
大館商工会議所
おおだて応援“得得”商品券　取扱い加盟店　登録台帳

[2011]大館市プレミアム商品券発行事業

※　　　　　　　　　　　　　は大型店

事業所名 所　在　地
電話番号
（0186）

業　　　種 取扱い品目 独自サービス

明石自動車工業㈱ 大館市清水5丁目1-59 42-0215 サービス業 自動車整備・板金塗装・用品販売

㈱アクト、バード矢立 大館市長走長走赤湯沢1 51-2334 サービス業 温泉旅館

㈲安部自動車整備工業 大館市餅田1丁目1-9 49-2921 サービス業 自動車整備・板金塗装・自動車販売

石田精光舎 大館市新町17 42-0339 サービス業 葬儀業･仏具販売

エネオス　大館西店 大館市根下戸新町15-38 42-5665 サービス業 ガソリンスタンド

大館タクシー 大館市字新町23-3 42-3411 サービス業 タクシー

大館ネット 大館市御成町2丁目9-2 45-0210 サービス業 インターネットプロバイダー
インターネット基本接続料を３ヶ月無料
(入会月に含みます)

おおだてぽかぽか温泉ホテル 大館市清水4丁目4-34 49-0003 サービス業 ビジネスホテル

大館矢立ハイツ 大館市長走字陣場311 51-2311 サービス業 温泉旅館

小笠原運転代行社 大館市有浦5丁目4-9 42-3514 サービス業 自動車運転代行業

おしゃれサロン　サイトウ 大館市御成町2丁目10-16 42-1313 サービス業 理･美容業

おしゃれサロン　美・ぴーぷる 大館市幸町3-39 49-4133 サービス業 美容業
希望のお客様にハンドマッサージの施術
サービス

オバタ運転代行 大館市櫃崎字大道下7-3 49-3160 サービス業 自動車運転代行業 メンバーズカード1ポイントサービス

オルネ　ヘアー＋ドレス 大館市字観音堂553-3 57-8117 サービス業 美容業

カーコンビニ倶楽部　セルフ乳井店 大館市山館字田尻187-2 44-5755 サービス業 自動車鈑金 5万円以上お買い上げで10％引き

カメラ新星堂 大館市中町3 42-0633 サービス業 写真業

㈱協和自動車整備工場 大館市根下戸新町19-59 42-2617 サービス業 自動車整備

清美美容院 大館市十二所字十二所町311 52-2468 サービス業 美容業 コーヒー･お茶菓子のサービス

グランドパークホテル大館 大館市字長倉93-2 45-1515 サービス業 ビジネスホテル

さくら理容館 大館市桜町南38-13 42-9347 サービス業 理容業

シーガルジャパン新町店 大館市字新町35-1 43-5555 サービス業 クリーニング

車検ショップ・サトウ㈱ 大館市川口字大人沢2 43-9227 サービス業 自動車整備
車検整備された方はオイル交換サービ
ス

秋北観光㈱ 大館市御成町1丁目11-25 42-0889 サービス業 旅行業

秋北航空サービス㈱　大館営業所 大館市片町７ 45-0808 サービス業 旅行業

秋北タクシー㈱ 大館市有浦3丁目4-18 42-5454 サービス業 タクシー

商売繁盛社　トリトンズ．コム 大館市御成町2丁目9-2 45-0202 サービス業 パソコンサポート･教室
次回ご利用「できる券」3000円分×２枚
プレゼント

新花矢タクシー㈱ 大館市常盤木町12-22 49-1919 サービス業 タクシー

清風荘 大館市雪沢字大滝29-9 50-2030 サービス業 温泉旅館

㈲第一タクシーサービス 大館市釈迦内字山神台15-1 48-4466 サービス業 タクシー

ダスキン　大館支店 大館市字大田面376-2 43-4165 サービス業 掃除用具レンタル業

㈲田中自動車整備工場 大館市根下戸新町9-30 42-0662 サービス業 自動車整備
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㈲千葉自動車整備工場 大館市二井田字小石台8-9 49-5003 サービス業 自動車整備

