンデー秋田御野場店 日用品、園芸品

コメリハートアンドグリーン仁井田南店 工具、日用品、ペット用品、家電製品等

トヨタカローラ秋田（株）秋田南店 トヨタ車両販売,車両整備,修理等

秋田トヨペット（株）仁井田店 トヨタ車両販売,車両整備,修理等

日産プリンス秋田販売（株）秋田南支店 車輌,修理

秋田日産自動車（株）秋田南店 自動車(新車・中古車）整備

（株）モトーレン秋田 自動車

ザ・ガレージ 自動車

三国商事（株）秋田南インター給油所 ガソリン、灯油、カー用品等

（株）丸伊商店　仁井田給油所　 ガソリン、軽油、灯油

オートバックス秋田仁井田店 カー用品、新車、中古車等

新光石油（資） 灯油、自動車関係用品

（株）リアルファースト 車両販売、整備、パーツ販売

（有）東立 タイヤ、タイヤ交換、バッテリー等

すし海道　秋田仁井田店 宅配ずし

木もれ陽のテラス コーヒー、サンドイッチ

中華ダイニング　大黒屋 中華料理、オードブル、出前等

十六房 創作料理、中華料理

回転寿司　すし江戸 にぎり寿司等

ナガハマコーヒー御野場店 コーヒー等

幸楽苑　仁井田店 ラーメン、ギョウザ

煮干しそば専門店まると仁井田分店 ラーメン等

南部家敷　御野場店 そば、天ぷら、定食等

秋田リバーザイドグリーン ゴルフ場



（有）さとう写真スタジオ 写真撮影

（有）秋田ランチサービス 弁当

秋田南自動車学校 自動車教習所

A.Q.A仁井田店 カラオケボックス　
（株）北勢工業 リフォーム工事
木場（株） リフォーム工事、水道工事
インテリア館　美鶴 カーテン、カーペット
松美造園展示場「ハピア」 造園工事、植物販売

㉞大住地区
すずや衣料店大住店 衣料品　
RC.SPACE　みちおか ラジコン、プラモデル、模型
（有）奥寿し 寿司
PeePal レストラン
美容室　J.D 美容

㉟卸町地区

セブン-イレブン秋田卸町3丁目店 コンビニ
パティスリージョー 洋菓子

（株）秋田まるごと市場 生鮮、惣菜、一般食品、雑貨

酒の英雄　秋田まるごと市場店 酒類、ジュース等飲料

WEST 家具、インテリア雑貨

（株）ニトリ秋田店 家具、インテリア用品

ファッションセンターしまむら秋田卸町店 衣料品、寝具、雑貨等

（株）薬王堂　秋田茨島店 医薬品、食料品、衣料品、日用品

コメリ　パワー秋田卸店 工具、日用品、ペット用品、家電製品等

トイザらス秋田店 玩具、育児・子供用品全般

㈱コジマ×ビックカメラ卸団地店 家電製品

（株）秋田人形会館 雛人形、五月人形

ぱっぷやまるごと市場店 各種定食、らーめん、丼、そば等

カレーCoCo壱番屋ラウンドワン秋田店 カレーライス

大同門　秋田店 焼肉　

ALSOK秋田（株） 交通誘導警備等

美容室　小町　卸町店 美容一般

天然温泉ホテル　こまち 入浴、宿泊
（株）美研ウッド　茨島事務所 住宅の増改築、リフォーム

㊱茨島地区

ファミリーマート秋田茨島4丁目店 コンビニ
生活（協）コープあきた　茨島店 食品、日用品、雑貨
南蛮屋あおい　茨島店 コーヒー豆、菓子、陶器等
焙煎工房　麻布 コーヒー豆
ＡＯＫＩ秋田茨島本店 衣服類
ＥＤＷＩＮ　Factory　Outletイオンタウン茨島店 衣料品
アベイル　茨島店 衣類、服飾雑貨、くつ
シャンブル茨島店 衣類、インテリア雑貨
加賀谷書店　茨島店 書籍、文具
ペットワールド　アミーゴ秋田茨島店 生体、ペットフード、用品
DCMホーマック茨島店 日用品、ペット、インテリア、カー用品等
洋服の青山　秋田茨島店 メンズレディーススーツ、フォーマル等

