〇協賛店制度について（安全協会加入会員の特典）
協賛店制度とは、秋田県内の17地区交通安全協会の活動に理解と協力が得られる協賛店を募集し、自動車運転免許証の取
得時及び更新時に交通安全協会の会員に加入された方が、協賛店の取扱商品等の優遇特典や割引サービスを受けることので
きる制度です。
秋田県内250以上の加入協賛店において、会員証を提示すること
（免許証提示を求められる事もあります。)により、優遇
特典や割引サービスを受けることができる協会会員のメリットです。
秋田県運転免許センターや県内17地区交通安全協会で、協会会員に加入し、協力いただければ幸いです。

○

秋田県交通安全協会協賛店名簿

鹿角交通協会                                                          
店 舗 ・ 施 設 等

特

典

内

容

花ノ木小型自動車整備株式会社
鹿角市花輪
0186−23−3578

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃、
10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）

株式会社 安保自動車
鹿角市花輪

0186−23−2386

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃、
10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）

カードック木村
鹿角市花輪

0186−25−2709

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃、
10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）

有限会社 沢田自動車整備工場
鹿角市花輪
0186−23−3034

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃、
10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）

小坂通運株式会社
小坂町小坂

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃、
10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）

0186−29−2112

有限会社 フレンド村木ボデー
鹿角市十和田末広
0186−25−8706

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃、
10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）

有限会社  尾去沢自動車整備
鹿角市尾去沢
0186−23−2629

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃、
10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）

鹿角自動車整備株式会社
鹿角市八幡平
0186−30−5151

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃、
10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）

有限会社 毛馬内自動車整備工場
鹿角市十和田毛馬内 0186−35−2354

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃、
10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）

有限会社 佐藤自動車整備工場
鹿角市十和田大湯
0186−37−2161

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃、
10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）
・オイル交換割引サービス（来店者に限る。
）
軽自動車 1，
080円
（オイル代含む）
普通車
1，
400円
（オイル４ℓまで）
ＲＶ車
1，
940円
（オイル４ℓまで）

奈良石油有限会社
鹿角市十和田大湯

・ガソリン、軽油、
１リットル１円～３円引
（他の割引との併用不可）

0186−37−2207

東北つばめ石油販売㈱
小坂町十和田湖
史跡 尾去沢鉱山
鹿角市尾去沢

十和田湖畔ＳＳ
0176−75−2701
0186−22−0123

・ガソリン、軽油、
１リットル２円引
・洗車、オイル交換10％割引
・石切沢通洞坑
（鉱山）
見学料10％割引

㈱トヨタレンタリース秋田 鹿角店
鹿角市花輪
0186−22−0100

・レンタカー基本料金の10％割引
（他の割引と併用はできません。）
対象外：軽自動車･エコノミー･SP１･W１･V０･T０～T１クラス、
旅行代理店商品、駅レンタカ
ーによる貸出し、
マンスリー料金、
福祉割引、
各種キャンペーン商品

龍門亭 千葉旅館
鹿角市十和田大湯

0186−37−2211

・宿泊料金10％割引
（同伴者含む一泊２食付、
個人宿泊プランのみ）
（直接予約、現金支払い、
他の割引との併用不可）  

ホテル 茅茹荘
鹿角市花輪

0186−23−3126

・宿泊料金５％割引
（シングル一泊、
予約時に申出）
（インターネット予約、
特別宿泊プランの割引は不可）       

十和田ホテル株式会社
小坂町十和田湖

0176−75−1122

・宿泊料金10％割引
（一泊２食付）
（特別宿泊プランの割引不可）

とわだこ 遊月            
小坂町十和田湖
0176−75−2501

・宿泊料金８％割引
（一泊２食付）
（冬期休館を除く、
５月５日からの宿泊者を対象）

とわだこ 賑山亭
小坂町十和田湖

・宿泊料金５％割引
（一泊２食付）
（特別割引企画商品の割引は併用不可）

四季彩り秋田づくし
鹿角市八幡平

0176−75−2711
湯瀬ホテル
0186−33−2311

株式会社 ホテル鹿角
鹿角市十和田大湯

0186−30−4111

株式会社 奈良亀
鹿角市花輪

0186−23−2516

・日帰り温泉入浴料、
大人、
子供ともに200円引
（利用時間14：00~20：00）
・レストランでのランチ10％割引
・買物時「ハミングカード」
のポイント３倍サービス

りんごの里 平塚果樹園
鹿角市十和田大湯
0186−37−3997

・店内商品（酒類を除く）の販売価格10％割引（会計前に提示、同行者３人まで割引対象）

カワグチ時計店
鹿角市花輪

・コンピュータによる視力測定、
無料サービス

0186−23−2993

サロン・ド・割烹 美ふじ
（きりたんぽ、郷土料理の店）
鹿角市花輪
0186−23−5771

・本人のみの飲食代金５％割引
（注文時に会員証を提示）

創業昭和10年 平和軒
鹿角市花輪

0186−23−2309

十和田プリンスホテル
鹿角郡小坂町大川岱

0176−75−3117

・飲食代金５％割引
・日帰り入浴料金の割引
通常 820円（大人）→500円
（大人） 410円
（小人）
→250円
（小人）

大沼茶屋湖
鹿角市八幡平字熊沢国有林 0186−25−8033

・日帰り入浴料100円引

藤七温泉 彩雲荘
岩手県八幡平市松尾寄木北の又山 090−1495−0950

・日帰り入浴料100円引

お宿 花彩
鹿角市十和田大湯

・宿泊者の夕食時にドリンクサービス
「飲物１杯無料」

○

0186−22−3374

大館地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

特

典

内

容

・レンタカー基本料金の10％割引
（他の割引と併用はできません。）
㈱トヨタレンタリース秋田 大館店
対象外：軽自動車･エコノミー･SP１･W１･V０･T０～T１クラス、旅行代理店商品、
駅レンタカ
大館市御成町
0186−43−0100
ーによる貸出し、
マンスリー料金、
福祉割引、
各種キャンペーン商品
日景温泉
大館市長走