㈲戸枝自動車工業所 大館市片山町3丁目5-27 42-2419 サービス業 自動車整備

㈱ニシキツアー 大館市豊町9-52-1 59-4388 サービス業 旅行業

虹のホールおおだて 大館市根下戸新町10-15 42-9997 サービス業 葬祭業 仏壇用10分ローソクプレゼント

㈱乳井石油商会　整備工場 大館市山館字田尻187-2 44-5755 サービス業 自動車整備
車検代金お支払いで１台あたり1000円
引き

沼館温泉会館 大館市沼館字藤蕪82 42-9149 サービス業 公衆浴場

ハチ公整体院・LEONE 大館市御成町4丁目２－４ 43-6654 サービス業 整体業 BOXティッシュ1箱サービス

日景温泉 大館市長走37 51-2011 サービス業 温泉旅館

ビューティー　ひまわり 大館市長倉35-11 42-2637 サービス業 美容業・着付け パーマ・着付けの方におしぼりサービス

美容院ささき 大館市御成町2-9-5 42-9138 サービス業 美容業

美容室ウオズミ 大館市字桂城20-21 49-2915 サービス業 美容業・婚礼貸衣装･着付け

美容室かみきり 大館市大茂内字清水田40-9 48-4472 サービス業 美容業

美容室ｙｏｕ 大館市馬喰町2 49-2855 サービス業 美容業
ダメージ毛が甦る高級シャンプーミニプ
レゼント

フォートプール 大館市字大館97 44-5700 サービス業 写真業

㈱冨士タクシー 大館市字大町12 42-1004 サービス業 タクシー

ふるさわ　おんせん 大館市字新綱27 48-4295 サービス業 温泉旅館

プロジェクト豊和コーポレーション㈲ 大館市川口字隼人台53-3 49-0563 サービス業 自動車整備

ヘアーサロン　Y'.s 大館市常盤木町22-13 42-1100 サービス業 理容業

ｈａｉｒｓｔａｄｉｏ Ｂｏｏ－Ｂｅｅ! 大館市片山町3丁目7-5 43-6602 サービス業 理･美容業 ミニボトルのインカオイルをプレゼント

秋北バス㈱　大館整備工場 大館市有浦3-3-69 42-3528 サービス業 自動車整備

ホリスティック．サポート．ラピス 大館市川口字蟹沢7-184 42-0046 サービス業 マッサージ

まり美容室 大館市常盤木町2-37 42-9029 サービス業 美容業

ミネ美容ルーム　いとくSC店 大館市御成町３丁目7-58　いとくSC内 49-2091 サービス業 美容業

ミネ美容ルーム 大館市字桂城45 42-4065 サービス業 美容業

雪沢温泉　大雪 大館市雪沢字小雪沢101 50-2323 サービス業 温泉旅館

よつやクリーニング　大茂内店 大館市大茂内字清水田40-9 48-4472 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　有浦店 大館市有浦2丁目3-45 42-4015 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　イオン店 大館市大田面238 44-6726 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　いとく片山店 大館市片山2丁目4-1 42-2244 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　いとくSC店 大館市御成町3丁目7-58 42-0085 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　いとく長倉店 大館市長倉112 42-1891 サービス業 クリーニング
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㈱よつやドライクリーニング商会　いとく東台店 大館市赤館9-58 43-1812 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　いとく比内店 大館市比内町扇田字中扇田41 55-1345 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　御成町２丁目店 大館市御成町2丁目19-27 42-0538 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　清水町店 大館市中道3丁目1-38 49-0011 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　釈迦内日景店 大館市釈迦内字釈迦内167 48-3257 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　釈迦内本店 大館市釈迦内字稲荷山下185 48-2543 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　末広町店 大館市字大館41 42-0014 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　天下町店 大館市下代野字天下道下1-85 48-4595 サービス業 クリーニング

㈱よつやドライクリーニング商会　南町店 大館市一心院南38 42-0084 サービス業 クリーニング

リースキン　クリーンサービス 大館市観音堂565-8 43-0344 サービス業 物品レンタル･イベント演出･バルーン販売

理容　カトレア 大館市川口字洞バミ45-109 49-0614 サービス業 理容業 ポイントカード1ポイントサービス

理容エンドウ 大館市雪沢字上谷地105-12 50-2346 サービス業 理容業 粗品進呈

理容室すとう 大館市常盤木町16-4 43-6334 サービス業 理容業

理容スガワラ 大館市御成町1-24-4 42-5362 サービス業 理容業 粗品進呈(初回のみ)

理容はなた 大館市観音堂539-1　CanNonⅡ 43-2381 サービス業 理容業 スタンプ2個サービス

㈱ワールドプラン社 大館市根下戸新町5-125 42-6719 サービス業 写真業

浅井畳店 大館市釈迦内字二ツ森83 48-2443 その他業種 畳製造業

石戸谷庭園管理社 大館市板沢字甲上野40-3 49-5799 その他業種 造園業 苗木プレゼント

㈲大館孔版社 大館市字観音堂316-1 42-1260 その他業種 印刷業

大館市民文化会館 大館市字桜町南45-1 49-7066 その他業種 文化会館

大館ペット病院 大館市中道3-2-18 49-0055 その他業種 小動物診療

司法書士松本譲事務所 大館市字部垂町36-2 43-3528 その他業種 司法書士

㈲菅原印刷 大館市釈迦内字街道上3-19 48-6810 その他業種 印刷業

東北環境消毒㈲ 大館市有浦4丁目5-30 49-3951 その他業種 害虫駆除、EM商品・消毒剤販売

美濃山木工所 大館市釈迦内字台野道下1-16 48-6174 その他業種 建具･家具製造

あきたさくら 大館市大町23 42-1818 飲食業 飲食業 さくらミニアイスプレゼント

アネックスロイヤルホテル　松囃子 大館市常盤木町11-11 43-1111 飲食業 レストラン

居酒屋　村さ来 大館市常盤木町2-2 090-4632-8141 飲食業 居酒屋

居酒屋　あかり 大館市大町77 42-1355 飲食業 居酒屋

石戸仕出し店 大館市幸町13-11 42-4135 飲食業 仕出し･飲食業

一のとり　大館店 大館市新町15 49-6439 飲食業 居酒屋
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魚彦　大館店 大館市字長倉111-2 43-0046 飲食業 居酒屋