(株)アルペンスポーツデポ秋田茨島店 スポーツ用品

スーパースポーツゼビオ秋田茨島店 スポーツ用品

三栄機械器具（株） 機械器具



漆芸工房齋藤 漆器製造

サンキューメガネ茨島店 眼鏡

（有）ひしい 寝具、打ち直し、タオル等

（株）マルタ商事 灯油、住宅設備販売

マルタ商事茨島灯油センター 灯油店頭販売

ENEOS　茨島給油所 燃料類の販売

小金龍茨島店 中華料理

幸楽苑　茨島店 ラーメン、ギョウザ

ぱっぷや茨島店 各種定食、らーめん、丼等

回転寿司　すし江戸　茨島店 にぎり寿司等

南部家敷　茨島店 そば、天ぷら、定食

ストロベリーコーンズ・ナポリの窯秋田中央店 ピザ、アイスクリーム等

カット・サロン・こんどう 理美容

齋藤美容室 美容
美容室　キャンパス　茨島店 美容一般
理容室　キャンパス　茨島店 理容一般
秋田アスレティッククラブ スポーツ施設提供
秋田モータースクール 自動車等の技能講習
茨島自動車整備工場 自動車等の修理整備
フォトスペースぱちりこ 写真、プリント、写真用品

㊲牛島地区
ファミリーマート秋田牛島東5丁目店 コンビニ
マルダイ牛島店 食料品
むぎの音 パン
高弁商店 酒類、食料品、雑貨
アイリス薬局 医薬品等
すずや衣料店牛島店 衣料品　
油屋衣料店 衣料品、肌着、寝具

本間洋装店 紳士服、婦人服仕立て既製品

二木ゴルフ秋田店 ゴルフ用品

佐藤書店 雑誌、書籍

（有）秋田魁新報牛島販売所 新聞

（有）猪田石材店 墓石、石製品、墓石清掃代行等

味よし秋田店 寿司（宅配　テイクアウト）

斎藤写真館 記念、証明写真、デジタルプリント等

（有）佐藤自動車整備工場 自動車整備、車輌販売

VIAGE HAIR&SPAメンズグルーミングショップ01 理美容全般

ビューティーサロンシャトー 美容サービス、美容化粧品

ビューティーサロンシャトーマルダイ牛島店 美容サービス、美容商品

ホームナーサリーぷちぱ ベビーシッター

ＧＥＮＫＩＤＳ☆あそび塾 スポーツクラブ

マナビヤ秋田 個別指導塾

理容　いがらし 理容

北陽ドライ クリーニング

宇佐美クリーニング　マルダイ牛島店 クリーニング
クリーニングたかはし クリーニング
小松住建（株） 住宅リフォーム
Ｋｍ企画一級建築士事務所 住宅リフォーム
曽我住宅産業（株） 住宅建築等

㊳御所野地区



ローソン秋田御所野店 コンビニ
ローソン秋田御所野堤台1丁目店 コンビニ
セブン-イレブン秋田御所野堤台店 コンビニ
ジェイマルエー御所野店 一般・生鮮食品、日用品、酒、薬等
スーパーセンターアマノ御所野店 食料品、日用品、衣料品、ＤＩＹ用品
御所野の地酒や　おおた 酒、ジュース
お菓子の郷ジロー パン、洋菓子
ツルハドラッグ秋田御所野店 医薬品、化粧品、日用雑貨等
Mt.石井スポーツ秋田店 アウトドア用品
テックランド秋田御所野店 家電、生活雑貨、玩具
(株)東京インテリア家具秋田店 家具、生活雑貨、カーテン、じゅうたん
（株）BOOBOOファクトリー 自動車販売・修理
とりっこ御所野店 居酒屋
三宝亭　御所野店 らーめん専門店
美容室　キャンパス　御所野店 美容一般
LuLuAs エステ、化粧品
（株）松美造園建築工業 住宅資料館 一般住宅、造園、外構工事等
(株）トータルライフ 住宅の新築・リフォーム
（有）エスケイホーム 住宅の新築・リフォーム
イオン御所野イオンモール秋田
イオンモール秋田 複合店舗
イオンスタイル御所野 食料品、衣料品、雑貨
ラグノオささき 洋菓子
ルピシア 紅茶、緑茶

