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仙 北 市 

DMO 候補法人  一般社団法人田沢湖・角館観光協会 

          Ｊ Ｒ 東 日 本 秋 田 支 社 

 

「仙北市における『観光まちづくり』に関する連携協定」に基づき 

「大人の休日倶楽部会員サービス」を実施します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 実施期間 

  2020年６月13日（土）～７月26日（日）  

２ 実施エリア 

  仙北市（角館・田沢湖・西木）の60施設（６月10日時点）  

３ サービス概要 

  対象施設で対象カードを提示すると“ちょっぴりサービス”を受けられます。 

⑴ 対象施設と“ちょっぴりサービス”の内容例（詳しくは別紙参照） 

・「西宮家」で、お買上げ 1,000円以上で 5％割引 

・「食堂いなほ」で、お食事をされる方へ一品サービス  など 

⑵ 対象カード 

① 大人の休日倶楽部カード（ミドル・ジパング） 

② 大人の休日倶楽部会員証（代理購入証） 

③ 大人の休日倶楽部仮会員証（びゅうプラザ秋田駅での店頭入会時のみ発行されます。） 

※ 上記３点は、いずれも「大人の休日倶楽部会員」ご本人さまに限ります。 

  ④ 宿泊カード 

※ 宿泊カードは、「和のゐ 角館」または「ホテルフォルクローロ角館」に宿泊すると、１組につき

１枚お渡しします（大人の休日倶楽部会員でなくてもお渡しします）。 

 

 

詳しくは、ＤＭＯ候補法人（一社）田沢湖・角館観光協会ホームページまたは専用チラシをご覧ください。 

（ＵＲＬ：https://tazawako-kakunodate.com/） 

※ 画像は全てイメージです。 ※ 取組み内容は変更となる場合がございます。 

仙北市、ＤＭＯ候補法人（一社）田沢湖・角館観光協会、東日本旅客鉄道株式会社秋田支社では、「仙北
市における『観光まちづくり』に関する連携協定」を締結し、観光需要の創出に向けた取組みを実施して
います。 
これまで協定の取組みの一環として、「大人の休日倶楽部パス」を対象施設で提示いただいた方へ“ち

ょっぴりサービス”を実施してきました。この度、仙北市（田沢湖・角館・西木）のさらなる観光振興を目
的に、大人の休日倶楽部会員の方、さらに「和のゐ 角館」「ホテルフォルクローロ角館」に宿泊された方
も“ちょっぴりサービス”を受けられる「大人の休日倶楽部会員サービス」を実施します！ 
ぜひ、地元秋田の魅力を再発見しに、仙北市においでください。 
※ このお知らせは、秋田県内向けに発信しています。 

【店頭ＰＯＰ（イメージ）】 

【大人の休日倶楽部カード（イメージ）】 

 

