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年金受給者，ＪＡバンクあきたメンバーズ会員向け優待利用施設一覧 平成28年５月１日現在

ジャンル 提携施設名 優待・特典内容 住　　所 電話番号 年金 メンバーズ

お食事 みんなのお店「わいわい」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お食事代5%割引　（※スタンプポイントは無） 鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平23-1 0186-29-2061 ○ ○

サービス 小坂鉄道レールパーク 入場料20％割引 鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川20-9 0186-25-8890 ○ ○

鹿角市

お食事
かづの庵
（ＪＡかづの産直センター「おらほの市場」内食
堂）

お食事代50円引き 鹿角市十和田毛馬内字上陣場81-1 0186-35-4001 ○ ○

お食事 お食事処　くらみせ お食事代5%割引（※ｽﾀﾝﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄは無） 鹿角市十和田毛馬内字毛馬内62-1 0186-25-8262 ○ ○

お食事 お食事処　ぐりとる お食事代5%割引（※ｽﾀﾝﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄは無） 鹿角市花輪字上花輪139-1 0186-25-8828 ○ ○

お食事 平和軒 お食事代5%割引 鹿角市花輪字下花輪8-2 0186-23-2309 ○ ○

飲み物 ホルモン幸楽 ソフトドリンクまたはアイスクリームサービス 鹿角市花輪字堰向5 0186-23-3736 ○ ○

温泉 和心の宿　姫ノ湯 日帰り入浴料　100円引き 鹿角市八幡平字湯瀬40-1 0186-33-2011 ○ ○

宿泊
お食事

ホテル鹿角
①　宿泊（1泊2食）予約で、館内利用券500円分贈呈

②　食事処　花暦　お食事代5%割引
鹿角市十和田大湯字中谷地5-1 0186-37-4111 ○ ○

宿泊 四季彩り　秋田づくし　湯瀬ホテル 宿泊料5%割引 鹿角市八幡平字湯瀬湯端43 0186-33-2311 ○ ○

サービス 史跡尾去沢鉱山 石切沢通洞坑コース観覧料金　10%割引 鹿角市尾去沢字獅子沢13-5 0186-22-0123 ○ ○

サービス 大湯ストーンサークル館 展示ホール観覧料　30%割引 鹿角市十和田大湯字万座45 0186-37-3822 ○ ○

サービス あんとらあ　道の駅かづの 祭り展示館入館料　10%割引 鹿角市花輪字新田町11-4 0186-22-0555 ○ ○

温泉
宿泊

大館矢立ハイツ
①日帰り入浴料100円引き

②宿泊料（1泊2食付）基本料金より10%割引
（予約時に会員証の使用告知が必要です。）

大館市長走字陣場331番地 0186-51-2311 ○

温泉
宿泊

長瀞温泉
①赤外線超音波風呂　100円引き

②10名以上の宿泊団体割引　基本料金より10%割引
大館市沼館字長瀞45番地1 0186-43-0345 ○

宿泊
大館市ベニヤマ自然パーク
大葛温泉比内ベニヤマ荘

宿泊料（1泊2食付）：通常利用料金より　10%割引
（予約時に会員証の使用告知が必要です。）

大館市比内町大葛字金山沢口5番地 0186-57-2324 ○

宿泊
大館市ベニヤマ自然パーク
コテージひないどり

宿泊料：通常利用料金より　10%割引
（予約時に会員証の使用告知が必要です。） 大館市比内町大葛字金山沢口5番地 0186-57-2324 ○

宿泊 たしろ温泉ユップラ
宿泊料(1泊2食付)8,650円（税込）以上ご利用の場合1,000円引き
（予約時に会員証の使用告知が必要です。）

大館市岩瀬字上岩瀬塚の岱43-1 0186-54-2626 ○

買い物 大館市ベニヤマ自然パーク 本場大館きりたんぽセット　10%割引 大館市比内町大葛字金山沢口5番地 0186-57-2324 ○

サービス
（株）ＪＡあきた北ライフサービス
大館給油所

オイル交換
オイル　1リッターあたり　100円引き

大館給油所
大館市大田面227-1

0186-49-1649 ○

サービス
（株）ＪＡあきた北ライフサービス
田代給油所

オイル交換
オイル　1リッターあたり　100円引き

田代給油所
大館市岩瀬字上軽石野4

0186-54-2844 ○

サービス
（株）ＪＡあきた北ライフサービス
比内給油所

オイル交換
オイル　1リッターあたり　100円引き

比内給油所
大館市比内町扇田字小谷地21-4

0186-55-2619 ○

飲み物
サービス

道の駅たかのす
(ぶっさん館・大太鼓の館・情報プラザ)

①レストランどんどん　コ－ヒ－(ホット・アイス)100円引き

②フードコ－ナ－　　ソフトクリーム　50円引き

③大太鼓の館　　入館料　大人50円引き

北秋田市綴子字大堤道下62-1

大太鼓の館
0186-63-0111
物産館
0186-63-2233

○

飲み物 秋田北クラシックゴルフ倶楽部レストラン お食事のお客様　　コ－ヒ－又はソフトドリンクサ－ビス 北秋田市米内沢字長野沢142 0186-72-5511 ○ ○