0186−49−3288

・日帰り入浴料50円引き

大館市大町商店街振興組合
大館名物 酒まんじゅう本舗 斎作屋
大館市中町
0186−42−0009

・「ハチ公カード」
のポイント３倍サービス

大館市大町商店街振興組合
山城運動具店㈾
大館市大町
0186−42−0065

・「ハチ公カード」
のポイント２倍サービス

大館市大町商店街振興組合
化粧品のはせがわ
大館市御成町
0186−42−0265

・「ハチ公カード」
のポイント２倍サービス

有限会社 御菓子処
大館市大館

・1,000円以上の買物時、
５％割引

ひぐち
0186−42−0685

ホテヤ薬局    
○大館市大町(本店)
○調剤薬局     	
○いとく店      	
○観音堂店      	
○東台店       	
○みなみ薬局    	

0186−42−2424
0186−43−6400
0186−49−1179
0186−44−6155
0186−49−9225
0186−42−5685

・購入料金の５％割引
（但し、
処方箋は除く。
）

焼肉館トラジ  ラフィーネ
大館市餌釣
0186−49−6429

・「ハチ公カード」
のポイント、
プラス10ポイントサービス

株式会社ユナイテッド・ジャパン
ランクアップ
大館市柄沢
0186−45−0101

・全車種の車検料一律4,000円引き
（税別）
（現金支払い、
他の割引との併用不可）
・全サイズのタイヤ20％割引
（但し、
ダンロップタイヤに限る。
）

○

北秋田地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

特

典

内

容

㈱トヨタレンタリース秋田
○鷹巣店
0186−63−0100
○大館能代空港店
0186−60−0100

・レンタカー基本料金の10％割引
（他の割引と併用はできません。 ）
対象外：軽自動車･エコノミー ･SP １･W １･V ０･T ０～ T １クラス、旅行代理店商品、駅
レンタカーによる貸出し、マンスリー料金、福祉割引、各種キャンペーン商品

伊勢堂岱温泉 縄文の湯
北秋田市脇神
0186−63−2626

・日帰り温泉入浴料450円のところ50円引

森吉あゆの里温泉
北秋田市米内沢

・日帰り温泉入浴料500円のところ50円引

あゆっこ
0186−60−5522

マタギの里観光開発株式会社
打当温泉マタギの湯
北秋田市阿仁打当
0186−84−2458

・宿泊申込者に夕食時、
ワンドリンクサービス
（日本酒、
生ビール、
ソフトドリンク等、ただし冷
酒、どぶろくを除く）

酒のマルジュウ
北秋田市大町

・「どんどんカード」
のポイント２倍サービス

0186−63−0028

株式会社 三愛
こすもすホール鷹巣
北秋田市大町

0186−60−0031

杣
（そま）温泉旅館
北秋田市森吉

0186−76−2311

○

・（葬儀）各コースより最大20.000円の割引
・（法要）各コースより５％割引、法要祭壇割引
（50％）
・引き物､ 会葬品割引
（最大20％）
、生花､ 盛籠など割引
（５％）
､ 仏壇仏具割引
（10％）､ ペット
仏具割引（５％）
※ 会員サービスとの併用不可
・日帰り温泉入浴料 400円のところ 100円引き

能代地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

特

典

内

容

昭石興業㈱大手町給油所
能代市大手町  	
0185−52−5515

・ガソリン１リットル２円引(他の割引との併用不加)
・洗車料金50％割引(1,080円→540円) (ただし、満タンの場合に限る)

プラザ都
能代市柳町    	

0185−54−2244

・喫茶店、レストランで、
1，
000円以上飲食された会員本人のみ、
10％割引

宮腰蒲団店
ふとんやMiyakoshi
能代市畠町    	

0185−54−1070

・購入料金の３％割引（リース品、オーダー品を除く。他の割引との併用不可）

カモヤめがね㈱
能代市畠町    	

0185−54−1061

・眼鏡一式料金から10％割引
（セット商品を除く）

㈱トヨタレンタリース秋田 能代店
能代市出戸本町
0185−52−0100

・レンタカー基本料金の10％割引(他の割引と併用はできません。
対象外：軽自動車･エコノミー･SP１･W１･V０･T０～T１クラス、
旅行代理店商品、駅レンタ
カーによる貸出し、
マンスリー料金、
福祉割引、
各種キャンペーン商品

船木印章店
能代市柳町     	

0185−52−3515

・ご注文の実印・銀行印の10％割引。

翁飴本舗桔梗屋
能代市畠町     	

0185−52−5853

キッチン・ターブル
能代市畠町    	

0185−54−4192

・500円以上の買物時、
翁飴５個サービス
・飲食時、コーヒー１杯無料サービス

㈱秋田自動車検査場
能代市字寿域長根     	 0185−52−8800

・車検、点検時(法定12ｹ月、6ヶ月)ウオッシャー液のサービス

株式会社 ヘルスセンター
きみまち阪「壱ノ座」
能代市二ツ井町小繋 0185−73−3925

・日帰り入浴料、
100円引

伊藤謙商店
能代市二ツ井町荷上場

 	0185−73−2103

・「もっくんカード」
のポイント２倍サービス

有限会社 時報堂
能代市二ツ井町字三千苅

0185−73−2525

・メガネ購入の方
「もっくんカード」
ポイント２倍サービス
・メガネクリーニングいつでもサービス

菊東自動車整備株式会社
能代市二ツ井町字槻ノ木 0185−73−4226

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃５％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）
・エンジンオイル交換割引券進呈

