
STEP2 対象店舗（秋田県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
カフェ グリッシーニ 秋田県秋田市中通１丁目４－３
Ｂｅｌｇｉａｎ Ｂｅｅｒ Ｂａｒ ＺＯＴ 秋田県秋田市中通４－１７－３０
ｋｉｓｓａｔｅｎ 秋田県秋田市中通２-７-４コセキビル２Ｆ
和食の扇屋ナイスビル店 秋田県秋田市中通四丁目１６－９ナイスビル２階
酉二九 秋田駅前店 秋田市中通２丁目５－１１スターツ中央ビル２Ｆ
さかなや道場 秋田駅前店 秋田市中通２丁目７－６緑屋ビル１Ｆ
どるず珈琲 市民市場店 秋田市中通４丁目７－３５
いかるが 秋田市中通６丁目１－１３
ＳＯＵＰＨＯＬＩＣ 秋田市中通６丁目９－１０－Ｃ
ＧＲＥＥＮ ＥＮＯＵＧＨ 秋田市中通６丁目９－１０－Ｄ
Branzi-no Akita （ブランジーノアキタ） 秋田県秋田市中通２丁目２－７トラストワンビル２１Ｂ１階
魚民 秋田西口駅前店 秋田県秋田市中通４－１３－２アジマックス秋田駅前ビル
笑笑 秋田西口駅前店 秋田県秋田市中通４－１３－２アジマックス秋田駅前ビル
炭火焼鳥 めでた家 秋田西口駅前店 秋田県秋田市中通４－１３－２アジマックス秋田駅前ビル
秋田畑 秋田県秋田市中通１－４－３エリアなかいち商業施設
かまくらの郷 秋田県秋田市中通４－１３－１
ＦＲＵＴＴＯ 秋田県秋田市中通４－１７－３０フォレストワンビル１Ｆ
チェ・タケダ 秋田県秋田市中通４－１７－７
ほるもん酒場サモエド 秋田県秋田市中通４丁目１１－１２
町家 秋田県秋田市中通４丁目１６－１１八竜ビル
とん串処 はじめちゃん 秋田県秋田市中通４丁目１６－９ナイスビル２０１号
駅前あっちゃん 秋田県秋田市中通４丁目１７－８あっちゃん駅前ビル
中通 ｃｈｉｌｌｏｕｔ 秋田県秋田市中通５－８－１２－１Ｆ
炭火焼 勇 秋田県秋田市中通６－１２－１３
稲庭中華そば秋田本店 秋田県秋田市中通６－１９－８
千年の宴 秋田東口駅前店 秋田県秋田市東通仲町３－３２武基ビル１階２階
まめまめハウス本店 秋田県秋田市東通仲町４ー１秋田拠点センターアルヴェ１階
びっくりドンキー 広面店 秋田県秋田市東通７丁目４番８号
しえ 秋田県秋田市南通亀の町１１－６
マザー食堂 秋田県秋田市楢山南中町２－４０
お菓子のくらた東店 秋田県秋田市広面屋敷田３０９
ナガハマコーヒー広面店 秋田市広面近藤堰越６１－２
丸亀製麺 秋田広面 秋田市広面字堤敷３６－１
函太郎 秋田広面店 秋田市広面樋ノ沖９６－１
らーめん鷹島秋田広面店 秋田県秋田市広面字昼寝４６ー７
アフターザサンセット 秋田県秋田市広面字昼寝４６－７鎌田ビルＣ
ＰａｔｃｈｗｏｒｋＣａｆｅ 秋田県秋田市広面字野添１８３明田中央ビル１０３号室
大同門秋田店 秋田市卸町１丁目１－５
ほっかほっか亭秋田卸町店 秋田県秋田市卸町４丁目５－１７
パティスリー城 秋田県秋田市卸町４丁目２－９
やきとりの扇屋秋田茨島店 秋田市茨島６丁目１０－２４
すし江戸 茨島店 秋田県秋田市茨島６－１－３２
リラクゼーション＆カフェピッキオ 秋田県潟上市天王字上北野４－４０６
レストランなっぱ・はうす 潟上市天王江川上谷地１０９番地２
鼎庵本店 潟上市天王上江川４７－１２０３
ほっかほっか亭天王店 秋田県潟上市天王字上江川４７－１２８０
カフェ・ブレンナー 秋田県潟上市天王字江川上谷地１０６－９
自家焙煎珈琲専門店 アメヤ珈琲 男鹿市船越一向２０７－２１９
和風レストラン きりん亭 男鹿市船越内子２１３