飲み物 秋田クマゲラ会　アグリハウス食堂 お食事された方にコーヒー又はドリンク１杯サービス 北秋田市米内沢字楢岱57 0186-72-5008 ○ ○

小坂町

大館市

北秋田市



年金受給者，ＪＡバンクあきたメンバーズ会員向け優待利用施設一覧 平成28年５月１日現在

ジャンル 提携施設名 優待・特典内容 住　　所 電話番号 年金 メンバーズ

お食事 道の駅あに　またたび館 ソフトクリーム50円引き 北秋田市阿仁比立内字家ノ後8-1 0186-69-2575 ○ ○

温泉
宿泊

伊勢堂岱温泉　縄文の湯

①日帰り入浴料大人　@360円⇒300円

②宿泊料（1泊2食付）にてご夕食時ソフトドリンク又は日本酒お銚子1本(1合)サービス

③日帰り宴会及びご会食お一人様2,000円税別以上にてご利用の方は入浴料金サ－ビス
※企画商品，パック商品等にてご利用の際は対象外

北秋田市脇神字平崎川戸沼86-2 0186-63-2626 ○ ○

温泉
お食事

打当温泉　マタギの湯
①入浴料100円引き

②またたびラーメン100円引き
北秋田市阿仁打当字仙北渡道上ミ67 0186-84-2612 ○ ○

温泉
お食事

温泉駅舎　クウィンス森吉
①入浴料100円引き

②お食事代（定食に限る）10%割引
北秋田市小又字堂ノ下21-2 0186-60-7000 ○

温泉
飲み物

(株)阿仁川あゆセンター「あゆっこ温泉」
①入浴料50円引き

②宿泊者ワンドリンクサービス(夕食)
北秋田市米内沢字柳原39-1 0186-60-5522 ○ ○

買い物 肉のまつお
2,000円以上お買い上げのお客様5%割引
※肉の日セ－ル日との併用は対象外

北秋田市松葉町8-14 0186-62-1012 ○ ○

買い物 太平湖グリーンハウス お買い物5%割引 北秋田市森吉桐内沢字国有林1052－林班 090-8923-9370　 ○

サービス ホテルニュ－松尾

①冠婚葬祭にかかわる会場費無料(本館・耕ホ－ル)
②冠婚葬祭の料理代金を5%割引(直接申込の方のみ)
③冠婚葬祭にかかる宿泊料10%割引

北秋田市住吉町11-7 0186-63-2311 ○ ○

サービス 阿仁熊牧場　くまくま園 入園料大人100円引き 北秋田市阿仁打当字陣場1-39 0186-84-2626 ○

スポーツ 森吉山　阿仁スキー場 ゴンドラ往復券のみ200円引き（1,800円を1,600円に割引） 北秋田市阿仁鍵ノ滝79-5 0186-82-3311 ○ ○

飲み物 道の駅かみこあに　村の喫茶店 お食事された方に飲み物サービス（コーヒー、紅茶、オレンジジュース） 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原66-1 0186-77-3222 ○ ○

お食事 道の駅かみこあに　れすとらん野の花 天ざるそば・馬肉定食・生姜焼き定食を5%割引 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原66-1 0186-77-3277 ○ ○

お食事 道の駅かみこあに　杉の館よりみち 定食類のみ5%割引 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原66-1 0186-77-3225 ○ ○

お食事 高橋旅館 十割そばメニューに限り200円引き 北秋田郡上小阿仁村沖田面字屋布91 0186-77-2507 ○ ○

買い物 道の駅かみこあに　ほうずき亭 提供メニューの中から1品に限り5%割引（惣菜・飲食除く） 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原66-1 080-2820-2809 ○ ○

買い物 道の駅かみこあに　上小阿仁村物産センター JAあきた北央産の全商品5%割引 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原66-1 0186-77-3238 ○ ○