ライカ堂
能代市二ツ井町字太田面

0185−73−3120

・遺影写真の作成料10％から20％割引

割烹仕出し 藤見屋
山本郡藤里町藤琴

0185−79−2052

・座しき利用した場合、
ウーロン茶
（１本140円売り）５本サービス。

ホテルゆとりあ藤里
山本郡藤里町藤琴

0185−79−1070

・宿泊者にワンドリンクサービス。

浅利酒店
山本郡藤里町藤琴

0185−79−2008

・
「ゲラちゃんカード」
ポイント２倍サービス
もしくは、さぶろうドーナッツ１個無料サービス

(資)こまがたや
能代市二ツ井町三千苅

0185−73−2038

越後屋
能代市大町

0185−52−5416

・2,000円以上お買い上げの方にお菓子をプレゼント致します。

湯らくの宿のしろ
能代市落合

0185−54−2121

・入浴料50円引き。

・もっくんポイント２倍(学生衣料を除く)

果樹農家レストラン しらかみカフェ
   山本郡八峰町水沢
0185−76−3715

・飲食時、コーヒー１杯無料サービス。
（他の割引との併用不可）

八森いさりび温泉 ハタハタ館
   山本郡八峰町八森
0185−77−2770

・日帰り温泉入浴料500円のところ、
100円引き。
（八峰の日、
風呂の日は対象外）

株式会社 高杉自動車
   山本郡八峰町峰浜塙

・入店時にご提示でエンジンオイル交換の際、
10％OFF。

0185−76−2467

アシザキＮＯＵＫＩ
   山本郡八峰町峰浜石川 0185−76−2884

・ボックスティッシュ、
ボールペンを差し上げます。

峰浜産直会「おらほの館」
   山本郡八峰町峰浜沼田 0185−76−4649

・ソフトクリーム50円引き。

お母さんのお店
   山本郡八峰町峰浜沼田 090−7029−5715

・新鮮な魚介類、
加工品等５％引き。

吉田時計メガネ店
   山本郡八峰町八森

・販売価格の10％割引
（補聴器、
修理品、
印刷等は除く）

0185−77−2034

有限会社 東東フードサービス
   山本郡三種町鵜川
0185−85−4043

・1,000円以上の飲食でコーヒー又はウーロン茶のサービス。

桜庭自動車
   山本郡三種町外岡

・車検及び修理代金の５％値引きします。

0185−83−3034

株式会社 さんばりお
道の駅ことおか(レストラン･直売所)
山本郡三種町鹿渡
0185−87−4311
○

・500円以上の飲食･お買い上げで、直売所･レストランのポイントカードにポイント１個サービス。

五城目地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

八郎潟太平自動車学校
八郎潟町真坂

018−875−2145

北日本自動車学校
潟上市天王

018−878−2202

特

典

内

容

・全車種免許取得時の入学金10％割引
・全車種免許取得時の入学金5,000円引
（他の割引との併用不可）

合資会社 一鳩自動車整備工場
五城目町字石田
018−852−2367

・車検・定期点検・一般整備等の工賃、
10％割引
・オイル交換工賃無料

五城目町総合交流センター 五城館
五城目町字鵜ノ木
018−852−5300

・飲食時コーヒー無料サービス
（平日11：00~14：00）

ファミリーレストラン
潟上市天王字江川

・飲食時、ソフトドリンク１杯無料サービス
（他の割引との併用不可）

戸田苑
018−878−3750

ブルーメッセあきた レストラン花の大地
潟上市昭和豊川竜毛 018−855−5041

・飲食時、コーヒー1杯無料サービス
（他の割引との併用不可）

ユナイテッド計画株式会社
潟上市昭和豊川槻木 018−877−3027

・家屋解体工事請負代金、
５％割引

天王温泉くらら「温泉茶房」
潟上市天王字江川
018−878−9877

・レストランで食事した会員のみにミニソフトサービス
（他の割引との併用不可）

井川・鈴木ボデー
井川町浜井川

・車検、板金時及び購入車両のオイル交換無料サービス

018−874−2218

海鮮レストラン「バイキング」
潟上市昭和大久保
018−877−5933

・午後５時以降に食事をした方、
お料理１品サービス
（会員本人に限る。
）

株式会社 こすもす秋田
〇こすもすおが･南秋ホール｢セルビス｣
潟上市天王字追分 018−873−6655

・当社指定の葬儀基本セットを一般価格より10％割引、
葬儀後のアフターサービスを10％割引。

○

男鹿地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

特

典

内

なまはげ御殿  ニュー畠兼
男鹿市北浦入道崎
0185−38−2011