お菓子のボンヌ 男鹿市船越内子２９４
らーめん元氣屋男鹿店 秋田県男鹿市船越字内子１９９－１
こおひい工房 珈音 秋田県男鹿市五里合琴川字前田１０９
ＴＯＭＯＳＵ ＣＡＦＥ 秋田県男鹿市船川港船川字栄町８９－３ひのめビル
省吾 秋田県男鹿市船川港船川字片田７１－２６
お菓子のくらた外旭川店 秋田県秋田市外旭川待合１０－１
ラーメン錦秋田本店 秋田市外旭川字待合１６－１
ナガハマコーヒー外旭川店 秋田市外旭川小谷地１１０－１
うまい一丸鮨 秋田外旭川店 秋田市外旭川小谷地７０番地１
炭火でいろいろ焼いてくれや 秋田県秋田市外旭川八柳３－１１－５
あっぱれ いなせ家 秋田市泉登木２１１－１
お菓子のくらた泉グランマート店 秋田県秋田市泉菅野２丁目１－１
横濱魚萬 秋田西口駅前店 秋田県秋田市千秋久保田町３－３６モンテローザ秋田ビル
白木屋 秋田西口駅前店 秋田県秋田市千秋久保田町３－３６モンテローザ秋田ビル
ヨルモカ薬局喫茶コ 秋田県秋田市千秋久保田町５－５２
パティスリー ミルシュー 秋田市千秋明徳町３－４３千秋公園ビル１Ｆ
ガド・ガド 秋田市千秋矢留町５－１メゾンドセド－ル１階
御献上カスティーラ 保戸野桜町店 秋田県秋田市保戸野桜町１５－２７
創鮓 庵河豚 秋田県秋田市保戸野桜町１０－６
交点 秋田県秋田市保戸野通町６－２（２階）
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酒庵 田なか 秋田県秋田市泉中央２丁目６－１４
食堂やまと 秋田県秋田市大町２丁目４－２９
ダイニングバーＣｈｏＲａＢｉ 秋田県秋田市大町３丁目２-３１
あっぱれ寿司 秋田駅東口店 秋田市手形西谷地４１６
だんまや水産・秋田大町店 秋田市大町５丁目４－１０アジマックス大町第２ビル２Ｆ
あっぱれ寿司 秋田大町店 秋田市大町５丁目４－１６
ANDY'S COCKTAIL AND WHISKY HOUSE 秋田市大町５丁目４－３１
はざど 秋田県秋田市大町１－２－４０あくらビル１階
ブラジル 秋田県秋田市大町１－２－７サンパティオ２Ｆ
横田屋 まさ 秋田県秋田市大町３－１－１６
貝々 秋田県秋田市大町４－１－４
雫 秋田県秋田市大町４丁目１－３Ｒ１０２ビル２Ｆ
ハチコオリ 秋田県秋田市大町６－４－１３
アジアン雑貨チャウアー 秋田市旭北錦町４－５８
旭南高砂堂 本店 秋田県秋田市旭南１－１８－２５
びっくりドンキー 山王臨海店 秋田県秋田市川尻町字大川反２３３－２１６
ラーメン錦秋田分店 秋田市川尻若葉町４－４６
お菓子のくらた 山王店 秋田県秋田市山王１丁目５－２
ナガハマコーヒー山王店 秋田市山王１丁目２－２４－１０１
酒場戸隠 秋田市山王２丁目７－２９シティパレス秋田壱号館２階
喰い処ふく田゛ 秋田県秋田市山王１－２－１３トウェンティワンビル１０１
ＳＯＬＥＩＬ 秋田県秋田市山王１－５－１２
とんかつ かつ吉 山王店 秋田県秋田市山王１丁目３－１６
Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ ＹＡＭＡＮ 秋田県秋田市山王３－３－２２
０８ＣＯＦＦＥＥ 秋田県秋田市山王新町１３－２１三栄ビル２Ｆ
イタリアントマト八橋ケーキショップ 秋田市八橋大畑２丁目３－５
やきとりの扇屋 秋田新国道店 秋田市八橋鯲沼町９－４８－１
金の茶室 秋田県秋田市高陽幸町１－３０
隠れ家 あわい 秋田県秋田市高陽幸町５－１５
有限会社デュプレいしい 秋田県秋田市高陽幸町９－２０