温泉
宿泊

壱ノ座　いちのくら
①入浴料100円引き

②宿泊料500円引き
能代市二ツ井町小繋字泉20 0185-73-3925 ○ ○

宿泊 湯らくの宿のしろ 宿泊料10%割引 能代市落合字亀谷地1-11 0185-54-2121 ○

温泉
宿泊

ゆとりあ藤里
①入浴料100円引き

②宿泊料10%割引
山本郡藤里町藤琴字上湯ノ沢1-2 0185-79-3326 ○ ○

宿泊 あきた白神温泉ホテル 宿泊料10%割引 山本郡八峰町八森字磯村100 0185-77-2233 ○ ○

宿泊
お食事

八森いさりび温泉ハタハタ館
宿泊時オプション
お料理代金10%割引

山本郡八峰町八森字御所の台51 0185-77-2770 ○ ○

上小阿仁村

能代市

藤里町

八峰町



年金受給者，ＪＡバンクあきたメンバーズ会員向け優待利用施設一覧 平成28年５月１日現在

ジャンル 提携施設名 優待・特典内容 住　　所 電話番号 年金 メンバーズ

宿泊
お食事

株式会社ゆめろん
①宿泊料10%割引

②お食事代5%割引
山本郡三種町大口字上の沢17-4 0185-85-4126 ○

宿泊
お食事

森岳温泉ホテル
①宿泊料10%割引

②お食事代3,000円以上利用5%割引
山本郡三種町森岳字木戸沢115-27 0185-83-5522 ○ ○

宿泊 株式会社ホテル森山館 宿泊料10%割引 山本郡三種町森岳字木戸沢115-72 0185-83-3300 ○ ○

宿泊 株式会社ゆうぱる 宿泊料10%割引 山本郡三種町森岳字木戸沢48-4 0185-83-4641 ○ ○

温泉 温泉旅館　ゆもと（旧湯本クラブ） 入浴料　100円引き 男鹿市北浦湯本字福の沢36 0185-33-3151 ○

サービス
お食事

夕陽温泉WAO
①個室利用料200円引き

②ソフトクリーム50円引き
男鹿市野石字大場沢1-17 0185-47-2926 ○

温泉
宿泊

ホテルきららか
①入浴料50円引き

②宿泊料(1泊2食)10%割引
男鹿市戸賀加茂青砂字中台1-466 0185-37-2311 ○ ○

宿泊 男鹿ホテル（SKOグループ） 宿泊プラン5%割引 男鹿市北浦湯本字草木原13-1 0185-33-3101 ○

宿泊 男鹿観光ホテル（SKOグループ） 宿泊プラン5%割引 男鹿市北浦湯本字草木原21 0185-33-2121 ○

宿泊 セイコーグランドホテル（SKOグループ） 宿泊プラン5%割引 男鹿市北浦湯本字草木原50-1 0185-33-2131 ○

宿泊 磯乃家旅館 宿泊料金10%割引 男鹿市船川港本山門前字垂水1 0185-27-2011 ○

買い物 由利時計店 メガネ・補聴器　特別優待価格 男鹿市船川港船川字元浜町230 0185-24-3401 ○

買い物 由利メガネランド メガネ・補聴器　特別優待価格 男鹿市船越字内子1-427 0185-35-3854 ○

サービス 天王温泉くらら 大広間使用料　100円引き 潟上市天王字江川上谷地109-2 018-878-9877 ○

温泉 サンルーラル大潟 入浴料　100円引き 南秋田郡大潟村字北1-3 0185-45-3311 ○ ○

お食事 ダイニング万葉 【極】 お食事代5%割引 秋田市山王2丁目6-26 018-883-0333 ○ ○

お食事 第一会館　川反店 お食事代5%割引 秋田市大町５丁目1-17 018-823-4141 ○ ○

お食事
レストランクォーレ
ホテルメトロポリタン秋田店

お食事代5%割引
秋田市中通7丁目2-1 ホテルメトロポリタン秋田３Ｆ
ダイニング万葉　ホテルメトロポリタン秋田店隣

018-874-8333 ○ ○

お食事
ダイニング万葉
ホテルメトロポリタン秋田店

お食事代5%割引 秋田市中通7丁目2-1 ホテルメトロポリタン秋田３Ｆ
 018-874-7056 ○ ○

お食事 味工房（農産加工所）(株)雄和振興公社 アイスクリーム2食盛り合わせ　270円⇒200円 秋田市雄和妙法字糠塚1-1 018-886-3990 ○ ○

お食事 Ｖｉｌｌａフローラ(株)雄和振興公社 お食事代5%割引 秋田市雄和妙法字糠塚1-1 018-881-3011 ○ ○

宿泊
温泉
サービス
スポーツ

秋田県健康増進交流センター　ユフォーレ

①宿泊料（1泊2食付）10%割引，宿泊料（1泊朝食付，素泊まり）5%割引（但し、繁忙期の年末年
始、ＧＷ、お盆期間を除く）
②日帰り宴会（3,500円以上のプランご利用のお客様）5%割引

③入浴料・休憩料100円引き

④全館利用料（プール，トレーニングルーム利用可）200円引き

秋田市河辺三内字丸舞1-1 018-884-2111 ○ ○

三種町

男鹿市

潟上市

大潟村

秋田市
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ジャンル 提携施設名 優待・特典内容 住　　所 電話番号 年金 メンバーズ

温泉 温泉センター　りらっくす
入浴料から100円引き　（540円⇒440円）

※券売機で540円で購入後，フロントにて100円キャッシュバックとなります。
秋田市添川字境内川原142-1 018-833-7171 ○ ○

温泉
お食事
宿泊

秋田温泉プラザ
①入浴料100円引き【大人（中学生以上）540円⇒440円，子供（小学生以下）440円⇒340円】

②日帰りプラン5%割引（弁当プラン，お膳プラン）

③宿泊プラン5%割引（2食付，朝食付，素泊まり）

秋田市添川字境内川原142-3 018-833-1919 ○ ○

温泉 ふるさと温泉　ユアシス(株)雄和振興公社 宿泊料（1泊2食）通常利用料金から500円引き 秋田市雄和神ヶ村字舟卸145-2 018-887-2575 ○ ○

宿泊 重松の家 宿泊料　5%割引 秋田市上新城小又字田中13 018-870-2345 ○ ○

宿泊 オートキャンプ場　太平山観光開発(株) 秋田市仁別字小水沢134 018-827-2270 ○ ○

宿泊 トレーラーハウス　太平山観光開発(株) 秋田市仁別字小水沢134 018-827-2270 ○ ○

宿泊
森林学習館　木こりの宿　太平山観光開発
(株)