・飲食料金（全メニュー）10％割引 ・おみやげ全品10％割引

旅館 浜彩
男鹿市船川港

0185−27−2733

・料理一品サービス

汐瀬旅館
男鹿市船川港

0185−27−2711

・軽食（手作りパン）、ソフトドリンク（コーヒー）サービス
・手作りマスコットの配布

渡船 金竜丸
男鹿市戸賀加茂青砂

0185−37−2151

・乗船10回で、
1,000円引
・ソフトドリンク１本サービス

株式会社 みさき会館
男鹿市北浦入道崎

0185−38−2141

・食事代金、土産品購入代金の10％割引

有限会社 由利時計店
〇由利時計店
男鹿市船川港
〇由利メガネランド
男鹿市船越

0185−24−3401

・眼鏡一式から25％割引、
その他20％割引
  
（補聴器、修理品、
コンタクトレンズ等は除く）

○

容

0185−35−3854

秋田臨港地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

株式会社 エム−ワン
秋田市土崎港中央

018−847−5845

特

典

内

容

・小型船舶操縦免許証の更新時、
証明写真撮影料金無料サービス

㈱トヨタレンタリース秋田 飯島店
秋田市飯島道東
018−880−5100

・レンタカー基本料金の10％割引
（他の割引と併用はできません。
）
対象外：軽自動車･エコノミー･SP１･W１･V０･T０～T１クラス、
旅行代理店商品、駅レンタ
カーによる貸出し、
マンスリー料金、
福祉割引、
各種キャンペーン商品

居酒屋 美保
秋田市港北新町

・3,000円以上の飲食の場合、
１名につき10％割引

080−1840−1460

有限会社 柏谷アルミ
秋田市下新城中野

018−873−5160

・補修工事

渡修呉服店
秋田市土崎港中央

018−845−0824

・3,000円以上の買物時５％割引

3,000 円以上 ( 消費税は除く ) の場合、10％割引
但し特価品を除く。

ブリヂストンリテールジャパン㈱
タイヤ館外旭川
018−868−8610

・購入料金の５％割引
（特売品を除く。
他の割引との併用不可）

オートセンター良駿
秋田市将軍野青山町

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）

018−874−8706

株式会社 サカイ引越センター 秋田支社
秋田市土崎港相染町 0120−56−1141

・引越基本料金(運賃＋人件費)より20％以上OFF
※ 3/15～4/15の期間は、
対象外

株式会社 こすもす秋田
〇こすもす中央ホール
秋田市寺内字三千刈 018−866−8666
〇こすもす港ホール｢ファミリア｣
秋田市土崎港西４丁目 018−880−6711

・当社指定の葬儀基本セットを一般価格より10％割引、
葬儀後のアフターサービスを10％割引。

○

秋田地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

特

典

内

容

㈱トヨタレンタリース秋田
秋田市中通四丁目6−5 018−896−5100
○秋田駅前店
018−833−0100
○広面店     	
018−835−0200
○山王店   	
018−823−0100
○新国道店   	
018−865−0100
○卸町店     	
018−864−0100
○臨海店     	
018−863−0100
○秋田空港店     	
018−886−4100

・レンタカー基本料金の10％割引
（他の割引と併用はできません。）
対象外：軽自動車･エコノミー･SP１･W１･V０･T０～T１クラス、
旅行代理店商品、駅レンタ
カーによる貸出し、
マンスリー料金、
福祉割引、
各種キャンペーン商品

アイウエアショップ クエスト
秋田市山王三丁目
018−893−6177

・眼鏡一式購入金額から25％割引
（特売品を除く）

株式会社 花徳
秋田市八橋新川向

・定額料金からの５％割引
（本店のみ）

018−836−8709

株式会社 秋田まるごと市場
秋田市卸町
018−866−8001

・秋田銘菓コーナー(直営)の全商品３％割引
・お土産市場コーナー
（テナント）
の全商品３％割引

株式会社 一ノ関時計店
○時計・メガネのイチノセキ 広面店
秋田市広面字昼寝 018−832−4533
○時計・メガネのイチノセキ 桜店
秋田市桜二丁目
018−833−9033

・購入金額から５％割引、
視力測定及びメガネの調整無料サービス
   
（セット商品、
割引サービス品との併用不可）

ブリヂストンリテールジャパン㈱
北日本支社  
○タイヤ館秋田
018−866−3811
○タイヤ館秋田仁井田 018−827−5146  
○タイヤ館秋田東通 018−853−1041

