
◆小売販売◆ ◆各種サービス◆ ◆建設・設備工事◆

花輪字下中島122 23-2415 花輪字下花輪160 23-2008 花輪下中島116 23-3704 花輪字下中島10-25 22-2005 十和田毛馬内字城ノ下74-10 35-2096

八幡平字栃木川原367 32-2080 花輪字下中島84 23-7088 花輪字向畑111 25-8211 花輪字下中島76 0120-862-532 花輪字乳牛平18-3 22-3175

花輪字不動平1-16 22-2880 花輪字下中島96 23-2088 花輪字下タ町117-6 23-3686 花輪字合ノ野149 23-4686 花輪字葉ノ木谷地234 23-4326

花輪字下花輪164-3 22-0171 花輪字下花輪59 23-7314 花輪字堰向79 23-4468 花輪字下中島132 22-2234 花輪字大坊沢31-4 25-3921

花輪字新田町11-4 22-0555 花輪字上花輪145 23-2433 花輪字鉄砲18-1 22-4181 花輪字新田町11-63 23-3030 花輪字蒼前平43-4 23-2862

花輪字下タ町164-1 　 花輪字中花輪132 22-1255 花輪字下中島93 23-3384 花輪字小坂26-4 23-3465 花輪字新田町16-48 23-7486

花輪字中花輪63 23-2102 花輪字上花輪65 23-2067 花輪字下夕町164-1 23-5757 花輪字八正寺18-6 22-2288 花輪字寺ノ後7 23-2631

花輪字中花輪6 23-3112 花輪字上花輪167 23-3604 花輪字下中島84 23-7088 花輪字下花輪144-1 23-2288 八幡平字下モ和志賀149-2 32-2408

花輪字中花輪134 22-2048 花輪字中花輪18-2 23-3436 鹿角市花輪字中花輪54-2 23-2179 花輪字下花輪170 23-2503 尾去沢字下モ平28-50 22-1167

花輪字下中島15-6 22-0029 花輪字扇ノ間111 23-3530 花輪字寺ノ後13 23-4141 花輪字下花輪8-1 23-2874 花輪字新田町19-5 23-2551

花輪字上中島88 22-0011 花輪字中花輪53 23-3133 花輪字高井田48-2 30-0055 花輪字下中島84 23-2200 八幡平字赤渕265-1 30-5050

花輪字下タ町164-1 30-1166 花輪字堰向90 23-2258 花輪字下花輪171 22-2388 尾去沢字尾去山国有林 23-2424 花輪字寺ノ後37-3 23-3363

花輪字蒼前平75-2 23-3837 花輪字下中島82-1 30-1268 花輪字下花輪55-1 23-3509 花輪字大川添26 22-0774

花輪字中花輪137-5 23-3822 花輪字下タ町202 31-0010 花輪字堰根川原27-7 23-3967 花輪字町端14-1 25-3331

花輪字六月田5 23-2653 花輪字扇ノ間111 30-1266 花輪字上花輪120青山ビルテナントＡ 22-3380 花輪字堰向21 23-3122

花輪字下タ町50 23-2987 花輪字中花輪143 23-3185 ◆飲食・宿泊関連◆ 花輪字堰向110 23-3755 花輪字荒屋敷57-1 22-1330

花輪字小深田282 23-5611 花輪字上中島63-2 0120-286-812 花輪字堰向30-1 22-1111 花輪字堰向48 23-2155 花輪字案内83-2 22-0579

花輪字下花輪82 22-1228 花輪字下花輪152-4 23-3608 花輪字中花輪68 23-3854 花輪字扇ノ間76-2 31-1030 花輪字赤川端14-4 25-3540

花輪字八正寺19-35 23-2136 花輪字下花輪76 23-2516 花輪字上花輪102-2 23-7003 花輪字上中島130 23-3593 ◆自動車関連◆

花輪字堰向68 23-2658 花輪字上花輪237 25-8668 花輪字下中島71 23-3395 花輪字下タ町212-13 22-2205 花輪字高井田68-3 23-2517

花輪字新田町39 23-2969 尾去沢字下モ平25 23-5924 花輪字八正寺13 22-4130 花輪字八正寺18-2 23-5813 花輪字下タ町58-2 23-2386

花輪字合ノ野345 23-3728 花輪字小深田298 30-0155 花輪字堰向10-14 22-0625 花輪字新田町17-6 22-2181 尾去沢字西道口40 23-2629

花輪字中花輪7 23-2993 花輪字寺ノ後7 30-1151 八幡平字湯瀬湯端43 33-2311 八幡平字堂の上59-19 070-1144-4400 八幡平字坂元298-1 30-5151