秋田市仁別字マンタラメ213 018-827-2111 ○ ○

スポーツ
クアドームザ・ブーン
太平山観光開発(株)

秋田市仁別字マンタラメ213 018-827-2301 ○ ○

スポーツ
太平山スキー場　オーパス
太平山観光開発(株)

秋田市仁別字蛇馬目沢111 018-827-2221 ○ ○

スポーツ サイクリングターミナル(株)雄和振興公社
グラウンドゴルフ場
通常利用料金から100円引き

秋田市雄和椿川字奥椿岱194-1 018-886-3766 ○ ○

お食事
道の駅　清水の里　　鳥海郷　レストランほっと
いん

お食事5%割引 由利本荘市鳥海町上笹子字堺台100番地 0184-59-2022 ○

お食事 お食事・麺処　美徳 全商品50円引き 由利本荘市西目町海士剥字海士剥下30-1 0184-33-2363 ○

お食事 比内地鶏と郷土料理の店　『鶏次楼』
宴会、会食のお客様10％引き
どなたか１名でも会員に該当すれば優待サービスを適用します
※ただし、１グループ10名様まで

由利本荘市西目町沼田字新屋下2-15 0184-33-3944 ○

お食事
レストラン　はまなす
（道の駅　岩城内）

レストラン　5%割引 由利本荘市岩城内道川字新鶴潟192-43 0184-73-3789 ○

お食事
レストラン「たんたん」
（にしめ湯っ娘ランド内）

お食事代5%割引 由利本荘市西目町沼田字新道下１１１２−１ 0184-33-4422 ○ ○

お食事
買い物

ハーブワールドAKITA

①お食事代5%割引

②お買い物5%割引

冬期間（11月～3月）は休園

由利本荘市西目町沼田字新道下490-5 0184-33-4150 ○

サービス 岩盤温浴　さ・らら ご利用料金から　10%割引 由利本荘市西目町沼田字新道下490-5 0184-32-1414 ○

宿泊 岩城アイランドパーク（道の駅　岩城） コテージ1泊　通常料金10%割引 由利本荘市岩城内道川字新鶴潟192-43 0184-73-3789 ○

宿泊 はーとぽーと大内　ぽぽろっこ
宿泊料（1泊2食）通常料金10%割引
（湯治プランは対象外）
（会員証１枚につき２名まで）

由利本荘市岩谷町字西越36 0184-62-1126 ○

宿泊 本荘グランドホテル 宿泊料（素泊まりのみ）10%割引 由利本荘市岩渕下254
宴会部0184-23-4545
宿泊部0184-23-4511

○ ○

宿泊 ホテル　アイリス 通常の宿泊料より　10%割引 由利本荘市肴町5 0184-24-5115 ○

宿泊 にしめ湯っ娘ランド 宿泊料5%割引 由利本荘市西目町沼田字新道下１１１２−１ 0184-33-4422 ○ ○

由利本荘市

特典の内容は，運営施設毎に時季により随時定める（詳しくはホームページ参照)。
 http://www.theboon.net/rizomen/rizomen.html
太平山観光開発株式会社℡018-827-2306
運用は平成28年7月1日～



年金受給者，ＪＡバンクあきたメンバーズ会員向け優待利用施設一覧 平成28年５月１日現在

ジャンル 提携施設名 優待・特典内容 住　　所 電話番号 年金 メンバーズ

宿泊 安楽温泉 宿泊料　5%割引（他の割引との併用は不可） 由利本荘市大堤下４ 0184-22-0637 ○

宿泊 猿倉温泉　鳥海荘 宿泊料　5%割引（お食事代，飲料代，入湯税は除く） 由利本荘市鳥海町猿倉字湯ノ沢103-1 0184-58-2065 ○ ○

宿泊 ホテル　フォレスタ鳥海
通常のルームチャージ　10%割引
（会員証１枚につき２名まで）

由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前8-45 0184-58-2888 ○ ○

宿泊 矢島スポーツ宿泊センター　ユースプラﾄｰ 宿泊料（1泊2食付）　5%割引 由利本荘市矢島町城内字花立96 0184-55-2929 ○

買い物 有限会社　アイ・ブレーン
①贈答品・慶弔引出物・大会賞品　20～30%割引

②トロフィー・カップ・楯・ユニホーム　30%割引
※各地区と全県へお届けします

本荘店
由利本荘市花畑町２丁目１９

横手店
横手市赤坂大沼下93-1

本荘0184-28-0115
横手0182-35-6788

○ ○

買い物 株式会社　かおる堂
店内商品　10%割引
（一部徐外品有，他のサービス企画と併用できません）

由利本荘店　由利本荘市美倉町41
大　 町    店　秋田市大町４丁目赤れんが郷土館通り

かおる堂由利本荘店
0184（23）3731
かおる堂大町店
018（823）8377

○ ○

買い物
株式会社　秋田ニューバイオファーム
元祖　秋田屋

ご来店の上、「きりたんぽセット」を
ご注文の場合　5%割引

由利本荘市西目町沼田字新道下490-5 0184-33-4150 ○

買い物 ギフトコム

仏事，法要，ブライダル、出産内祝，快気祝、コンペ景品，記念品，粗品等、各種贈答品　　　10%
～50%　割引
※ご成約いただいたお客様には，法要案内状，忌明礼状，メッセージカード，手堤袋等サービスい
たします。