・購入料金の５％割引
（特売品を除く。
他の割引との併用不可）

ふるさと温泉「ユアシス」
秋田市雄和神ヶ村
018−887−2575

・宿泊料金（２人まで、
一泊２食付）
500円引

雄和サイクリングターミナル
秋田市雄和椿川
018−886−3766

・グランドゴルフ利用料金100円引

雄和観光交流館「ビラ・フローラ」
秋田市雄和妙法
018−881−3011

・レストラン利用代金５％割引

リフレッグ「香音」
（女性専用店）
秋田市東通
018−825−1103

・施術を受けた方にヘッドマッサージのサービス

㈲阿部正助商店 秋田支店
秋田市東通仲町
018−833−0631

・仏具品、店頭価格の５％割引
（一部商品を除く。
）

江川印章
秋田市中通三丁目

018−832−3186

・実印 黒水牛・象牙（男性用15㍉・女性用12㍉、牛革ケース付）
毎月、限定１本50％割引

有限会社 アダムス
秋田市上北手大戸

018−835−2064

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃10％割引
（現金支払い。
他の割引との併用不可）

株式会社 高尾自動車整備工場
秋田市雄和妙法
018−886−3222

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃10％割引
（現金支払い。
他の割引との併用不可）

株式会社 松本カーコーポレーション
秋田市上北手百崎
018−835−1976

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃10％割引
（現金支払い。
他の割引との併用不可）

岡部時計店
秋田市牛島東五丁目

018−833−8558

・全商品購入料金の10％割引

アキタパークホテル
秋田市山王4丁目

018−862−1515

有限会社 米塚自動車
秋田市添川

018−868−4589

・喫茶店、レストランでの飲料代５％割引 (昼夜とも)
・板金、塗装工賃の５％割引

ホテルエクセルキクスイ
 	 ○ダイニング万葉
018−874−7056

・食事代金５％割引

お菓子の郷 ジロー
秋田市御所野

・1,000円以上の買物時、
「ジローメンバーズカード」
のポイント１点加算

018−889−6260

はんこ屋さん21 秋田けやき通り店
秋田市八橋本町三丁目 018−883−4001

・1万円以上の印鑑もしくはチタン印鑑をお買い上げのお客様に印鑑ケースをプレゼント

時計・メガネのコバヤシ
秋田市八橋本町三丁目 018−864−0040

・時計10％割引
・メガネフレーム・レンズ20％割引

有限会社 平野自動車
秋田市泉北一丁目

・車検・定期点検・一般整備等の工賃、10%割引
（現金支払い。他の割引との併用不可）

018−824−4705

秋田県健康増進交流センター「ユフォーレ」
秋田市河辺三内
018−884−2111

・全館の利用料金1,000円のところ900円
・日帰り温泉入浴、休憩料金600円のところ540円

ワールドモーター株式会社
秋田市四ツ小屋
018−839−0120

・車検、定期点検、一般整備等の工賃10％割引
（現金支払い、他の割引との併用不可）

バイクハウスITO
秋田市雄和妙法

018−886−3230

・オイル交換時、工賃500円割引

中野塗装
秋田市桜一丁目

018−835−7584

・屋根塗装・外壁塗装、その他塗装工事
見積代金の10％割引

葩オフィス 花美茅
秋田市雄和石田

018−886−4541

・購入料金の10％割引

バナフィショップ
秋田市雄和椿川

018−886−8039

・「バナフィ特製ソフトクリーム」
290円を200円でサービスします。

わたゆう
秋田市新屋元町

018−828−4103

・シュークリーム190円を150円に割引します。

石井生花店
秋田市新屋元町

018−828−4428

・定額料金からの５％割引

山元建設株式会社
秋田市仁井田

018−839−0255

・300,000円以上の見積り金額から５％割引

株式会社 こすもす秋田
〇こすもすご相談サロン・山王ホール
秋田市山王沼田町
018−867−0700
〇こすもす南通りホール
秋田市南通亀の町 018−825−0184
〇こすもす新屋ホール
秋田市新屋扇町
018−888−8026
〇こすもす御所野ホール
秋田市御所野元町
018−892−7110
〇こすもす城南ホール｢プリエ｣
秋田市仁井田蕗見町
018−889−6003
〇こすもすロイヤルホール
秋田市東通４丁目
018−832−0004

・当社指定の葬儀基本セットを一般価格より10％割引、
葬儀後のアフターサービスを10％割引。

○

由利本荘地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

特

典

内

容

株式会社 牧野自動車
由利本荘市石脇

0184−22−2333

・車検、定期点検、
一般整備の５％割引
（他の割引との併用不可）

サンライズ
 	 由利本荘市三条

0184−23−2051

・商品、タイヤ、
ホイール等５％割引、
工賃は10％割引

本荘自動車学校
 	 由利本荘市川口

0184−23−1080

・全車種の入学金5,000円引
（審査料は除く。
）

有限会社 メガネの和光
由利本荘市裏尾崎町
 	 ○本店 	
0184−22−0339
 	 ○東バイパス店  	
0184−23−7750
 	 ○石脇店    	
0184−24−0041
 	 ○ワシン 	
0184−24−2683

・販売価格の10％割引
（他の割引との併用不可）

有限会社 かおる堂  
  	○本荘東バイパスサービスステーション
由利本荘市中梵天 0184−22−3713
 	 ○鳥海サービスステーション
	   由利本荘市鳥海伏見 0184−57−2425

・ガソリン１リットル２円引
（他の割引との併用不可）

㈱トヨタレンタリース秋田 本荘店
 	 由利本荘市鶴沼
0184−22−4100

・レンタカー基本料金の10％割引
（他の割引と併用はできません。）
対象外：軽自動車･エコノミー･SP１･W１･V０･T０～T１クラス、
旅行代理店商品、
駅レンタ
カーによる貸出し、
マンスリー料金、
福祉割引、
各種キャンペーン商品

株式会社 本荘グランドホテル
由利本荘市岩渕下
0184−23−4511

・宿泊料金を定価の10％割引

金湖写真機店
由利本荘市大門

0184−23−6565

・「ダイヤモンドスタンプ」
２倍サービス

遠山自動車修理工場
由利本荘市井戸尻

0184−22−4220

・車検、定期点検の工賃10％割引

有限会社 夢大
由利本荘市岩城二古字草刈道

0184−73−3739

・タイヤ交換工賃５％割引

株式会社 こすもす秋田
〇こすもす由利本荘ホール
由利本荘市薬師堂 0184−28−0016
○

・当社指定の葬儀基本セットを一般価格より10％割引、
葬儀後のアフターサービスを10％割引。

にかほ地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

特

典

内

容

象潟夕日の宿 さんねむ温泉
にかほ市象潟町
0184−43−4960

・日帰り温泉入浴の回数券１冊購入時、
350円引

にかほ市温泉保養センター「はまなす」
にかほ市金浦
0184−38−2246

・宿泊料金500円引
（一泊２食付きで、
２人まで。
特別宿泊プラン及び他の割引との併用不可）

㈱トヨタレンタリース秋田 仁賀保店
にかほ市平沢
0184−37−3939

・レンタカー基本料金の10％割引
（他の割引と併用はできません。）
対象外：軽自動車･エコノミー･SP１･W１･V０･T０～T１クラス、旅行代理店商品、駅レンタ
カーによる貸出し、
マンスリー料金、
福祉割引、
各種キャンペーン商品