Ｂｏｏ☆ 秋田県秋田市八橋本町３－１－４５ユニバースビル１階
ダイニング＆ラウンジあえら 秋田市雄和椿川奥椿岱１９４－１５
あきた茶房 秋田市雄和椿川山籠４９秋田空港ターミナルビル２Ｆ
Ｖｉｌｌａフローラ レストラン 秋田市雄和妙法糠塚１－１
お菓子の郷ジロー 秋田県秋田市御所野下堤２－１－８
居酒屋歩歩歩 秋田県秋田市御所野地蔵田２－２－１－１Ｆ
お菓子の工房ワールボンボンフレスポ御所野店 秋田県秋田市御所野元町１－１－１６
びっくりドンキー 秋田御所野店 秋田県秋田市御所野元町１丁目１番１２号
ナガハマコーヒー御野場店 秋田市仁井田本町５丁目８－２８
寿司江戸 山手台店 秋田県秋田市山手台１丁目１－７
中華ダイニング 大黒屋 秋田県秋田市仁井田蕗見町７－１８
ピーパル 秋田県秋田市大住２－１８－１６
鶏笑 丼八 新屋店 秋田市新屋朝日町１３－２４
とりっこ新屋店 秋田県秋田市新屋大川町１９―８５
おかずや 秋田県秋田市豊岩石田坂字坂ノ下６１－４
南大門秋田店 秋田市寺内三千刈２５０－１
肉のわかば飯島店 秋田市飯島寄進田８６－１
丸亀製麺 秋田 秋田市将軍野南１丁目１０－６２
松田酒店 秋田市土崎港北７丁目１－１６
麺屋うるとらＴＳＵＣＨＩＺＡＫＩ 秋田市土崎港北７丁目５－５９
セジョンの食卓 秋田県秋田市土崎港西１－１０－４５ベイパラダイス
居酒屋ほたる家 秋田県秋田市土崎港中央５－３－３９
お菓子のくらた湯沢グランマート店 秋田県湯沢市元清水４丁目３－７
ほっかほっか亭 湯沢両神店 秋田県湯沢市両神１２３－９
正心庵 湯沢市稲庭町稲庭８１
かえで庵 秋田県湯沢市皆瀬字下タ野３４－１
石孫本店 湯沢市岩崎岩崎１６２番地
佐藤養助養心館 湯沢市古館町３－７
（有）小川屋酒店 湯沢市柳町２丁目３－２４
創作Ｄ－ｓｔｙｌｅ 秋田県湯沢市表町１－１－３８ＹＳビル
ＴＲＡ－ＹＵＺＡＷＡ 湯沢市表町２丁目３－１杉山ビル１Ｆ
魚民 湯沢駅前店 秋田県湯沢市表町１－１－２６Ｙ・Ｍビル１階
慶 秋田県湯沢市表町２－３－１杉山ビル１Ｆ
Ｐｉｚｚａ＆Ｂａｒ Ｂａｒｂａ 秋田県湯沢市表町２丁目５－２５ＫＩビル１Ｆ
ＰＬＵＳＯＮＥ 秋田県湯沢市表町一丁目２－１０近江ビル１Ｆ
お菓子のくらた湯沢店 秋田県湯沢市大町１丁目３－５５
ＨＥＲＯʼｓ Ｄｉｎｅｒ 秋田県湯沢市大町１-２-３６
お菓子のくらた千石町店 秋田県湯沢市千石町３丁目１－５
そば処 ⾧谷山 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字川原田７６－６
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ＵＧＯＨＵＢ 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字本町１９
旨味処 出端屋 横手市田中町１－２３
魚民 横手駅前店 秋田県横手市駅前町６－４７和泉ビル１階
Ａｎｔｈｏｌｏｇｙ 秋田県横手市前郷一番町５－１１
Ｌｕｃｅｎｔｅ 秋田県横手市前郷一番町８－１２
ラーメン神蔵横手店 横手市横手町四ノ口４０－１
お菓子のくらた横手店 秋田県横手市婦気大堤下久保４５
⾧沼商店 横手店 横手市婦気大堤谷地添１０１－１
びっくりドンキー 秋田横手店 秋田県横手市婦気大堤字堤下２１１－１
ステーキハウス スフィーダ 横手市杉目字七日市７３－１
菓子工房ｍａｒｂｌｅ 秋田県横手市平鹿町樽見内字相川野３
お菓子のくらたトラスト店 秋田県横手市雄物川町造山社ノ前１０３
