
■ 一の酉 川反すずらん通り店
秋田市大町3-2-30シャインズビル1F
TEL：018-823-1146
 特典  お好きなドリンク1杯無料

■ だんまや水産秋田大町店
秋田市大町５-4-10
TEL：018-824-8080
 特典  お好きなドリンク1杯無料

■ あっぱれ寿司 秋田大町店
秋田市大町5-4-16
TEL：018-824-5555
 特典  お好きなドリンク1杯無料

■ ギンホル
秋田市大町5-4-11 ファンキービル2F
TEL： 050-5589-8588
 特典  エクストラコールドか
生ビールどちらか1杯サービス

■ しちりん家 秋田川反店
秋田市大町3-2-30　2Ｆ
TEL：018-883-3737
 特典  お好きなドリンク1杯無料

■ 伝承の味処 無限堂 大町本店
秋田市大町1-3-2
TEL：018-863-0008
 特典  夜の部に限り小鉢1品サービス

■ 銀河館
秋田市大町２-４-３１
TEL：018-824-1788
 特典  生ビール1杯サービス

■ ブルームーン
秋田市大町3-14-1 エルブランコビル4Ｆ
TEL：090-4887-9029
 特典  飲み放題プラン、通常3時間￥3,000→
￥2,500 (期間中2時間￥2,000もあります)

■ 酉二九
秋田市大町5-4-10大町第2アジマックスビル1F
TEL：018-896-0290
 特典  お好きなドリンク1杯無料

■ 赤から 秋田大町店
秋田市大町5-4-10大町第2アジマックスビル1F
TEL：018-896-6318
 特典  お好きなドリンク1杯無料

■ Lounge Bar Happy-Dream
秋田市大町 4-3-1
TEL：018-893-5581
 特典  フリードリンクタイムを30分延長

■ 肉バル NORICHANG
秋田市大町5-1-25
TEL：  018-853-6285
 特典  ワンドリンクサービス！
※お料理をご注文された方に限ります。※一部ドリンクは対象外です。

■ 魚バル TOSHICHANG
秋田市大町3-2-27
TEL：  018-893-5666
 特典  ワンドリンクサービス
※お料理をご注文された方に限ります。※一部ドリンクは対象外です。

■ 大町バル アリガット
秋田市大町5-2-32
TEL：018-827-3443
 特典  ラムチョップ1本サービス
※コペルトと1ドリンクはご注文いただきます