三衛クリーンサービス株式会社
にかほ市三森
0184−37−3711

・廃棄物収集運搬費５％から10％割引

佐々木製菓
にかほ市象潟町

0184−43−2918

・道の駅「ねむの丘」
店において、
お買い上げの方、
土、
日曜日限定でせんべいをサービス

きさかた自動車学校
にかほ市象潟町

0184−43−4390

・全車種の入校金5,000円引

ホテルエクセルキクスイ
にかほ市平沢
0184−37−3333

・宿泊料金10％割引、
レストラン万葉での食事代金５％割引※
・ダイニング万葉
018‐874‐7056
での食事代金５％割引も実施中

有限会社 ホーム電器
にかほ市金浦

0184−38−2732

・サービス店会のポイント２倍サービス

株式会社 きがるや
にかほ市象潟町

0184−43−5591

・取扱業務の基本料金から５％割引

みや蔵
にかほ市象潟町大塩越

0184−43−4510

・会員お一人様につき、
ラーメン食券購入後、
50円キャッシュバック

○

大仙地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

特

典

内

容

㈱トヨタレンタリース秋田 大曲店
大仙市朝日町
0187−62−4100

・レンタカー基本料金の10％割引
（他の割引と併用はできません。）
対象外：軽自動車･エコノミー･SP１･W１･V０･T０～T１クラス、
旅行代理店商品、
駅レンタ
カーによる貸出し、
マンスリー料金、
福祉割引、
各種キャンペーン商品

ブリヂストンリテールジャパン㈱
北日本支社  
タイヤ館大曲      	
0187−62−8144

・購入料金の５％割引
（特売品を除く。
他の割引との併用不可）

塩谷合資会社
大仙市大曲上大町      	0187−63−1131

・取扱商品の基本料金から５％割引

合資会社 日栄堂
大仙市字刈和野      	

・取扱商品の基本料金から５％割引

0187−75−1028

○

美郷地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

特

典

内

鷹嘴写真
仙北郡美郷町六郷

0187−84−1103

・1,000 円以上の利用で５％割引

湯川呉服店
仙北郡美郷町六郷

0187−84−0505

・店内表示価格の５％割引（一部対象外商品あり）

清水屋商店
仙北郡美郷町六郷

0187−84−1158

・取扱商品の５％割引（石油製品は除く）

Genpatey
仙北郡美郷町六郷

0187−73−5478

トラットリア のど
仙北郡美郷町土崎

0187−85−3071

・飲食時のコーヒー 1 杯無料サービス
・ランチタイムにお食事の方
コーヒー又は紅茶 １杯無料サービス

農家レストラン 米サラダハウス
仙北郡美郷町金沢西根 0187−88−8866

・ランチ注文時のコーヒー 1 杯無料サービス

BHW株式会社
仙北郡美郷町金沢長岡森

・屋根板金工事･金物加工販売の金額より５％値引

0182−37−2326

ブラボー笑点 DON DON
仙北郡美郷町土崎
0187−85−3746
○

容

・店内商品お買い上げ金額より10％値引
（飲食物・グッズ）

仙北地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

㈱トヨタレンタリース秋田
○角館店     	
仙北市角館町
0187−55−2100
○田沢湖店   	
仙北市田沢湖生保内 0187−43−2100
山のはちみつ屋 お菓子工房 ピザ工房
（※｢田沢湖市｣店は除く）
仙北市田沢湖生保内 0187−43−3838
株式会社 わらび座
仙北市田沢湖卒田

温泉 ゆぽぽ
0187−44−3311

株式会社 花葉館
仙北市角館町西長野

0187−55−5888

特

典

内

容

・レンタカー基本料金の10％割引
（他の割引と併用はできません。）
対象外：軽自動車･エコノミー･SP１･W１･V０･T０～T１クラス、
旅行代理店商品、駅レンタ
カーによる貸出し、
マンスリー料金、
福祉割引、
各種キャンペーン商品
・「山のはちみつ屋サービスポイント」
の２倍サービス
・基本宿泊料金の５％割引
・日帰り温泉入浴料金100円引
・日帰り温泉入浴料金50円引
・宿泊者には、
お酒１合またはグラスビール１杯又はソフトドリンク１杯サービス
・レストラン利用者には、
食事注文時に限りコーヒー１杯又はソフトドリンク１杯サービス

西木温泉ふれあいプラザ クリオン
仙北市西木町
0187−47−2010

・日帰り温泉入浴料金100円引
・レストランかたくり利用者には、ソフトドリンク１杯サービス
・宿泊者には、
お酒１合、
グラスビール、
ソフトドリンクのいずれか１杯サービス