寿司と日本料理蔵 秋田県大仙市朝日町１０－１６
和台所 花 秋田県大仙市朝日町１８－１グリーンホテル１Ｆ
メディカルハーブ専門店自然栽培カフェＣｏｃｏｔｏ 秋田県大仙市若竹町２３－２１テナント棟
肉のわかば 大曲店 大仙市若竹町３３－１
ビストロ ノモカ 秋田県大仙市大曲丸の内町９－８マル六ビル
白木屋 大曲西口駅前店 秋田県大仙市大曲通町３－１６藤しゅんビル１階
ハイから酒場ＳＵＺＡＫＵ 秋田県大仙市大曲通町２－２４播磨ビル１Ｆ
ＲＵＳＨ ＢＡＲ 秋田県大仙市大曲通町７－１０あいかわビル２Ｆ
千年の宴 大曲西口駅前店 秋田県大仙市大曲通町１１－１３和光堂ビル１階
魚民 大仙店 秋田県大仙市東川堤下８６－１１階
中国料理 鳳仙花 秋田県大仙市大曲住吉町３－１
お菓子のくらたイーストモール店 秋田県大仙市戸蒔錨７７－１
うまい一丸鮨 大曲店 大仙市戸蒔錨７７－１イーストモール内
大同門大曲店 大仙市戸蒔福田１６６－１
ｇｉｕｅｍｅ 秋田県大仙市戸蒔字谷地添１００－１
正貢堂 大仙市大曲須和町２丁目１－４５
Ｎａ－ＢＡＫＥ 秋田県大仙市四ツ屋字水木田８４－１
ポルミート直売所 大仙市堀見内穴沢３－１
（株）藤木伝四郎商店 仙北市角館町下新町４５
りとる・わん 仙北市角館町横町１７
藤八堂 仙北市角館町横町１８
ＪＭ／みちのく懐かしの味あきたプリン亭 仙北市角館町横町１６番地
むら咲 秋田県仙北市角館町竹原町４－４
お菓子のくらた角館店 秋田県仙北市角館町雲然山崎４２－１
寿し処 くまがい 秋田県仙北市角館町花場３
魚民 角館店 秋田県仙北市角館町下菅沢２１９－１１階
肉のわかば 角館店 仙北市角館町上菅沢２３９－２
御食事処ももや 仙北市田沢湖生保内水尻７９
トレンタ本荘店 秋田県由利本荘市石脇字田頭２０６－２１
旭南高砂堂 本荘店 秋田県由利本荘市谷山小路６－１
よろづ亭 秋田県由利本荘市本荘７７
うまい一丸鮨 本荘店 由利本荘市御門町８８－１
大昌園 新橋店 能代市落合上悪土１６０
桜田畜産 直売所 秋田県能代市浅内字鵜川堺５
麺家 麺四郎 秋田県能代市浅内字浅内堤下７４－４
牛しゃぶ牛すき食べ放題 彩葉苑 秋田県能代市中柳２１－２
大昌園 バイパス店 能代市高塙１６１－２
大同門能代店 能代市下野１３－８
赤から能代店 秋田県能代市下野１３－１
らぁめん元氣屋能代店 秋田県能代市下野１３－４
居食屋 七菜 能代市畠町１－７
みずほ 秋田県能代市住吉町１５－４
酒場ばいお 秋田県能代市柳町３－３２
フランス菓子カスミ 秋田県能代市東大瀬７－１０
ナガハマコーヒー 能代店 能代市寿域⾧根５２－３
ラーメン哲学 秋田県能代市臥竜山３６－３６
ボーネージュ 秋田県能代市字臥竜山３６－９
株式会社 大館工芸社 大館市釈迦内家後２９番地１５号
ナガハマコーヒー 大館店 大館市大田面１９大館樹海モール内
南大門大館店 大館市中道２丁目１－３３
赤から大館店 秋田県大館市中道１丁目７番１２
らぁめん元氣屋大館店 秋田県大館市清水２丁目１－５７
大阪王将大館店 秋田県大館市清水４丁目７１－１
トマトアンドオニオン大館店 秋田県大館市清水５丁目１番地７６
ポークランド桃豚直売所 こもも小坂店 秋田県鹿角郡小坂町小坂上前田４－５
小坂町赤煉瓦倶楽部 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山古館３４－５
田村精肉店 秋田県大館市一心院南１－１４



STEP2 対象店舗（秋田県）