カルディコーヒーファーム コーヒー豆、輸入食品

コスメティックアトリエポポ 化粧品

ＬＵＳＨ 自然派化粧品

ファンケル 化粧品、サプリメント

ＤＨＣ直営店 化粧品、健康食品

ＡＲＥＥ バラエティコスメ

マツモトキヨシ ドラッグストア

きものやまと 呉服

エメフィール ランジェリー

チュチュアンナ 靴下、ランジェリー

スクールショップ佐々市イオン御所野店 学生衣料

アメリカ屋 ジーンズカジュアル

ムラサキスポーツ スポーツ用品、アパレル

スポーツオーソリティ スポーツ用品

コーナーズ スポーツ用品、シューズ

フローレンスK レディスアパレル

MEDOC レディスアパレル

OZOC レディスアパレル

アルファベッツアルファベット レディスアパレル

アメリカンホリック レディスアパレル

23区 レディスアパレル

studio CLIP レディスアパレル、雑貨

niko and... レディスアパレル、雑貨

ボーイズルーム レディスアパレル

EGAMI レディスアパレル

ハニーズ レディスアパレル

axes femme レディスアパレル、雑貨

GORGE レディスアパレル



Hiratoku レディスアパレル

アースミュージック＆エコロジーナチュラルストア レディスアパレル

アズノゥアズピンキー レディスアパレル

ベルーナ レディスアパレル

ブティック　ヒラトク　イオンモール秋田1F 婦人衣料　雑貨

HIDEAWAYS NICOLE メンズアパレル

プティマイン キッズアパレル

BRICK HOUSE byTokyo Shirts メンズレディスシャツ

タカキュー メンズ・レディススーツ

THE SHOP TK メンズ・レディスアパレル

GO NUTTS メンズ・レディスアパレル

coen メンズ・レディスアパレル

シーガルディレクション メンズ・レディスアパレル

アズールバイマウジー メンズ・レディスアパレル

P.S.FA メンズ・レディススーツ

ikka ファミリーアパレル

bene posto. ファミリーアパレル

コムサイズム ファミリーアパレル

グローバルワーク ファミリーアパレル

アーノルドパーマータイムレス ファミリーアパレル

ユニクロ ファミリーアパレル

GU ファミリーアパレル

サコーシュ御所野 カバン、キャリー、財布等

ランドマークストーリー御所野 カバン、キャリー、財布等

レーヴル御所野 カバン、キャリー、財布等

バギーポート カバン、キャリー、財布等

レーヴルモリタ 鞄、袋物

ランドマークストーリーbyBS 鞄、小物

BAGGY PORT 鞄、帽子、関連雑貨

SACOCHE バッグ、革小物

ABCマート シューズ

ASBEE シューズ

フェミニンカフェ レディスシューズ

パンドラハウス 布地と手芸、クラフト

メガネのアイアイ 眼鏡

JINS 眼鏡

コンタクトのアイシティ コンタクト

Mont RonD 宝飾

天然宝石の店丸啓 宝飾

タイムステーションNEO 時計

アナヒータストーンズ 天然石、アクセサリー

エルタン ウィッグ、その他関連

SAAD アクセサリー、雑貨

MUK アクセサリー、雑貨

PARIS　JULIET アクセサリー、雑貨

ハピネス インポートブランド

パープルヘブン アクセサリー、雑貨　

チチカカ エスニック雑貨