恵比寿好 大館市裏町21-6 49-4893 飲食業 飲食業
次回ご利用できる当店の商品券（10％
OFF)プレゼント

オアシスダイニング 大館市大町1-1 57-8228 飲食業 レストラン

大館珈琲館 大館市字観音堂433-6 49-7727 飲食業 喫茶、豆･雑貨販売
ブレンドorおすすめコーヒーの商品券
(500円)プレゼント

お好み焼き　道とん堀 大館市餌釣字前田1 49-8500 飲食業 お好み焼･もんじゃ 1枚(1000円)ご利用につき100円引き

割烹　美さわ 大館市新町22 42-7543 飲食業 割烹

カフェ　ゼロセカンド 大館市御成町2-19-27 050-3427-1437 飲食業 飲食業
夜の定食(980円)+コーヒー(300円)が本
商品券1枚

きはちらくはち　本店 大館市中道2丁目68 43-5999 飲食業 居酒屋

牛角　大館店 大館市大町91-1 45-1129 飲食業 焼肉店

きりたんぽ専門店　むらさき 大館市幸町12-9 42-0741 飲食業 きりたんぽ店

グルメ・きむら 大館市泉町5-6 49-2939 飲食業 仕出し･飲食業

ＳＡＮＡ 大館市馬喰町50 49-6651 飲食業 飲食業

早蕨 大館市谷地町後98 42-2720 飲食業 居酒屋 ご飲食した場合、粗品進呈

三朝庵 大館市清水１丁目3-26 42-4136 飲食業 ホテル業及び飲食業

宍一 大館市桂城8-20 43-1101 飲食業 割烹

食彩味処　大鵬 大館市桂城8-4 42-3195 飲食業 飲食業

食堂　まんまや 大館市住吉町1-53 42-5588 飲食業 飲食業 定食注文の方にコーヒーサービス

食楽厨房む。串ダイニングおいちい 大館市中町45-1 49-6472 飲食業 居酒屋

白樺苑 大館市字桂城14 42-0352 飲食業 飲食業
商品券ご利用額の5％分の割引クーポン
をプレゼント

㈲寿司　なにわ 大館市御成町2丁目19-31 42-0560 飲食業 寿司･仕出し

鮨勝 大館市常盤木町3-7 42-4353 飲食業 寿司

鮨北春　やきとり大吉 大館市東台7丁目1-154 42-2955 飲食業 居酒屋
サワー類1杯目無料･生ビール1杯目200
円

鮨処　魚力 大館市御成町3丁目6-75 45-0244 飲食業 出前鮨専門店

スナック　バラード 大館市常盤木町10-26 42-1080 飲食業 スナック

食べ処　谷地 大館市中道1丁目1-9 42-5570 飲食業 飲食業
商品券1枚につきソフトドリンク1杯サービ
ス

てっぱん 大館市御成町2丁目4-12　有楽会館内 090-2984-6319 飲食業 居酒屋

トマト＆オニオン　大館店 大館市清水5丁目1-76 45-0141 飲食業 ファミリーレストラン 1枚(1000円)ご利用につき100円引き

トラジ　ラフィーネ 大館市餌釣字大杉252 49-6429 飲食業 焼肉店

とりさん 大館市常盤木町11-24 49-2422 飲食業 飲食業

とりでん　大館店 大館市大町91-1 49-4194 飲食業 居酒屋

㈲ナカザワフードサービス 大館市二井田字贄の里23 43-2396 飲食業 ニプロ内食堂
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日本料理　天平 大館市字長倉42-2 42-4416 飲食業 飲食業

はち公こまち 大館市字中町1 090-2977-8595 飲食業 飲食業

㈱花善 大館市御成町1丁目10-2 43-0870 飲食業 駅弁製造販売・飲食

プラザ杉の子 大館市有浦1-7-55 49-3288 飲食業 飲食業･催事場

ほかほか弁当　御成町店 大館市御成町3丁目2-1 49-0900 飲食業 弁当製造販売 50円引券1枚プレゼント

北秋倶楽部 大館市幸町15-6 42-2033 飲食業 料亭

秋北バス㈱　有浦食堂 大館市御成町2丁目17-21 42-3538 飲食業 食堂

秋北バス㈱　秋北食堂 大館市御成町1丁目11-25 42-3535 飲食業 食堂

ホテルクラウンパレス秋北　スカイレストラン　プラシャンティ　 大館市片町7 43-1313 飲食業 レストラン

ホテルクラウンパレス秋北　１１階　バー　ラ・ニュイ 大館市片町7 43-1313 飲食業 バー

ホテルクラウンパレス秋北　１階　コーヒーラウンジ 大館市片町7 43-1313 飲食業 喫茶店

ホテルクラウンパレス秋北　１階　らーめん江戸まる 大館市片町7 43-1313 飲食業 ラーメン

ミスタードーナツ　大館ショップ 大館市御成町３丁目7-58 42-6194 飲食業 ドーナツ販売・喫茶

メイク．ラブ 大館市常盤木町10-25 42-9110 飲食業 スナック 生ビール1杯サービス

焼肉　南大門 大館市中道2丁目1-33 44-5529 飲食業 焼肉店

焼肉の五角亭 大館市豊町9-59 42-1941 飲食業 焼肉店

遊食三昧　一息 大館市向町20 59-7822 飲食業 居酒屋

ら・パール 大館市字大館18-4 42-2190 飲食業 スナック 生ビール1杯サービス

リピート 大館市常盤木町11-16 43-9333 飲食業 スナック

レストラン　アンシャンテ 大館市字観音堂598-5 59-9363 飲食業 レストラン

レストラン　ドルフィン 大館市池内字大出8-1 42-8018 飲食業 レストラン

レストラン　ポンパドール 大館市大町83 42-6829 飲食業 レストラン

ロイヤルホテル大館　レストラン　ヴィラロイヤル 大館市中道1丁目2-26 49-4511 飲食業 レストラン

ロイヤルホテル大館　和食　松月 大館市中道1丁目2-26 49-4511 飲食業 レストラン

WASABI 大館市常盤木町4-6　あきた小町ビル１階 49-1837 飲食業 居酒屋

㈲安部工務店 大館市餅田二丁目5-11 42-3318 建設業 建築業

㈱イトウビルド 大館市字土飛山下26-1 42-4545 建設業 建設業

㈲岩谷板金工業所 大館市字小釈迦内道上27 48-5090 建設業 板金業

㈱衛暖工業 大館市釈迦内字下大留83 48-6054 建設業 管工事業

大館アルミサッシ工業㈱ 大館市柄沢字狐台52-38 43-4134 建設業 アルミサッシ加工販売

㈲奥村塗装工業 大館市字谷地町後5 42-7127 建設業 塗装業
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㈲木次谷設備 大館市葛原字屋布後66-1 52-3126 建設業 管工事業