株式会社  田沢モータース
仙北市田沢湖生保内
0187−43−0811

・車検、定期点検、一般整備等の工賃10％割引（現金支払いのみ）

株式会社 中安自動車
仙北市角館町上菅沢

0187−54−2255

・車検、定期点検、一般整備等の工賃10％割引（現金支払いのみ）

株式会社  川村自動車工業
仙北市田沢湖小松
0187−52−4077

・車検、定期点検、一般整備等の工賃10％割引（現金支払いのみ）

ゲストハウスグランデール・ガーデン
仙北市角館町古城山
0187−55−2600

・ソフトドリンク50％割引
（コーヒー、  ジュース類）

株式会社 安藤醸造
仙北市角館町下新町

0187−53−2008

・3,000円（税抜）
以上の買物時、
寒麹
（200㌘）
サービス

県南タイヤ工業
仙北市角館町小勝田石渕

0187−55−1137

○

・当店での購入商品５％割引及び工賃５％割引
持込み商品は、
対象外

横手地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

雄物川温泉「雄川荘」
横手市雄物川町今宿

0182−38−6530

特

典

内

容

・食堂利用時、
コーヒーサービス

休養センター「さくら荘」
横手市大森町
0182−26−2301

・レストラン利用時、
コーヒーサービス

出羽印刷株式会社
横手市大町

0182−32−0027

・個人で2,000円以上の購入者に粗品進呈（毎月先着10人に交通安全ノベルティ進呈）

加藤時計店
横手市雄物川町沼館

0182−22−3159

平鹿自動車学校
横手市平鹿町浅舞

0182−24−3144

・時計購入代金の10％割引
・免許取得の為の入校生へのサービス
写真代、教本代金額を無料・運転適性検査料金50％割引
・有免者（ペーパードライバー）
の認定教育受講者の入所料金50％割引
・初心者マーク、
高齢者マークの100円引

㈱トヨタレンタリース秋田 横手店
横手市平城町
0182−32−4100

・レンタカー基本料金の10％割引
（他の割引と併用はできません。
）
対象外：軽自動車･エコノミー･SP１･W１･V０･T０～T１クラス、
旅行代理店商品、駅レンタ
カーによる貸出し、
マンスリー料金、
福祉割引、
各種キャンペーン商品

ブリヂストンリテールジャパン㈱
北日本支社  
タイヤ館横手      	
0182−33−7744

・購入料金の５％割引
（特売品を除く。
他の割引との併用不可）

横手モータースクール
横手市杉目

0182−33−2127

・教本、写真、
初心者マーク、
認定教育入校料のサービス
・運転適性検査料金50％割引
・家族割引あり。

有限会社 浅舞自動車
横手市平鹿町浅舞

0182−24−0349

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）
・車検時のオイル交換３㍑まで無料

㈱ふるさとオートランド
横手市安田
0182−33−5995

・車検、定期点検、
一般整備等の工賃10％割引
（現金支払い、
他の割引との併用不可）
･ 車検時のオイル交換３ℓまで無料

株式会社 ＢａｓｅＬｉｎｅ
Ｂar Ｐasaporte
横手市婦気大堤
0182−35−5539

・飲食時コーヒー１杯サービス

株式会社 ＢａｓｅＬｉｎｅ
肉山 秋田
  横手市婦気大堤
0182−35−5539

・飲食時コーヒー１杯サービス

ゴルフ工房 ＴＯＭｉＯＫＡ
横手市外目
0182−32−6187

・Ｇｒｉｐ交換、
価格の手数料工賃の10％の割引。

○

増田地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

特

典

内

容

やまゆり温泉  ホテルブラン
東成瀬村椿川
0182−47−3104

・温泉入浴１回券、
100円引

須川温泉 栗駒山荘
東成瀬村椿川字二郷国有林内0182−47−5111

・温泉入浴１回券、
100円引

なるせ温泉 東仙歩
東成瀬村椿川

0182−47−3181

・日帰り温泉入浴料、
100円引
※ 土曜、日曜、祝日、お盆（8.10~8.15）、正月（1.1~1.5）を除く。

佐藤又六家
横手市増田町増田

0182−45−3150

・内蔵見学料、
100円引
（車の同乗者５人まで割引）

林旅館
「そば処はやし」
横手市増田町増田
0182−45−2041

・食事代金の50円引

スーパーモール ラッキー
横手市十文字町仁井田 0182−42−3996

・オイル交換工賃、
５％割引

道の駅 十文字
横手市十文字町字海道下 0182−23−9320

・ふれあい直売十文字内において、500円以上購入の場合、
「 十文字だんご」１本進呈

有限会社 蕗月堂
横手市十文字町西原    0182−42−0206

・来店時2,000円以上の購入で５％割引
（割引品、
催事時は除く。
毎週日曜日は除く。）

・レンタカー基本料金の５％割引
（現金支払いのみ）
株式会社 三幸システム（オートガレージ･三幸） ・車検､定期点検､一般整備等の工賃５％割引
・車検時のオイル交換４ℓまで無料
横手市十文字町佐賀会 0182−42−1481
・安全運転セーフティチェック８項目､無料点検
（灯火類、
エンジンオイル等の運行前点検）
※ 修理､部品交換が発生した場合は別途お見積させていただきます。
メガネと補聴器のエルピス
横手市十文字町佐賀会 0182−42−3010

・メガネメンテナンスキット進呈
（550円～880円）

手打ちそば処 川 嶋
横手市十文字町源太左馬 0182−44−5046

・１品に付き 50円割引

有限会社 ビッグステップ
横手市十文字町西原二番町 0182−55−2702

・ウインドウォッシャー液の補充サービス

まちの駅 福蔵（ふっくら）
  横手市増田町増田
0182−45−2805

･通常 325円の干し餅商品を 300円に
（福蔵店のみ）

〇

湯沢地区交通安全協会
店 舗 ・ 施 設 等

特

典

内

容

湯沢ロイヤルホテル
湯沢市田町

0183−72−2131

・レストラン「フローラ」
での飲食代５％割引
（イタリアントマトは、
適用外）

湯沢グランドホテル
湯沢市材木町

0183−72−3030

・レストラン「グランドア」
の飲食代金10％割引

株式会社  ゆざわ温泉
湯沢市湯ノ原

0183−73−0135

旅館 多郎兵衛
湯沢市皆瀬

0183−47−5016

・日帰り温泉入浴料、
100円引
・日帰り温泉入浴料、
100円引

ニュー千寿苑内居酒屋「味楽」
湯沢市元清水
0183−73−7155

・「味楽カード」
のポイント２倍サービス

㈲富沢茶店 ｢お茶の富沢｣
湯沢市柳町
0183−73−3218
仏壇・墓石 たかしゅう湯沢店
湯沢市柳町ヤマワキビル１F 0183−55−8176
石橋テント店
湯沢市材木町
0183−73−1487
井川春吉商店
湯沢市柳町
0183−73−2269
タカカツ自動車工業株式会社
湯沢市小野  	
0183−52−2161
サタツ輪業
湯沢市田町
0183−73−3336