Hayariya 雑貨

シーベレット 雑貨

フェイス バラエティショップ

ワンズテラス ホームファッションストア

ママイクコ　イオンモール秋田 生活雑貨

ザ・ダイソー 生活雑貨

無印良品 生活雑貨

ママイクコ 生活雑貨

はん・印刷のOTANI はんこ

まくらぼ オーダーメイドまくら

島村楽器 楽器

HMV CD　DVD

未来屋書店 書籍、文具

オアシス 生花園芸

PeTeMo ペット専門店

喜久水庵 お茶、お菓子、甘味

ビアードパパ シュークリーム

ディッパーダン クレープ、タピオカドリンク

ミスタードーナツ ドーナツ

サーティワンアイスクリーム アイスクリーム

南部家敷　イオンモール秋田店 そば、天ぷら、うなぎ、定食

奥州南部そば　イオンモール秋田店 そば、定食

紅虎餃子房 中国家庭料理

六星軒　イオンモール秋田店 ラーメン、中華料理

紅い彗星 ラーメン

サンクゼール/久世福商店 ワイン、和食材

果汁工房　果琳 ジュースバー

スターバックスコーヒー カフェ

サンマルクカフェ カフェ

カフェ・ド・クリエ カフェ

笑たこ たこ焼き、鉄板焼き

炙り牛たん　万 牛たん、肉料理

とんかつ蔵　大地 とんかつ

マクドナルド ハンバーガー

ケンタッキーフライドチキン フライドチキン

すき家 牛丼

ペッパーランチ ステーキ

瀬戸内製麺 讃岐うどん

コパン/ゆう助 パスタ、牛たん

鎌倉パスタ 生パスタレストラン

シェーンズ・グリルTOKYO 洋食レストラン

しゃぶ菜 バイキングレストラン

グランブッフェ ブッフェレストラン

ピアサピド ベーカリーレストラン

おひつごはん四六時中 和風レストラン

ビューティーサロンシャトーイオン御所野店 美容サービス、美容商品

ビューティアイラッシュ まつげエクステ専門店

ネイルサロンRicottイオンモール秋田店 ネイルサロン



ヴァン・ベール エステサロン

リラクゼーションスペース　ラフィネ リラクゼーション

メンディング 鍵、靴修理

秋田ケーブルテレビ御所野店 放送・通信

げんき堂　整骨院・鍼灸院 整骨院、鍼灸院
UQスポット　イオンモール秋田 携帯電話

㊴将軍野地区

おかしの千秋庵 和洋菓子
（有）志摩酒店 酒類
（株）桜竹 秋田の特産品、贈答品
（有）長尾薬局 薬品
ツルハドラッグ秋田将軍野店 医薬品
佐野薬局　将軍野店 OTC医薬品
大民石油販売（株）将軍野給油所 ガソリンスタンド
港北石油（株）将軍野東SS 石油製品
そば処　きちじ そば　
(株)大同観光 焼肉、ラーメン
理美容エステ　Le Lark　中央高校前店 美容サービス、化粧品
美容室　Magics 美容
美容室　小町　将軍野店 美容一般
（有）おしゃれさろんタイガー 理容,美容
布屋クリーニング 一般クリーニング品、衣料品

㊵土崎地区

ファミリーマート秋田飯島中央店 コンビニ
ファミリーマート秋田土崎港相染町店 コンビニ
ファミリーマート秋田土崎中央店 コンビニ
マルダイ土崎店 食料品
生活（協）コープあきた　土崎店 食品、日用品、雑貨
いとく土崎みなと店 食料品
いとく自衛隊通店 食料品
ナイス土崎店　 食料・日用品、医薬品、衣料品等
生鮮いちばん土崎店 野菜,果物,肉類,鮮魚
メガ土崎店 食品、生鮮、酒、日用品等
道の駅　あきた港 生鮮、加工食品、酒類等
千田肉店 食肉