木次谷塗装店 大館市豊町7-33 43-9243 建設業 屋根･外壁塗装

サイトウ塗装 大館市二井田字中台15-83 49-1150 建設業 塗装業

㈲シューホクE・S 大館市字沼館道上91 45-1551 建設業 電気設備･冷暖設備設計･施工

㈲昭和電気設備 大館市片山字八坂24-14 49-4161 建設業 電気工事業

㈲菅原管工業 大館市山館字羽立1-1 42-3928 建設業 管工事業

㈱大成工務店 大館市有浦３丁目1-27 42-1977 建設業 総合建設業

㈱タクミ電機工業 大館市櫃崎字大道下14-3 59-6811 建設業 電気設備工事業

田中木工所 大館市城西町7-8 42-0632 建設業 建具･家具製造

東光鉄工㈱ 大館市釈迦内字街道上13-8 48-5118 建設業 産業機器･建設資材販売

殿村工務店 大館市十二所字下新町8 52-2308 建設業 建設業

奈良建設㈱ 大館市十二所字大平126-2 52-2266 建設業 建築工事業

㈱古沢総業 大館市字三の丸39 42-0288 建設業 管工事業

㈲北秋クリーンサービス 大館市餅田2丁目1-81 42-4198 建設業 管工事業

まきの工業所 大館市片山字中通7-8 43-9215 建設業 設備工事業

㈲マコト設備工業 大館市片山字中通38-11 49-3525 建設業 住宅設備全般・上下水道リフォーム工事

三浦木材㈱ 大館市上代野字上代野5-1 48-5811 建設業 建設資材販売

ライファ大館 大館市御成町3-7-17 49-1911 建設業 リフォーム業

あいしてあきた 大館市御成町2丁目9-2 45-0202 小売業 地域のネットショップ 期間中お買い上げの場合5％引き

㈱あかし 大館市字大町74 43-3333 小売業 陶器ギフト販売 小物サービス

㈲秋田三鶏実業 大館市雪沢字楢木岱72-3 50-2254 小売業 比内地鶏販売
2000円以上お買い上げでスープ1ヶサー
ビス

㈲アバフローリスト 大館市御成町2-1-1 42-5587 小売業 生花販売

㈲虻川精肉店 大館市片山町3丁目1-53 42-0225 小売業 食肉販売

アマリリス　しんこや 大館市常盤木町2-4 49-1225 小売業 和洋菓子製造・販売･喫茶 ハチ公ポイント2倍プレゼント

アリス楽器 大館市部垂町32-4 42-0104 小売業 楽器販売

e・p・m 大館市片山町3-6-26 49-0040 小売業 婦人服販売

石垣鐵工㈱ 大館市二井田字陣の腰2-2 59-8102 小売業 鉄骨階段・ろうそく立て製造
先祖供養灯(ろうそく立て5000円）を10％
引きで販売

石田眼鏡専門店 大館市字長倉83 42-0444 小売業 眼鏡販売

岩長商店 大館市字長木川南167 42-0597 小売業 酒・米穀販売

エッセンス 大館市桂城53-1 49-8031 小売業 婦人服販売

大阪屋 大館市御成町1丁目10-5 43-3727 小売業 衣料品･化粧品販売
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㈱大館工芸社 大館市釈迦内字家後29-15 48-7700 小売業 曲げわっぱ製造･販売

大館市大町商店街振興組合　ＮＯＳＨＯ館　ＨＡＣＨＩ 大館市字大町29-1 57-8470 小売業 食品販売

大館市観光物産プラザ 大館市片町7　ホテルクラウンパレス秋北1階 57-8380 小売業 大館市の特産品販売

㈱大館自動車部品商会 大館市根下戸新町19-59 42-1086 小売業 自動車部品販売

㈱大館食品デパート 大館市字大町24-1 42-1250 小売業 生鮮食品販売

㈲おおだて寝装 大館市御成町2丁目16-24 49-3097 小売業 寝具販売

大館ヤクルト販売㈱ 大館市岩瀬字谷地の平4-52 54-3551 小売業 食品販売

小笠原青果店（朝市場内） 大館市御成町1丁目　朝市場内 43-1383 小売業 食品販売

小笠原精肉店 大館市御成町3丁目3-5 42-1127 小売業 食肉販売

お菓子のひぐち 大館市字大館21-4 42-0685 小売業 和洋菓子製造・販売

お茶と茶道具の店　村上花月園 大館市幸町13-8 42-0419 小売業 お茶･茶道具販売 ハチ公ポイント2倍プレゼント

音の店いわしや 大館市大町41 42-3078 小売業 CD・DVD販売

オバタ質店 大館市幸町2-6 42-0990 小売業 古物商

カーショップわかまつ 大館市片山町3丁目7-7 43-3713 小売業 自動車用品販売・取り付け
「快適先端都市・大館｣エコ・クリーン整
備基本料金より20％引き

