
●ホルモン幸楽　花輪本店

●焼肉・冷麺　幸楽 ●源泉かけ流しの宿　岡部荘

●弁当・宴会　こざか食堂 ●龍門亭　千葉旅館

●拉麺　桜野 ★キッチン　ヴェスタ

●ハンサム侍 ★隠れダイニング　ぽけっと

●居酒屋　酒蔵 ●宿　花海館

●珍来軒 ★満月

●元気に営業中　スナック　ラブミー ●㈲板橋仕出し店

●Happiness・SE ●食事処　能登

●十割手打そば京にしき ●TSUBAKI ★中華レストラン　山水亭

★８７０ＢＡＲ ●居酒屋　しんちゃん ★大湯温泉　ホテル鹿角

★平和軒 ●喫茶　樹樹 ●酒処　真紀

●でん八 ★笑顔のBlue・charm ●ＳＷＥＥＴ　ＢＡＳＩＬ

●そらにほし ●居酒屋　銀星 ●居酒屋　まちや

★ホテル茅茹荘 ●食事処　大統領 ●Ｂａｒ＆Ｓｔａｙ　Ｙｕｚａｋａ

★ファミリー寿司一番星 ●南部手打ちそば総本舗　切田屋 ●寿司・釜めし　錦

●とん喜 ●喫茶　クイーン ★お食事　カラオケ　花ちゃん

●かまどや　にこにこ店 ★花桃～モモ ●中滝ふるさと学舎

●コーヒー＆パーラー「ヨコハマ」 ●たんぽぽ　いとく鹿角SC内 ★渓鶏庵

●美ふじａｎｄかづの風我 ●びいる亭　KAZUNO ●スナック　泉

●びすとろあむーる ★ぐりとる ★くらみせ

★食事処　ふくはうち ●チャチャハウス ●ふりぃぽうと

★ダイニング×カクテル　パレット ●ごはんや　Hygge ●居酒屋　じゃんだらりん

●ホテルガーデンかわむら ●Baby　Bear ●鹿角市大湯温泉保養センター　湯都里

●登仁角寿し ●手打蕎麦　したかわら

★居酒屋みちのく ●けいらん田中屋 ★四季彩り秋田づくし湯瀬ホテル

●トラトリア　ふーき ●BUD cafe＆nail ●八幡平温泉　ゆらら

★柳寿し ●栗山飯店 ●秋田八幡平スキー場

●天婦羅　一幸 ●㈱葵 ●八幡平大沼茶屋湖

★福寿司 ●中華　クック ★六助旅館

●洋食、喫茶　和蘭豆館 ●つぼ八　鹿角店 ●お食事処　あんべ

★食卓　梅戸 ●カラオケ　マイム ●和心の宿　姫の湯

●cafe　SAKUYA ●八幡平後生掛温泉

●軽食喫茶　T＆A ●八幡平ドライブイン

●Cafe＆Foods　ディア珈琲

★宅配弁当ポンポコ

キャンペーンの詳細については裏ページをご覧ください。

（順不同）

★がついている店舗は「商品券使ってダブルでお得!キャンペーン」対象店舗です。

◇尾去沢地区◇

令和2年7月30日現在の加盟店です。商品券・飲食券加盟店の最新情報については

かづの商工会ホームページでご確認ください。

◇八幡平地区◇

飲食店・宿泊施設
◇花輪地区◇

◇十和田地区◇

商品券使用有効期限：令和３年１月３１日（日）まで、加盟店でお忘れなくご使用ください。

鹿角市プレミアム付商品券・飲食券 加盟店一覧

！ 食エール飲食券は宿泊代には利用できません。

お問い合わせ先 かづの商工会 電話22-0050

http://kazuno-shokokai.org/shohinken/



●大館ヤクルト販売㈱鹿角中央センター

●高村商店 ●㈲クイック

●㈲㊇大里商店

★とことん　とん八　八幡平本店

●青沢商店 ★メガネ・時計・宝石のタカヤ

●齊藤商店 ●カワグチ時計店

●㈱山田商店　谷内本店 ★メガネショップ山田

●イトウ時計店

●いとく　花輪店 ●春山商店

●いとく　鹿角ショッピングセンター ●下村時計眼鏡店

●鹿角市定期市場 ●杉江時計店　メガネ・補聴器

●マルホンカウボーイ　鹿角店

●マルホンカウボーイ　花輪店 ●ファミリーマート　鹿角市役所前店

●ローソン　鹿角花輪店

★スーパー　やましち ●㈱村木薬局

●ユニバース　毛馬内店 ●ローソン　鹿角十和田末広店 ★ＡＱデコルテ　角久化粧品店

●毛馬内市日 ●タムラ泰生堂薬店

●大湯市日 ●キャメルマート　秋田八幡平 ★クスリきむらいとく鹿角ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ店