(株）サンシーアイ 牛乳、乳製品

大地の恵み　すごえもんマーケット 米、野菜、菓子等

(有)港水産 ボイル紅ズワイガニ販売

（株）竹中商店 乾物

（株）竹中商店セリオン店 乾物、お土産品

（有）佐田商店 比内地鶏、きりたんぽ鍋セット

（有)中央菓工きた 地場野菜、自家漬物他

ノイエY 輸入品、雑貨等

どるず珈琲店 自家焙煎珈琲豆

洋菓子のアンジェ 洋菓子、喫茶

菓子園中野屋土崎駅前店 和洋菓子

最八商店 酒類、食品

（株）やまや土崎店 酒類、食品

(有）鈴忠商店 米穀類、灯油、木炭等

保駒商店 米、炭、灯油、肥料

（株）薬王堂　秋田土崎店 医薬品、食料品、衣料品、日用品



ツルハドラッグ秋田土崎港店 薬、化粧品、日用品雑貨

あなたの店　浪漫タナカ 化粧品、婦人服

滝城ふとん店 寝具一般、洋品、カーテン等

スクールショップ佐々市 学生衣料

ファッションさとう 婦人服、洋品

はるやま秋田土崎店 メンズ・レディス衣料品、雑貨

渡修呉服店 呉服、祭り用品、婦人服、肌着

秋田畑 Ｔシャツ、トートバック、食品、飲食

（株）サンデー土崎港北店 日用品、園芸品

（株）サンデー秋田土崎店 日用品、園芸品

（株）国際商事販売部 灯油、軽油、重油等

（有）マルタプロデュース 灯油販売、住居設備

協和石油 将軍野サービスステーション 石油製品

（株）国際商事土崎SS ガソリンスタンド　

大民石油販売（株）本店 ガソリンスタンド

大民石油販売（株）土崎給油所 ガソリンスタンド

(株)太洋石油土崎北SS ガソリンスタンド

東部ガス　プ・ラ・ザ土崎店 ガス器具、厨房器具販売

太平熔材（株）秋田営業所 LPガス、ガス器具　家電等

（株）藤田金物 金物、住設機器、水道機材等

イエローハット秋田土崎店 自動車用品、部品

渡仲自動車工業(株) 自動車整備・販売

（有）ビッグオート秋田 中・新車販売、タイヤ販売等

accel タイヤ、整備

小西タイヤ タイヤ、ホイール

ナベヤ自転車（株） 自転車、原付バイク、ストーブ

佐藤靴鞄店 靴、鞄

靴のまるさ　本店 靴

靴のニューマルサ 靴

ヤナギダ時計店 時計、宝石、メガネ

高橋時計眼鏡店 時計、メガネ、貴金属、補聴器

Collection　House　ACCESS 携帯電話、雑貨

アキタスポネット スポーツ用品

(株)サンメディカル秋田店 福祉用具、介護用品

（株）かんきょう 介護用品、福祉用具

さざなみ釣具店 釣具

マンボーつり具店 釣具、釣エサ

フジタ印房 印章

マルワ生花店 生花

ミニカーギャラリーPIT秋田店 ミニカー

田口葬具店 仏具、ローソク、線香

カメラの明光堂 写真、デジカメ

秋田魁新報　土崎販売所 新聞

ブックオフ7号秋田土崎店 本,ＣＤ,ＤＶＤ,ゲーム,家電　

（株）佐川商店 寝装寝具

酒肴旬彩　白帆 和食、ふぐ料理、地酒

小金龍土崎店 中華料理

フナキら～めん ラーメン、ぎょうざ



こんどう食堂 各種麺類、丼物、定食類

菊寿し 寿司販売

カレーハウスCoCo壱番屋　秋田土崎店 カレーライス

Bay　Shot 食品、ドリンク

インド＆ネパールレストラン「パナス」 インド・ネパールカレー

めしや ちゃんぽん

食の館　香味 居酒屋

そば処　田丸屋 そば、うどん、天ぷら

幸楽苑　土崎店 ラーメン、ギョウザ

養老乃瀧　土崎店 生ビール、刺身、焼鳥、揚げ物

H&A MOVEMENT Studio スタジオレッスン、ダンス、バレエ等

粂川クリーニング工場　土崎中央店 クリーニング取次店

㈱越中谷写真商会 七五三、ベビーフォト等記念撮影

Hair make Lapace 美容室

ほくほくリフォーム 住宅リフォーム

となりの美容室 美容

セントラルフィットネスクラブ秋田土崎店 会員制スポーツクラブ