加賀コーヒー店　御成町店 大館市御成町2丁目19-25 49-0790 小売業 コーヒー豆販売

加賀コーヒー店　川原町店 大館市字大館86-1 49-2477 小売業 コーヒー豆・器具販売

加賀商店 大館市上代野24-2 48-3085 小売業 蜂蜜販売

カジハタデンキ 大館市柄沢字狐台2-35 42-2702 小売業 家電販売・修理

カスガ堂 大館市字中町2 42-0058 小売業 印章彫刻･写真材料販売

楽器の店　コンチェルト 大館市御成町2丁目15-31 42-8880 小売業 楽器･楽譜販売

㈲加藤茶舗 大館市字大町94 42-0350 小売業 お茶･コーヒー販売 ハチ公ポイント2倍プレゼント

㈲カトウ時計店 大館市御成町2丁目5-8 42-0793 小売業 時計･眼鏡･貴金属販売　修理

カネナオ 大館市字大町69 42-0405 小売業 鞄･雑貨販売

㈱嘉納 大館市片山町2丁目2-16 42-0573 小売業 塗料販売 塗装用のハケをサービス

カマヤ薬局 大館市常盤木町2-3 42-0406 小売業 医薬品販売

ガレージ・プラスワン 大館市片山町１丁目5-2 45-0608 小売業 自動車用品販売

菊広電気商会 大館市東台3丁目7-18 49-1590 小売業 家電販売 防犯グッズサービス

キッチンカーザ　カナザワ 大館市豊町9-57 42-5565 小売業 食器・料理道具販売

キトク商店 大館市字大館18-4 42-4352 小売業 酒販売

ギフトショップ　ハート 大館市根下戸町10-80 49-7778 小売業 ギフト販売

木村自動車工業㈱ 大館市釈迦内字狼穴137-2 48-2756 小売業 自動車販売･整備
エコ整備。エンジン内部洗浄通常価格
8000円→3000円にて。燃費UP

7



大館商工会議所
おおだて応援“得得”商品券　取扱い加盟店　登録台帳

[2011]大館市プレミアム商品券発行事業

※　　　　　　　　　　　　　は大型店

事業所名 所　在　地
電話番号
（0186）
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㈲キムラ石油商会　大館東SS 大館市字観音堂508-1 49-2011 小売業 ガソリンスタンド

㈲キムラ石油商会　桂城SS 大館市字古川町38-4 49-9870 小売業 ガソリンスタンド

京ごふく　おほくら 大館市中城10 49-7108 小売業 呉服販売

薬のアイハラ 大館市馬喰町47 49-7164 小売業 医薬品販売

㈱工藤米治商店 大館市常盤木町8-9 49-3311 小売業 石油製品･住宅設備販売

㈱工藤米治商店　大館西SS 大館市根下戸新町1-60 42-3149 小売業 ガソリンスタンド

㈱工藤米治商店　大館ハチ公SS 大館市二井田字菖蒲沼208 42-8500 小売業 ガソリンスタンド

㈱工藤米治商店　大館東SS 大館市常盤木町11-30 49-4076 小売業 ガソリンスタンド

㈱工藤米治商店　セルフ大館南SS 大館市小館花字萩野台2-3 49-2455 小売業 ガソリンスタンド

久保田園茶舗 大館市字大館26-1 42-1077 小売業 お茶販売 ハチ公ポイント2倍プレゼント

㈲栗久 大館市字中町38 42-0514 小売業 工芸品製造･販売

クロスサイト　イズム 大館市馬喰町42 49-0345 小売業 婦人服販売

毛糸･手芸の店　ぐっちい 大館市常盤木町2-4 43-2214 小売業 洋服･手芸用品販売 ハチ公ポイント2倍プレゼント

化粧品はせがわ　イオン店 大館大田面238　イオンスーパーセンター内 44-4848 小売業 化粧品販売 商品券でのお買い物金額分ポイント3倍

古家燃料㈱ 大館市御成町1丁目18-1 42-2426 小売業 プロパンガス･灯油販売

小坂畳敷物店 大館市御成町2-7-35 42-1022 小売業 畳製造業･販売 花台2個他プレゼント

コスメチック　フジ 大館市字新町13 42-1692 小売業 化粧品販売 ハチ公ポイント2倍プレゼント

cocmetics　はなみずき 大館市有浦3-52　石田ビル1階 43-4826 小売業 化粧品販売 ヘアボディトライアルセットプレゼント

ゴルフショップ片山 大館市住吉町1-19 42-3298 小売業 ゴルフ用品販売

コンビワールドきむら 大館市有浦5丁目1-1 42-3038 小売業 酒・タバコ販売

サーティワンアイスクリーム　イオンスーパーセンター大館店 大館市大田面238 43-2731 小売業 アイスクリーム販売

㈲サイクルショップ虻徳 大館市常盤木町2-15 42-0848 小売業 自転車販売・修理

㈱斎作呉服店 大館市字中町48-3 42-0066 小売業 呉服・寝具販売
お買い物金額の2％ポイントサービス(お
値引品は除外)

斎作屋菓子舗 大館市字中町47 42-0009 小売業 菓子製造・販売

酒のツツイ大館 大館市東台7丁目1-35 43-0322 小売業 酒・タバコ販売
先着50名様に量り売り焼酎試飲用カップ
プレゼント

㈲佐々木こうじ店 大館市南神明町2-48 42-0693 小売業 糀・味噌製造販売

【雑貨と子供服の店】Ｐｅｅｋ ａ Ｂｏｏ 大館市御成町2丁目5-11 050-3427-1327 小売業 子供服・雑貨販売

佐藤家具工芸 大館市池内道上9-6 090-4638-7012 小売業 家具製造･販売

㈲佐藤祥雲堂 大館市御成町4丁目1-14 42-0679 小売業 室内装飾・絵画販売 手すき和紙色紙サービス

佐藤石油㈱　有浦給油所 大館市有浦4丁目9-27 49-1781 小売業 ガソリンスタンド

佐藤石油㈱　川口給油所 大館市川口字大人沢2-2 49-4915 小売業 ガソリンスタンド
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佐藤石油㈱　城南給油所 大館市部垂町20 42-9320 小売業 ガソリンスタンド