●金山薬局

●朝日屋薬局

★杉本健康堂駅前店

★御菓子司　小田 ●台所、生活雑貨のいしきた ●ツルハドラッグ　鹿角店

●石川菓子店　Ａコープ店 ●せしと　工藤はきもの店 ●ツルハドラッグ　鹿角中央店

●光栄堂 ●（資）斉藤商店 ●薬王堂　鹿角花輪店

●㈲豊太樓 ●ﾌｧﾝﾀｼﾞｱｻﾄｳ(花輪ばやし観光案内所) ●クリス調剤薬局

●ケーキ工房　アーシュ ★サラダ館　六花 ●ビューティショップ　みかだ

●ラグノオ　いとく鹿角SC店 ●髙橋ヌリモノ店 ●ナリタ薬局

●㈱山田商店　駅前店 ●毛糸手芸みうら ●ハッピー・ドラッグ　鹿角花輪店

●㈱山田商店　花輪店 ●コメリ　鹿角花輪店

●お菓子のさこう ●サンデー花輪店 ●薬局　高橋屋

●すいーとぽてと　青の木 ★黒沢薬局

●コメリハード＆グリーン毛馬内店 ●ニシムラ薬局

★菓子工房　芳徳庵 ●ツルハドラッグ毛馬内店

●エンジェル ●ハッピー・ドラッグ　鹿角毛馬内店

●ラグノオ　ユニバース　毛馬内店 ●ＣＦＣ鹿角店

●マルトク商店

●石川菓子店 ★レディースモード　ほしかわ

●京錦

★今治タオルと絣洋服　京ごのみ ★賀川商店

●石幸呉服店 ★関安商店

★㈱関小市商店 ●仲野衣裳店 ★㈱大里恒三商店　高井田給油所

●㈱新酒屋 ●田村呉服店 ★㈱大里恒三商店　花輪一中前給油所

★ＪＲ鹿角花輪駅前　清水商店 ★ブティック　紫陽花 ★㈱大里恒三商店　市役所前給油所

●柳田きりたんぽ店 ★ブティック　李由華 ●㈱山二　鹿角営業所

●川力商店 ★リバー８８ ●米田プロパン販売所

●秋田県畜産農協　かづの牛工房 ★洋装の文化 ●㈱アニモ　花輪駅前給油所

★サン食品　大ちゃんホルモン ●オークランド

●ワイナリーこのはな ●総合衣料　ダイマル ★奈良石油　㈲

●㈱奈良亀 ●紳士服の文化 ★㈱大里恒三商店　十和田給油所

●㈲安保食品 ●Mix. ★ハタリキ㈱

★とことん　とん八　花輪店 ●ファッションセンターしまむら鹿角店 ●㈱ナカムラ石油

●森内榮一郎商店 ●シューピアザ鹿角店 ●㈱アニモ　セルフ十和田給油所

●村方商店

●くらしの衣料　スギモト ●㈱アニモ　八幡平給油所

●Ｋｕｒａ　Ｗｉｎｅ　Ｏｙｕ ★㈱丸久呉服店

●ポークランド桃豚直売所こもも十和田店 ●衣料品の店　まぶち

●村木サト商店

◇尾去沢地区◇

◇花輪地区◇

◇十和田地区◇

◇八幡平地区◇

◇八幡平地区◇

◇尾去沢地区◇

◇花輪地区◇

生活用品・雑貨

コンビニエンスストア

◇十和田地区◇

時計・メガネ・貴金属

◇花輪地区◇

薬・化粧品

◇尾去沢地区◇

◇十和田地区◇

◇十和田地区◇

燃料・ガソリンスタンド
◇花輪地区◇

◇花輪地区◇

衣料

◇花輪地区◇

◇十和田地区◇

◇花輪地区◇

◇十和田地区◇

◇十和田地区◇

◇八幡平地区◇

米・酒・その他食品

◇十和田地区◇

スーパー・生鮮食品

◇花輪地区◇

菓子

◇花輪地区◇

◇十和田地区◇

商品券使用有効期限：令和３年１月３１日（日）まで、加盟店でお忘れなくご使用ください。

鹿角市プレミアム付商品券・飲食券 加盟店一覧



★㈱大里恒三商店

●㈲勝山ドライサービス　毛馬内店 ●㈱石川商店（葬祭、仏壇、神具、文具）

★リージョンセーフティ･菅原タイヤ店 ●カメラのカワマタ

★リージョンセーフティ･オートエポック店 ●㈲石木田文具店

★ダイハツショップ鹿角 ●㈱アムス阿部

★㈱安保自動車 ★㈱小板橋建設 ●安保金太郎商店

●㈲工藤モーター ★㈱カンザイ ★トザワ写真室

●花ノ木小型自動車整備㈱ ★㈲奥村電気工事 ●いしかわ花店　イトク鹿角ＳＣ内

●黒澤義得商店 ●㈱花輪製材所 ●スマイル代行

●㈲相馬自動車整備工場 ●㈱田中建設 ●東光コンピュータ・サービス㈱鹿角営業所