■ 秋田郷土料理 うみひこ 横町店
秋田市大町6-2-1
TEL： 018-863-6732
 特典  1グループ様お会計から5％OFF

■ Yuki's Hookah Bar
秋田市南通亀の町1-6　細川ビル2F
TEL： 050-1257-7948
 特典  ちょっとしたおつまみサービス

■ 酒場 カメバル
秋田市南通亀の町5-15
TEL： 018-874-8655
 特典  グラスワイン1杯サービス

■ Music Bar Porto
秋田市大町1-2-7
TEL： 018-864-8710
 特典  ワンドリンクサービス

■ ポンレヴェック
秋田市南通亀の町4-7
TEL： 018-800-6982

■ 秋田乃瀧
秋田市大町3-1-15
TEL：018-824-1010
 特典  お食事のお客様、ワンドリンクサービス

■ BOLS
秋田市大町6-2-66
TEL：018-864-0550
 特典  カクテル1杯サービス

■ 浜焼太郎 秋田川反店
秋田市大町4-1-4
TEL：018-838-0965
 特典  白ハマグリ1皿サービス

■ 川反バル
秋田市大町6-2-2
TEL：018-863-6577
 特典  お好きなウェルカムドリンクサービス
※引き続き飲食して頂けるお客様限定

■ 1997 JANIS
秋田市大町4-2-5
TEL：018-866-0171
 特典  ワンドリンクサービス

■ THE BAR 1980
秋田市大町4-2-5 2F
TEL：018-896-5359
 特典  テーブルチャージ￥500無料

■ ルーズカフェ
秋田市大町4-1-6 コンコルドビルB1F
TEL：018-866-6914
 特典  1グループ様会計から500円割引

■ 焼肉コリアン
秋田市大町5-3-23 横町クロスビル1F
TEL：018-866-0009
 特典  ドリンクお一人様1杯サービス

■ そば処 紀文
秋田市大町6-2-4
TEL：018-823-8766
 特典  千秋麺ご注文のお客様に限り、
麺大盛り無料

■ 秋田の食堂 やまと
秋田市大町2-4-28
TEL： 018-824-0550
 特典  小鉢サービス

■ 酒丸
秋田市中通3-4-8 2F
TEL： 018-832-8877
 特典  ウェルカムドリンク1杯サービス

■ ほのじぐみ
秋田市南通亀の町1-23
TEL： 018-825-1113
 特典  豚ホルモン煮込み1杯サービス

■ Chicken Stock ワインと食事の店
秋田市大町5-4-19
TEL：018-888-3787
 特典  お会計から500円引き

■ しゃぶしゃぶ専門店 しゃぶせん
秋田市大町5丁目4-17 大町プチサンクビル2Ｆ
TEL： 018-824-1919
 特典  ウェルカムドリンクを
グループにサービス

■ ISOLA
秋田市大町5-1-27 ナカヤ大町ビル2F
TEL： 018-867-2527
 特典  スパークリングワイン1杯サービス

■ HOME BASE
秋田市大町4-2-26　1F右
TEL： 018-862-1714
 特典  ワンドリンクサービス！
※チャージ料は頂きます

■ Bar USHIO
秋田市南通亀の町1-6 細川ビル1F
TEL： 070-6497-1977
 特典  バックバーに並ぶ200種類以上の
名酒、カクテルどれでも一杯無料！！

■ ROOSTER
秋田市南通亀の町3-44 川原田ビル1F
TEL： 018-825-2205
 特典  1組3,000円以上お食事のお客様、会計より
10%OFF！(他の割引と併用はできません)

■ 隠れ家酒房 うつつ
秋田市大町５-4-65
TEL： 018-893-3179
 特典  1グループに蔵王のクリーム
チーズ1皿サービス

■ 路地裏ダイニング anaboco
秋田市大町5-2-40
TEL： 018-874-9858
 特典  1グループに蔵王のクリーム
チーズ1皿サービス

■ 和食 お多福
秋田市大町4丁目2-25
TEL：  018-862-0802
※お店は、2/2～12の期間お休みです。

■ 焼肉レストラン 大昌園
秋田市中通5-3-22
TEL：018-834-4810
 特典  お食事ご注文されたグループ全員にお好きなドリンク
最初の1杯＆1テーブルにつき牛煮込み（ハーフ）1つサービス

■ カラオケ広場ジャンボ
秋田市中通5-3-22
TEL：018-834-6466
 特典  グループ全員にお好きなドリンク1杯＆
1部屋につきポップコーン1つサービス

■ Beer Flight
秋田市南通亀の町4-15 ヤマキウビル1F
TEL： 018-838-4773
 特典  ベルギー風フライドポテト（ハーフサイズ）を
手袋持参の方の人数分サービスします

■ オイスターダイニング せるふぃっしゅ
秋田市大町5-1-23 2BOXビル2F
TEL：018-802-0170
 特典  生ビール1杯サービス

■ つじのや
秋田市大町4-1-14
TEL:018-866-1904
 特典  グループ全員に生ビール1杯サービス

■ 遊食さい賀
秋田市大町4-1-16（川反通り）
TEL：018-862-2729
 特典  ウェルカムドリンクをグループ全員にサービス

■ ローストビーフ酒場 USHIMARU
秋田市大町4-2-5
TEL：018-827-7270

■ Jazz＆Oldies-STING
秋田市大町5-2-15 
TEL：018-865-4117
 特典  生ビール1杯サービス

■ カクテル＆ウィスキー レディ
秋田市大町3-1-11
TEL：018-863-6855
 特典  ノーザンハピネッツハート1杯サービス

■ カジュアル イタリアンレストラン ペペロンチーノ
秋田市大町1-2-7 サンパティオ大町2F
TEL：018-888-3815
 特典  ウェルカムドリンクをグループ全員にサービス