(株)シーガルジャパン土崎港店 クリーニング
(株)シーガルジャパン自衛隊通店 クリーニング
HairLab.Mou2 美容
美容室　キャンパス　土崎店 美容一般
(有)カーメイクアキタ 車の修理、車検
理容もてぎ 理容
ケイエス（有） 工事、修理等
丸甚建設（株） 住宅、設備、建設、建築
イオン土崎港店
イオンテール(株)イオン土崎港店 食料品,衣料品,暮らしの品,化粧品,医薬品等
かおる堂 和洋菓子
iiwa iiwa 生活雑貨、婦人服
カトレア土崎店 婦人服
婦人服　未来 衣料品
スクールショップ佐々市イオン土崎港店 学生衣料
カトレア 婦人服,婦人洋品
未来 婦人服,婦人洋品
モード馬里奈 婦人服,婦人洋品
さが美 着物
バックコレクションモリタ土崎港 カバン、キャリー、財布他
未来屋書店 書籍
メガネの平川 メガネ
ＦＡＣＥ ファンシー雑貨
ロッテリア ファストフード
四六時中 ファミリーレストラン
赤玉 麺類、定食、ランチ、志ん古もち
リラクゼーションルーム憩　イオン土崎港店 整体業
Lapis（ラピス） 靴修理、合鍵

㊶飯島地区

フレッシュ大友総合食品店 鮮魚、青果、精肉

肉のわかば　飯島店 牛肉、豚肉、鶏肉、加工品等

伊藤光商店 酒類

秋田中央トランスポート㈱ 食品、ギフト他

かりん薬局 医薬品他

ユーカリ薬局 医薬品他



しみず化粧品店 化粧品、クリーニング取次

アベイル飯島店 衣類、服飾雑貨、くつ

マックハウス秋田飯島店 衣料

ダスキン土崎店 ダスキン商品レンタル販売

（株）相場商店プロパンガス営業所 プロパンガス、ガス器具

アイタック　キタムラ 家電販売

でんきのハイビジョン 家電、最寄品（ハズキルーペ等）

コメリハートアンドグリーン秋田飯島店 工具、日用品、ペット・インテリア用品等

（株）ホクセイ工業 階段、浴室の補助手摺、スロープ他

（有）石井商店 ガソリンスタンド

㈱木村スタンド飯島SS ガソリンスタンド

(有）藤田正商店 灯油
佐藤石油㈱　飯島給油所 燃料油、潤滑油等
東北マツダ　秋田北店 自動車販売・整備
秋田魁新報　飯島販売所 新聞
陶彩サエラ 陶器、ファッション・雑貨、喫茶
粂川クリーニング工場　飯島工場前店 一般クリーニング品
（株）北日本環境 タイヤ預かり業、産廃処理等
LINK カイロプラクティック、リラクゼーション

㊷金足地区
加藤酒店 雑貨、食品、酒、塩、米等
（有）豊田薬品商事 資生堂商品
久七商店追分 灯油、石油機器、エアコン、スポーツ品
三国商事（株）7号線秋田北給油所 ガソリン、軽油、灯油、タイヤ他
㈱高重商店 ガス、ガス事業、日用雑貨
秋田魁新報追分販売所 新聞
喫茶　ポニーテール コーヒー、日替ランチ　カレーライス
（株）南秋田カントリークラブ ゴルフ場運営
Kanka秋田北店 マツゲエクステ、ネイル

㊸上新城
森沢石油（株）秋田北インター給油所 燃料

㊹下新城地区
ファミリーマート秋田下新城琵琶沼店 コンビニ
からあげ専門まつむら商店中野店 とり肉の唐あげ
追分佐野薬局　 OTC医薬品
佐野薬局　下新城店 OTC医薬品
（株）国際商事追分SS ガソリンスタンド　
(株)太洋石油秋田中野SS ガソリンスタンド
（有）ホープ 電器器具小売（一般家電品）
トヨタカローラ秋田（株）追分店 車両販売・整備・修理等
秋田トヨペット（株）秋田北店 車両販売・整備・修理等
日産プリンス秋田販売（株）追分支店 車輌,修理
太助寿司　本店 回転寿司
煮干しそば専門店まると中野分店 ラーメン他
School＆Salonルベール　 資格取得スクール（アロマ等）、整体
(株)シーガルジャパン下新城店 クリーニング

㊺新屋地区

ファミリーマート秋田勝平店 コンビニ
ファミリーマート秋田割山店 コンビニ
ファミリーマート秋田新屋扇町 コンビニ
ローソン秋田新屋比内町店 コンビニ
ローソン秋田新屋日吉町店 コンビニ