花輪字上花輪97 23-7657 花輪字鎌倉平18-1 30-1150 尾去沢字軽井沢23-71 23-6878 花輪字柳田28 23-6310 花輪字下タ町215 23-5876

花輪字上花輪159 23-3163 花輪字下中島106三浦ビル１Ｆ 22-1539 花輪字下中島58 23-3166 花輪字中花輪11-2 23-2279 花輪字福士86-3 23-3034

花輪字下花輪84-1 23-2569 花輪字六月田54-2 23-2893 花輪字下中島49 23-2988 花輪字下中島115 23-6518 花輪字合ノ野145 23-5352

花輪字扇ノ間98-1 22-1460 花輪字花輪167 23-6986 花輪字下花輪168 23-2083 花輪字小深田270-1 日総ビル１Ｆ 23-7042 花輪字鉄砲25-6 25-3633

花輪字下花輪27 23-2272 花輪字上花輪339 22-0125 八幡平字熊沢国有林133 25-8033 ◆医療・介護関連◆ 花輪字下タ町16 23-3578

花輪字下夕町117-18 23-7956 花輪字中花輪128-2 23-2345 花輪字堰向26 27-1119 花輪字上花輪168 23-3031 花輪字蒼前平2-1 23-2253

花輪字高井田59-6 30-1900 花輪字高井田57 22-0020 花輪字下花輪1-10 2Ｆ 22-0731 花輪字下夕町164-1 30-0789

花輪字下中島10-5 23-3643 花輪字小深田292 23-7011 花輪字蒼前平56-5 22-1124 花輪字柳田75 30-0051

八幡平字小山61-9 32-2026 花輪字高市向42-2 25-2422 花輪字下花輪8-2 23-2309 花輪字下中島132 22-0028

花輪字中花輪51 23-3560 花輪字元村28-2 25-3406 花輪字下花輪24 22-2600 花輪字小沼95-1 30-0066

花輪字扇ノ間83 23-5958 花輪字八正寺１-2　 30-0123 花輪字堰向5 0120-87-3736 花輪字向畑93-1 30-0080

花輪字蒼前平62-2 23-4220 花輪字上花輪85-4 22-0305 花輪字堰向13 22-1611 花輪字八正寺15-11 22-0372

尾去沢字獅子沢13-5 22-0123 花輪字下花輪54 23-3293 花輪字下花輪155-7 23-5771

花輪字下中島113 22-0383 八幡平字谷内1 34-2111 八幡平字湯瀬湯端37 33-2324

花輪字扇ノ間92-90 22-1792 花輪上中島95 23-2953 八幡平字湯瀬40-1 33-2011

㈱アニモ   花輪駅前給油所

㈱いしきた

㈱石木田文具店

イトウ時計店

大里恒三商店   市役所前給油所

田村呉服店

ツルハドラッグ鹿角中央店

タムラ泰生堂薬店いとく花輪店

いとく鹿角ショッピングセンター

合資会社   アベナショナル

道の駅かづの   あんとらあ

㈱石川商店（葬祭・仏壇・神具・文具）

㈲豊太樓

ウイングトダテ

大里恒三商店   高井田給油所

大里恒三商店   花輪一中前給油所

カワグチ時計店

キャンパスショップオークランド

御菓子司   小田

大里恒三商店   建築・農業資材・食料品・米穀集荷

史跡   尾去沢鉱山

㈲清水商店

お菓子のさこう

くらしの衣料   六日町        たむら

（資）斉藤商店

齋藤商店

シューピアザ鹿角店

新酒屋

紳士服の文化㈱アニモ   八幡平給油所

㈱アニモ   食材センター

村方商店

㈲石川花店   鹿角いとくショッピングセンター内

タケダスポーツ   鹿角店

宝石の山久

AQ、デコルテかどきゅう化粧品店 ツルハドラッグ鹿角店

奈良亀

（株）オートサイクルトダテ

角昌プロパン

仲野衣裳店

ハッピー・ドラッグ　花輪店

春山商店

ファミリーマート鹿角市役所前店

ファッションセンターしまむら　鹿角店

ブティック紫陽花、李由華

フローリスト　はなまん・はなまん葬祭部

マルイ田中商店

コメリ   鹿角花輪店

栁田きりたんぽ店

洋装の文化

薬王堂   鹿角花輪店

ワイナリーこのはな

ファミリーマート秋田鹿角花輪北店

斉藤ふとん店・チフレ化粧品

サラダ館   六花