■ café&lunch ボルデリ
秋田市大町３-2-37 藤木ビル1F
TEL： 090-7017-7348
 特典  18時以降の来店でグラスビール
またはグラスワイン1杯サービス

■ 横町通り shushu
秋田市大町6-2-7
TEL：018-827-3309
 特典  お会計3,000円以上で8％OFF

■ うまい肴 然 ZEN
秋田市中通り5-3-25 小山内ビル1F
TEL：018-884-1321
 特典  生ビール1杯サービス

■ ラジオズバー
秋田市大町5-2-40
TEL：018-863-0055
 特典  生チョコプレゼント

■ レストランA1
秋田市大町5-1-22
TEL：018-862-5002
 特典  フライドポテト（小）サービス

参加店でピンクの手ぶくろを
提示すると特別サービスが…！



■ だんまや水産 秋田山王店
秋田市八橋本町3-1-3
TEL：018-896-5678
 特典  お好きなドリンク1杯無料

■ だんまや水産秋田駅前店
秋田市中通2-5-11
TEL：018-837-4611
 特典  お好きなドリンク1杯無料

■ あっぱれいなせ家秋田泉店
秋田市泉字登木211-1
TEL：018-883-1146
 特典  お好きなドリンク1杯無料

■ あっぱれ寿司秋田駅東口店
秋田市手形西谷地416
TEL：018-884-0101
 特典  お好きなドリンク1杯無料

■ 伝承の味処 無限堂 秋田駅前店
秋田市中通2-4-12
TEL：018-825-0800
 特典  夜の部に限り小鉢1品サービス

■ 赤から秋田駅東店
秋田市手形字西谷地702
TEL：018-837-1146
 特典  お好きなドリンク1杯無料

■ 日本料理 秋田車屋
秋田市中通1-3-5秋田 キャッスルホテル7F
TEL： 018-831-5545
 特典  生ビール1杯サービス

■ ナポリピッツァコジコジ秋田駅前店
秋田市中通2-6-2 秋田市公営駐車場ビル1F
TEL： 018-874-7979
 特典  手ぶくろ持参の1名を含む1グループにマルゲリータ
1枚サービス※コペルトと1ドリンクはご注文いただきます

■ スイーツパラダイス 秋田OPA店
秋田市千秋久保田町4-2 秋田オーパ 3F
TEL： 018-853-8288
 特典  100円その場でキャッシュバック！

■ サブウェイ 秋田キャッスルホテル店
秋田市中通1-3-5 秋田キャッスルホテル1F
TEL：018-807-2879
 特典  オーブンポテトハーフをその場で
プレゼントいたします！

■ Angsana
秋田市中通2-4-8
TEL：   018-825-2008
 特典  ドリンクお一人様1杯サービス

■ だいどこ大
秋田市東通5-8-12
TEL： 018-825-1337
 特典  ウエルカムドリンク1杯サービス！

■ 室蘭ラーメンの店　八屋本店
秋田市東通6-10-16
TEL： 018-837-1388
 特典  チャーシューライス（並）
1杯サービス

■ 酒菜や 香蔵
秋田市保戸野千代田町13-65
TEL：018-823-5627
 特典  3,000円以上飲食して頂いた
お客様に限り、会計時に500円引き

■ 天麩羅 以和世
秋田市山王1-5-8
TEL：   018-862-6820
 特典  生ビール1杯無料！

■ TEALANKA
秋田市山王1-4-10 2F
TEL：   018-862-0728
 特典  手ぶくろご提示の方（本人のみ）ランチメニュー
ご注文の方にドリンクをサービスいたします。