佐藤石油㈱　比内給油所 大館市比内町扇田字新長岡30 55-3875 小売業 ガソリンスタンド

サラダ館　大館南店 大館市字七曲岱35-6 42-6556 小売業 ギフト販売 粗品進呈

㈲サンオーディオ 大館市東台5丁目1-51-1 49-3328 小売業 家電販売

㈲シーガルディレクション 大館市御成町3-4-1 42-3490 小売業 衣料品販売

ＪＡグリーン中央店（とれたて旬菜館・農業資材館） 大館市根下戸新町8-3 49-8833 小売業 農林産物･農業資材販売

ＪＡグリーンひない 大館市比内扇田字小谷地21-1 55-1147 小売業 農業資材販売

自然食品の店　健生堂 大館市字大館85-2 49-4425 小売業 自然食品販売 調味料詰め合わせプレゼント

㈲柴田慶信商店 大館市清水3丁目2-65-12 42-6123 小売業 曲げわっぱ製造･販売 コースタープレゼント

しまうち　いとくSC店 大館市御成町3丁目7-58 49-1260 小売業 菓子製造・販売

しまうち　大町本店 大館市字大町45 42-0332 小売業 菓子販売 商品券1枚ごとに代表銘菓進呈

十字屋きりたんぽ店 大館市常盤木町18-9 42-2230 小売業 きりたんぽ製造･販売

シューズサロンいずみ 大館市大町80 43-1889 小売業 靴･鞄販売 ハチ公ポイント3倍プレゼント

秋北電機工業㈱ 大館市字沼館道上91 49-2151 小売業 家電製品･自動車電装品販売･修理

㈲秋北電装サービス 大館市釈迦内字稲荷山下43-2 48-5518 小売業 自動車電装販売･修理、冷暖房施工･販売･修理 ウォッシャー液1本サービス

ジュエル　カワ・ノ 大館市馬喰町12 43-3582 小売業 貴金属販売

趣味の食器、贈答品　近江屋陶器店 大館市御成町4丁目1-6 43-9433 小売業 食器・金物販売

㈲食品機材 大館市常盤木町13-3 42-7878 小売業 厨房用品販売

食品ストア　しもふさ 大館市城西町1-58 42-2911 小売業 食品販売

㈲真正ファーム 大館市櫃崎字沢頭8 49-5299 小売業 米生産･販売 生味噌サービス

㈲鈴木商店 大館市字赤館1 42-4142 小売業 灯油･酒･食品販売 粗品進呈

須藤時計店 大館市常盤木町16-4 43-9334 小売業 時計販売

千秋電化 大館市片山町3丁目11-38 49-4811 小売業 家電販売

綜合衣料品店　まるや 大館市大町71 42-2747 小売業 衣料品販売

ソーイング･センター　つるや 大館市御成町2丁目5-3 42-0272 小売業 洋服･手芸用品販売

㈲染よし 大館市大町98 49-2810 小売業 呉服販売 商品券使用で5％OFF

㈲大正堂 大館市御成町1-24-1 42-0484 小売業 菓子製造・販売

大電 大館市住吉町1-6 42-5173 小売業 家電販売

㈲大鳳堂 大館市部垂町37-5 42-0491 小売業 菓子製造・販売

タイヤショップ　オートレット　大館店 大館市池内字中台183 43-1727 小売業 タイヤショップ
タイヤ購入時ご利用でタイヤ工賃サービ
ス

大和産業㈱ 大館市根下戸字小館花尻180-1 42-5560 小売業 冷暖房機器・住設機器
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大館商工会議所
おおだて応援“得得”商品券　取扱い加盟店　登録台帳