★駅ビル、駅構内の店舗も対象となります（STEP2 対象店舗です）。
※店舗の退会等により交通系電子マネーが利用できない場合があります。
店舗名 住所
ＪＭ／日本料理みうら 大館市向町１９－２
レストラン ドルフィン 秋田県大館市池内字大出８－１
お好み焼道とん堀大館店 秋田県大館市餌釣字前田１番地アクロスショッピングプラザ
居酒屋十の瀬 大館市大町４０－１
ＷＡＳＡＢＩ 秋田県大館市馬喰町１１
のみくいや重蔵 秋田県大館市常盤木町２－４２
ダイニングバー ヴァルハラ 秋田県大館市常盤木町４－６あきた小町ビル１Ｆ
むらさき 秋田県大館市幸町１２－９
まつくら 秋田県大館市幸町３－３２
つけ麺屋焚節 大館市立花屋敷前７２
お菓子の工房ワールボンボン大館店 秋田県大館市豊町９－５１
魚彦・大館店 大館市⾧倉１１１－２
ファミリーレストラン１２３ にかほ市象潟町荒屋下２１
Ｅｓｐｒｅｓｓｏ Ａｕｂｅ 秋田県にかほ市平沢字天ヶ町３４－１
Ｒｅｍｅｄｅ ｎｉｋａｈｏ 秋田県にかほ市平沢字家ノ後４９－１
すし屋の中川 秋田県にかほ市平沢字前谷地１１６－５１
岩城の燻製屋チャコール 秋田県由利本荘市岩城内道川字馬道２５－１
元氣焼肉ベコちゃん潟上店 秋田県潟上市飯田川飯塚字岡谷地１－３
酒場ダイニングわたべ 秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字沖谷地２５９－３
下タ町醸し室 ＨＩＫＯＢＥ 秋田県南秋田郡五城目町下タ町２３６－２
キッチン ロミール 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目２－２－２４
麺屋うるとら 北秋田市綴子大堤６８－１
らぁめん元氣屋鷹巣店 秋田県北秋田市綴子字大堤１８２
らぁめんＰｉｙｏＰｉｙｏ 秋田県北秋田市栄字前綱６３－１
お菓子の工房ワールボンボン本店 秋田県北秋田市花園町１－３
元氣焼肉ベコちゃん鷹巣店 秋田県北秋田市大町１－９
８７０ＢＡＲ 秋田県鹿角市花輪字堰向２６
柳寿し 秋田県鹿角市花輪字堰向４０
平和軒 秋田県鹿角市花輪字下花輪８－２
登仁角寿し 秋田県鹿角市花輪字下中島７３
ごはんやＨｙｇｇｅ 秋田県鹿角市花輪字久保田５６
（有）石木田文具店 秋田県鹿角市花輪字中花輪１３４
ポークランド桃豚直売所 こもも十和田店 鹿角市十和田毛馬内上陣場７４
Ｋｕｒａ Ｗｉｎｅ Ｏｙｕ 秋田県鹿角市十和田大湯下ノ湯５０
れすとらん 比内どり 大館市比内町扇田新大堤下９３－１１
蕗月堂 横手市十文字町西原一番町７４
林泉堂 ラッキー店 秋田県横手市十文字町仁井田東２２－１スーパーモール
お菓子のくらた十文字店 秋田県横手市十文字町佐賀会上沖田２８６
ほっかほっか亭 十文字店 秋田県横手市十文字町梨木字羽場下１４－１１
居酒屋 酔舎 秋田県横手市十文字町睦合字八幡前２０
鮨割烹しめいち 秋田県横手市十文字町曙町５２番地２
佐藤養助 漆蔵資料館 横手市増田町増田字本町５
旬菜みそ茶屋くらを 秋田県横手市増田町増田字中町６４
ＮＳ．ｃｏｆｆｅｅ ｓｔａｎｄ 秋田県横手市増田町増田字中町７４
仕出し おだしま 秋田県仙北郡美郷町上深井字松葉野１０６
ほっかほっか亭 六郷店 秋田県仙北郡美郷町六郷字白山１６６
ろくごうドライブイン 秋田県仙北郡美郷町六郷字赤城９０－８
中華飯店 エリヤ神岡 秋田県大仙市神宮寺字大浦前８６－３
斎藤精肉店 大仙市刈和野清光院後４２－１８
有限会社 田村商店 秋田県大仙市北野目字北野目１５３