■ 磯料理 夢幻海
秋田市山王1-11-36
TEL：   018-862-5202

■ 焼肉 ふうき
秋田市山王1-9-15
TEL：   018-824-8288
 特典  熟成味付け牛タン一皿サービス

■ ラーメン亭 美香味
秋田市山王1-6-2
TEL：018-866-3318

■ 鳥でん
秋田市山王2-7-1 ドミ山王1F
TEL：018-893-4082
 特典  角ハイボール1杯サービス

■ 中通chillout コンフィとハンバーグlerepas
秋田市中通5-8-12-1F
TEL：018-887-5881
 特典  グラスワイン（赤or白orスパークリング）
1杯サービス!!（ディナータイム限定）

■ Dining集
秋田市中通2-6-44 ニュー金座街ビル３F
TEL：018-834-3118
 特典  お好きなウェルカムドリンクサービス
※引き続き飲食して頂けるお客様限定

■ 炭火串焼 げんき屋秋田駅前店
秋田市中通2-7-2　緑屋ビル1F
TEL：018-838-0315
 特典  生ビール1杯サービス

■ 居酒屋ぽっぽや
秋田市中通2-6-44　ニュー金座街ビル３F
TEL：018-874-9506
 特典  2/3秋田勝利時は生ビールまたはハイボール1杯
100円引き、負けた場合50円引き！※最初の1杯に限る。

■ おふくろの味　久保田
秋田市中通4-11-5　栄ビル2F
TEL：018-832-0376
 特典  秋田の地酒1杯サービス

■ Sweet Market
秋田市中通6-4-28
TEL：018-853-0987
 特典  1,000円以上ご購入の方、
テイクアウトドリンクをサービス！

■ よねしろ
秋田市中通6-16-20
TEL：018-835-1640
 特典  グラス生ビール1杯サービス

■ ティールーム陶
秋田市中通2-1-21
TEL：018-833-2843
 特典  平日のランチメニュー以外
飲み物・食事が100円引き

■ あきたくらす
秋田市中通7-1-2
TEL：0184-44-8185
 特典  立ち飲みバーで日本酒・あ蔵ビールを1杯50円引きで
ご提供いたします。※他のクーポンや特典との併用は不可

■ はなの舞　秋田西口店
秋田市千秋久保田町3-15　三宅ビル2F
TEL： 018-887-3006
 特典  1グループ毎に500円
値引き致します。

■ さかな道場　秋田駅前店
秋田市中通2-7-6　緑屋ビル1F
TEL： 018-884-3411
 特典  1グループ毎に500円
値引き致します。

■ ワイン居酒屋　Balade
秋田市中通4-16-20
TEL： 018-893-5290
 特典  昼：ドリンクサービス
夜：当店大人気！唐揚げ（5個）プレゼント

■ SUNSUN 旭北店
秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館1F
TEL： 018-863-2055
 特典  食事をした方にコーヒー1杯サービス

■ 喰らい亭
秋田市山王1-12-28
TEL：  018-865-5370
 特典  人数×300円キャッシュバック！

■ ももんが
秋田市中通7-2-20
TEL：  018-838-4813
 特典  お好きなドリンク1杯サービス！

■ ビストロ セルポア
秋田市中通4-14-24
TEL： 018-832-3860
 特典  ドリンク1杯サービス！

■ 焼肉わかば 山王店
秋田市山王2-10-1
TEL：  018-883-1129
 特典  プリコロホルモン、塩バラ、豚サガリの
うち1品サービス！　※ディナータイム限定

■ 焼肉わかば　東通店
秋田市東通2-7-30
TEL：  018-832-1129
 特典  プリコロホルモン、塩バラ、豚サガリの
うち1品サービス！　※ディナータイム限定

■ 和・食・陽・食 伊豆屋
秋田市八橋新川向5-19
TEL：  018-823-5540
 特典  秋田の地酒を1杯サービス！
※他のサービスとの併用はできません