[2011]大館市プレミアム商品券発行事業

※　　　　　　　　　　　　　は大型店

事業所名 所　在　地
電話番号
（0186）

業　　　種 取扱い品目 独自サービス

㈱タカハシ薬局 大館市字長倉14-5 42-0312 小売業 医薬品販売

㈱タカハシ薬局　三の丸店 大館市字長倉121 49-2318 小売業 医薬品販売

㈱タカハシ薬局　清水町店 大館市清水1丁目1-73 44-5556 小売業 医薬品販売

㈱タカハシ薬局　常盤木町店 大館市常盤木町2-14 45-1840 小売業 医薬品販売

㈱タカハシ薬局　豊町店 大館市豊町2-17 42-0525 小売業 医薬品販売

武　武内金物店 大館市常盤木町2-42 42-2723 小売業 金物･日用雑貨販売
2000円以上のお買い物で家庭包丁の研
磨1本サービス

㈱タケダスポーツ　大館店 大館市水門町5-1 42-9365 小売業 スポーツ用品販売

㈱田中善治商店 大館市常盤木町11-29 42-1068 小売業 酒販売

たみや靴店 大館市字大館45 42-6276 小売業 靴販売

田村精肉店 大館市一心院南1-14 42-1604 小売業 食肉販売

ダリーズ＆Co 大館市字桂城8-3 050-3802-7412 小売業 ヴィンテージ・アンティークストア

對馬龍泉堂 大館市大町46 42-1346 小売業 表具・襖･障子

釣具の渡正 大館市字馬喰町39 42-0756 小売業 釣具販売

手作り雑貨　ｂee 大館市中道1丁目7-6 42-5922 小売業 雑貨･手芸用品販売

テングヤ靴店 大館市大町1-3 42-0893 小売業 靴販売 靴磨きサービス

㈲東京ラジエーター大館 大館市片山町3丁目2-10 43-3481 小売業 自動車部品販売･修理

東光コンピュータ･サービス㈱ 大館市御成町4丁目8-74 49-2944 小売業 情報サービス･IT関連機器販売

時計･宝石･メガネ　フクオカ 大館市御成町3丁目7-58　いとくSC3階 49-1394 小売業 時計･宝石･眼鏡販売

ドコモショップ　大館南店 大館市餌釣字前田232-1 44-6812 小売業 携帯電話販売

殿村薬局 大館市大町88 42-3333 小売業 医薬品販売

とれとれづくし　新鮮館　本館 大館市大田面373-1 44-8550 小売業 食品販売

とれとれづくし　新鮮館　南店 大館市餌釣字大杉118 44-5101 小売業 食品販売

中屋金物店 大館市常盤木町1-1 42-0379 小売業 金物･種苗販売

㈲なりた家具 大館市字大館82-2 43-2223 小売業 家具販売 粗品進呈

成田板金工業所 大館市御成町2丁目19-23 42-1273 小売業 金物類加工・販売

㈾西久商店 大館市字大町62 42-0249 小売業 金物･農機具販売

日本電機大館販売㈱ 大館市有浦6丁目1-14 49-3637 小売業 家電販売

弐萬圓堂　大館店 大館市清水5丁目1-1 43-6388 小売業 眼鏡販売

㈱乳井石油商会　２４セルフ比内 大館市中山字兎沢66-1 43-3055 小売業 ガソリンスタンド
タイヤ購入時ご利用でタイヤ工賃サービ
ス

㈱乳井石油商会　大館南SS 大館市根下戸下袋家後62-7 43-3292 小売業 ガソリンスタンド
タイヤ購入時ご利用でタイヤ工賃サービ
ス

㈱乳井石油商会　スーパーセルフ大館 大館市山館字田尻187 0120-40-5755 小売業 ガソリンスタンド
タイヤ購入時ご利用でタイヤ工賃サービ
ス
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事業所名 所　在　地
電話番号
（0186）

業　　　種 取扱い品目 独自サービス

㈱根田酒店 大館市常盤木町3-14 43-0636 小売業 酒販売

ねもとテレビ 大館市桜町30 42-3018 小売業 家電販売

㈲煉屋菓子舗 大館市泉町4-3 42-2405 小売業 菓子製造・販売 スギッチサブレをプレゼント

芳賀電気うえの 大館市常盤木町12-31 42-1366 小売業 家電販売

はせがわ化粧品　大町本店 大館市大町75 42-0265 小売業 化粧品販売 商品券でのお買い物金額分ポイント3倍

㈾畠山清商店 大館市御成町2丁目18-33 42-1238 小売業 米穀･灯油･農業資材販売

ハタリキ㈱ 大館市清水4丁目4-62 42-2121 小売業 LPガス・ガス器具販売

ハッシュパピーSS　大館店 大館市御成町３丁目6-48 44-4192 小売業 靴販売

パナックあべ 大館市字中町15 42-3666 小売業 家電販売

花ドーム㈱ 大館市大田面414-4 49-4187 小売業 生花販売・フラワーアレンジメント講習

花の店　クローバー 大館市向町10-13 57-8251 小売業 生花販売

㈱原田紙店　大館店 大館市有浦3丁目2-66 43-1212 小売業 文具･事務用品販売

ハリカ大館店 大館市清水1丁目3-32 42-9788 小売業 ギフト販売 オリジナルBOXティッシュプレゼント

㈱ビーエス 大館市御成町2丁目15-31 42-0246 小売業 文具･事務用品販売

ＢＭＳ大館 大館市御成町4丁目5-21 49-2317 小売業 オートバイ･除雪機販売

㈲日景石油 大館市釈迦内字釈迦内187-3 48-3505 小売業 ガソリンスタンド

日景電機センター 大館市有浦4丁目9-34 42-9618 小売業 家電販売

ヒツジヤ　伊徳店 大館市御成町3丁目　いとくショッピングセンター2階 49-1427 小売業 婦人服販売

ヒツジヤ　御成町店 大館市御成町3丁目5-56　NCビル1階 44-5757 小売業 婦人服販売

ヒツジヤ　本店 大館市字長倉1 49-3678 小売業 婦人服販売

ビデオサウンド 大館市常盤木町13-2 49-4388 小売業 家電･オーディオ販売

ビビッド　サイサク 大館市字馬喰町13 42-4266 小売業 婦人服販売

ファッションギャラリー　きらら 大館市馬喰町32 44-5155 小売業 婦人服･小物販売

㈱二葉呉服店 大館市馬喰町8-1 42-0131 小売業 呉服販売 水を運べる風呂敷5％引き

㈲ブックスアピア 大館市片山町3丁目6-2 42-6008 小売業 本販売

㈲仏壇の斎藤 大館市常盤木町4-5 42-3886 小売業 仏壇・仏具販売

宝石の石多紀 大館市御成町3丁目71-32　いとく内 42-0445 小売業 宝石･貴金属販売

ホテヤ末広薬店 大館市字大館35-2 49-3496 小売業 医薬品販売、介護用品販売･レンタル

ホテヤ調剤薬局 大館市幸町3-44 43-6400 小売業 医薬品販売

ホテヤ薬局　いとく店 大館市御成町3丁目7-58　いとくSC内 49-1179 小売業 医薬品販売

ホテヤ薬局　御成町店 大館市御成町2丁目9-5 42-4123 小売業 医薬品販売
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業　　　種 取扱い品目 独自サービス