【宿泊カード（イメージ）】 

対象施設に掲出している 

目印です！ 
サービス内容

お買上げ

1,000円以上で

５％割引

https://tazawako-kakunodate.com/


※2020年6月11日現在 

No. エリア 店　　舗　　名 サ　ー　ビ　ス　内　容　

1 角館 ワンダーモール タカヤナギ 「CGCおいしいお茶500ml」1本サービス（お一人に限る、サービスカウンターにて）

2 角館 ゆかり堂製菓　駅通り店 「かりんとうWara」3種の中から、お好きな味1袋プレゼント（1グループ1つ）

3 角館 あきた角館　西宮家 お買上げ1,000円以上で5％割引

4 角館 藤木伝四郎商店 お買上げ2,000円以上でお一人に「桜皮細工」をちょっぴりプレゼント

5 角館 安藤醸造 本店 お買上げ2,000円（税抜）以上でお一人に「万能調味料寒こうじ200ｇ」プレゼント

6 角館 角館物産館　四季（美杉） お買上げ金額よりの8％割引（ご本人を含む全員）

7 角館 角館桜皮細工センター　本店 お買上げ1,000円以上で5％割引（ただし割引商品は除く）

8 角館 食彩 町家館 お買上げ総額1,000円以上でお一人にお菓子サービス

9 角館 和布伝承　写楽 お買上げ2,000円以上でお一人に「西陣織帯地タンブラー」を進呈

10 角館 角館さとくガーデン お買上げ2,000円以上でお一人に「秋田犬のポストカード」1枚プレゼント

11 角館 須江 お買上げでお一人に「桜皮細工の茶み（茶さじ）」プレゼント

12 角館 安藤醸造 花上庵 お買上げ2,000円以上でお一人に「万能調味料寒こうじ200ｇ」プレゼント

13 角館
角館桜皮細工センター
武家屋敷通店

お買上げ1,000円以上で5％割引（ただし割引商品は除く）

14 角館 城下町物産　（美杉） お買上げ金額よりの8％割引（ご本人を含む全員）

15 角館 民芸イタヤ工房（松本家） お買上げ5,000円以上でお一人に「イタヤストラップ（500円相当）」をプレゼント

16 角館 安藤醸造 北浦本館 お買上げ2,000円（税抜）以上でお一人に「万能調味料寒こうじ200ｇ」プレゼント

17 角館 お菓子のくらた 角館店 しょうゆソフト20円引 （1本350円⇒330円税込）（ご本人含め2名まで）

18 角館
さくら小町
（ホテルフォルクローロ角館内）

ご飲食代10％割引 

19 角館 食堂いなほ ご注文の際、カード提示でお食事の方へ「一品サービス」（ご本人含め4名まで）

20 角館 料亭稲穂 来店時、カード提示でお食事の方へ「一品サービス」（ご本人含め4名まで）

21 角館 レストラン北蔵（西宮家） ご飲食1,000円以上で5％割引

22 角館 角館わいわい酒蔵 土間人 お食事の方へ「コーヒー」ホットorアイス 1杯サービス

23 角館 町家館　かくのだ亭 ご飲食の方へ「秋田のお菓子」ちょっぴりプレゼント（ご本人含め6名迄）

24 角館 月の栞 お食事の方へ「コーヒー」1杯サービス

25 角館 お食事処 十兵衛 お食事の方、お土産品5％OFF（ご本人含め何人でも）

26 角館 食処かくのだて さくら小路 お食事の方、お土産品5％OFF（ご本人含め何人でも）

27 角館 お食事処　桜の里 お食事の方、お土産品5％OFF（ご本人含め何人でも）

28 角館 お食事処 ふきや（美杉） お食事の方へ「オレンジジュース」or「ウーロン茶」1杯サービス（ご本人含め6名迄）

29 角館 稲庭古来堂　青柳家店 お土産1,000円以上のお買上げで10％割引

30 角館 角館温泉 花葉館 レストランでご飲食の方へ「ワンドリンクサービス」（お酒1合1本orソフトドリンク1杯）

31 角館
レストランかたくり
（西木温泉クリオン内）

ご飲食の方へ「コーヒー」1杯サービス（ご本人含め何人でも）

（別紙）“大人の休日倶楽部会員サービス”対象施設一覧



※2020年6月11日現在 

（別紙）“大人の休日倶楽部会員サービス”対象施設一覧

32 角館 大村美術館 入館料100円割引（ご本人含む4名迄）

33 角館 角館歴史村　青柳家
入館料50円引き（家族に限り全員）
ご飲食の方へ「秋田犬ポストカード」1枚プレゼント（1家族に1枚）

34 角館 武家屋敷「石黒家」 入館料50円引き（入館券購入前に提示・他の割引との重複不可・宿泊カードは同行者全員）

35 角館 ホテルフォルクローロ角館 売店 お買上げ金額から10％割引

36 角館 リメンバー＆シェアハウス北浦 お飲食・宿泊の方へ5％サービス

37 角館 秋田内陸縦貫鉄道 内陸線角館駅を乗降の方に「絵ハガキ」などのちょっぴりプレゼント

38 西木 西木温泉 クリオン 入浴料100円割引 （入浴料500円⇒400円、ご本人含め何人でも）

39 田沢湖 休暇村乳頭温泉郷 施設ご利用の方へ「ニテコサイダー」等、地サイダープレゼント

40 田沢湖 黒湯温泉 ご宿泊の方へ「黒たまご」1個サービス

41 田沢湖 どんぐり山荘 ご宿泊の方へ「オリジナルスイーツ」プレゼント

42 田沢湖 ヒュッテビルケ
ご宿泊の方へミニグラスで「秋田の地酒」か「自家製梅ジュース」のサービス
（さらにお土産に自家製の「野草茶」・「寒こうじ」・「南蛮みそ」のいずれかプレゼント）

43 田沢湖 ロッヂヨーデル ご宿泊の方へ「ソフトドリンクサービス」（500ml程度のペットボトル1本）

44 田沢湖 花心亭しらはま ご宿泊の方へ「グラスワイン」1杯サービス（大人のみ）

45 田沢湖 ペンションサウンズグッド
ご飲食の方、「お好きなマフィン」1個250円を150円で。
ご宿泊の方、「秋田の地酒（グラス）」サービス。

46 田沢湖 新玉川温泉 ご宿泊の方へ夕食の際「ワンドリンク」サービス（生ビールorジュース類）

47 田沢湖 露天風呂　水沢温泉 入浴料100円引き

48 田沢湖 田沢湖共栄パレス お買い上げ、ご飲食の方へ1グループ1つ「稲庭うどん切り落とし（100g）」プレゼント

49 田沢湖 田沢湖レストハウス 売店で1,000円以上ご購入で10％割引

50 田沢湖 湖畔の杜レストランORAE お買上げ、ご飲食の方へ「オリジナルボールペン」1本プレゼント

51 田沢湖
田沢湖ハーブガーデン
「ハートハーブ」

レストラン「サラート」ご利用の方へ5%割引

52 田沢湖 たつこ茶屋 ご飲食の方へ「いぶりがっこ」1皿サービス（1グループ1つ）

53 田沢湖 山のはちみつ屋
税込1,080円以上お買上げでお一人に「ソフトクリーム」1個サービス
（ピザ工房、田沢湖市店のレシート提示でも可）

54 田沢湖 お食事処ももや ご飲食の方へ「コーヒー」or「紅茶」1杯サービス

55 田沢湖 お食事処みちのく ご飲食の方へ「アイスコーヒー」1杯サービス

56 田沢湖 食事処・喫茶・おみやげ　みずうみ お買上げ2,000円以上で粗品プレゼント

57 田沢湖 軽食喫茶ピープル ご飲食の方へ「お菓子（キャンディ・チョコ等）」プレゼント

58 田沢湖 お食事処ばっきゃ レストランで「ソフトドリンク」1杯サービス

59 田沢湖 Happiness & Emotion
ツアーガイド料金10％割引
「絵はがき」プレゼント

60 田沢湖 トヨタレンタリース秋田　田沢湖店 P1、HV1クラス10％割引、その他クラス20％割引
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