由利本荘市川口字八幡前34-6 0184-23-7025 ○ ○

買い物 株式会社　須田友商事
文具類お買い物　20%割引

中古パソコン(NEC・東芝・富士通等)　　店頭価格5%割引
由利本荘市大門87 0184-22-1543 ○ ○

買い物 ギフトスィード

ギフト商品
①冠婚葬祭，引物10～30%割引

②金杯・木杯　名入れ10～20%割引
　（ギフトのカタログ差し上げます）
どなたか１名でも会員に該当すれば優待サービスを適用します。

由利本荘市西目町沼田字新道下1-1 0184-33-4777 ○ ○

スポーツ はまなすファミリーボウル

1プレイ　50円引き

特別料金帯（シニア・レディース・親子ふれあいDAY等格安パック）は対象外

繁忙期（年末年始・お盆，GW等）は対象外

由利本荘市西目町沼田字新道下１１１２−１ 0184-33-4710 ○ ○

温泉
お食事
飲み物
スポーツ

道の駅　象潟ねむの丘

展望温泉　　入浴料　50円引き（会員含め5名まで）

物産館・レストラン　　5%割引（会員のみ）
年金会員限定：日帰り宴会利用時には
　①焼酎　1本サービス
　②グラウンドゴルフプレー代無料
　　（年金友の会の会合のみ，他団体は不可）

にかほ市象潟町字大塩越７３−１ 0184-32-5588 ○ ○

宿泊 にかほ市温泉保養センター　はまなす
宿泊料（1泊2食）500円引き（但し２名様まで）
※プラン，他の割引との併用は優待サービスの対象外となります。

にかほ市金浦字中谷地２０−１ 0184-38-2246 ○

宿泊 旅館　いちゑ 宿泊料　10%割引（特別プラン，他の割引との併用はできません。） にかほ市三森字大苗代１９０ 0184-37-2000 ○ ○

宿泊
サービス
お食事
温泉

象潟夕日の宿さんねむ温泉

①宿泊料（1泊2食）5%割引　但し，10名様まで

②年金会員限定：日帰り休憩，ご会食・ご宴会　5%割引（10名様以上の利用で優待サービス適
用）
③メンバーズ会員限定：入浴料50円引き

にかほ市象潟町字才ノ神31-1 0184-43-4960 ○ ○

にかほ市



年金受給者，ＪＡバンクあきたメンバーズ会員向け優待利用施設一覧 平成28年５月１日現在

ジャンル 提携施設名 優待・特典内容 住　　所 電話番号 年金 メンバーズ

宿泊
お食事

金浦温泉　学校の栖

①宿泊料（1泊2食）

1室3名様よりの利用につき10名まで10%割引

1室3名様よりの利用につき11名様より　5%割引
②会食，宴会
10名様より，お料理お1人様3,000円以上につき，会員証1名以上提示された場合すべての金額の

5%割引

にかほ市前川字菱潟１ 0184-38-3883 ○ ○

宿泊
お食事

ホテル　エクセルキクスイ
宿泊料10%割引

（館内）レストラン万葉　お食事代5%割引
※グループの場合、全員に適用します。他の割引との併用はできません。

にかほ市平沢字町田１０８−１ 0184-37-3333 ○ ○

買い物 松永菓子店 全商品5%　割引 にかほ市平沢字清水127 0184-35-3341 ○ ○

サービス

自然療法整体院　五十嵐　幸朝

１．自然療法整体院
２．象潟(道の駅)　ねむの丘４F　整体コーナー

左記施設，ご利用時に，毎回10分間（1,000円相当）の施術をプラスしてサービス
※他の割引との併用は出来ません。

1.自然療法整体院
にかほ市象潟町横岡字目貫谷地1-250
湯の台温泉「鶴泉荘」前（要予約）
２．ねむの丘　整体コーナー
道の駅 ねむの丘４Fねむの丘整体コーナー（予約優先）

0184-44-2401
携帯090-3437-2167

○

お食事 田沢湖ビール レストランでのお食事代5%割引 仙北市田沢湖卒田字早稲田430 0187-44-3988　　 ○ ○

温泉 駒ヶ岳グランドホテル 入浴料200円引き 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳　　2-30 0187-46-2211 ○

温泉 プラザホテル山麓荘 入浴料200円引き 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳　2-32 0187-46-2131 ○

温泉 プラザホテル山麓荘　　　別館四季彩 入浴料200円引き 仙北市田沢湖生保内字下高野73-40 0187-46-2026 ○

温泉
宿泊
お食事

温泉ゆぽぽ

①入浴料50円引き

②宿泊(1泊2食)10%割引

③「ばっきゃ」でのお食事代5%割引

仙北市田沢湖卒田字早稲田430 0187-44-3333 ○ ○

温泉
飲み物

角館温泉「花葉館」
①入浴料５０円引き（何名でも）
②ご宿泊夕食時：酒一合又はｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ（会員含め2名まで）
③レストランお食事注文時：ｺｰﾋｰ又はｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ一杯ｻｰﾋﾞｽ（会員のみ）