ホテヤ薬局　観音堂店 大館市字観音堂431-8 44-6155 小売業 医薬品販売

ホテヤ薬局　本店 大館市字大町93 42-2425 小売業 医薬品販売

ホテルクラウンパレス秋北　１階　ロビー売店 大館市片町7 43-1313 小売業 土産品販売

本のイレブン　大館店 大館市有浦字2丁目1-15 45-0345 小売業 古本買取･販売 ポイント2倍サービス

㈲丸長生花店 大館市田町72 42-0494 小売業 生花販売

㈲丸谷酒店 大館市字中町40 42-0642 小売業 酒販売 ハチ公ポイント2倍プレゼント

三浦商店（石油） 大館市字大田面407-1 42-9846 小売業 灯油･暖房機器販売 特別価格で販売

㈾三ケ田製粉所 大館市新町55 42-0420 小売業 製粉業 うぐいす豆１ヶサービス

㈲ミシェール 大館市馬喰町40 49-4704 小売業 洋菓子製造･販売

ミスタータイヤマン　大館店 大館市根下戸新町5-129 42-0521 小売業 タイヤショップ
タイヤに窒素ガス(2100円相当)充填サー
ビス

民芸　石黒自然堂 大館市字大町67 42-0867 小売業 民芸品･工芸品･特産品販売

明治牛乳大館宅配センター　クリクラ白神 大館市池内字田中31 44-8401 小売業 飲料販売

メガネ＆ジュエリー　アイリス 大館市御成町２丁目19-19 49-2796 小売業 眼鏡、貴金属販売

メガネサロン　ウイング 大館市部垂町7 49-4146 小売業 眼鏡販売

めがね職人のお店　プリーマ 大館市字部垂町38 49-0276 小売業 眼鏡販売

メガネの千修　御成町店 大館市御成町3丁目5-56 43-2209 小売業 眼鏡販売 ご利用のお客様はさらに6％OFF

メガネの千修　末広町店 大館市字大館47 49-3461 小売業 眼鏡販売 ご利用のお客様はさらに6％OFF

メガネのタカヤ　イオンスーパーセンター大館店 大館市大田面238 43-4442 小売業 眼鏡販売

㈱モード*サイサク 大館市字大町18 43-3139 小売業 婦人服販売

㈱八代呉服店 大館市大町25 42-4597 小売業 呉服・寝具販売

山内米穀店 大館市常盤木町13-16 42-1064 小売業 乳製品･米販売

山十寝具店 大館市御成町2丁目15-18 49-0789 小売業 寝具販売 値引き･サービス品の贈呈など

㈾山城運動具店 大館市大町28-3 42-0065 小売業 スポーツ用品販売

㈱山田桂月堂 大館市御成町1丁目10-14 42-0236 小売業 菓子製造・販売

㈲山田政一商店 大館市中道1丁目4-1 42-4751 小売業 LPガス販売

ユニフォームスタジオ　ららぽーと 大館市字桂城15 49-3760 小売業 学生服販売・直し

洋菓子フレーズくどう 大館市常盤木町11-22 49-2635 小売業 洋菓子製造･販売 クッキープレゼント

陽気な母さんの店 大館市曲田字家ノ後97-1 52-3800 小売業 青果物販売

洋服の青山　大館店 大館市中道2丁目1-45 42-3440 小売業 紳士服販売

ヨーク 大館市大町1 42-4160 小売業 婦人服販売

ヨコキチ　アクロス大館南店 大館市餌釣字前田1 49-9808 小売業 衣料品販売
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ヨコキチ　大町本店 大館市大町68 42-2534 小売業 衣料品販売

吉田電機㈲ 大館市観音堂733-14 43-0710 小売業 家電販売

吉田時計店 大館市大町63 42-0353 小売業 時計販売

レディス　ワタナベ 大館市字馬喰町42 42-2296 小売業 婦人服販売

レディスファッション　トレビ 大館市大田面238　イオンスーパーセンター大館店内 44-5547 小売業 婦人服販売

ロジェ　サイサク 大館市字大町37 42-5584 小売業 婦人服販売

㈲渡忠石材 大館市池内字田中10 42-7628 小売業 石材施工･販売

イオンスーパーセンター大館店 大館市字大田面238 44-6800 小売業 スーパーマーケット

いとく大館ショッピングセンター 大館市御成町３丁目7-58 49-1717 小売業 スーパーマーケット

いとく片山店 大館市片山町２丁目4-1 44-8200 小売業 スーパーマーケット

いとく樹海店 大館市大田面19 44-5522 小売業 スーパーマーケット

いとく長倉町店 大館市長倉112 42-6575 小売業 スーパーマーケット

いとく東台店 大館市赤館町9-58 49-3781 小売業 スーパーマーケット

いとく比内店 大館市比内町扇田字中扇田41 55-3311 小売業 スーパーマーケット

ケーズデンキ大館本店 大館市清水2丁目2-70 43-3311 小売業 家電販売

ザビッグ　大館西店 大館市根下戸新町18-83 49-1001 小売業 スーパーマーケット

ザビッグ　大館南店 大館市餌釣字前田200 49-8820 小売業 スーパーマーケット

サンワドー　大館店 大館市餌釣字前田1 49-3030 小売業 ホームセンター

ジャンボグリーン 大館市御成町1丁目6-5 48-6751 小売業 ホームセンター

ホーマック㈱　大館樹海店 大館市字大田面12 44-6301 小売業 ホームセンター

ホーマック㈱　大館西店 大館市根下戸新町214-1 42-3456 小売業 ホームセンター

㈱本庄家具 大館市小館花字萩野台6-44 42-0523 小売業 一般家具･仏壇販売

マックスバリュ　釈迦内店 大館市釈迦内字稲荷山下294 45-2311 小売業 スーパーマーケット

㈱薬王堂　大館店 大館市字観音堂420 42-3388 小売業 ドラッグストア

㈱ヤマダ電機　テックランド大館 大館市下綱327-1 44-6400 小売業 家電販売
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