●オートサイクルトダテ ●㈱柳澤鉄工所 ●印章工房　忍印章堂

●ウイングトダテ ●山本工務店 ●はなまん　生花部・葬祭部

★山崎自動車工業㈱ ★菅原電気㈱ ★㈱村山事務器

★カードック木村 ●㈲タカヤ電工舎 ●㈲相馬石材

●㈲沢田自動車整備工場 ●㈱長老森施工 ●松浦テント内張店

●車の美容室オート・エヴァ ●鹿角塗装㈱ ●㈱万粒ランドリソース

★フラット7鹿角 ●マルイ田中商店 ●㈲上津野デイタム

●山﨑自転車商会 ★㈲海沼電気工事 ●花輪温泉　ゆたろう

●花輪タイヤ ●㈲吉田電工 ●藤井機械工業所

●㈱田口産業 ●㈱角昌機械店

★タイヤガーデンかづの ●ライファかづの ●きゃりぃ代行

●佐藤自動車整備工場 ●㈱エッグペイント ●ペットサロン　愛犬倶楽部

●㈲鹿角ボデー ●道の駅かづの　あんとらあ　売店

●AUTO-BODY阿部 ●榊造園 ●タケダスポーツ鹿角店

●㈲浅井自動車整備工場 ●㈱サカキ ●㈲マーデックス

★南水道設備 ●㈱アニモ　葬祭センター

●鹿角自動車整備㈱ ●㈱イトウ建材店 ●㈱アニモ　エスポワール

★㈱オートサービスグローバル ●目的は耐久と美装です　山沢塗装 ●安心サービス　クローバーテラス

★㈲金澤工務店 ●秋北バス㈱花輪営業所

●㈲尾去沢自動車整備 ●㈲コーシン設備工業 ●秋北バス㈱花輪駅前ステーション

●柳沢石材店 ●MITプラザ

★㈲大晋建設

●㈲北部地研 ★りんごの里　平塚果樹園

●栗山美容室 ●㈲澤徳塗装店 ★大湯えんがわショップ

★ビューティスタジオ　シルク ●成田建築 ●ＮＰＯ法人コールサービス孫の手

●コアフュール　ナリタ ●㈲杉本建設 ●第二北部自動車学校

●理容　アポロ ●いしかわ花店

●中央美容室 ●㈱関板金工業 ●黒沢写真館

●Barber of Belief ●晴澤建設㈱ ★ダスキン　鹿角支店

★ヘアーサロン　たかいち ●㈲児玉設備工業 ●㈲みちのく物産センター

●さいとう美容室 ●㈲佐藤逸吉商店

●Hair×Face Blossom ●村上塗装 ●柾木ふとん店

●玉内理容所 ●駒ヶ峯施設工業㈱ ●鹿角建設機械教習センター

●理容　ヒロシ ●金澤葬儀店　仏壇、墓石販売

●シャンブル　ドゥ　マリ ●山麓園

●ロイヤル・パーク ●㈲ぴゅあアート技術

●ヘアーサロン・うめと ●ケーズデンキ　鹿角花輪店 ●赤坂粂治商店

●美容室　ウィング ★スゴウデンキ

●シルバー美容室 ●㈱ヤマダ電機　テックランド鹿角店 ●㈱十和田レンタカー

●脱毛サロン　イリゼスパ ●電器倶楽部　やまびこ ●五の宮のゆ

●デンキのカナザワ ●八幡平ビジターセンター

●友美容室 ★アイ・タックすがわら

●整体サロン　アロマシャイン ●史跡　尾去沢鉱山

●ＳＥＬＡこだて

●訪問美容サービス　にこちょき ●パナソニックの店　フォーラムゆぜ （順不同）　

●花輪クリーニング　本店 ●フラワーホールやすらぎ

●花輪クリーニング　下タ町店 ●ダスキン北秋　第一支店

●㈲勝山ドライサービス ●ＣＫ交通　㈱観光タクシー営業所

★クリーニング　えどや ●ＣＫ交通　クラブタクシー営業所

●Bio Bento's Laundry Service ★ドコモショップ　鹿角店

◇尾去沢地区◇

◇十和田地区◇理容・美容・エステ

◇八幡平地区◇

自動車・自転車関連 ◇十和田地区◇

◇花輪地区◇

住まい

◇花輪地区◇

◇十和田地区◇

◇花輪地区◇

◇八幡平地区◇

◇十和田地区◇

◇尾去沢地区◇

◇花輪地区◇

◇十和田地区◇

◇八幡平地区◇

◇尾去沢地区◇

◇十和田地区◇

◇八幡平地区◇

家電

その他の販売・サービスクリーニング
◇花輪地区◇ ◇花輪地区◇

商品券使用有効期限：令和３年１月３１日（日）まで、加盟店でお忘れなくご使用ください。