スイーツガーデン　セレステ翔 洋菓子、焼菓子
ドジャース新屋店 食品スーパー
ナイス新屋店　 食料・日用品、医薬品、衣料品他

ナイス割山店　 食料・日用品、医薬品、衣料品他

（株）大島商店 食料品、酒類

森永牛乳新屋販売店 乳製品

南波肉店 食肉、惣菜

片桐酒店 酒類、飲料水、塩、味噌・醤油、牛乳

たんぽぽ薬局 医薬品他

スーパードラッグアサヒExpress秋田勝平店 医薬品、化粧品、日用雑貨、食品

ハッピー・ドラッグ秋田新屋店 医薬品、化粧品、家庭雑貨、食品他

佐野薬局　勝平店 OTC医薬品

ふれんず・サラダ館新屋店 学生服,贈答品

(有)サンライトチェーン本店 家電販売

Dinki館サンカワ 電気製品

日新電器㈱ 家電、電化製品

小田嶋商会 家電製品、暖房機器、灯油

東部ガスプラザ　秋田南店 ガス器具、厨房器具販売

(株)オノプロックス プロパンガス、ガス器具、電気

（株）　藤工業サービス 一般住宅設備、メンテナンス

新屋石油（資） ガソリン他油類

（有）渡部畳店　秋田支店 畳、襖、障子、クロス

阿部ふとん店 寝具販売・仕立

ミスタータイヤマンあらや店 タイヤ、ホイール、自動車部品

日々の暮らしの器と雑貨「眞理」 陶磁器、雑貨

（有）秋田魁新報新屋専売所 新聞

六長エンジニアリング 電気、住宅設備品

café conoha 週替わり食事セット

とりっこ新屋店 居酒屋

鶏笑秋田新屋店・どん八秋田新屋店 唐揚単品,弁当,海鮮丼

和食処　いずみ郷 定食、焼鳥、刺身等

（有）小玉自動車 自動車整備

粂川クリーニング工場　新屋関町店 クリーニング取次店

美容室　mink ヘアケア

（有）石和田自動車 車両整備、車検、中古車、新車

（有）佐紀自動車 鈑金、整備、タイヤ、ワイパー他
理容　ナイス 理容一般
（有）山砂電気工事 電気工事
石井建築設計事務所 住宅リフォーム
佐々木建築（株） 住宅　店舗等リフォーム他

㊻浜田地区

秋田魁新報　秋田西南部販売センター 新聞

㊼河辺地区　

ローソン秋田河辺店 コンビニ
（株）ファミリーストア佐々木 生鮮食品
（株）秋田県食肉流通公社 高原ハム製品
高橋鮮魚店 魚、野菜、菓子
（株）蔵吉フーズ 魚、野菜
たまごの樹　河辺店 鶏卵、卵菓子