(株）サンデー花輪店

黒澤義得商店

ケーズデンキ鹿角花輪店

光栄堂

コスモ電化サービス

山田商店   谷内本店

山田商店   花輪店

山田商店   やまだ 駅前店

ヤマダ電機   テックランド鹿角店

山﨑自転車商会

ローソン鹿角花輪店

ローソン鹿角花輪中央店

リバー８８

杉本健康堂

スゴウデンキ

クラブタクシー㈱

クリーニング   えどや

せしと   工藤はきもの店

森内榮一郎商店

石幸呉服店

㈱関小市商店

関安商店 ラグノオ   いとく鹿角店

マルトク商店

総合衣料   ダイマル

㈱アニモ   エスポワールかづの

㈱アニモ   葬祭センター

㈱かつやまドライサービス  本店

㈱かつやまドライサービス Aコープ店

鹿角観光タクシー㈱

鹿角建設機械教習センター

コアフュール   ナリタ

ダスキン北秋第一支店

レディース・モード   ほしかわ

栗山美容室

㈱エッグペイント

㈲奥村電気工事

㈲上津野デイタム

鹿角塗装㈱

㈱カンザイ

カラオケ   トレンド

㈱花輪製材所

㈱鹿角パークホテル

軽食喫茶   T&A

東京靴流通センター　鹿角店

栗山飯店

山本工務店

京にしき

ドコモショップ　鹿角店

美ふじ

中国料理店   珍来軒

㈲尾去沢自動車整備

㈱長老森施工

本間物産㈱　マルホンカウボーイ　花輪店

本間物産㈱　マルホンカウボーイ　鹿角店

脱毛サロン   イリゼスパ

中央美容室

トザワ写真室

東光コンピュータ・サービス   ㈱鹿角営業所

米田プロパン販売所

メガネ・時計・宝石のタカヤ

メガネショップ山田

ファミリー寿し   一番星

平和軒

ホテルガーデンかわむら

ホルモン幸楽   本店

焼肉・冷麺   幸楽

ダイニング×カクテル   パレット

六助旅館

㈲工藤モーター

㈲沢田自動車整備工場 ジョイカル花輪店

和心の宿   姫の湯

朝日屋薬局

クスリきむら   いとく鹿角ショッピングセンター店

そうごう薬局鹿角店

ナリタ薬局

花輪調剤薬局

コーヒー&パーラー   ヨコハマ

四季彩り秋田づくし湯瀬ホテル

㈲理容アポロ

㈱花輪クリーニング本店

㈱花輪クリーニング下タ町店

ビューティースタジオ   シルク

とん喜

Café&Foods   ディア珈琲

宅配弁当   ポンポコ

村木薬局

山崎自動車工業㈱

R.Sﾘｰｼﾞｮﾝｾｰﾌﾃｨ 菅原ﾀｲﾔ店 ｵｰﾄｴﾎﾟｯｸ店

ヘルシークラブ   かづの厚生病院前薬局

八幡平大沼茶屋湖

870BAR

花ノ木小型自動車整備㈱

鹿角自動車整備㈱

南部手打ちそば総本舗   切田屋

理容根本　花輪駅前店

㈱イトウ建材店

理容   Burber of Belief

ヘアーサロンたかいち

訪問美容サービス   にこちょき

㈱村山事務器

令和1年10月9日 現在

㈲吉田電工

LIXILリフォームショップ ライファかづの

水晶山スキー場

玉内理容所

㈱相馬自動車整備工場

ダイハツショップ鹿角

㈱小板橋建設

㈲児玉設備工業

菅原電気㈱ アイタックすがわら

㈱田中建設

㈱関板金工業

㈲タカヤ電工舎

駒ヶ峯施設工業㈱

㈱安保自動車

『かづのプレミアム商品券』　加盟店一覧
商品券使用有効期限：令和2年2月29日（土）まで、加盟店でお忘れなくご使用ください。　

花輪・尾去沢・八幡平地区分（業種別）
※十和田地区は裏面をご覧ください。

田



◆小売販売◆ ◆自動車関連◆ ◆各種サービス◆

十和田錦木字下野添39-1 30-3080 十和田毛馬内字南陣場30-1 35-5775 十和田毛馬内字横道32-5 35-5688 十和田毛馬内字下タ道19-10 35-2120 十和田毛馬内字上陣場81-1 35-4658

十和田毛馬内字城ノ下74-12 35-3011 十和田毛馬内字押出49-2 35-3287 十和田末広字平ノ下37-3 35-5585 十和田錦木字冠田90-1 35-4501 十和田毛馬内字南陣場12-10 35-2339

十和田毛馬内字毛馬内122-2 35-4187 十和田大湯字下夕ノ平17-13 35-3158 十和田毛馬内字中陣場101 35-3922 十和田大湯字中田2-6 37-2161 十和田毛馬内字上陣場34-3ララけまない1Ｂ 090-8788-9472