仙北市角館町西長野古米沢３０-１９ 0187-55-5888 ○ ○

温泉
宿泊
お食事
買い物

西木温泉ふれあいプラザ「クリオン」

①入浴料400円⇒300円

②宿泊料(1泊2食)10%割引

③レストラン，売店　5%割引

仙北市西木町門屋屋敷田８３-２ 0187-47-2010 ○ ○

買い物 株式会社　安藤醸造 商品を合計3,000円以上ご購入の方に「寒こうじ200ｇ」プレゼント 仙北市角館町下新町２７ 0187-53-2008 ○ ○

サービス わらび劇場
前売　一般　3,456円⇒3,240円／小中学生　2,376円⇒2,160円

当日　一般　3,780円⇒3,456円／小中学生　2,700円⇒2,376円
仙北市田沢湖卒田字早稲田430 0187-44-3939 ○ ○

サービス 森林工芸館　 手作り体験　10%割引 仙北市田沢湖卒田字早稲田430  0187-44-3981 ○ ○

サービス 花葉館グラウンドゴルフ場
50円引き

年間パスポート1,500円
仙北市角館町西長野古米沢３０-１９ 0187-55-5888 ○ ○

飲み物 グリーンパレス竹馬 宴会時に食前酒またはソフトドリンクをサービス 大仙市戸地谷川前３０６-３ 0187-63-3551 ○ ○

温泉
宿泊

奥羽山荘
①入浴料50円引き

②宿泊料(1泊2食)10%割引
大仙市太田町太田字惣行大谷地10-5 0187-88-1717 ○ ○

宿泊
お食事

ぬくもり温泉「ユメリア」
①宿泊料(1泊2食)10%割引

②レストラン　5%割引
大仙市刈和野字山北丿沢5番地の4 0187-87-3100 ○

宿泊
お食事

協和温泉「四季の湯」
①宿泊料(1泊2食)10%割引

②レストラン　5%割引
大仙市協和船岡庄内２１４ 018-893-2615 ○ ○

仙北市

大仙市



年金受給者，ＪＡバンクあきたメンバーズ会員向け優待利用施設一覧 平成28年５月１日現在

ジャンル 提携施設名 優待・特典内容 住　　所 電話番号 年金 メンバーズ

宿泊
お食事

かみおか温泉「嶽の湯」
①宿泊料(1泊2食)10%割引。
但し，年末年始，ＧＷ，お盆期間，宿泊プラン等は対象外となります。
②レストラン　5%割引

大仙市神宮寺下川原前開８６-１ 0187-87-1700 ○ ○

宿泊
お食事

中里温泉

①宿泊料(1泊2食)10%割引。
但し，特別期間の年末年始，ＧＷ，お盆期間，大曲花火は対象外。また，他の割引プランとの併用
も対象外となります。
②レストラン　5%割引

大仙市太田町中里新屋敷１１４ 0187-88-1471 ○ ○

宿泊
お食事

大曲エンパイヤホテル

①宿泊料（素泊まり）10%割引。
但し，ネット予約は対象外。
②レストラン5%割引。
但し，ネット予約は対象外。

大仙市大曲白金町8-17 0187-63-1131 ○ ○

宿泊 松木田温泉「なんがいふるさと館」 宿泊料(素泊まり)10%割引 大仙市南外松木田４４-２ 0187-74-2310 ○ ○

宿泊
お食事

史跡の里交流プラザ「柵の湯」

①宿泊料(1泊2食)10%割引。
但し，特別期間の年末年始，ＧＷ，お盆期間，大曲花火は対象外。また，他の割引プランとの併用
も対象外となります。
②レストラン　5%割引

大仙市板見内一ツ森１４９ 0187-69-3311 ○

買い物
株式会社　交詢社
　　大曲店，横手店

①ご来店粗品進呈
②店内割引価格より更に5%割引(一部商品を除く)
③指定カタログ限定全品30%割引
　※但し，ポイント付与は出来ません。

大曲店　大仙市戸蒔字大槻66-1
横手店　横手市梅の木町17-12

大曲店
0187-63-8001
横手店
0182-32-1322

○ ○

買い物 斎藤精肉店 豚肉5%割引。但し，杜仲豚は除く 大仙市刈和野清光院後４２-１８ 0187-75-0298 ○ ○

サービス
セレクトファイブ
(仙北ファミリーボウル２階)

カラオケボックス使用料　1時間5%割引

（但し，繁忙期(年末年始，お盆期間，ＧＷ等)は対象外となります。）
大仙市大曲丸の内町35-8　2階 0187-62-4229 ○ ○

スポーツ 奥羽グラウンドゴルフ場 入場料50円引き 大仙市太田町太田字惣行大谷地10-5 0187-88-1717 ○ ○

スポーツ 仙北ファミリーボウル
1ゲーム50円引き

（但し，特別料金帯(シニア・レディースＤＡＹ・親子ふれあいＤＡＹ，パックセット)や繁忙期(年末年

始，お盆期間，ＧＷ等)は対象外となります。）

大仙市大曲丸の内町35-8 0187-62-4229 ○ ○

お食事 道の駅　雁の里せんなん ソフトクリーム50円引き 仙北郡美郷町金沢字下館124番地 0182-37-3000 ○ ○

お食事 農家レストラン米サラダハウス レストラン　5%割引 仙北郡美郷町金沢西根字上四ツ谷163-3 0187-88-8866 ○

お食事 湯とぴあ 雁の里温泉 お食事をされた方にソフトクリーム1個サービス 仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１８１番地２ 0187-83-3210 ○ ○