たまごの樹 鶏卵

（有）佐々木商店 プロパン、機器、酒類、米等

(有)小玉商店 酒類（清酒、ワイン、ビール、焼酎）

加賀屋商店 酒類

岡部酒店 酒類　

（有）山源商店 米穀、肥料、農薬、灯油

（株）薬王堂　秋田河辺店 医薬品、食料品、衣料品、日用品

（株）スクールファーム河辺 ハーバリウム、ドライフラワー、アクセサリー

由良商店 生活用品、インテリア

（株）木村建材店 建築資材、金物

コメリハートアンドグリーン河辺和田店 工具、日用品、ペット・インテリア用品等

（有）早効サッシ・ガラス店 アルミサッシ、ガラスの加工販売

(有)石井オート 自動車販売・修理

㈱木村スタンド河辺SS ガソリン、灯油、軽油、タイヤ等

（株）JA秋田まなはげライフサービス　戸島給油所 ガソリン、軽油、灯油他

（株）髙橋油店 ガソリン,軽油,灯油,カー用品

（有）タグチオートジャパン 自動車

竹屋商店 婦人服

田口呉服店 寝具、肌着、洋品

ショップ正八 文房具、学校用体育着、婦人服

岡部 寝具類全般、貸布団

秋田魁新報　河辺販売センター 新聞

奥羽アートコーヒー コーヒー　

(有）河辺ドライブイン 定食,麺,丼,カレー

（有）喜楽 弁当,ラーメン,仕出料理

（株）山本自動車整備工場 自動車整備

熊谷燃焼器サービス 石油ストーブ、ボイラー販売修理等

北日本消毒 害虫駆除、ハウスクリーニング

ファクトリーおやま 自動車整備、車検、鈑金、塗装

（株）河辺清掃社 ゴミ処理、し尿汲取

ノースハンプトンゴルフ倶楽部（株） ゴルフ場運営

あきた乗馬クラブ 乗馬サービス、乗馬用品の販売

鈴木クリーニング 衣類、布団、ジュータン
（株）Rush 自動車整備
ヘアメイクおれんじ 美容
秋田県健康増進交流センター　ユフォーレ 温泉,ホテル,レストラン
㈱足利工務店 一般住宅、リフォーム
（株）美研ウッド 住宅の増改築、リフォーム
菊英塗装 塗装
石塚建築事務所 住宅リフォーム

㊽雄和地区

バナフィショップ 酒、食品、雑貨、パン、弁当等
お菓子のアトリエ　ア・ドゥマン ケーキ、アップルパイ、クッキー他
斉藤商店 酒類、食料品、雑貨
ジェイマルエー大正寺店 一般・生鮮食品、日用品、酒等
秋田空港おみやげ広場あ・えーる 秋田銘菓、他土産品
㈱坂本バイオ 健康食品、化粧品

（株）JA秋田まなはげライフサービス　Ａコープ大正寺 食料品、日用雑貨他

（有）長谷部商店 折詰、盛皿

岡部酒店 酒類



はせべ酒店 酒類　

渡留商店 酒類　食品

佐藤文具店 化粧品、雑貨、文房具

佐々昭商店 婦人服

バイクハウス　ITO バイク、自転車、除雪機

浅野章商店 建材、金物、雑貨

齊藤畳店 畳、障子

コメリハートアンドグリーン雄和店 工具、日用品、ペット・インテリア用品等

Removal アウトドア用品

新秋田空港SS ガソリン、軽油、灯油

新波SS ガソリン、軽油、灯油

（株）JA秋田まなはげライフサービス雄和給油所 ガソリン、軽油、灯油他

いと久教材 学校教材、文具

秋田魁新報　雄和販売所 新聞

秋田市雄和観光交流館「Villaフローラ」 レストラン、宴会、売店

秋田市雄和サイクリングターミナル レストラン、グラウンドゴルフ、レンタサイクル等

あきた茶房 きりたんぽラーメン、八幡平ポークかつ膳

（株）八永南部家敷 そば、天ぷら、うなぎ、定食

農家レストラン　ゆう菜家 モロヘイヤ麺

吉田シャッター工業 各種シャッター、アルミサッシ

（有）オートサービス 自動車整備　

秋田市雄和ふるさと温泉ユアシス 温泉、簡易宿泊、レストラン、売店

K-PIT 板金、塗装、車検代行

（有）ペットフレンドリーパーク ペット火葬,霊園

さつ子美容室 美容一般,着付け等

農業生産法人（有）芝野農興 米　野菜農作業受託

秋田市雄和観光農産物加工所 アイスクリーム

鈴木木工所 建具製造・修理、襖・障子・網戸等張替

㊾その他

秋田市個人タクシー（協） 個人タクシー
（個人）目黒タクシー 個人タクシー
（個人）渡謙タクシー 個人タクシー
あさひ自動車（株）　本社営業所 タクシー
あさひ自動車（株）　山王営業所 タクシー
浮田産業交通（株） タクシー
石川タクシー タクシー
秋田港交通（株） タクシー
（有）あきた県都交通 タクシー
秋田合同タクシー(株) タクシー、ハイヤー
秋田中央トランスポート（株） タクシー、貸切バス
秋田中央タクシー タクシー
(株）タクシーセンターあい タクシー
新昭和タクシー（株） タクシー
秋田梅田交通(株) タクシー