・「ゆざわ夢カード」
のポイント２倍サービス
・誕生月は、
「ゆざわ夢カード」
のポイント３倍サービス
・商品の５％割引
（対象除外品を除く）
・販売商品及び工事代金の８％割引
・急須、陶磁器に限り、
10％割引
・車検・定期点検・一般整備等の工賃、
10％割引
・自転車、電動自転車の販売代金の５％割引

山田輪店
湯沢市三梨町

0183−42−2403

㈱トヨタレンタリース秋田 湯沢店
湯沢市田町
0183−72−0100
メンズショップアベ
湯沢市大町二丁目
合名会社 中野徳治商店
湯沢市大町二丁目
トとみや（富谷陶器店）
湯沢市大町二丁目
合資会社 富谷商店
湯沢市大町二丁目
工芸呉服 山川
湯沢市古館町
○

0183−73−4840
0183−73−2008
0183−73−6104
0183−73−1038
0183−72−7211

・自転車、バイク、石油ストーブ販売、修理代金の10％割引
・レンタカー基本料金の10％割引
（他の割引と併用はできません。）
    対象外：軽自動車･エコノミー･SP１･W１･V０･T０～T１クラス、
旅行代理店商品、駅レンタ
カーによる貸出し、
マンスリー料金、
福祉割引、
各種キャンペーン商品
・購入金額から５％割引
・買い物時、粗品をサービス（タバコ、
喫煙具の購入を除く。
）
・購入金額から10％割引
（一部、
対象外商品を除く。
）
・「ゆざわ夢カード」
のポイント２倍サービス
・商品購入金額より６％割引
（呉服、和装小物。
但し外注加工代は除く。
）

羽後地区交通安全協会

店 舗 ・ 施 設 等
フラワーショップむやり
羽後町字南西馬音内 0183−62−1115
仲見世いとう衣料店
羽後町西馬音内
0183−62−1067
メガネのアンドー
羽後町西馬音内
0183−62−0619
花と香りの店おおしま
羽後町西馬音内
0183−62−1122
株式会社 五輪坂ハイツ
（五輪坂温泉としとらんど）
羽後町足田
0183−62−4126
株式会社 おも・しぇ
（道の駅うご 端縫いの郷）
羽後町西馬音内
0183−56−6128
株式会社 柴田久吉商店「エネオス西馬音
内セントラルSS」
羽後町西馬音内（羽後町役場前）
0183−62−1165
株式会社 阿部モーター商会「西馬音内支店」
羽後町西馬音内  	
0183−62−5252
有限会社 羽後産業「出光興産羽後給油所」
羽後町西馬音内 	 0183−62−0754
羽後自動車学校
羽後町杉宮字柏原
0183−62−5111
株式会社 柴田組三輪給油所
羽後町貝沢      	
0183−62−3329
有限会社 佐々木自動車整備工場
羽後町五輪坂   	
0183−62−5106
㈱こまちライフサービス「西馬音内給油所」
羽後町字大戸    	
0183−62−0718
佐藤印刷所
羽後町足田字泉田
0183−62−4332
今野自動車整備工場
羽後町字大戸    	
0183−62−1133
株式会社 マインド
羽後町字大戸    	
0183−62−1234
弥助そばや
羽後町西馬音内字本町    	0183−62−0669
瀬川輪店
雄勝郡羽後町貝沢    	 0183−62−2256
ＹＣオートガレージ
雄勝郡羽後町貝沢    	 0183−62−2805

特

典

内

容

・購入金額から５％割引
・購入金額により、
粗品プレゼント
・メガネ一式購入時５％割引
・購入金額から５％割引
・レストラン内でのソフトドリンク100円引
（アルコールを含まないドリンク。
）
・道の駅うご内
「ボンカフェ」
への来場者に、
コーヒー1杯サービス
（会員のみ。
）
・エネオス７項目の安全点検を無料
・点検時、ウォッシャー液の補充を無料
・車検時の工賃10％割引
・車検時又は車購入時にオイル交換無料券サービス
・ガソリン、軽油１リットル２円引
・オイル交換作業料、50％割引
  
（現金払い。他の割引との併用不可）
・免許取得時の教本、写真のサービス
・有免者（ペーパードライバー）の運転練習料金を割引サービス
・現金会員価格にて割引給油
・車検代金支払時、ウォッシャー液２本サービス
・ドライブスルー洗車全コース100円引  
（他の割引との併用不可）
・各種ハガキ印刷代金10％割引
  
（年賀、喪中ハガキを除く。
）
・車検・定期点検・一般整備の工賃、５％割引
（現金支払い。他の割引との併用不可）
・ギフト商品、全て10％割引
・お食事（そば）
の方に小鉢サービス
・自転車・バイクの整備等の工賃10％割引
（現金支払いのみ）
・自動車鈑金､ 塗装の工賃から10％割引き