■ 秋田郷土料理 うみひこ 本店
秋田市千秋久保田町2-58
TEL：018-836-3739
 特典  1グループ様お会計から5％OFF

■ 焼きスパ専門店ブッチャーノ
秋田市川尻大川町1-1
TEL：018-800-0044
 特典  パスタ全品100円引き

■ 季節料理　ふるさと
秋田市保戸野千代田町16-20 フェローズビル1F
TEL：018-862-4533
 特典  昼：ラーメン100円引き
夜：お料理1品サービス

■ どでん舌
秋田市中通2-6-44
TEL：018-893-3629
 特典  ノーザンハピネッツハート
1杯サービス

■ 秋田牛玄亭 RBステーキハウス
秋田市中通1-4-3 エリアなかいち1F
TEL：018-836-1529
 特典  グラススパークリングワイン
1杯サービス

■ RISTRANTE La・grotta
秋田市中通2-2-7 トラストワンビルＢ1F
TEL：018-887-4530
 特典  ウェルカムドリンクを
グループ全員にサービス

■ ラーメン123
秋田市山王2-4-6谷内ビル1F
 特典  大盛無料または、米の娘ぶた
焼ギョーザ（430円→330円）に特別割引

■ Kitchen yamaya
秋田市山王2-1-56
TEL：018-862-6888
 特典  お食事のお客様、ドリンク
1杯サービス

■ ホルモン伸栄
秋田市山王2-2-34
TEL：018-863-1020

■ とんかつかつ吉 山王店
秋田市山王1-3-16
TEL：018-866-6544
 特典  ランチメニュー以外、全品10％OFF
※他の割引と併用はできません

■ とんかつかつ吉 外旭川店
秋田市外旭川八幡田1-1-36
TEL：018-868-6565
 特典  ランチメニュー以外、全品10％OFF
※他の割引と併用はできません

■ 炭火焼酒房 ぐらん炭
秋田市中通4-14-30
TEL：018-807-4388
 特典  秋田の地酒1杯サービス

■ 串バカ 我武者羅
秋田市山王1-10-20 山昭ビル1F A号
TEL：018-827-3208
 特典  単品注文での串焼ALL100円！
（売切御免商品、串焼き盛り合わせを除いて）

■ 酉や喜兵衛 秋田山王店
秋田市八橋本町3-1-3
TEL：018-862-3445
 特典  お好きなドリンク1杯無料

■ お気軽酒場 MOGURA～もぐら～
秋田市山王2-10-9 山王二丁目ビル1F
TEL：080-3329-3800
 特典  一番人気のもぐ手羽（手羽先の唐
揚げ）をお1人さまにつき2本サービス！！

■ 居酒屋くまがい
秋田市山王2-7-4 山王エムズビル1F
TEL： 018-863-2979
 特典  ドリンク1杯サービス
※22時までご来店のお客様

■ 丸源
秋田市山王6-3-1
TEL： 018-824-0783
 特典  生中ジョッキ1杯サービス

■ 食彩 酔蓮
秋田市山王3-1-7 東カンビルB1F
TEL：018-866-1188
 特典  ドリンク1杯無料

■ 清美食堂
秋田市高陽幸町1-31
TEL：  018-823-6637
 特典  600円以上の商品を注文のお客様は、
50円引き※他の値引きとは併用できません

■ ナマステアジアンレストラン
秋田市山王2-8-22
TEL：  018-823-5262
 特典  お食事された方は100円引き！

■ 鳥若圓
秋田市山王3-8-27 ひばりビル2F
TEL：018-893-3093
 特典  半ギョーザのサービス（4個入）

■ 無化調ラーメン麺屋theさとう
秋田市山王2-8-17 リビンアベ1F
TEL：018-827-5134
 特典  麺大盛り無料
※お子様ラーメンは対象外

■ 天酔
秋田市高陽青柳町1-38 丸孝ビル1F
TEL：018-863-9179
 特典  六舟1杯サービス


