
秋田市プレミアム付商品券販売店一覧（97店舗）

◆金融機関（52店舗）　※土日祝、休業

秋田銀行
本店営業部 山王3丁目2-1 863-1212
秋田市役所支店 山王1丁目1-1（秋田市庁舎内） 862-3623
大町支店 大町2丁目4-44 823-3131
馬口労町支店 旭南3丁目5-3 823-3165
新屋支店 新屋扇町12-29 828-2233
泉中央支店 泉中央1丁目3-8 864-7421
南通り支店 中通6丁目3-15 832-4167
秋田駅前支店 中通4丁目5-6 833-8336
牛島支店 牛島東1丁目11-1 834-4531
御野場支店 仁井田本町5丁目11-3 839-0641
秋田東中央支店 広面字谷地田89-1 836-5522
土崎支店 土崎港中央3丁目3-11 845-0101
外旭川支店 外旭川八柳3丁目14-52 868-4111
河辺支店 河辺和田字北條ケ崎12-4 882-2011
雄和支店 雄和妙法字上大部128-2 886-2288
北都銀行
本店営業部 中通3丁目1-41 833-4211
秋田駅前支店 中通2丁目6-35 833-6171
通町支店 保戸野通町5-31 862-5547
秋田西支店 八橋本町3丁目3-23 863-3161
泉支店 泉南2丁目13-25 824-6178
秋田南支店 仁井田本町5丁目8-25 839-3355
御所野支店 御所野地蔵田1丁目1-1（ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田SC内） 826-1161
秋田東支店 広面字高田322 837-3111
土崎支店 土崎港中央1丁目17-14 845-1128
秋田北支店 土崎港北7丁目5-33 845-6061
新屋支店 新屋表町10-4 828-5000
秋田信用金庫
本店 大町3丁目3-18 823-5116
牛島支店 牛島東1丁目2-5 833-3434
秋田駅前支店 大町3丁目3-18　本店隣別館内 823-2140
割山支店 新屋勝平3-30 863-8100
広面支店 広面字樋ノ沖15-1 832-5551
仁井田支店 仁井田新田2丁目16-3 839-7555
泉支店 泉北2丁目10-1 867-2271
土崎支店 土崎港中央1丁目17-23 845-0131
港北支店 土崎港北7丁目2-43 845-0178
新国道支店 八橋大畑1丁目3-44 863-3315
自衛隊前支店 土崎港東4丁目6-47 845-1151
秋田県信用組合
本店 南通亀の町4-5 833-7733
泉支店 泉中央5丁目16-23 824-1381
土崎支店 土崎港南2丁目3-45 845-2339
東支店 広面字蓮沼88-1 835-2808
手形支店 手形字西谷地166 884-1460
秋田なまはげ農業協同組合
飯島支店 飯島西袋1丁目2-1 845-1739
秋田駅東支店 東通7丁目4-3 833-5030
秋田県農協ビル支店 八橋南2丁目10-16 864-2541
秋田厚生医療センター支店 飯島西袋1丁目1-1 846-8580
新屋駅前支店 新屋扇町9-42 828-3254
追分支店 金足追分字海老穴266 873-3111
御野場支店 四ツ小屋字東泉寺147-2 839-2259
雄和支店 雄和石田字中大部3 886-3111
河辺支店 河辺北野田高屋字上前田表60-1 882-2711
矢留支店 千秋矢留町2-40 832-6618

1



秋田市プレミアム付商品券販売店一覧（97店舗）

◆商業施設（45店舗）

秋田ステーションビル(株) 中通7丁目2-1 834-1911

秋田キャッスルホテル １Fキャッスルデリカ 中通1丁目3-5 834-3938

道の駅あきた港 土崎港西1丁目9-1 857-3381

(協)秋田市民市場
（2Ｆ事務所で販売　※日曜は休業）

中通4丁目7-35　　　 833-1855

スーパーセンターアマノ御所野店 御所野堤台1丁目5-1 892-7333

イオンリテール(株)イオンスタイル御所野 御所野地蔵田1-1-1 889-6611

イオンリテール(株)イオン秋田中央店 楢山川口境5-11 801-0720

イオンリテール(株)イオン土崎港店 土崎港南2丁目3-41 846-1221

いとく秋田東店 広面字家ノ下72-3 884-1109

いとく新国道店 高陽幸町14-27 896-1133

いとく土崎みなと店 土崎港西3丁目2-18 816-0060

いとく川尻店 川尻みよし町18-1 896-0077

いとく自衛隊通店 土崎港北2丁目17-60 846-6655

グランマート泉店 泉菅野2丁目1-1 866-8811

グランマート外旭川店 外旭川字小谷地25 868-2323

グランマート手形店 手形休下町2-1 825-1021

ビフレ東通店 東通8丁目2-1 884-3755

ビフレ御野場店 御野場1丁目4-1 853-4623

ドジャース食品館 川尻大川町8-25 827-6733

ドジャース楢山店 南通築地15-36 832-1018

ドジャース新屋店 新屋扇町7-44 888-8055

ドジャース広面店 広面字宮田20-1 837-3880

ナイス外旭川店 外旭川字三後田67 868-2611

ナイス仁井田店 仁井田緑町2-8 835-3111

ナイス新屋店 新屋比内町17-3 828-6911

ナイス割山店 新屋豊町3-55 865-6911

ナイス八橋店 八橋田五郎1丁目1-7 865-2211

ナイス仁井田南店 仁井田本町5丁目6-6 826-1811

ナイス土崎店 土崎港中央4丁目5-35 857-5211

ナイス山手台店 山手台1丁目1-5 892-7112

ジェイマルエー泉店 泉北2丁目4-26 896-5830

ジェイマルエー広面店 広面字宮田34-1 887-5201

ジェイマルエー旭南店 旭南1丁目13-32 896-0660

ジェイマルエー御所野店 御所野元町1丁目1-18 892-7001

マックスバリュ泉店 泉北1丁目11-17 888-3222

マックスバリュエクスプレス新屋関町店 新屋町字関町後208-2 888-9922

マックスバリュ広面店 広面字堤敷19 834-2828

マックスバリュ港北店 土崎港北７丁目2-20 880-5711

マックスバリュ河辺店 河辺和田字北条ケ崎14-8 882-3008

マックスバリュ茨島店 茨島4丁目3-18 896-5211

マルダイ八橋店 八橋大道東1-6 862-0063

マルダイ土崎店 土崎港相染町字家ノ下36 845-8886

マルダイ牛島店 牛島東5丁目3-26 831-1166

マルダイ広面店 広面字板橋添24 831-4111

マルダイおのば店 仁井田本町5丁目11-1 839-5666
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