飲み物 ニテコ名水庵(和風レストラン) お食事をされた方にコーヒー半額 仙北郡美郷町六郷大町５９ 0187-84-0062 ○ ○

お食事
飲み物

千畑温泉「サンアール」
宿泊のお客様へ，ラベンダーアイスまたはニテコサイダーをプレゼント
レストランご利用の場合，ソフトドリンクサービス

仙北郡美郷町金沢東根仏沢２１０-１ 0187-84-3983 ○ ○

買い物 手づくり工房湧子ちゃん(生産物直売所) お買い上げをされた方に「おからドーナツ」を1個サービス 仙北郡美郷町六郷字馬町83番地 0187-84-0020 ○ ○

飲み物 おおもり温泉　休養センター　さくら荘 レストランご利用の方にコーヒーサービス 横手市大森町持向165 0182-26-2301 ○

横手市

美郷町



年金受給者，ＪＡバンクあきたメンバーズ会員向け優待利用施設一覧 平成28年５月１日現在

ジャンル 提携施設名 優待・特典内容 住　　所 電話番号 年金 メンバーズ

買い物 株式会社 アクアス 横手店
店内価格より5%割引(一部商品を除く、アクアス会員は合計金額よりさらに5%割引)
ご来店粗品 プレゼント

横手市条里一丁目14-3 0182-33-4511 ○ ○

温泉 あいのの温泉　鶴ケ池荘 大人入浴料100円引き 横手市山内土渕字鶴ヶ池24-2 0182-53-2131 ○

サービス 上畑温泉　ゆ～らく
年金会員限定：大広間休憩料サービス
メンバーズ会員限定：大広間休憩料半額

横手市増田町狙半内字古家沢口15 0182-45-9001 ○ ○

お食事 ゆとりおん大雄 レストラン飲食5%割引 横手市大雄字三村東２１−４ 0182-52-2188 ○

温泉
宿泊
サービス

ホテルウェルネス横手路
①日帰り入浴料200円引き（600円⇒400円）

②平日宿泊料10%割引（1泊2食付）（繁忙期を除く）

③平日日帰り宴会5%割引（飲み物除く，10名以上，4,000円コースより）

横手市婦気大堤字田久保1-294 0182-33-0600 ○ ○

温泉 ときめき交流センター　ゆっぷる 入館料（入浴料含）100円引き 横手市平鹿町醍醐字沢口１６６ 0182-25-3801 ○

宿泊
お食事
サービス

ホテルクォードインｙｏｋｏｔｅ
特別優待料金　例：シングルB（7,300円⇒5,200円）他

①レストラン「ダイニングクォード ボンディーヌ」5%割引

②チムジルバン「リフレッシュスパクォード」50円引き（低温ｻｳﾅ）

横手市安田字堰端52-1 0182-36-5211 ○ ○

宿泊
飲み物

横手駅前温泉　ゆうゆうプラザ
①ゆうゆうプラザ宿泊料10%割引

②夕食時1ドリンクｻｰﾋﾞｽ（宿泊者）
横手市駅前町7-7 0182-32-7777 ○ ○

宿泊 南郷（夢）温泉　共林荘

年金会員限定：宿泊料5%割引

メンバーズ会員限定：一泊２食8,500円以上の基本プランの5%割引（ＧＷ・盆・正月除く）
要電話予約。　本人と同行者２名まで

横手市山内南郷字大払川139-1 0182-53-2800 ○ ○

宿泊
温泉
飲み物

上畑温泉　さわらび

年金会員限定
①宿泊プラン：夕食時焼酎１本進呈
　（1室2名様以上で1泊2食付プランご利用の場合）
②日帰り：源泉掛け流し貸切風呂50分1回サービス
　（食事付ゆったりプランご利用の場合）
③日帰り団体：15名様毎に本格そば焼酎蔵螢2本進呈
メンバーズ会員限定
①日帰り入浴半額

横手市増田町狙半内字古家沢口15 0182-55-5050 ○ ○

宿泊
飲み物

交流センター　雄川荘
①宿泊料（1泊2食付）：500円引き
②食堂利用者：コーヒーサービス

横手市雄物川町今宿字郷72-1 0182-38-6530 ○

お食事

そば処　ふかがわ
・定休日　火曜日
・営業時間
AM11：30～PM2：00，PM5：30～PM8：30
(月曜日，水曜日は昼のみの営業)