十和田大湯字荒瀬20-1 37-3112 十和田大湯字湯の岱2-52 37-2207 ◆飲食、宿泊関連◆ ◆医療・介護関連◆ 十和田大湯字一本木平10-2 37-3890

十和田毛馬内字上陣場67-5 080-8217-2289 十和田大湯字川原ノ湯11-11 37-2027 十和田毛馬内字上陣場28-3 35-5535 十和田毛馬内字毛馬内106-1 35-2771 十和田毛馬内字毛馬内79 35-4560

十和田毛馬内上陣場20-2 35-2638 十和田錦木字向谷地9-1 35-2121 十和田大湯字川原ノ湯29-1 37-2277 十和田毛馬内字古下タ33-3 35-3200 十和田岡田字下モ谷地26-6 0120-122-654

十和田錦木字冠田55-1 35-2074 十和田毛馬内字南陣場42-1 30-3399 十和田毛馬内字下寄熊71 35-3141 十和田大湯字川原の湯13-9 22-7337 十和田毛馬内字高田53-3 22-3065

十和田毛馬内字城ノ下18-1 35-4398 十和田大湯字欠田2-3 30-4866 十和田大湯字荒瀬10-1 37-4355 十和田毛馬内字古下タ51 35-3002

十和田大湯字上ノ湯56-17 37-3114 十和田大湯字上ノ湯28-50 37-2203 十和田毛馬内字城ノ下101-1 35-5637 十和田大湯字湯の岱2-15 37-4700

十和田毛馬内字毛馬内23 35-3317 十和田毛馬内字上陣場74 35-2992 十和田毛馬内字上陣場34-2 35-3254 ◆建設・設備工事◆

十和田毛馬内字中陣場48 30-3325 十和田大湯字川原ノ湯46 37-2043 十和田毛馬内字南陣場6-5 35-4408 十和田毛馬内字押出9 35-2180

十和田大湯字白沢92-5 37-3568 十和田毛馬内字毛馬内107-2 35-3024 十和田大湯字中谷地5-1 30-4111 十和田大湯字倉沢77-1 37-3836

十和田錦木字浜田41-1 22-4282 十和田毛馬内字古下夕31 35-3043 十和田大湯字上の湯34-1 37-3221

十和田毛馬内字城ノ下81 35-2271 十和田毛馬内字毛馬内95 35-5480 十和田大湯字上の湯1-38-1 37-2211

十和田毛馬内字城ノ下57-9 35-3070 十和田毛馬内字中陣場101 30-3232 十和田大湯字上の湯1-1 37-2245

和風宿　岡部荘

㈱丸久呉服店

ハッピー・ドラッグ　毛馬内店

ポークランド桃豚直売所　こもも十和田店

酒処　真紀

ローソン鹿角十和田末広店

ラグノオ　ユニバース毛馬内店

ユニバース毛馬内店

龍門亭　千葉旅館

㈱㊇大里商店CFC鹿角店

㈲やましち商店下村時計眼鏡店

㈱アニモ　セルフ十和田給油所

宿　花海館

奈良石油㈲

ホテル鹿角

ローソン鹿角毛馬内店

ニシムラ薬局

㈲阿部文具店

南水道設備

菓子工房　芳徳庵

大里恒三商店十和田給油所

コメリ　ハードアンドグリーン　毛馬内店

渓鶏庵

食事処　能登

寿司・釜めし　錦

隠れダイニング　ぽけっと

ＳＥＬＡ（セラ）こだて㈱小館電気商会

金沢葬儀店

㈱中村鮮魚店

㈱ナカムラ石油

トレンド代行

㈱鹿角ボデー

山麓園

居酒屋ねぷた

大館ヤクルト販売㈱鹿角中央センター

柳沢石材店

遠越商店

フォーラムゆぜ

AUTO-BODY阿部

ダスキン鹿角支店

なら歯科医院

ファミリーマート鹿角腰廻店

いしかわ花店

エンジェル

薬局　高橋屋

御宿　馬ぶち

友　美容室

黒沢薬局

※花輪・尾去沢・八幡平地区は裏面をご覧ください。

ツルハドラッグ毛馬内店

衣料品の店　まぶち

㈲佐藤自動車整備工場 整体サロン　アロマシャイン

㈱かつやまドライサービス 毛馬内店

十和田造園

本田内科胃腸科医院

くすり勝又

ハタリキ㈱

令和1年10月9日 現在

『かづのプレミアム商品券』　加盟店一覧
商品券使用有効期限：令和2年2月29日（土）まで、加盟店でお忘れなくご使用ください。　

十和田地区分（業種別）

小野寺歯科クリニック

柾木ふとん店