お食事代50円引き 雄勝郡羽後町杉宮字元稲田193-4 0183-62-2786 ○

飲み物
温泉

五輪坂温泉としとらんど
①レストラン利用した場合，コ－ヒ－１杯無料
②日帰り入浴料100円引き（午前９時～午後５時）

雄勝郡羽後町足田字五輪坂下43－4 0183-62-4126 ○ ○

温泉 なるせ温泉　清流の宿　東仙歩 大浴場日帰り入浴料　半額 雄勝郡東成瀬村椿川字真戸30-1 0182-47-3181 ○

温泉 やまゆり温泉　ホテルブラン

日帰り入浴料　割引
大人：100円引き，小人：50円引き

（会員証1枚につき5名まで）
雄勝郡東成瀬村椿川字柳沢39-7 0182-47-3104 ○

羽後町

東成瀬村
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ジャンル 提携施設名 優待・特典内容 住　　所 電話番号 年金 メンバーズ

お食事 道の駅　おがち「小町の郷」 小町カフェ ボスコ　ジェラート　50円引き 湯沢市小野字橋本90 0183-52-5500 ○

お食事
サービス

湯沢グランドホテル

レストラン利用代金　10%割引
（他の割引券との併用は不可）
婚礼3大スペシャル特典（原則80名様以上の披露宴に限る(人数は応相談)、他のプランとの併用
は不可）
①挙式料　50%割引

②披露宴飲み物　10%割引(3,000円コースのみ)
③披露宴出席者の宿泊料　通常料金より　30%割引
④婚礼の予約時に予め会員証の提示が必要です。

湯沢市材木町1丁目1-1 0183-72-3030 ○ ○

温泉 だるま旅館ゆざわ
日帰り入浴料　100円引き

利用可能時間　AM5：30～PM10：00
（現金での支払いのみ，半額券・回数券との併用は不可）

湯沢市倉内字川原田43-2 0183-73-1001 ○

宿泊 小安山荘　民宿　よし川

宿泊　通常料金より10%割引

(ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、年末年始、湯治パックは除く)
※会員証を提示したご本人と配偶者のみが適用されます。

※要予約。また予約時に優待利用の旨を伝えてください。

※お1人でのご利用の場合、宿泊料金に+1,000円頂戴しております。

湯沢市皆瀬字大湯2 0183-47-5253 ○

温泉
宿泊

奥小安峡　大湯温泉　阿部旅館

①日帰り入浴料　半額
②休憩　個室利用（要予約），食事された方　10%割引(個室利用料 + お食事代より)
③宿泊料(1泊2食付)　から　10%割引（年末年始，お盆・ＧＷ期間，冬期湯治パックは対象外）

湯沢市皆瀬字小安奥山国有林34 0183-47-5102 ○

温泉
飲み物

小安峡のお宿　秋仙

①日帰り入浴料　半額
②日帰り宴会　1人　5,000円以上ご利用でジュースまたはお酒1本サービス

③宿泊料　1人　8,000円以上ご利用でジュースまたはお酒1本サービス
湯沢市皆瀬字小湯ノ上20-5 0183-47-5800 ○

温泉 小安峡温泉　おやど　鶴峯館 日帰り入浴料　200円引き 湯沢市皆瀬字小湯ノ上3-14 0183-47-5335 ○

温泉
飲み物

小安峡の宿　こまくさ
①日帰り入浴料　半額　利用可能時間　AM10：00～PM3：00
②日帰り宴会／1人　5,000円以上ご利用でジュースまたはお酒1本サービス

③宿泊料／1人　8,000円以上ご利用でジュースまたはお酒1本サービス

湯沢市皆瀬字小湯ノ上47-1 0183-47-5181 ○

温泉
宿泊

小安峡温泉　やどや　鳳 入浴料　100円引き(日帰り，宿泊は問わず) 湯沢市皆瀬字小湯ノ上5-12 0183-47-5209 ○

温泉
飲み物

小安峡温泉　湯の宿　元湯くらぶ
①日帰り入浴料　100円引き

②宿泊料／1人　10,000円以上のご利用でジュースまたはお酒1本サービス
湯沢市皆瀬字湯元100-1 0183-47-5151 ○

温泉 旅館　多郎兵衛
日帰り入浴料　100円引き

利用可能時間　AM10：30～PM3：00
湯沢市皆瀬字湯元121-5 0183-47-5016 ○

温泉
飲み物

小安峡温泉　松葉館
①日帰り入浴料　半額
②宿泊　お酒1本サービス

湯沢市皆瀬字湯元50-1 0183-47-5019 ○

温泉
飲み物

横堀温泉　紫雲閣

①日帰り入浴料200円引き（小学生以下除く）

(月曜日・木曜日はサービスデイにつき除く)
②宿泊宴会10名様以上のご利用でジュース1本またはお酒1合サービス
（日帰り宴会での利用は不可）

湯沢市横堀字小正寺16 0183-52-4334 ○

飲み物 泥湯温泉　奥山旅館 宿泊の方ジュースまたはお酒1本サービス（湯治プランは除く） 湯沢市高松字泥湯沢25 0183-79-3021 ○

宿泊
お食事

湯沢ロイヤルホテル
①宿泊料／通常宿泊料金より10%割引

②レストラン／お食事代5%割引（他の割引との併用不可）

※いずれも会員証1枚につき3名まで

湯沢市田町2丁目2-38 0183-72-2131 ○ ○

湯沢市
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